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諦めずにコンマ1点でも加点できるように頑張った（岡野）

課題の難易度は高かったが、できるという確信があった（佐藤）

工場の自動生産ラインを想定した設備の組み立て、調整、試運転といった課題に2名1組で挑む「メカ
トロニクス」。アブダビ大会では、終盤まで苦戦を強いられながらも金メダルに輝いた岡野祥磨さん、
佐藤健太さん。お二人にこの大会について話を伺いました。

目は審査員の特徴が把握しきれず
減点している感じでした。後半は、
それを修正しながら、諦めずにコ
ンマ1点でも加点できるように頑
張ったことが金メダルに繋がった
と思います。
佐藤　審査員対策は事前の訓練
でも意識していた点でした。大会
本番までに、海外の選手と対外試
合や合同訓練を積極的に行ってき
たので、その経験も活かせたと思
います。それに、事前に他国の選
手や関係者と交流を持ったことで、

――競技中は苦しい局面も多々あ
り、終盤まで結果がもつれるよう
な状況でしたが、１位が決まった
瞬間はどのように感じましたか？
岡野　競技中はミスが多かったの
で、閉会式で結果が発表される
まではメダルに手が届くかどうか、
私たちはそのボーダーライン上にい
るだろうと予想していました。順
位が発表され、表彰台に上がれ、
それも１位ということで驚きと嬉し
さでいっぱいでした。
佐藤　エキスパート※の梅村謙太

さんも含めて３人で金メダルを目指
して、訓練を続けてきたので、梅
村さんの熱心な指導に対して、結
果で応えられたことも嬉しかった
です。
――国際大会への出場が決まり、
長期間に及ぶ訓練を積んできた
と思いますが、大会ではどのよう
な点が金メダルに結びついたと思
いますか？ 
岡野　色々な国の審査員に見て頂
きますが、一人ひとりで評価のポ
イントが異なります。1日目、2日

※�競技課題・採点基準の審議、競技スケジュールの管理、競技用部材・工具などのチェックなど競技運営、採点の業務を行う。
　参加国・地域が選手を派遣した職種について、1名まで派遣することができるいわゆる審判員。

10



本番でもあまり緊張せずに、会場
の雰囲気に飲まれることなく競技
を開始できたことも今回の勝因の
ひとつだと思います。
岡野　また、全国大会では作業
スピードを重視しますが、国際大
会は細かなミスも減点対象になる
ことが海外の訓練会で分かったの
で、細部までこだわるようにしてい
ました。
佐藤　誰が見てもきれいな設備だ
と思ってもらえるように訓練してき
ましたし、実際に大会でも、設備
の美しさでは私たちが一番だった
と自負しています。
――課題に対して、ハード面（組
み立てや調整）は佐藤さんが担
い、ソフト面（プログラムや電気
配線）を岡野さんが担い、それ
ぞれの専門は分かれていても、2
人のコンビネーションが重要だと
思います。大会中は2人で心がけ
ていたことはありましたか？

岡野　競技後にホテルに帰ってか
ら、次の日に向けて作戦を立てて
いました。それで、作業状況に応
じて、速度を優先するのか、精度
を優先するのか、ルールを決めて
臨んでいました。互いの進み具合
を確認しながら、どちらかに遅れ
が生じることがあれば、相手側の
作業をどれだけ受け持つのかなど
も決めていました。
佐藤　専門分野は異なるのです
が、互いに作業できる領域もある
ので、競技中は作業時間の配分に
は気をつけていました。
――出された課題に関しては、ど
のような印象を持ちましたか？
佐藤　今回の課題は前回のサン
パウロ大会に比べても難易度は高
かったと思います。一瞬戸惑いま
したが、できるだろうという確信
もありました。
岡野　難しさとは異なりますが、
日本の大会ほど仕様書がきちんと

作られておらず、仕様書の中にい
くつか矛盾があり、そのつど審査
員に確認しなければならないのが
大変でした。通訳を介して話すこ
ともあれば、僕たちは会社で英語
を習っているので、自分たちで聞
けることは自分たちで対応していま
した。
――今回の経験を今後はどのよ
うに活かしていきたいとお考えで
すが？
岡野　私は指導員として、技能五
輪全国大会や国際大会を目指す選
手を育成する側にまわります。今回
の国際大会の経験を活かして、それ
を後輩たちに伝えていきたいです。
佐藤　私は作業現場に配属となり
ます。金メダルを獲った新人とい
うことで期待されると思いますが、
期待に応えられるように、現場の
知識を吸収して、早く一人前の技
術者になれるように努力していき
たいです。
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　私自身エキスパートは初めてだったので、
何をすればよいかは手探りでしたし、不安
もありました。でも受けたからには、日本
代表として恥じない結果を残したいという
使命感は強くありました。ですので、常に
メダルという言葉を使って、訓練中も選手
を鼓舞していたように思います。
　日本で通用することが世界では通用しな
いこともあり、大会に臨むにあたりまずは
世界基準を知ることが大切でした。今回は、
事前にブラジルや北東アジアの各国と対外
試合や訓練を行い、世界を知れたというの
がとても大きかったかもしれません。その

まずは世界基準を知ることから

日本のものづくりを伝承し、世界に勝つ
　心技体といいますが、国際大会のような
大きな舞台ではとくに心の部分が大切です。
選手は日本で十分に訓練を積んできました
が、独特の雰囲気や大勢の観客の中で、緊
張もすると思いますし、「いつもと同じ通り
にすればいい」と言っても、それは難しい
ことです。メンタルトレーニングはどこの
企業も工夫していると思いますが、そこが
一番大切だと思います。
　技能は繰り返し行うことで身につくので、
それ以外の部分を大切にしてきました。本
番でも気負わずに平常心を保てるように、
体調管理と精神的な安心を与えることが私
たちサポート側の大きな役割だったと思い

トヨタ紡織（株） グローバル人材開発部
トヨタ紡織学園 技能五輪グループ
グループ長

和田栄二さん

トヨタ紡織（株） グローバル人材開発部
トヨタ紡織学園 技能五輪グループ

梅村謙太さん

上で、誰が見てもよい設備を作り、かつ作
業も早く行わなければいけない。そういう
点を日頃の訓練から心がけていました。大
会ではミスやトラブルが続きましたが、設
備はきれいでしたので、そこがしっかりと
評価されたのだと思います。
　選手とエキスパートが一丸とならなけれ
ばメダルには届かないと思います。選手は
訓練に集中し、エキスパートは積極的に海
外と交流して情報交換をすることが必要だ
と感じました。日本がまた金メダルを獲れ
るように、私の経験を伝えられたらと思っ
ています。

ます。エキスパートの梅村も初めてながら
奮闘してくれました。
　日本では手加工を大切にし、技能を身体
で覚えるように訓練しますが、国際大会で
勝つには、それ以外のことを覚えなければ
いけません。他国の選手は国内大会から国
際大会を睨んだ課題に触れていますが、単
純に勝つことが目的であれば、日本もそれ
に倣う必要があるかもしれません。しかし
一方で、私たちが求めているのは本当の技
能であり、日本のものづくりの魂を伝承し
ていくことです。今後もその両方をバラン
ス良く、取り組んで行きたいと考えてい
ます。

指導員からのMessage
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フラワー装飾

（有）きのしたけいこフラワーエフェクト
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自分が世界で
どこまでできるのかを知りたい

生花を使用した花束、アレンジメント、テーブルデザイン、ブライダルブーケなどの課題を制作する
「フラワー装飾」。慣れない環境やハードな日程の中、最後まで力を出し切り、19位という結果以上
に大きな経験を手にした銅島茉菜さんに話を聞きました。

――木下先生との訓練ではどのよ
うな点を注力していましたか？
　国際大会は普段は作らないよう
な大きなサイズであったり、例えば、
花屋のお仕事などでは扱わないよ
うな課題がでたりするので、そうし
たデザインの勉強とテクニックを磨
くことはもちろんですが、今回特に
先生から言われたことは、体力勝
負だということ、また精神力を鍛え
るということでした。慣れない環境
ということもあったのですが、実際

――銅島さんがフラワー装飾の競
技に参加したきっかけから教えて
下さい。 
　農業高校の園芸科に通っていた
時にフラワー装飾の技能検定の3
級を受験したことがそもそものきっ
かけです。短大を経て、花屋に勤
めている時に2級に挑戦し、同時
に実施された技能五輪全国大会の
予選に参加しました。力試しのつ
もりがそのまま全国大会へ出場す
ることができ、銀賞（第53回大会）

をいただきました。翌年の全国大
会は国際大会への代表権が得られ
るので、金賞を目標に取り組みまし
た。結果、金賞をいただき、「本当
に国際大会に行けちゃった！」とい
う感じでしたね（笑）。それから短
大時代に指導を受けていた木下惠
子先生にエキスパートをお願いし、
三上比蕗子先生にコーチをお願い
しました。今回、アブダビへ行くま
では先生のもとで勉強させていた
だきました。
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に3日目から少し体調を崩してしま
いました。
――思うように競技に集中でき
ず苦労をされましたが、国際大
会の難しさをどのように感じまし
たか？
　食事が合わず、体調管理が上手
くできなかったのは残念でした。
今回は4日間で花束やアレンジ、リー
ス、オブジェなど9つの課題がでて、
1日ごとにテーマが与えられていた
のですが、実際の採点ではテーマ
性が重視されておらず、より緻密に
作り込む方が高い評価を得られて
いました。私はテーマにもとづいて
作品を仕上げていたので、そのよ
うなルールや評価基準については
事前に情報を得ておく必要があっ
たかもしれません。また、日本と
海外との価値観や審美眼の違いを
思い知らされました。例えば、色
使いがシンプルなものだと大人しい
というネガティブな印象になり、私

のデザインやアイデアは評価されて
も色彩は評価が高くありませんでし
た。私は、ひとつひとつの花を活
かすような作品を心がけていました
し、全体の調和や私のアイデンティ
ティを表現しようと考えていました
が、他の国の選手はとにかくカラフ
ル、派手にという作風が強く印象
に残っています。一方で、私はい
ろんな色の花を組み合わせて作る
ことが苦手だということに改めて気
が付くことできましたし、発想力な
ども海外の選手から刺激を受ける
ことになりました。大会を経て、い
ろんな課題が見つかりましたから、
今後はそのような点を改善できるよ
うに意識的に取り組んでいきたい
と思っています。
――結果以上に、銅島さんにとっ
て学びの多い国際大会だったよう
ですね。
　長期に渡る訓練やアブダビでの
本番、そして結果も含めて、とても

いい経験ができたと思っています。
国際大会では、自分がどこまでで
きるのかを知りたいという思いが強
かったので、結果に対しては素直
に受け止め、評価された部分はこ
れからも伸ばしていきたいですし、
反省点に関しては克服できるように
突き詰めていきたいです。
――国際大会への出場を果たし、
技能五輪の選手としては一区切り
ついたかもしれませんが、今後の
目標などあれば教えて下さい。
　まずはフラワー装飾の1級を取
得することが目標ですが、今後も
私には花しかないと思っているので
（笑）、これからもお花に携わる仕
事をしていきたいと思っています。
大会に参加して、ほかの国のデザ
インやお花に対する考え方も知りた
いと思うようになったので、海外の
花屋で勉強するのも選択肢のひと
つとして考えたりしています。
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（有）きのしたけいこフラワーエフェクト

木下惠子さん

　私は国際大会の視察をしたことはありま
したが、エキスパートとして参加するのは
初めてでした。参加が決まり、発表された
課題に対して、できるだけたくさんの種類
の花を使って訓練しましたし、限られた期
間でできることはすべてしたという自負も
あります。ただ、実際の大会では、慣れな
い場所での作業、通訳を介しますが英語で
のコミュニケーションなど選手自体も戸惑
うことが多かったのではないかと思いま
す。世界との技術的な差はないと感じまし
たが、普段と同じようにできなかったのは
残念でした。大柄な他国の選手に比べて、
銅島さんは一番小柄ですし、4 日間という
大会期間を考えると体力的に負けていたと
いえるかもしれません。ただ、最後まで諦
めずにがんばったことは評価できますし、
成績について恥じることなく、国際大会ま
で行ったことは胸を張っていいこと、でき
ることをやったのが大切だと本人には伝え
ました。
　選手のクリエイティビティはそれぞれ違
いますが、フローリストはお客様があって
の仕事ですので、そこで個性が出せればよ
いと思い、そのような点も重視して訓練を
積んでいました。もちろん成績がよければ
喜ばしいですが、日本の訓練のシステムと

時代をリードするフローリストへ
上位に入っている国とではそのシステムが
違うことは明確です。上位に入っている国
は 3 年間ほどかけて選手をじっくりと育て
ていますし、私たちのように、全国大会を
終えて本番まで 10 ヶ月足らずの期間では、
選手はもちろんがんばってくれましたが、
ただ詰め込むだけの訓練になってしまいが
ちです。国際大会で勝つためには、さらに
時間や経験が必要であるということも実感
しました。
　今後も銅島さんはお花に関する仕事に携
わって行くと思いますが、花屋であれ指導
者であれ、これからも自分の技術を上げて
いかなければならないと思います。また、
あらゆる分野に興味を持ちながら、絶えず
お花のことを考えていないといけない。そ
うして時代をリードするようなフローリス
トを目指してほしいです。

指導員からのMessage
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建築大工

（学）ものつくり大学
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技術を磨きたいという向上心は
大会前より増している

公園などに設置して利用できる木造建築物の原寸図を作成し、その原寸図から部材に墨付けを行い、
加工・組立を行う「建築大工」。この職種の代表となったのは現役大学生の森脇康太さん。学業を両立さ
せ、大会に臨んだ森脇さんに大会を振り返ってもらいました。

ますし、どの程度のペースで作業
をすれば課題が仕上がるのかも見
当がつくのですが、国際大会では、
ペース配分が難しかったです。しっ
かりと完成させていた選手は課題
を解くことや作業ペースも速く、そ
こに世界との差を大きく感じまし
た。加工面では訓練してきたもの
が出せたと思いますが、足りなかっ
たのは課題を解くスピードでした。
5月に課題公表があり、大会当日
に30%変更するという競技規則が

――大学1年生で技能五輪の全国
大会に初参加。3年生で全国大会
の金賞を掴み、4年生で国際大会
へ出場しました。この大学4年間
は技能五輪にかけたとも見えます
が、国際大会への道のりはどのよ
うなものでしたか？
　2年の時の全国大会で敢闘賞を
いただき、３年ではそれ以上を目
指し、まわりには金賞を獲ると宣
言していました（笑）。２年の時は
図面の精度をはじめ、全体的な技

能も足りていなかったと、自分が作
り上げた課題を見て思いました。い
ろいろと反省点を見つけ、３年の
時はそれを克服するように努力しま
した。それで無事に宣言通り金賞
が獲れました。
――国際大会は11位という結果
でしたが、大会を終えて、どのよ
うに感じていますか？
　結果について言えば、自分の力
不足ですね。国内の大会は出場す
る選手の技能もある程度把握でき
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ありますが、実際には形や高さ奥
行き寸法、さらに訓練にはなかっ
た部材にシャクリを入れることなど
90%以上もの大きな変更に上手く
対応できなかったのも悔しいです。
それに対応できるか、できないか
が世界で勝てる選手との違いです
ね。全国大会では金賞をいただき
ましたが、自分はもっとできると信
じていたので、それを国際大会に
ぶつけ、納得のいく結果が欲しかっ
たというのが正直な気持ちですし、
それができずに残念でした。
――その悔しさや経験が今後の
大きな糧になるようにも思います。
　この経験がこれからどのように
活かせるかはまだ検討もつきませ
ん。大会に向けて、朝から晩まで
訓練してきたので、今はそれがなく
なってしまい放心状態ですね。ほ
かの国の選手の技量が想像できな
かったので、どれだけ訓練すれば
いいのか分からず不安になってい

ましたし、自分ではあまり意識して
いませんでしたが、訓練中や大会
前はずっと張り詰めた顔をしていた
ようです。アブダビから帰国して、
キャンパスで友達に会うと、どこか
気が抜けているように見えたみた
いです（笑）。
――大学の授業や就職活動など、
訓練と両立しなければならないこ
とも多く大変だったと思いますが、
どのような訓練を積んできたので
しょうか？
　大会本番で課題に入る変更を自
分なりに想定し、何パターンも繰り
返し訓練をしていました。自分で
想定できる範囲にも限りがあるの
で、エキスパートの和田（三郎）さ
んにアドバイスをもらいながら訓練
も修正していくという感じでした。
訓練は楽しいだけではないですし、
精神的に苦しいこともありました。
ただ、大会を前にして自分が追い
込まれた時も乗り越えられたという

のは大きな自信になっています。国
際大会では、みなさんが期待して
いたような成績を残せず、挫折も
味わいましたが、結果的にもっと
技術を磨きたいという向上心が以
前よりも増しています。
――卒業まで残りわずかですし、
卒業とともに次のステップへと進
まれます。今後の目標などあれば
教えて下さい。
　まず、これから行われる全国大
会には大学の後輩が出ますし、彼
らをしっかりフォローして、いい成
績につなげられるようにアドバイス
をしてあげたいと思っています。卒
業後は故郷に帰り、宮大工になる
予定でいます。競技と現場は違う
と思いますので、また一から修行
です。将来は、仕事で自分の名前
を残すことができるようになりたい
です。
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ものつくり大学 建設学科 教授

深井和宏さん

（有）和田工務店

和田三郎さん

　国際大会に出場するにあたり、半年以上、
熱心に訓練に取り組んでいたのですが、今
回は本番で厳しい変更が課されたこともあ
り、森脇君にとっても私にとっても結果は残
念でした。
　訓練の最初の２ヶ月ほどは基本的な技術
を教え直し、実際の課題制作の訓練では、
私の息子（和田智一）がコーチとして指導し
ました。息子もかつて選手としてフランス大
会に参加した経験があり、実践的な指導は
息子を中心に行いました。大会では森脇君
も精一杯頑張ってくれましたが、他の国との
スピードの差が敗因でした。まず、課題を完

　国際大会に出場するにあたり身につけた
孤独に耐える力、忍耐力、集中力、なによ
り磨いた技術力は森脇君を一生助けると思
います。国際大会は日本の競技とは異質な
ものであるという観点から、生易しいもの
ではないと覚悟していました。結果はとも
かく、そこに至った努力に対しては誇りと
自信に変えてもらいたいと思っています。
　国内大会に参加するのは、将来、日本の
木造建築において自分の腕を磨こうとして
いる人たちです。海外と日本では、建築や
設計の仕組み、木造建築の伝統的な文化が
違いますので、国際大会に技術の標準を合

世界へ示した日本のものづくり

日本の建築文化を世界へ発信する課題も

成させることが何よりですので、限られた時
間で、無駄な動きがないように作業するこ
とは指導の上でも心がけていました。ちょっ
とした無駄が積み重なることでタイムロスが
生じますし、「１秒を大切にしろ」と常に声
をかけていました。
　結果は結果として受け止めなければなり
ませんが、大会で出来上がったものはとても
よく、その精度のよさは採点でも高く評価さ
れていました。ハンガリーのエキスパートが、

「彼の作品は精度もよくて素晴らしい」と絶
賛してくれましたが、少なからず日本のもの
づくりを世界に示せたと思います。

わせて訓練すると、日本の建築技術がおろ
そかになるという危惧もあります。国際大
会で勝つことを考えると頭が痛いのです
が、和風住宅を失ってはいけないですし、
そのような点においても、選手を送り出す
私たちの責任は重いと感じます。
　日本の建築文化を世界へと発信していく
システム。そして、コンペティションで勝
つための育成のシステム。国際大会におい
ては、この 2 本立てで考える必要性がある
のではないかと今回のアブダビ大会を通じ
て感じました。

指導員からのMessage
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●2001年以降の技能五輪国際大会・日本選手団の成績

※第43・44回の（�）内の数字は、金メダルの数。

●第44回 技能五輪国際大会（アラブ首長国連邦・アブダビ大会）日本代表選手の成績

回 開催年 開催国（開催都市） 出場
選手数

日本のメダル獲得数 金メダル獲得上位３カ国・地域名金 銀 銅
第36回 2001年 韓国（ソウル） 33� 4 2 4 1位韓国、2位ドイツ、3位日本、オーストリア
第37回 2003年 スイス（ザンクトガレン）� 34� 6� 2� 4 1位韓国、2位スイス、3位日本
第38回 2005年 フィンランド（ヘルシンキ）� 36 5 1 2 1位日本、スイス、南チロル・イタリア、4位ドイツ、フィンランド　6位韓国、他3ヶ国
第39回 2007年� 日本（静岡） 51� 16� 5� 3 1位日本、2位韓国、3位フランス
第40回 2009年 カナダ（カルガリー） 45 6 3� 5 1位韓国、2位スイス、3位日本
第41回 2011年 イギリス（ロンドン）� 44 11� 4� 4 1位韓国、2位日本、3位スイス
第42回 2013年� ドイツ（ライプツィヒ）� 45 5 4� 3 1位韓国、2位スイス、3位チャイニーズタイペイ、4位日本、オーストリア
第43回 2015年 ブラジル（サンパウロ）� 45 5 3 5 1位韓国（13）、2位ブラジル（11）、3位日本（5）他4ヶ国
第44回 2017年 アラブ首長国連邦（アブダビ） 45 3 2 4 1位中国（15）、2位スイス（11）、3位韓国（8）、9位日本（3）

職種名 氏名 所属先名 成績
ポリメカニクス 竹崎　　涼 （株）デンソー 敢闘賞（４位）
情報ネットワーク施工 清水　義晃 （株）協和エクシオ 金メダル

製造チーム
チャレンジ

麻生　知宏
上野　祐平
最上　　拓�

（株）デンソー 金メダル

メカトロニクス 岡野　祥磨
佐藤　健太 トヨタ紡織（株） 金メダル

機械製図ＣＡＤ 土屋　友志 （株）ジェイテクト 敢闘賞（11位）

ＣＮＣ旋盤 淺津　雄太�（株）日立製作所インダストリアルプロダクツビジネスユニット 敢闘賞（４位）

ＣＮＣフライス盤 剣持　光彰 トヨタ自動車（株） 銀メダル
石工 浅井　純 （株）小林秋三郎商店 ９位
ビジネス業務用
ITソフトウェア・
ソリューションズ

山本　諒� （株）ＹＣＣ情報システム 24位

溶接 笠城　絢也�（株）豊田自動織機トヨタＬ＆Ｆカンパニー 銀メダル

印刷 早瀬　真夏 亜細亜印刷(株) 敢闘賞（４位）
自動車板金 池田　龍哉 日産自動車（株） 敢闘賞（10位）
配管 関根　雄太� 西原工事(株) 18位
電子機器組立て 犬飼　英明 （株）デンソー 敢闘賞（５位）
ウェブデザイン 佐野　　梓� セイコーエプソン（株） 敢闘賞（14位）
電工 井上　大樹 （株）九電工 敢闘賞（５位）

工場電気設備 田中　奨二�（株）日立製作所�サービス＆プラットフォームビジネスユニット（大みか事業所） 敢闘賞（７位）

左官 小谷野貴光� 群馬県左官工業協同組合 敢闘賞（４位）

移動式ロボット 古久根秀治
山本　椋大 （株）デンソー 銅メダル

職種名 氏名 所属先名 成績
家具 下條　恭平 （有）ワカサ 敢闘賞（14位）
建具 古見　秀嗣�（株）ナスク 敢闘賞（13位）
建築大工 森脇　康太 （学）ものつくり大学 11位
貴金属装身具 高野　美咲�（株）ミキモト装身具 敢闘賞（９位）

フラワー装飾 銅島　茉菜 （有）きのしたけいこフラワーエフェクト 19位

美容/理容 川村　桂矢 （学）グラムール学院グラムール美容専門学校 敢闘賞（８位）

ビューティーセラピー 高橋由未歩 （一社）日本エステティック協会 20位
洋裁 福田香奈子 （株）プラス・ワン 22位

洋菓子製造 香川　実穂 （学）中西学園名古屋製菓専門学校 敢闘賞（７位）

自動車工 下原　侑也 日産自動車（株）TCSX
国内サービス部 銅メダル

西洋料理 青木絵里子�（株）横浜ロイヤルパークホテル（公益社団法人�全日本司厨士協会） 24位

レストランサービス 奥野さゆり （株）宮崎観光ホテル 30位
車体塗装 深見　勇斗�トヨタ自動車（株） 敢闘賞（８位）

造園� 杉本　　涼
田村　玲治�

（株）鈴木造園
（有）カネマス造園 15位

冷凍空調技術 菅沼　幸希� オリオン機械（株） 18位
ITネットワーク
システム管理 里山　僚一 トヨタ自動車（株） 銅メダル

グラフィックデザイン 青木　美穂� 図書印刷（株） 24位
構造物鉄工 遠周　直人� 三菱重工業（株）神戸造船所 敢闘賞（５位）
プラスティック金型 宮坂　逸仁 セイコーエプソン（株） 銅メダル
試作モデル製作 髙木　真悟 トヨタ自動車（株） ８位
産業機械組立て 川添　達也�（株）デンソー ９位
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