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No. 都道府県 職種名 氏 名 生年 性別 所属先 競技班

第57回技能五輪全国大会　参加者名簿

1 北海道 建築大工 金森　翼 1997 男 （有）阿部住宅工房

2 北海道 建築大工 山田　隆弘 1998 男 （株）北一タカハシ建設

3 北海道 建築大工 若林　光 1996 男 （有）工藤宅建

4 北海道 建築大工 田村　椋佑 1997 男 （有）熊谷建設工業

5 北海道 建築大工 石橋　昂大 1997 男 （株）広翔カワハラ

6 北海道 建築大工 西村　賢人 1998 男 （株）マルマサ長久保建設

7 青森県 建築大工 前田　大樹 1996 男 （株）大山建工

8 岩手県 建築大工 藤原　彪河 1998 男 伊藤建設（株）

9 岩手県 建築大工 多田　知弘 2000 男 岩手県立二戸高等技術専門校

10 岩手県 建築大工 渡辺　優太 1998 男 佐藤工夢店（株）

11 岩手県 建築大工 野場　剣也 1996 男 野場建築（久慈職業訓練協会）

12 岩手県 建築大工 菅原　誠也 1998 男 （株）北洲

13 岩手県 建築大工 鈴木　翔大 1998 男 （株）松本

14 岩手県 建築大工 小畑　優希 1997 男 （有）杢創舎

15 岩手県 建築大工 佐々木　僚介 1998 男 （有）杢創舎

16 秋田県 建築大工 須田　拓斗 1997 男 （有）ＳＫホーム

17 秋田県 建築大工 多賀谷　翔 1996 男 職業訓練法人　大館北鹿職業訓練協会

18 秋田県 建築大工 鈴木　律夢 1996 男 （株）小田島工務店

19 秋田県 建築大工 富樫　健二 1996 男 （株）小田島工務店

20 秋田県 建築大工 伊藤　玲央 1999 男 （有）サンコーベース

21 山形県 建築大工 鈴木　匠 1998 男 （株）ウンノハウス

22 山形県 建築大工 神保　滉太 1998 男 （株）近江建設

23 山形県 建築大工 佐藤　貫太 1998 男 大富建設（株）

24 山形県 建築大工 細谷　直迅 1998 男 （株）大沼建築

25 山形県 建築大工 佐藤　新 1999 男 （株）本多建設

26 山形県 建築大工 日野　ゆず 1997 女 山形県立山形工業高等学校

27 山形県 建築大工 平　郷太 2001 男 山形県立米沢工業高等学校

28 山形県 建築大工 本間　嵯菜 2002 女 山形県立米沢工業高等学校

29 栃木県 建築大工 西迫　魁 1999 男 （有）ケーユーハウジング

30 栃木県 建築大工 小林　康伸 1997 男 （株）木の花ホーム

31 栃木県 建築大工 成宮　槙作 1999 男 伝統文化と環境福祉の専門学校

32 栃木県 建築大工 神山　颯斗 2001 男 栃木県立宇都宮工業高等学校

33 群馬県 建築大工 川嶋　涼太 2002 男 群馬県立前橋工業高等学校

34 群馬県 建築大工 清村　優希 2001 男 群馬県立前橋工業高等学校

35 埼玉県 建築大工 小川　沙紀 1996 女 建設埼玉

36 埼玉県 建築大工 齋藤　大起 1996 男 建設埼玉

37 埼玉県 建築大工 森下　凌斗 1998 男 建設埼玉

38 埼玉県 建築大工 大久保　優 2001 男 埼玉県立熊谷工業高等学校

39 埼玉県 建築大工 小堺　奨栄 2002 男 埼玉県立熊谷工業高等学校

40 埼玉県 建築大工 成川　弘将 1997 男 埼玉土建一般労働組合

41 埼玉県 建築大工 小暮　涼太 1997 男 ポラスハウジング協同組合

42 埼玉県 建築大工 斉藤　翔吾 1999 男 ポラスハウジング協同組合

43 埼玉県 建築大工 田代　悠太 1999 男 ポラスハウジング協同組合

44 埼玉県 建築大工 藤田　弦 1999 男 ポラスハウジング協同組合

45 埼玉県 建築大工 梅津　弥涼 1998 女 ものつくり大学　技能工芸学部　建設学科

46 埼玉県 建築大工 柏原　一輝 1998 男 ものつくり大学　技能工芸学部　建設学科

47 埼玉県 建築大工 中村　竜清 1998 男 ものつくり大学　技能工芸学部　建設学科

48 埼玉県 建築大工 畠山　まどか 1999 女 ものつくり大学　技能工芸学部　建設学科

49 千葉県 建築大工 阿久津　京介 1999 男 住友林業建築技術専門校

50 千葉県 建築大工 上野　夏輝 1998 男 住友林業建築技術専門校

51 千葉県 建築大工 小中　優斗 1999 男 住友林業建築技術専門校

52 千葉県 建築大工 相馬　光也 2000 男 住友林業建築技術専門校

53 千葉県 建築大工 西　玲也 1999 男 住友林業建築技術専門校

54 千葉県 建築大工 長谷川　亮太 2000 男 住友林業建築技術専門校
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55 千葉県 建築大工 濵口　徹 1999 男 住友林業建築技術専門校

56 千葉県 建築大工 藤岡　雄星 2000 男 住友林業建築技術専門校

57 東京都 建築大工 今井　大貴 1997 男 （株）三栄クラフター

58 東京都 建築大工 木下　絢加 1998 女 職業能力開発短期大学校　東京建築カレッジ

59 東京都 建築大工 小坂　哲平 1996 男 職業能力開発短期大学校　東京建築カレッジ

60 神奈川県 建築大工 石井　直希 2002 男 川崎市立川崎総合科学高等学校

61 新潟県 建築大工 今井　健太郎 1998 男 伝統文化と環境福祉の専門学校

62 新潟県 建築大工 上原　健太郎 1999 男 伝統文化と環境福祉の専門学校

63 新潟県 建築大工 宇佐美　信 1998 男 伝統文化と環境福祉の専門学校

64 新潟県 建築大工 千葉　浩史 1998 男 伝統文化と環境福祉の専門学校

65 新潟県 建築大工 岡本　彰太 1997 男 （一社）新潟県建築組合連合会

66 新潟県 建築大工 高橋　遥 1999 男 （一社）新潟県建築組合連合会

67 新潟県 建築大工 雜賀　智里 2000 男 新潟県立魚沼テクノスクール

68 新潟県 建築大工 長谷川　勇志 1999 男 新潟県立魚沼テクノスクール

69 石川県 建築大工 梨井　駿兵 1998 男 喜多ハウジング（株）

70 長野県 建築大工 木村　晃汰 2000 男 （有）寺島工務店

71 長野県 建築大工 小池　智也 1997 男 （有）マル和建設

72 長野県 建築大工 矢澤　篤 2000 男 （有）山田工務店

73 岐阜県 建築大工 山本　雅之 1998 男 亀山建設（株）

74 静岡県 建築大工 窪田　將人 1997 男 職業訓練法人　駿東地域職業能力開発協会　（三六九建設（株））

75 静岡県 建築大工 葛城　圭巳汰 1996 男 （株）天峰建設

76 愛知県 建築大工 後藤　拓矢 1997 男 （有）近藤工務店

77 愛知県 建築大工 祝迫　篤樹 2000 男 （株）堀井工務店

78 兵庫県 建築大工 川崎　迅 2000 男 （株）山弘

79 島根県 建築大工 佐々木　洸 1997 女 （株）金田建設

80 島根県 建築大工 藤本　琴美 1999 女 森下建設（株）

81 山口県 建築大工 下辺　龍真 1996 男 （株）安成工務店

82 山口県 建築大工 古川　拳伍 1996 男 （株）安成工務店

83 香川県 建築大工 馬上　悠太 1996 男 高陽建設（株）

84 香川県 建築大工 白藤　龍 2000 男 高陽建設（株）

85 長崎県 建築大工 荒木　隆成 2001 男 長崎県立長崎工業高等学校

86 長崎県 建築大工 布谷　充 2001 男 長崎県立長崎工業高等学校

87 宮崎県 建築大工 陶山　蓮峰 1999 男 （株）与組

88 宮崎県 建築大工 山田　峻也 1996 男 （株）与組

89 鹿児島県 建築大工 今塩屋　壮紀 1999 男 鹿児島県立宮之城高等技術専門校

90 鹿児島県 建築大工 沖　吾一 1999 男 鹿児島県立宮之城高等技術専門校


