
第13回 若年者ものづくり競技大会　参加選手

NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

メカトロニクス 浅沼　瑠良 岩手県立産業技術短期大学校矢巾校 岩手県

メカトロニクス 遠藤　純平 岩手県立産業技術短期大学校矢巾校 岩手県

メカトロニクス 藤野　光希 宮城県気仙沼向洋高等学校 宮城県

メカトロニクス 三浦　結人 宮城県気仙沼向洋高等学校 宮城県

メカトロニクス 遠藤　駿斗 山形県立産業技術短期大学校 山形県

メカトロニクス 松根　みづさ 山形県立産業技術短期大学校 山形県

メカトロニクス 青山　幸太郎 茨城県立筑西産業技術専門 茨城県

メカトロニクス 花塚　悠吾 茨城県立筑西産業技術専門 茨城県

メカトロニクス 橋本　紘明 科学技術学園高等学校（日立） 茨城県

メカトロニクス 引田　仁志 科学技術学園高等学校（日立） 茨城県

メカトロニクス 石川　淳一 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県

メカトロニクス 黒川　智行 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県

メカトロニクス 熊野　楓 東京都立蔵前工業高等学校 東京都

メカトロニクス 鈴木　彦磨 東京都立蔵前工業高等学校 東京都

メカトロニクス 加藤　隆之介 東京都立城東職業能力開発センター江戸川校 東京都

メカトロニクス 舩田　皓祐 東京都立城東職業能力開発センター江戸川校 東京都

メカトロニクス 阿曽　広夢 新潟職業能力開発短期大学校 新潟県

メカトロニクス 廣川　蒼司 新潟職業能力開発短期大学校 新潟県

メカトロニクス 松田　優太 北陸職業能力開発大学校 富山県

メカトロニクス 山内　祐太郎 北陸職業能力開発大学校 富山県

メカトロニクス 髙木　勝也 岐阜県立大垣工業高等学校 岐阜県

メカトロニクス 田中　寛人 岐阜県立大垣工業高等学校 岐阜県

メカトロニクス 中村　朔也 岐阜県立岐南工業高等学校 岐阜県

メカトロニクス 三輪　陽汰 岐阜県立岐南工業高等学校 岐阜県

メカトロニクス 上島　星也 岐阜県立岐阜工業高等学校 岐阜県

メカトロニクス 清水　鴻希 岐阜県立岐阜工業高等学校 岐阜県

メカトロニクス 後藤　廉 岐阜県立高山工業高等学校 岐阜県

メカトロニクス 高村　元 岐阜県立高山工業高等学校 岐阜県

メカトロニクス 工藤　知春 関市立関商工高等学校 岐阜県

メカトロニクス 藤田　翔也 関市立関商工高等学校 岐阜県

メカトロニクス 須田　隼斗 東海職業能力開発大学校 岐阜県

メカトロニクス 田口　篤 東海職業能力開発大学校 岐阜県

メカトロニクス 佐藤　凱奎 浜松職業能力開発短期大学校 静岡県

メカトロニクス 瀧下　高輝 浜松職業能力開発短期大学校 静岡県

メカトロニクス 坂尾　龍輝 愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県

メカトロニクス 迫　歩夢 愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県

メカトロニクス 近藤　寛也 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県

メカトロニクス 舘本　謙汰 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県

メカトロニクス 大平　辰吉 愛知県立小牧工業高等学校 愛知県

メカトロニクス 加藤　暁 愛知県立小牧工業高等学校 愛知県
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第13回 若年者ものづくり競技大会　参加選手

NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

メカトロニクス 熊野　晋之介 兵庫県立姫路工業高等学校 兵庫県

メカトロニクス 橋本　英典 兵庫県立姫路工業高等学校 兵庫県

メカトロニクス 國本　淳 四国職業能力開発大学校 香川県

メカトロニクス 佐藤　拓海 四国職業能力開発大学校 香川県

メカトロニクス 香山　大輔 九州職業能力開発大学校 福岡県

メカトロニクス 中村　裕介 九州職業能力開発大学校 福岡県

メカトロニクス 有田　寛之 福岡県立小倉工業高等学校 福岡県

メカトロニクス 長田　大和 福岡県立小倉工業高等学校 福岡県

メカトロニクス 櫻森　徳隆 宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県

メカトロニクス 酒生　慎也 宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県

メカトロニクス 小薗　颯生 川内職業能力開発短期大学校 鹿児島県

メカトロニクス 田中　寛慈 川内職業能力開発短期大学校 鹿児島県

メカトロニクス 青栁　僚真 沖縄県立沖縄工業高等学校 沖縄県

メカトロニクス 浦崎　裕生 沖縄県立沖縄工業高等学校 沖縄県

メカトロニクス 西里　怜恩 沖縄県立宮古工業高等学校 沖縄県

メカトロニクス 与那覇　喬平 沖縄県立宮古工業高等学校 沖縄県
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第13回 若年者ものづくり競技大会　参加選手

NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

1 機械製図（CAD） 榎本　悠斗 北海道職業能力開発大学校 北海道

2 機械製図（CAD） 金野　理奈 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 岩手県

3 機械製図（CAD） 本田　虎太朗 東北職業能力開発大学校 宮城県

4 機械製図（CAD） 武田　隼人 宮城県工業高等学校 宮城県

5 機械製図（CAD） 安保　瑞穂 秋田職業能力開発短期大学校 秋田県

6 機械製図（CAD） 仲井　亮太 茨城県立土浦産業技術専門学院 茨城県

7 機械製図（CAD） 猪野　照高 関東職業能力開発大学校 栃木県

8 機械製図（CAD） 森川　史也 神奈川県立産業技術短期大学校 神奈川県

9 機械製図（CAD） 板川　楓来 北陸職業能力開発大学校 富山県

10 機械製図（CAD） 山本　裕貴 石川職業能力開発短期大学校 石川県

11 機械製図（CAD） 石貝　拓磨 静岡県立科学技術高等学校 静岡県

12 機械製図（CAD） 木下　雅也 静岡県立浜松工業高等学校 静岡県

13 機械製図（CAD） 市瀬　皓也 愛知県立豊川工業高等学校 愛知県

14 機械製図（CAD） 後藤　萌夏 愛知障害者職業能力開発校 愛知県

15 機械製図（CAD） 寺井　達哉 三重県立四日市工業高等学校 三重県

16 機械製図（CAD） 宮﨑　創一朗 滋賀職業能力開発短期大学校 滋賀県

17 機械製図（CAD） 千代田　登夢 島根職業能力開発短期大学校 島根県

18 機械製図（CAD） 末益　武 山口県立防府商工高等学校 山口県

19 機械製図（CAD） 松本　雅人 香川県立高等技術学校高松校 香川県

20 機械製図（CAD） 井上　高鋭 四国職業能力開発大学校 香川県

21 機械製図（CAD） 西岡　和史 高知職業能力開発短期大学校 高知県

22 機械製図（CAD） 釜我　海斗 長崎県立長崎工業高等学校 長崎県

23 機械製図（CAD） 三野　大輝 熊本県立技術短期大学校 熊本県

24 機械製図（CAD） 飯田　隼平 大分県立大分工業高等学校 大分県

25 機械製図（CAD） 笹木　翔 大分県立大分高等技術専門校 大分県

26 機械製図（CAD） 梅木　康広 大分県立工科短期大学校 大分県

27 機械製図（CAD） 久保　一也 大分県立鶴崎工業高等学校 大分県



第13回 若年者ものづくり競技大会　参加選手

NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県 競技班

1 旋盤 土屋　我太留 北海道札幌琴似工業高等学校 北海道 A

2 旋盤 小沢　ひかり 北海道職業能力開発大学校 北海道 A

3 旋盤 田代　祐葵奈 八戸工業大学 青森県 A

4 旋盤 山崎　一輝 岩手県立黒沢尻工業高等学校専攻科 岩手県 A

5 旋盤 鈴木　康太 岩手県立産業技術短期大学校 岩手県 A

6 旋盤 田村　輝 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 岩手県 A

7 旋盤 照井　貴大 岩手県立宮古高等技術専門校 岩手県 A

8 旋盤 藤原　暉一 東北職業能力開発大学校 宮城県 A

9 旋盤 水口　憲史 東北職業能力開発大学校 宮城県 A

10 旋盤 渡邉　瑛人 宮城県工業高等学校 宮城県 A

11 旋盤 髙橋　哲平 秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科 秋田県 A

12 旋盤 髙橋　海斗 秋田職業能力開発短期大学校 秋田県 A

13 旋盤 中條　優一 山形県立産業技術短期大学校庄内校 山形県 A

14 旋盤 江藤　早紀南 日立工業専修学校 茨城県 B

15 旋盤 里村　武 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県 B

16 旋盤 相場　奨太 ものつくり大学 埼玉県 B

17 旋盤 小林　拓哉 東京都立中央・城北職業能力開発センター板橋校 東京都 B

18 旋盤 山﨑　公海 神奈川県立産業技術短期大学校 神奈川県 B

19 旋盤 小島　慶大 神奈川県立藤沢工科高等学校 神奈川県 B

20 旋盤 音田　海都 新潟県立新潟テクノスクール 新潟県 B

21 旋盤 中嶋　悠人 石川県立金沢産業技術専門校 石川県 B

22 旋盤 大坪　怜央 石川職業能力開発短期大学校 石川県 B

23 旋盤 本多　俊裕 静岡県立清水技術専門校 静岡県 B

24 旋盤 辻岡　弦樹 静岡県立浜松城北工業高等学校 静岡県 B

25 旋盤 安藤　裕哉 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県 B

26 旋盤 梶浦　慶 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県 B

27 旋盤 前川　大夢 滋賀職業能力開発短期大学校 滋賀県 C

28 旋盤 清水　海斗 京都職業能力開発短期大学校 京都府 C

29 旋盤 前田　大樹 兵庫県立姫路工業高等学校 兵庫県 C

30 旋盤 神代　大介 山口県立下松工業高等学校 山口県 C

31 旋盤 菅崎　和輝 愛媛県立松山工業高等学校 愛媛県 C

32 旋盤 山口　瑛 九州職業能力開発大学校 福岡県 C

33 旋盤 俣川　孝輝 長崎県立島原工業高等学校 長崎県 C

34 旋盤 竹下　峻史 熊本県立技術短期大学校 熊本県 C

35 旋盤 本田　知里 熊本県立技術短期大学校 熊本県 C

36 旋盤 藤堂　達也 大分県立工科短期大学校 大分県 C

37 旋盤 中村　友心 沖縄職業能力開発大学校 沖縄県 C



第13回 若年者ものづくり競技大会　参加選手

NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県 競技班

1 フライス盤 川﨑　隼人 北海道職業能力開発大学校 北海道 A

2 フライス盤 川村　北斗 青森職業能力開発短期大学校 青森県 A

3 フライス盤 小野寺　恵佑 宮城県気仙沼向洋高等学校 宮城県 A

4 フライス盤 小笠原　千尋 宮城県工業高等学校 宮城県 A

5 フライス盤 山本　更 宮城県立仙台高等技術専門校 宮城県 A

6 フライス盤 阿部　佑亮 宮城県古川工業高等学校 宮城県 A

7 フライス盤 佐藤　莉玖 秋田県立秋田工業高等学校 秋田県 A

8 フライス盤 松田　裕暉 秋田県立湯沢翔北高等学校専攻科 秋田県 A

9 フライス盤 土田　侑弥 山形県立産業技術短期大学校 山形県 A

10 フライス盤 志塚　聖 群馬県立伊勢崎工業高等学校 群馬県 B

11 フライス盤 三好　響 埼玉県立中央高等技術専門校 埼玉県 B

12 フライス盤 髙橋　泰輔 東京都立中央・城北職業能力開発センター板橋校 東京都 B

13 フライス盤 池田　隼翔 石川県立金沢北陵高等学校 石川県 B

14 フライス盤 下田　樹 石川職業能力開発短期大学校 石川県 B

15 フライス盤 岩澤　元哉 静岡県立沼津技術専門校 静岡県 B

16 フライス盤 川合　航磨 静岡県立浜松工業高等学校 静岡県 B

17 フライス盤
ドナシメント　ファビ
オ　ガブリエル

浜松職業能力開発短期大学校 静岡県 B

18 フライス盤 伊藤　颯 愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県 B

19 フライス盤 櫻木　健人 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県 C

20 フライス盤 木場　あかり 三重県立四日市工業高等学校 三重県 C

21 フライス盤 小河　逸 神戸村野工業高等学校 兵庫県 C

22 フライス盤 田村　七斗 広島県立広島工業高等学校 広島県 C

23 フライス盤 有田　蓮 高知県立宿毛工業高等学校 高知県 C

24 フライス盤 保川　祐輝 高知職業能力開発短期大学校 高知県 C

25 フライス盤 谷合　拓哉 九州職業能力開発大学校 福岡県 C

26 フライス盤 橋本　宜明 佐賀県立産業技術学院 佐賀県 C

27 フライス盤 岩永　健太郎 長崎県立島原工業高等学校 長崎県 D

28 フライス盤 藤川　壮一郎 熊本県立技術短期大学校 熊本県 D

29 フライス盤 安部　快彦 大分県立大分工業高等学校 大分県 D

30 フライス盤 濱永　功樹 大分県立工科短期大学校 大分県 D

31 フライス盤 百木　大翔 大分県立日出総合高等学校 大分県 D

32 フライス盤 髙良　京平 沖縄県立沖縄工業高等学校 沖縄県 D

33 フライス盤 古謝　竜樹 沖縄県立宮古工業高等学校 沖縄県 D

34 フライス盤 島袋　佑麻 沖縄職業能力開発大学校 沖縄県 D



第13回 若年者ものづくり競技大会　参加選手

NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

1 電子回路組立て 鎌田　聖士 北海道旭川工業高等学校 北海道

2 電子回路組立て 渡邊　怜威 岩手県立産業技術短期大学校 岩手県

3 電子回路組立て 佐々木　涼太 東北工業大学仙台城南高等学校 宮城県

4 電子回路組立て 及川　航季 東北職業能力開発大学校 宮城県

5 電子回路組立て 鎌田　光夢 秋田職業能力開発短期大学校 秋田県

6 電子回路組立て 長谷川　春輔 山形県立産業技術短期大学校庄内校 山形県

7 電子回路組立て 原田　浩作 埼玉県立中央高等技術専門校 埼玉県

8 電子回路組立て 皆銭　拓眞 埼玉県立新座総合技術高等学校 埼玉県

9 電子回路組立て 石尾　一偉 千葉職業能力開発短期大学校 千葉県

10 電子回路組立て 嘉手苅　匠 神奈川県立産業技術短期大学校 神奈川県

11 電子回路組立て 江部　充一 新潟職業能力開発短期大学校 新潟県

12 電子回路組立て 金谷　芽依奈 北陸職業能力開発大学校 富山県

13 電子回路組立て 村中　友貴 石川職業能力開発短期大学校 石川県

14 電子回路組立て 伊藤　陽稀 福井県立敦賀工業高等学校 福井県

15 電子回路組立て 五藤　智士 東海職業能力開発大学校 岐阜県

16 電子回路組立て 吉川　卓弥 静岡県立沼津技術専門校 静岡県

17 電子回路組立て 松本　晃汰 静岡県立浜松城北工業高等学校 静岡県

18 電子回路組立て 杉浦　義崇 浜松職業能力開発短期大学校 静岡県

19 電子回路組立て 安江　柾寛 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県

20 電子回路組立て 末田　佳大 京都職業能力開発短期大学校 京都府

21 電子回路組立て 松下　拓磨 近畿職業能力開発大学校 大阪府

22 電子回路組立て 朝見　範永 兵庫県立小野工業高等学校 兵庫県

23 電子回路組立て 岡島　拓海 岡山県立岡山工業高等学校 岡山県

24 電子回路組立て 吉久　翔悟 中国職業能力開発大学校 岡山県

25 電子回路組立て 番條　将慶 四国職業能力開発大学校 香川県

26 電子回路組立て 石田　有希人 愛媛県立松山工業高等学校 愛媛県

27 電子回路組立て 黒水　将史 九州職業能力開発大学校 福岡県

28 電子回路組立て 髙田　竜志 佐賀県立佐賀工業高等学校 佐賀県

29 電子回路組立て 建岡　僚太 熊本県立技術短期大学校 熊本県
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1 電気工事 吉田　竜太 北海道滝川工業高等学校 北海道

2 電気工事 成田　聖平 青森県立青森高等技術専門校 青森県

3 電気工事 田村　友太 青森県立むつ工業高等学校 青森県

4 電気工事 文屋　蒼 東北職業能力開発大学校 宮城県

5 電気工事 安田　和磨 秋田県立大曲技術専門校 秋田県

6 電気工事 村上　慶介 国際情報工科自動車大学校 福島県

7 電気工事 大根田　拓斗 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県

8 電気工事 伊澤　孝太 日本工学院専門学校 東京都

9 電気工事 秋元　圭太 日本工学院八王子専門学校 東京都

10 電気工事 飯田　教介 日本電子専門学校 東京都

11 電気工事 中曽根　嶺 富山県立高岡工芸高等学校 富山県

12 電気工事 佐野　光 山梨県立韮崎工業高等学校 山梨県

13 電気工事 赤木　貴映 静岡県立清水技術専門校 静岡県

14 電気工事 髙田　勇樹 静岡県立浜松城北工業高等学校 静岡県

15 電気工事 梶川　拓磨 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県

16 電気工事 伊藤　雄大 高浜高等技術専門校 愛知県

17 電気工事 前川　遥香 兵庫県立龍野北高等学校 兵庫県

18 電気工事 羽場　匠 中国職業能力開発大学校 岡山県

19 電気工事 門田　真琴 広島市立広島工業高等学校 広島県

20 電気工事 池田　刀麻 香川県立高等技術学校高松校 香川県

21 電気工事 山内　泰輝 愛媛県立今治工業高等学校 愛媛県

22 電気工事 中村　快斗 福岡県立八女工業高等学校 福岡県

23 電気工事 須藤　幹太 佐賀県立産業技術学院 佐賀県

24 電気工事 永井　謙伍 宮崎県立産業技術専門校 宮崎県

25 電気工事 島袋　樹 沖縄職業能力開発大学校 沖縄県
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1 木材加工 金子　雛乃 群馬県立高崎工業高等学校 群馬県

2 木材加工 野村　彩音 群馬県立高崎工業高等学校 群馬県

3 木材加工 清村　優希 群馬県立前橋工業高等学校 群馬県

4 木材加工 山口　莉央 群馬県立前橋工業高等学校 群馬県

5 木材加工 新美　宥人 ものつくり大学 埼玉県

6 木材加工 水沼　翔大 ものつくり大学 埼玉県

7 木材加工 岩崎　蒼 東京都立工芸高等学校 東京都

8 木材加工 酒井　麻衣 東京都立工芸高等学校 東京都

9 木材加工 五十嵐　慧 富山県立高岡工芸高等学校 富山県

10 木材加工 窪田　匠 富山県立高岡工芸高等学校 富山県

11 木材加工 依田　祐樹 山梨県立甲府工業高等学校 山梨県

12 木材加工 新田　愛花 三重県立伊賀白鳳高等学校 三重県

13 木材加工 坂井　信祐 兵庫県立龍野北高等学校 兵庫県

14 木材加工 鈴木　岳大 兵庫県立龍野北高等学校 兵庫県

15 木材加工 大上　僚斗 鳥取県立智頭農林高等学校 鳥取県

16 木材加工 土田　里穂 島根職業能力開発短期大学校 島根県

17 木材加工 岩田　進吾 長崎県立長崎工業高等学校 長崎県

18 木材加工 山口　響輝 長崎県立長崎工業高等学校 長崎県

19 木材加工 橋上　風也 鹿児島県立加治木工業高等学校 鹿児島県

20 木材加工 吉原　拓茉 鹿児島県立加治木工業高等学校 鹿児島県

21 木材加工 楠元　蘭太朗 鹿児島県立川内商工高等学校 鹿児島県

22 木材加工 月野木　真尋 鹿児島県立隼人工業高等学校 鹿児島県

23 木材加工 橋口　法花 鹿児島県立隼人工業高等学校 鹿児島県

24 木材加工 石橋　葵 沖縄県立浦添工業高等学校 沖縄県

25 木材加工 渡久平　啓祐 沖縄県立浦添工業高等学校 沖縄県
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1 建築大工 橘　悠翔 北海道札幌工業高等学校 北海道

2 建築大工 伊丸岡　和希 青森県立弘前高等技術専門校 青森県

3 建築大工 西谷　太一 青森県立弘前高等技術専門校 青森県

4 建築大工 山本　太一 青森県立むつ高等技術専門校 青森県

5 建築大工 小山　萌 岩手県立産業技術短期大学校 岩手県

6 建築大工 鈴木　翔大 岩手県立二戸高等技術専門校 岩手県

7 建築大工 高橋　健太 岩手県立二戸高等技術専門校 岩手県

8 建築大工 川村　夏海 東北職業能力開発大学校 宮城県

9 建築大工 小野寺　優太朗 宮城県立大崎高等技術専門校 宮城県

10 建築大工 芳賀　隆史 宮城県立大崎高等技術専門校 宮城県

11 建築大工 伊藤　玲央 秋田県立大曲技術専門校 秋田県

12 建築大工 大山　達郎 秋田県立大曲技術専門校 秋田県

13 建築大工 浅石　怜摩 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県

14 建築大工 海賀　誉也 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県

15 建築大工 寺井　天真 群馬県立前橋工業高等学校 群馬県

16 建築大工 梅津　弥涼 ものつくり大学 埼玉県

17 建築大工 畠山　まどか ものつくり大学 埼玉県

18 建築大工 加藤　大虎 千葉職業能力開発短期大学校 千葉県

19 建築大工 川路　天雅 千葉職業能力開発短期大学校 千葉県

20 建築大工 加藤　寬生 中央工学校 東京都

21 建築大工 金子　靖宏 中央工学校 東京都

22 建築大工 髙橋　遥 新潟県立上越テクノスクール 新潟県

23 建築大工 藤井　洸希 富山県立富山工業高等学校 富山県

24 建築大工 笹原　颯太 岐阜県立国際たくみアカデミー職業能力開発短期大学校 岐阜県

25 建築大工 野々村　颯太 岐阜県立国際たくみアカデミー職業能力開発短期大学校 岐阜県

26 建築大工 野口　郁彩 愛知県立佐織工業高等学校 愛知県

27 建築大工 松下　雷生 愛知県立東三河高等技術専門校 愛知県

28 建築大工 豆成　雄太 愛知県立東三河高等技術専門校 愛知県

29 建築大工 小垣　和眞 兵庫県立東播工業高等学校 兵庫県

30 建築大工 柏田　竜希 兵庫県立ものづくり大学校 兵庫県

31 建築大工 安部　尚祥 島根職業能力開発短期大学校 島根県

32 建築大工 其原　裕哉 島根職業能力開発短期大学校 島根県

33 建築大工 沖　直哉 広島県立広島工業高等学校 広島県

34 建築大工 岡　沙奈江 四国職業能力開発大学校 香川県

35 建築大工 杉町　林太朗 愛媛県立吉田高等学校 愛媛県

36 建築大工 森田　雄貴 佐賀県立産業技術学院 佐賀県

37 建築大工 吉永　瑛治 佐賀県立産業技術学院 佐賀県

38 建築大工 内田　祐汰 熊本県立球磨工業高等学校 熊本県

39 建築大工 川口　諒祐 熊本県立球磨工業高等学校専攻科 熊本県

40 建築大工 三ヶ尻　晶皓 大分県立大分高等技術専門校 大分県
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41 建築大工 坂田　優人 宮崎県立産業技術専門校 宮崎県

42 建築大工 中武　蓮耶 宮崎県立産業技術専門校 宮崎県

43 建築大工 上間　光厘 沖縄職業能力開発大学校 沖縄県

44 建築大工 仲本　滉輝 沖縄職業能力開発大学校 沖縄県
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1 自動車整備 舟山　凌太 北海道北見工業高等学校 北海道 B

2 自動車整備 金谷　拓真 岩手県立千厩高等技術専門校 岩手県 A

3 自動車整備 菊地　優斗 岩手県立千厩高等技術専門校 岩手県 A

4 自動車整備 佐々木　幹太 岩手県立二戸高等技術専門校 岩手県 A

5 自動車整備 竹田　喜暁 岩手県立二戸高等技術専門校 岩手県 A

6 自動車整備 前川　渓一朗 岩手県立宮古高等技術専門校 岩手県 A

7 自動車整備 佐々木　翔 宮城県立石巻高等技術専門校 宮城県 A

8 自動車整備 佐藤　廉 宮城県立石巻高等技術専門校 宮城県 A

9 自動車整備 薄井　竜二 宮城県立気仙沼高等技術専門校 宮城県 A

10 自動車整備 森　智輝 宮城県立仙台高等技術専門校 宮城県 A

11 自動車整備 八木沼　俊貴 作新学院高等学校 栃木県 A

12 自動車整備 荒井　亮太 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県 A

13 自動車整備 片平　大輔 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県 A

14 自動車整備 中村　健斗 東京都立城東職業能力開発センター江戸川校 東京都 B

15 自動車整備 大野　智也 新潟県立上越テクノスクール 新潟県 B

16 自動車整備 小島　璃希斗 新潟県立上越テクノスクール 新潟県 B

17 自動車整備 田原　実波 福井県立福井産業技術専門学院 福井県 B

18 自動車整備 篠田　雅由 長野県飯田技術専門校 長野県 B

19 自動車整備 戸ヶ里　拓斗 愛知県立小牧工業高等学校 愛知県 B

20 自動車整備 伊藤　聖真 京都府立田辺高等学校 京都府 B

21 自動車整備 山口　大輝 岡山県立北部高等技術専門校美作校 岡山県 B

22 自動車整備 神宝　雄躍 おかやま山陽高等学校 岡山県 B

23 自動車整備 大崎　淳未 香川県立高等技術学校高松校 香川県 B

24 自動車整備 花田　哲樹 福岡県立八女工業高等学校 福岡県 B
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1 ITネットワークシステム管理 尾野　寿真 北海道職業能力開発大学校 北海道

2 ITネットワークシステム管理 奈良岡　真唯子 青森県立弘前工業高等学校 青森県

3 ITネットワークシステム管理 畠山　瑛至 山形県立酒田光陵高等学校 山形県

4 ITネットワークシステム管理 栗原　和希 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県

5 ITネットワークシステム管理 笹沢　俊介 千葉工業大学 千葉県

6 ITネットワークシステム管理 田中　天太 日本電子専門学校 東京都

7 ITネットワークシステム管理 露木　拓巳 情報科学専門学校 神奈川県

8 ITネットワークシステム管理 野村　圭一郎 岐阜県立大垣工業高等学校 岐阜県

9 ITネットワークシステム管理 青木　優介 東海職業能力開発大学校 岐阜県

10 ITネットワークシステム管理 佐野　達城 静岡県立沼津技術専門校 静岡県

11 ITネットワークシステム管理 鈴木　泰貴 浜松職業能力開発短期大学校 静岡県

12 ITネットワークシステム管理 林　竜大 愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県

13 ITネットワークシステム管理 柏木　健佑 ＥＣＣコンピュータ専門学校 大阪府

14 ITネットワークシステム管理 森　隼太郎 島根職業能力開発短期大学校 島根県

15 ITネットワークシステム管理 多久和　朋希 広島コンピュータ専門学校 広島県

16 ITネットワークシステム管理 白石　義範 ＹＩＣビジネスアート専門学校 山口県

17 ITネットワークシステム管理 漆原　綾華 四国職業能力開発大学校 香川県

18 ITネットワークシステム管理 田中　克矢 川内職業能力開発短期大学校 鹿児島県

19 ITネットワークシステム管理 島袋　一星 沖縄県立美来工科高等学校 沖縄県
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NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

1 ウェブデザイン 八端　拓巳 宮城県工業高等学校 宮城県

2 ウェブデザイン 嵯峨　美優 秋田コアビジネスカレッジ 秋田県

3 ウェブデザイン 山本　都来 秋田コアビジネスカレッジ 秋田県

4 ウェブデザイン 笠原　優斗 山形県立産業技術短期大学校 山形県

5 ウェブデザイン 髙橋　玲樹 山形県立産業技術短期大学校 山形県

6 ウェブデザイン 髙橋　恭兵 山形県立村山産業高等学校 山形県

7 ウェブデザイン 伊藤　寛大 山形県立山形工業高等学校 山形県

8 ウェブデザイン 相馬　漸太郎 山形県立山形工業高等学校 山形県

9 ウェブデザイン 髙橋　稜 日本電子専門学校 東京都

10 ウェブデザイン 安田　侑平 日本電子専門学校 東京都

11 ウェブデザイン 小野　秀明 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 神奈川県

12 ウェブデザイン
スコムスキー　ウォル
ター　勇人

総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 神奈川県

13 ウェブデザイン 野村　奈央 名古屋工学院専門学校 愛知県

14 ウェブデザイン 榎谷　帆乃香 名古屋市立工芸高等学校 愛知県

15 ウェブデザイン 横倉　杏奈 名古屋市立工芸高等学校 愛知県

16 ウェブデザイン 三木　百花 ＥＣＣコンピュータ専門学校 大阪府

17 ウェブデザイン 三井　徹志 山口コアカレッジ 山口県

18 ウェブデザイン 神代　正俊 ＹＩＣビジネスアート専門学校 山口県

19 ウェブデザイン 福山　凜香 宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県

20 ウェブデザイン 丸井　祐乃 宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県

21 ウェブデザイン 新垣　瑚桃 沖縄県立美来工科高等学校 沖縄県

22 ウェブデザイン 久保田　春輝 沖縄県立美来工科高等学校 沖縄県
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NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

1 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 伊藤　太一 盛岡情報ビジネス専門学校 岩手県

2 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 菅原　敏夫 宮城県工業高等学校 宮城県

3 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 小田嶋　誕 秋田県立秋田技術専門校 秋田県

4 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 岩間　一真 山形県立酒田光陵高等学校 山形県

5 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 山口　裕介 山形県立産業技術短期大学校 山形県

6 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 赤塚　智 山形県立産業技術短期大学校庄内校 山形県

7 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 松永　拓也 職業能力開発総合大学校 東京都

8 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 高松　潤 日本電子専門学校 東京都

9 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 山田　大輔 東海職業能力開発大学校 岐阜県

10 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 佐野　壱騎 愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県

11 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 李　鵬鴻 名古屋市立工芸高等学校 愛知県

12 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 小林　美良乃 ＥＣＣコンピュータ専門学校 大阪府

13 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 木村　壮真 広島コンピュータ専門学校 広島県

14 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 野村　隼土 山口コアカレッジ 山口県

15 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 山本　翔太 ＹＩＣビジネスアート専門学校 山口県

16 業務用ＩＴソフトウェア・ソリューションズ 林田　竜之介 沖縄県立美来工科高等学校 沖縄県
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NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

1 グラフィックデザイン 安保　星奈 岩手県立産業技術短期大学校 岩手県

2 グラフィックデザイン 工藤　美也香 岩手県立産業技術短期大学校 岩手県

3 グラフィックデザイン 板垣　奈桜 山形県立山形工業高等学校 山形県

4 グラフィックデザイン 市村　丈二 日本電子専門学校 東京都

5 グラフィックデザイン 堀越　ゆめき 日本電子専門学校 東京都

6 グラフィックデザイン 髙橋　りょう 神奈川県立産業技術短期大学校 神奈川県

7 グラフィックデザイン 藤井　初音 神奈川県立産業技術短期大学校 神奈川県

8 グラフィックデザイン 山本　真代 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 神奈川県

9 グラフィックデザイン 長坂　祥太 静岡デザイン専門学校 静岡県

10 グラフィックデザイン 眞野　桃華 静岡デザイン専門学校 静岡県

11 グラフィックデザイン 石渡　柚那 ＥＣＣコンピュータ専門学校 大阪府

12 グラフィックデザイン 近藤　風香 ＥＣＣコンピュータ専門学校 大阪府

13 グラフィックデザイン 赤松　諒子 神戸電子専門学校電子 兵庫県

14 グラフィックデザイン 稲継　真奈 神戸電子専門学校電子 兵庫県

15 グラフィックデザイン 大谷　実香 山口芸術短期大学 山口県

16 グラフィックデザイン 木森　佑佳 山口芸術短期大学 山口県

17 グラフィックデザイン 藤野　貴大 河原デザイン・アート専門学校 愛媛県

18 グラフィックデザイン 渡辺　慎 河原デザイン・アート専門学校 愛媛県

19 グラフィックデザイン 新城　茉希 沖縄県立美来工科高等学校 沖縄県
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NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

ロボットソフト組込み 佐藤　辰星 青森県立弘前工業高等学校 青森県

ロボットソフト組込み 山口　舞斗 青森県立弘前工業高等学校 青森県

ロボットソフト組込み 萩野　滉記 弘前東高等学校 青森県

ロボットソフト組込み 水口　元稀 弘前東高等学校 青森県

ロボットソフト組込み 佐々木　大樹 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 岩手県

ロボットソフト組込み 佐藤　航 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 岩手県

ロボットソフト組込み 星　智規 山形県立山形工業高等学校 山形県

ロボットソフト組込み 桝谷　晃平 山形県立山形工業高等学校 山形県

ロボットソフト組込み 遠藤　麗樹 福島県立テクノアカデミー浜 福島県

ロボットソフト組込み 若林　謙 福島県立テクノアカデミー浜 福島県

ロボットソフト組込み 小田　光輝 新潟県立新津工業高等学校 新潟県

ロボットソフト組込み 山田　優作 新潟県立新津工業高等学校 新潟県

ロボットソフト組込み 大谷　浩樹 新潟職業能力開発短期大学校 新潟県

ロボットソフト組込み 菅　晴菜 新潟職業能力開発短期大学校 新潟県

ロボットソフト組込み 桐山　悠里 岐阜県立大垣工業高等学校 岐阜県

ロボットソフト組込み 林　莉久央 岐阜県立大垣工業高等学校 岐阜県

ロボットソフト組込み 足立　嵩弥 岐阜県立岐阜工業高等学校 岐阜県

ロボットソフト組込み 川地　皐平 岐阜県立岐阜工業高等学校 岐阜県

ロボットソフト組込み 菊地　浩輔 静岡県立沼津技術専門校 静岡県

ロボットソフト組込み 小林　萌人 静岡県立沼津技術専門校 静岡県

ロボットソフト組込み 海野　大地 愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県

ロボットソフト組込み 佐藤　黎 愛知県立愛知総合工科高等学校 愛知県

ロボットソフト組込み 長江　佑磨 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県

ロボットソフト組込み 渡邉　浩範 愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科 愛知県

ロボットソフト組込み 澤岻　功 愛知県立岡崎工業高等学校 愛知県

ロボットソフト組込み 中根　創太 愛知県立岡崎工業高等学校 愛知県

ロボットソフト組込み 林　楓 愛知県立春日井工業高等学校 愛知県

ロボットソフト組込み 村居　功一 愛知県立春日井工業高等学校 愛知県

ロボットソフト組込み 小笠原　尚 愛知県立碧南工業高等学校 愛知県

ロボットソフト組込み 前田　和樹 愛知県立碧南工業高等学校 愛知県

ロボットソフト組込み 福田　有佐 奈良県立王寺工業高等学校 奈良県

ロボットソフト組込み 二ツ井　克空 奈良県立王寺工業高等学校 奈良県

ロボットソフト組込み 上岡　康生 奈良県立奈良朱雀高等学校 奈良県

ロボットソフト組込み 棚田　紫乃 奈良県立奈良朱雀高等学校 奈良県

ロボットソフト組込み 加藤　侑大 山口県立防府商工高等学校 山口県

ロボットソフト組込み 西嶋　俊哉 山口県立防府商工高等学校 山口県

ロボットソフト組込み 岡本　由宇斗 四国職業能力開発大学校 香川県

ロボットソフト組込み 丸山　鴻 四国職業能力開発大学校 香川県

ロボットソフト組込み 松浦　健人 宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県

ロボットソフト組込み 前田　弦穂 宮崎県立宮崎工業高等学校 宮崎県

ロボットソフト組込み 大城　直怜 沖縄県立名護商工高等学校 沖縄県

ロボットソフト組込み 奥原　京介 沖縄県立名護商工高等学校 沖縄県
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NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

ロボットソフト組込み 安里　璃空 沖縄県立南部工業高等学校 沖縄県

ロボットソフト組込み 上原　豊貴 沖縄県立南部工業高等学校 沖縄県

ロボットソフト組込み 粟国　朝義 沖縄県立美里工業高等学校 沖縄県

ロボットソフト組込み 富里　秀介 沖縄県立美里工業高等学校 沖縄県

ロボットソフト組込み 砂川　光希 沖縄県立宮古工業高等学校 沖縄県

ロボットソフト組込み 山原　作哉 沖縄県立宮古工業高等学校 沖縄県

ロボットソフト組込み 城間　一輝 沖縄県立美来工科高等学校 沖縄県

ロボットソフト組込み 中村　愛 沖縄県立美来工科高等学校 沖縄県
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NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

1 造園 髙橋　一渓 群馬県立勢多農林高等学校 群馬県

2 造園 安藤　風花 中央工学校 東京都

3 造園 山﨑　日菜子 東京都立園芸高等学校 東京都

4 造園 関谷　穂高 東京都立園芸高等学校定時制課程 東京都

5 造園 瀬口　海光 七尾東雲高等学校 石川県

6 造園 杉山　直希 岐阜県立国際園芸アカデミー 岐阜県

7 造園 日比谷　あゆめ 愛知県立猿投農林高等学校 愛知県

8 造園 桐生　晴矢 三重県立四日市農芸高等学校 三重県

9 造園 大西　陽生郎 京都府立農芸高等学校 京都府

10 造園 武市　清音 大阪府立園芸高等学校 大阪府

11 造園 辰己　美知花 大阪府立枚岡樟風高等学校 大阪府

12 造園 福岡　潤摩 兵庫県立農業高等学校 兵庫県

13 造園 荒木　歩 奈良県立磯城野高等学校 奈良県

14 造園 岩本　拓海 鳥取県立倉吉農業高等学校 鳥取県

15 造園 星谷　弥聖 鳥取湖陵高等学校 鳥取県

16 造園 柴崎　出帆 岡山県立興陽高等学校 岡山県

17 造園 佐伯　璃利佳 愛媛県立西条農業高等学校 愛媛県

18 造園 稲嶺　佑哉 沖縄県立中部農林高等学校 沖縄県
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NO 職種名 選手名 所属先名 都道府県

1 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 安藤　鼓太郎 北海道職業能力開発大学校 北海道

2 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 菊池　優 北海道職業能力開発大学校 北海道

3 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 工藤　嶺菜 山形県立産業技術短期大学校 山形県

4 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 富樫　菜々子 山形県立産業技術短期大学校庄内校 山形県

5 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 荒川　翼 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県

6 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 千葉　嶺 栃木県立県央産業技術専門校 栃木県

7 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 松澤　大樹 千葉工業大学 千葉県

8 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 江津　友貴 日本電子専門学校 東京都

9 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 山田　晃己 日本電子専門学校 東京都

10 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 外山　良 情報科学専門学校 神奈川県

11 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 田村　朔 情報科学専門学校 神奈川県

12 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 三浦　文聴 東海職業能力開発大学校 岐阜県

13 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 石東　熊野 ＥＣＣコンピュータ専門学校 大阪府

14 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 湊　京吾 ＥＣＣコンピュータ専門学校 大阪府

15 ITネットワークシステム管理（五輪予選） 宮城　達也 国際電子ビジネス専門学校 沖縄県


