
競技職種名

1 機 械 組 立 て  岩堤　翔也  愛知県  大澤　楓  愛知県  坂元　裕二郎  愛知県  神鳥　陽平  愛知県 

 鶴　翔太  大阪府  森　広次朗  大阪府  中村　太朗  島根県 

 山本　秀平  神奈川県  杉浦　章史  愛知県  小峰　絢也  大阪府 

 原田　祐輝  神奈川県 

 山本　航平  大阪府 

 渡辺　悠斗  茨城県 

 永留　和真  兵庫県 

2 抜 き 型  小池　悠太  愛知県  齋藤　達也  茨城県  藤原　巧  茨城県  小室　凌人  茨城県 

 田松　亮哉  愛知県  伊藤　彰宏  埼玉県  谷津　修司  茨城県 

 野尻　亮太  愛知県  渋谷　勇磨  栃木県  森山　晴貴  茨城県 

 日下部　利樹  栃木県 

 林　隆介  栃木県 

 松田　大輝  茨城県 

 澤田　篤志  群馬県 
 （株）ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所 

 ホンダエンジニアリング（株） 

 日立オートモティブシステムズ（株） 

 トヨタ自動車（株）  ホンダエンジニアリング（株）  日立オートモティブシステムズ（株） 

 ホンダエンジニアリング（株） 

 （株）デンソー  日立オートモティブシステムズ（株）  日立オートモティブシステムズ（株）  日立アプライアンス（株）　多賀事業所 

 （株）デンソー  富士電機エフテック（株）  日立オートモティブシステムズ（株） 

 （株）クボタ筑波工場 

 三菱日立パワーシステムズ（株）高砂工場 

 東芝総合人材開発（株） 

 （株）クボタ　堺製造所 

 （株）クボタ　枚方製造所  （株）クボタ　枚方製造所  日立金属（株）安来工場 

 いすゞ自動車（株）　藤沢工場  アイシン精機（株）  パナソニック（株）　生産技術本部 

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

 （株）デンソー  （株）豊田自動織機  （株）デンソー  （株）豊田自動織機 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

3 精 密 機 器 組 立 て  井上　優太  長野県  勝野　敬太  茨城県  熊井　伸  長野県  長嶋　啓太  茨城県 

 小山田　礼  茨城県  松屋　空  愛知県  清水　雄斗  愛知県 

 橋本　可成  茨城県 

 高木　一道  長野県 

4 メ カ ト ロ ニ ク ス  中澤　洸介  茨城県  木村　彰太  愛知県  朝來　晃基  神奈川県  櫻庭　康祐  茨城県 

 村山　駿太  茨城県  服部　智輝  愛知県  藤近　大樹  神奈川県  田山　光  茨城県 

 一円　龍太郎  愛知県  大橋　翔  愛知県  佐藤　颯天  静岡県 

 鶴添　翔太  愛知県  森　弘平  愛知県  杢谷　昂河  静岡県 

 松本　浩樹  愛知県  大内　詩史  茨城県 

 渡邊　和  愛知県  渡邉　湧芽  茨城県 

 河合　将志  兵庫県 

 小谷　周平  兵庫県 

（ 次 ペ ー ジ へ ）  三菱重工業（株）　神戸造船所 

 （株）デンソー  （株）日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 

 三菱重工業（株）　神戸造船所 

 （株）豊田自動織機  トヨタ自動車（株）  本田技研工業（株）　トランスミッション製造部 

 （株）デンソー  （株）日立ハイテクノロジーズ　那珂地区 

 （株）日立ハイテクノロジーズ　那珂地区  （株）ジェイテクト  日産自動車（株）  日立オートモティブシステムズ（株） 

 （株）豊田自動織機  トヨタ自動車（株）  本田技研工業（株）　トランスミッション製造部 

 セイコーエプソン（株） 

 （株）日立ハイテクノロジーズ　那珂地区  （株）ジェイテクト  日産自動車（株）  日立オートモティブシステムズ（株） 

 日立オートモティブシステムズ（株）  （株）デンソー  （株）デンソー 

 日立オートモティブシステムズ（株） 

 セイコーエプソン（株）  日立オートモティブシステムズ（株）  セイコーエプソン（株）  日立オートモティブシステムズ（株） 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  中瀬　偉丈  愛知県 

メ カ ト ロ ニ ク ス

 中村　恭規  愛知県 

 永田　将之  愛知県 

 日比　亮俊  愛知県 

5 機 械 製 図  井元　健  茨城県  鈴井　光  愛知県  高星　千秋  茨城県  岩﨑　拓哉  愛知県 

 中島　将  茨城県  下田　伊吹  愛知県  鈴木　拓海  茨城県 

 宮田　剛志  愛知県  東　尚輝  神奈川県  高瀬　佑人  茨城県 

 高野　ブィットル裕貴  愛知県 

 長坂　秀明  愛知県 

 岡田　一将  愛知県 

 倉橋　勇士  愛知県 

 山内　敬太  愛知県 

 小島プレス工業（株） 

 （株）ジェイテクト 

 （株）デンソー 

 トヨタ自動車（株） 

 （株）ジェイテクト 

 （株）日立製作所　日立事業所  トヨタ自動車（株）  （株）日立製作所　日立事業所 

 （株）豊田自動織機  日産自動車（株）  （株）日立製作所　日立事業所 

 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 

 （株）日立製作所　日立事業所  （株）デンソー  （株）日立ハイテクノロジーズ　那珂地区  トヨタ自動車（株） 

 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 

 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 

 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

6 旋 盤  丹野　惠介  茨城県  木村　一成  茨城県  公文　未歩  愛知県  松葉　皓平  静岡県 

 芦村　功太郎  愛知県  中原　愼吾  愛知県  亀井　智貴  茨城県 

 合田　陽兵  神奈川県  石川　裕也  茨城県 

 戸室　直也  茨城県 

 富田　悠仁  滋賀県 

 今市　勝真  愛知県 

 山川　景太  大阪府 

 岡田　拓真  群馬県 

7 フ ラ イ ス 盤  菊池　優斗  茨城県  三角　次郎  愛知県  中島　健吾  神奈川県  大野　彩人  富山県 

 遠山　侑甫  愛知県  城谷　直人  愛知県  吉田　拓哉  茨城県 

 田所　醇也  茨城県  阪上　純太  愛知県  松本　啓希  神奈川県 

 加古　裕貴  愛知県 

（ 次 ペ ー ジ へ ）  （株）ジェイテクト 

 トヨタ自動車（株）  アイシン精機（株）  キヤノン（株） 

 （株）日立ハイテクノロジーズ　那珂地区  アイシン・エイ・ダブリュ（株）  日産自動車（株） 

 （株）ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所 

 （株）日立ハイテクノロジーズ　那珂地区  （株）ジェイテクト  日産自動車（株）  ＹＫＫ（株）　工機技術本部 

 アイシン・エイ・ダブリュ（株） 

 （株）クボタ　堺製造所 

 科学技術学園高等学校日立 

 ヤンマー（株）　エンジン事業本部　小形エンジン統括部 

 （株）ジェイテクト  アイシン精機（株）  三菱日立パワーシステムズ（株）　日立工場 

 いすゞ自動車（株）　藤沢工場  （株）日立製作所　日立事業所 

 （株）日立ハイテクノロジーズ　那珂地区  （株）日立ハイテクノロジーズ　那珂地区  トヨタ自動車（株）  本田技研工業（株）　トランスミッション製造部 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  川添　巧  愛知県 

フ ラ イ ス 盤

 塗　和晃  神奈川県 

 伊東　優我  愛知県 

 渡邉　陸  茨城県 

8 構 造 物 鉄 工  浜野　元輝  愛知県  遠藤　啓太  茨城県  野夫井　辰洋  兵庫県  牧野　寛也  兵庫県 

 田口　祐成  茨城県  小野　龍生  兵庫県  石丸　純気  兵庫県 

 木佐貫　飛鳥  神奈川県  川端　直輝  愛知県  鈴木　謙太  茨城県 

 桂　勇樹  愛知県 

9 電 気 溶 接  畑澤　佑太  兵庫県  安田　将吾  兵庫県  吉田　悠太  茨城県  遠藤　千寛  茨城県 

 新田　恭麻  愛知県  三代　和弥  茨城県  上田　悠斗  長崎県 

 飯村　遼  茨城県  松塚　豊  茨城県 

 川﨑　清勝  茨城県 

（ 次 ペ ー ジ へ ）  （株）日立パワーソリューションズ 

 （株）豊田自動織機  （株）日立製作所　日立事業所  三菱日立パワーシステムズ（株）　長崎工場 

 （株）日立製作所　日立事業所  三菱日立パワーシステムズ（株）　日立工場 

 （株）豊田自動織機 

 三菱重工業（株）　神戸造船所  三菱日立パワーシステムズ（株）高砂工場  （株）日立製作所　土浦事業所  三菱日立パワーシステムズ（株）　日立工場 

 （株）日立産機システム　勝田事業所  三菱日立パワーシステムズ（株）高砂工場  三菱日立パワーシステムズ（株）高砂工場 

 東芝総合人材開発（株）  （株）豊田自動織機  （株）日立製作所　日立事業所 

 三菱日立パワーシステムズ（株）　日立工場 

 （株）豊田自動織機  （株）日立製作所　日立事業所  三菱重工業（株）　神戸造船所  三菱重工業（株）　神戸造船所 

 日産自動車（株） 

 アイシン・エイ・ダブリュ（株） 

 アイシン精機（株） 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  芝　和哉  広島県 

電 気 溶 接

 小泉　拓也  茨城県 

 杉本　健太  山口県 

 松岡　凌太  広島県 

10 木 型  松添　美海  愛知県  岡本　花  愛知県  久保　颯人  愛知県  太田　彩絵  長崎県 

 中山　覚史  愛知県  横谷　快  愛知県 

11 タ イ ル 張 り  早川　大貴  山口県  薄井　悠希  栃木県  槇本　匠  栃木県  津志田　結輝  岩手県 

12 自 動 車 板 金  大野　諒雅  群馬県  野々村　瞭  愛知県  加藤　宏基  愛知県 

 末安　秀行  広島県 

 井手　寛太  神奈川県 

 石崎　将太郎  神奈川県 

 太田　匠  群馬県 

 永井　大裕  山口県 

 江口　夏希  大阪府 

 ダイハツ工業（株） 

 （株）ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所 

 マツダ（株）　「防府工場」 

 日産自動車（株） 

 日産自動車（株） 

 （株）ＳＵＢＡＲＵ　群馬製作所  トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株） 

 マツダ（株） 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株） 

 山口総合建材（株）  ハシモ（株）  ハシモ（株）  （株）奈良屋 

 三菱日立パワーシステムズ（株）　呉工場 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株）  長崎県立長崎工業高等学校 

 （株）日立製作所　土浦事業所 

 （株）日立製作所　鉄道ビジネスユニット　笠戸事業所 

 三菱日立パワーシステムズ（株）　呉工場 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

13 曲 げ 板 金  竹田　弘平  広島県  山村　実久  山口県  松本　展  広島県  近藤　健太  岡山県 

14 配 管  天海　佳大  栃木県  吉田　一勝  東京都  屋宜　宣好  沖縄県  諸澤　明良  茨城県 

 関谷　淳  茨城県  花木　龍真  東京都  鈴木　廉也  茨城県 

 岡部　雄大  新潟県  三澤　亮太  山口県  田中　幸司  栃木県 

 小野澤　佑真  群馬県 

 野内　瞳生  茨城県 

 碇　尚也  栃木県 

 菅原　楓  岩手県 

 下村　信人  岩手県 

15 電 子 機 器 組 立 て  阪田　翔輝  愛知県  竹口　数馬  茨城県  大路　将吾  愛知県  福田　直樹  栃木県 

 上野　大志  茨城県  菊地　優輝  神奈川県  黒川　優  栃木県 

 永谷　龍弥  愛知県  北本　悠真  愛知県  吉井　悠哉  神奈川県 

 早矢仕　岳杜  愛知県 

（ 次 ペ ー ジ へ ）

 （株）デンソー  トヨタ自動車（株）  日産自動車（株） 

 （株）デンソー 

 トヨタ自動車（株）  キヤノン（株）  トヨタ自動車（株）  ホンダエンジニアリング（株） 

 キヤノン（株）  日産自動車（株）  ホンダエンジニアリング（株） 

 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 

 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 

 茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院 

 （株）田中工業 

 （株）千代田設備  （株）桐田商会  （株）田中工業 

 （株）ヤマト 

 （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支社  西原工事（株）  三栄工業（株）  茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院 

 （株）関電工　東関東営業本部　茨城支社  西原工事（株）  （株）関電工　東関東営業本部　茨城支社 

 マツダ（株）  マツダ（株）「防府工場」  マツダ（株）  三菱自動車工業（株）水島製作所　水島人財開発Ｇｒ 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  水谷　友哉  愛知県 

電 子 機 器 組 立 て

 林　大樹  静岡県 

 川久保　千尋  茨城県 

 石黒　泰三  愛知県 

16 電 工  乾　優樹  兵庫県  生村　悠真  広島県  岡田　匡平  静岡県  川口　悟  福岡県 

 鈴木　将也  山形県  清水　貴央  愛知県  佐藤　大輝  青森県 

 横島　諒  神奈川県  寺田　葉流一  奈良県  向後　剛  千葉県 

 土屋　翔太  熊本県 

 三田　太一  栃木県 

 乾　仁之輔  福岡県 

 東　将貴  広島県 

 長谷川　一樹  兵庫県 

 （株）中電工 

 （株）きんでん　姫路支店 

 （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支社 

 （株）九電工 

 （株）関電工　南関東・東海営業本部　神奈川支社  （株）きんでん　奈良支店  （株）関電工　東関東営業本部　千葉支社 

 （株）九電工 

 （株）きんでん　神戸支店  （株）中電工  （株）トーエネック　静岡支店  （株）九電工 

 （株）ユアテック　営業本部　電気設備部  （株）トーエネック　教育センター  （株）ユアテック　営業本部　電気設備部 

 キヤノン（株） 

 （株）デンソー 

 トヨタ自動車（株） 

 アスモ（株） 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

17 工 場 電 気 設 備  小姓堂　和也  茨城県  長谷川　綜  茨城県  中田　聖也  栃木県  日向野　瑠偉  栃木県 

 豊田　海渡  愛知県  間宮　愛理  愛知県 

 福田　裕也  栃木県 

18 石 工  住友　龍介  香川県  寳木　諒  愛知県  上妻　昇磨  愛知県 

 金野　大智  栃木県 

19 左 官  樋口　友樹  岩手県  金子　諒汰  栃木県  竹田　圭佑  埼玉県  前橋　康平  栃木県 

 田中　健太  埼玉県  島田　隼  福井県  上野　莉愛子  埼玉県 

 斎藤　優斗  山形県 

20 家 具  山口　智大  埼玉県  倉橋　司  北海道  向段　芽生  岐阜県  荻野　圭一  北海道 

 田立　達也  岐阜県  針生　直樹  埼玉県  佐藤　佳樹  北海道 

 倭文　久  栃木県  三戸　裕太  北海道  池田　一洋  熊本県 

 尾崎　光  北海道 

 杉村　達哉  熊本県 

 瀬尾　真  埼玉県 

 （株）装備　熊本工場 

 ものつくり大学 

 倭文　銘木  北海道立旭川高等技術専門学院  （株）装備　熊本工場 

 （有）山田工作所 

 ものつくり大学  北海道立旭川高等技術専門学院  飛騨産業（株）  北海道立旭川高等技術専門学院 

 飛騨産業（株）  ものつくり大学  （有）髙橋加工部 

 ものつくり大学  島田左官  ものつくり大学 

 （有）大類工業 

 （有）こんの石材店 

 職業訓練法人　久慈職業訓練協会  （株）町田建塗工業  ものつくり大学  （株）町田建塗工業 

 ギガフォトン（株） 

 住友石材  石嶽石工業（有）  石嶽石工業（有） 

 （株）日立製作所　大みか事業所  （株）日立製作所　大みか事業所  京三電機（株）  （株）東光高岳　小山事業所 

 （株）デンソー  （株）デンソー 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

21 建 具  山尾　優希菜  北海道  土持　弘聖  宮崎県 

22 建 築 大 工  佐藤　優希  新潟県  手島　脩兵  埼玉県  加藤　遼  千葉県  宮村　武蔵  千葉県 

 大崎　則治  埼玉県  河野　神劍  千葉県  櫻井　夏貴  新潟県 

 髙野　成己  東京都  岩原　大樹  千葉県  竹村　康佑  千葉県 

 大川原　誠人  千葉県 

 工藤　嵩大  埼玉県 

 長谷川　洸太  群馬県 

 藤島　侃士  埼玉県 

 野辺地　大貴  岩手県 

 熊谷　朋哉  岩手県 

 柴山　猛  群馬県 

 川村　沙音里  山形県 

 矢田　祥磨  島根県 

23 貴 金 属 装 身 具  一ノ関　美桜  山梨県  圷　志織  東京都  小原　沙耶香  大阪府  松藤　とも  東京都 

 建築　木り家 

 山梨県立宝石美術専門学校  （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ  （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪  （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 

 群馬県立前橋工業高等学校 

 （株）ホリエ 

 （有）カネキ 

 （株）吉田建設 

 （有）金沢工務店 

 ポラスハウジング協同組合 

 住友林業建築技術専門校 

 ポラスハウジング協同組合 

 ポラスハウジング協同組合  住友林業建築技術専門校  （一社）新潟県建築組合連合会 

 職業能力開発短期大学校　東京建築カレッジ  住友林業建築技術専門校  住友林業建築技術専門校 

 （有）髙橋加工部  （有）ファーニチャー横山 

 （一社）新潟県建築組合連合会  ものつくり大学　技能工芸学部　建設学科  住友林業建築技術専門校  住友林業建築技術専門校 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

24 フ ラ ワ ー 装 飾  小柳　雪乃  山口県  渡邉　妃奈  埼玉県  礒　千尋  埼玉県  安藤　優香  愛知県 

 西梅　瑠奈  東京都  江尾　星  岐阜県 

 小玉　喜恵  熊本県  山口　純奈  福岡県 

 鳥居　佳恵  愛知県 

 銘苅　桃香  沖縄県 

 西ノ上　友香  兵庫県 

 才木　凜音  沖縄県 

 松長　加奈絵  沖縄県 

 佐藤　開  埼玉県 

25 美 容  川上　有佳里  茨城県  山内　花織  京都府  藤田　真穂  奈良県  丹羽　奈津美  愛知県 

 松尾　有衣  奈良県  大濵　戒斗  大阪府  加古　皐月  大阪府 

 守山　智佳  大阪府  阪野　裕基  大阪府 

（ 次 ペ ー ジ へ ）

 橿原美容専門学校  （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校  （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校 

 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校  （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校 

 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校 

 美容室ウーマン・ピュア  （株）にしはら  橿原美容専門学校  （株）タカミ 

 沖縄県立中部農林高等学校 

 沖縄県立南部農林高等学校 

 沖縄県立中部農林高等学校 

 ＭＡＲＩＫＯ・ＤＥＳＩＧＮ　ＲＯＯＭ 

 （株）花織部  専門学校　九州スクールオブビジネス 

 愛知県立安城農林高等学校 

 山口県立農業大学校  （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校  （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校  （学）菊武学園　専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 

 日本フラワーデザイン専門学校  岐阜県立国際園芸アカデミー 
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第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  瀧本　友梨乃  大阪府 

美 容

 吉村　早紀  愛知県 

 鈴木　愛里  山形県 

 中村　桂志  愛知県 

26 理 容  田中　貴文  栃木県  児玉　沙織  福島県  河野　楓実  福岡県  長谷川　優太  茨城県 

 荒　佑基  福島県  滑川　清也  茨城県  稲垣　文菜  愛知県 

 越山　せな  愛知県 

 堀　安輝子  愛知県 

 岩田　勇  福島県 

 今泉　花梨  神奈川県 

 江口　紗来  茨城県 

 松下　歩  愛知県 

 茨城県中央理容美容専門学校 

 （学）愛知理容学園　アリアーレビューティー専門学校 

 カット　ハウス　ＹＯＵ 

 （株）玄 

 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｍａｉｄａ 

 （学）愛知理容学園　アリアーレビューティー専門学校 

 ビューティアトリエグループメンズサロン　ジーベック  ヘアーサロン　ワイルド  Ｈａｉｒ　＆　Ｍａｋｅ　ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ  茨城県中央理容美容専門学校 

 ヘアーサロン　ワイルド  茨城県中央理容美容専門学校  （有）トップ 

 マリ美容室 

 （株）レッツ 

 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校 

 （株）タカミ 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

27 洋 裁  佐藤　由菜  山形県  三上　悠  岩手県  春木　智慧  北海道  木内　美結  山形県 

 工藤　美奈  岩手県  山形　純菜  山形県  越田　さくら  福岡県 

 井手　恵理華  熊本県  上田　菜々子  福岡県  勝原　椎菜  山口県 

 船本　莉香  島根県 

 千葉　凪沙  岡山県 

28 洋 菓 子 製 造  髙堀　有以  栃木県  田村　浩乃  広島県  今井　冴香  愛知県  村山　結花  新潟県 

 小笠原　愛  岩手県  今石　葵  愛知県  橋本　祥平  広島県 

 篠原　優  広島県  南木　香菜子  栃木県  長谷川　すみれ  岩手県 

 鎌倉　紅実  新潟県 

 山倉　麻梨乃  新潟県 

 大橋　奈緒  愛知県 

29 自 動 車 工  内尾　咲斗  神奈川県  佐藤　勇心  神奈川県 

 櫻井　直  神奈川県 

 日産自動車（株） 

 （学）中西学園　名古屋製菓専門学校 

 日産自動車（株）  日産自動車（株） 

 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 

 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 

 （一財）北日本カレッジ　北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ  （学）中西学園　名古屋製菓専門学校  （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校 

 （学）古沢学園　都市学園大グループ　広島製菓専門学校  パティスリー　フラッグス  （一財）北日本カレッジ　北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ 

 専門学校岡山ビジネスカレッジ 

 高級フランス菓子ロワイヤル  （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校  （学）中西学園　名古屋製菓専門学校  にいがた食育・保育専門学校えぷろん 

 和洋学園専門学校  香蘭ファッションデザイン専門学校  （学）下関文化産業専門学校 

 菅公アパレル（株）　島根工場 

 （学）白鷹学園白鷹高等専修学校  （株）三和ドレス  （株）札幌白衣  佐藤繊維（株） 

 （株）三和ドレス  佐藤繊維（株）  香蘭ファッションデザイン専門学校 
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競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

30 西 洋 料 理  宅島　力斗  長崎県  寺嶋　美香  長野県  高野　睦美  岩手県  石﨑　みのり  新潟県 

 高橋　愛理  岩手県  松井　李帆  群馬県  金原　愛理  埼玉県 

 髙島　葵  群馬県  小川　るか  埼玉県 

 酒井　彩  福島県 

 石井　駿介  広島県 

 小日向　祐也  長野県 

 新美　結花  岩手県 

 二宮　実花  新潟県 

 河嶋　真依  岡山県 

31 造 園  高﨑　晏睦  福岡県  前川　航平  東京都  藤内　志紀  大分県  居石　怜也  長野県 

 土田　康平  奈良県  高橋　一渓  群馬県  西塚　貴幸  青森県 

 降幡　好華  長野県  宇都宮　盟  滋賀県  藤本　健太  富山県 

（ 次 ペ ー ジ へ ）  （有）信州緑地  （株）近江庭園  （株）光地園 

 西日本短期大学  （株）鈴木造園  （株）池部造園  （株）楽月園 

 奈良県立磯城野高等学校  群馬県立勢多農林高等学校  （株）みちのく庭園 

 国際調理製菓専門学校 

 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山　（株）レイ 

 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校 

 （学）コアトレース　菜園調理師専門学校 

 郡山ビューホテル（株） 

 （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校 

 （一財）北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ  （学）山崎学園　群馬調理師専門学校  （株）パレスエンタープライズ　パレスホテル大宮 

 （学）山崎学園　群馬調理師専門学校  埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 

 ホテルニュー長崎  （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校  （一財）北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ  にいがた食育・保育専門学校えぷろん 

14／18



競技職種名

第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  石丸　怜耶  佐賀県 

造 園

 藤井　幹太  広島県 

 當間　元士  沖縄県 

 淺井　広誠  三重県 

 飯村　匠  栃木県 

32 和 裁  桐山　志穂  奈良県  柳　恵子  群馬県  荒木　啓衣  兵庫県  安部　雪菜  奈良県 

 石野　晴菜  静岡県  金子　真結  京都府 

 長田　枝里香  静岡県 

33 日 本 料 理  東郷　主差光  群馬県  菊池　融  栃木県  山口　明日香  山形県  尾潟　里奈  新潟県 

 山之口　幸太  兵庫県  福田　望月  和歌山県  持田　寛  群馬県 

 南雲　裕平  石川県  本葭　誠一  福井県  番野　拓磨  石川県 

 武田　彩音  山形県 

 當山　咲良  沖縄県 

 谷口　星路  東京都 

（ 次 ペ ー ジ へ ）  水月（株）　水月ホテル鴎外荘 

 （株）旅館　古窯 

 ダブルツリーby　ヒルトン那覇首里城 

 天地の宿　奥の細道  湯快リゾート　ホテル千畳  （株）福一 

 （株）玉寿司  四季遊菜　季寄  森の栖リゾート＆スパ 

 辻村和服専門学校 

 （有）ホテルきむら  国際テクニカル調理製菓専門学校  鶴岡市立加茂水族館  国際調理製菓専門学校 

 大原和服専門学園  岡田和裁研究所  石田和裁  大原和服専門学園 

 辻村和服専門学校  （有）足立和裁研究所 

 三重県立四日市農芸高等学校 

 （株）清水造園 

 風林造園 

 金秀建設（株） 

 （有）山田造園 
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第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

（ 前 ペ ー ジ か ら ）  松嶋　由希乃  石川県 

日 本 料 理

 得能　翔  栃木県 

 池戸　則之  愛知県 

 野房　龍之介  東京都 

34 レ ス ト ラ ン サ ー ビ ス  別井　悠莉  栃木県  磯部　千尋  沖縄県  二見　あすか  宮崎県  Chung Kikushima Flor Yumiko  栃木県 

 鈴木　千佳  東京都  日髙　友香  愛知県  田沢　諒  栃木県 

 三森　麻梨奈  神奈川県  宮本　茉希  宮崎県 

 関本　彩花  宮城県 

35 車 体 塗 装  八木沢　柾哉  愛知県  西村　優汰  愛知県  坂井　勇斗  広島県  江口　良  愛知県 

36 冷 凍 空 調 技 術  岡田　進也  長野県  古谷　武将  長野県  吉澤　謙斗  長野県  玉木　大介  埼玉県 

 樋口　五津規  長野県  長下　優斗  静岡県  下田　瑛里香  長野県 

 小林　龍  茨城県  北澤　未鈴  長野県  磯　直樹  栃木県 
 茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院  オリオン機械（株）  栃木県立県央産業技術専門校 

 オリオン精工（株）  オリオン機械（株）  オリオン精工（株）  ＪＲ東日本テクノロジー（株）　大宮支店 

 オリオン精工（株）  日立ジョンソンコントロールズ空調（株）　清水事業所  オリオン機械（株） 

 仙台ターミナルビル（株） 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株）  マツダ（株）  トヨタ自動車（株） 

 （株）ホテルオークラ東京  （株）ナゴヤキャッスル  宇都宮東武ホテルグランデ 

 横浜ベイシェラトン　ホテル＆タワーズ  （株）宮崎観光ホテル 

 （株）なだ万 

 宇都宮東武ホテルグランデ  ザ・ブセナテラス  （株）宮崎観光ホテル  ホテルエピナール那須 

 国際テクニカル調理製菓専門学校 

 京風料理　与し田 

 割烹みや川 
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第５５回技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

37 IT ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理  由里　浩毅  愛知県  三縄　直輝  愛知県 

 石垣　智基  栃木県 

 五条　文哉  愛知県 

38 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 施 工  志水　優太  京都府  太田　卓也  埼玉県  西山　諄  大阪府  藤原　大成  兵庫県 

 海老原　徹  埼玉県  内藤　郁弥  埼玉県  楠元　龍矢  東京都 

 三浦　玄靖  大阪府  佐藤　翔太  栃木県 

 小林　賢司  栃木県 

 河合　将吾  滋賀県 

 井上　勇也  東京都 

39 ウ ェ ブ デ ザ イ ン  渡部　友裕  宮城県  千賀　桜華  愛知県  根本　英司  神奈川県  工藤　美夢  愛知県 

 本間　知生  神奈川県  菊地　聖治  宮城県 

 小口　遵也  東京都 

 横倉　杏奈  愛知県 

 小池　康貴  神奈川県 

 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

 日本電子専門学校 

 名古屋市立工芸高等学校 

 宮城県工業高等学校  名古屋市立工芸高等学校  総合学園ヒューマンアカデミー横浜校  名古屋市立工芸高等学校 

 （学）岩崎学園　情報科学専門学校  宮城県工業高等学校 

 （株）きんでん　滋賀支店 

 日本コムシス（株） 

 （株）きんでん　大阪支社  （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支社 

 （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支社 

 （株）きんでん　京都支店  （株）協和エクシオ  ミライト・テクノロジーズ  （株）きんでん　神戸支店 

 （株）協和エクシオ  （株）協和エクシオ  （株）関電工　情報通信システム本部 

 栃木県立県央産業技術専門校 

 トヨタ自動車（株） 

 トヨタ自動車（株）  トヨタ自動車（株） 
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40 と び  布施　龍一  東京都  大海　怜央  山口県  黒田　凌多  千葉県  渡辺　翔太  栃木県 

 渋谷　雅人  新潟県 

 冨谷　俊輔  北海道 

 下地　良太  沖縄県 

 後藤　恵太  宮崎県 

 池田　翔輝  山梨県 

41 時 計 修 理  平谷　朱菜  長野県  大畑　佑介  長野県  松下　裕美  長野県  小池　清美  長野県 

 的野　祥歩  滋賀県  横井　七海  新潟県  木下　誠  長野県 

 吉田　竜成  長野県 

42 移 動 式 ロ ボ ッ ト  小原　鷹斗  愛知県  高橋　巧実  愛知県 

 丸山　真輝  愛知県  中根　創太  愛知県 

 中谷　尚矢  山口県 

 西嶋　俊哉  山口県 

 山口県立防府商工高等学校 

 山口県立防府商工高等学校 

 （株）デンソー  愛知県立岡崎工業高等学校 

 （株）デンソー  愛知県立岡崎工業高等学校 

 近江時計眼鏡宝飾専門学校  シチズン時計妙高（株）  シチズン時計マニュファクチャリング（株）　飯田殿岡工場 

 シチズン時計マニュファクチャリング（株）　ミヨタ佐久工場 

 （有）加々美組 

 セイコーエプソン（株）  シチズン時計マニュファクチャリング（株）　ミヨタ佐久工場  シチズン時計マニュファクチャリング（株）　飯田殿岡工場  セイコーエプソン（株） 

 （有）良組 

 （有）松浦組 

 新建ビルド（株） 

 （株）弘富工業 

 向井建設（株）  （有）栗栖工業  向井建設（株）  （株）大勝建設 
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