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No. 都道府県 職種名 氏 名 生年 性別 所属先 競技班

1 茨城県 電子機器組立て 上野　大志 1997 男 キヤノン（株）

2 茨城県 電子機器組立て 川久保　千尋 1995 女 キヤノン（株）

3 茨城県 電子機器組立て 桑島　星奈 1998 女 キヤノン（株）

4 茨城県 電子機器組立て 竹口　数馬 1995 男 キヤノン（株）

5 茨城県 電子機器組立て 渡辺　拓誠 1998 男 （株）日立製作所　水戸事業所

6 茨城県 電子機器組立て 金子　真由美 1998 女 （株）日立ビルシステム

7 栃木県 電子機器組立て 秋山　拓樹 1997 男 関東職業能力開発大学校

8 栃木県 電子機器組立て 小林　世弥 1997 男 関東職業能力開発大学校

9 栃木県 電子機器組立て 末永　将善 1995 男 関東職業能力開発大学校

10 栃木県 電子機器組立て 長江　翔 1995 男 関東職業能力開発大学校

11 栃木県 電子機器組立て 和知　秀悟 1997 男 関東職業能力開発大学校

12 栃木県 電子機器組立て 黒川　優 1995 男 ホンダエンジニアリング（株）

13 栃木県 電子機器組立て 白石　碧依 1999 男 ホンダエンジニアリング（株）

14 栃木県 電子機器組立て 田﨑　雅弥 1997 男 ホンダエンジニアリング（株）

15 栃木県 電子機器組立て 福田　直樹 1996 男 ホンダエンジニアリング（株）

16 栃木県 電子機器組立て 山本　鷹輝 1997 男 ホンダエンジニアリング（株）

17 群馬県 電子機器組立て 宇梶　涼 1997 男 （株）ミツバ

18 埼玉県 電子機器組立て 梶原　大輔 1995 男 日本信号（株）　久喜事業所

19 埼玉県 電子機器組立て 金澤　啓亮 1997 男 日本信号（株）　久喜事業所

20 埼玉県 電子機器組立て 内藤　金也 1994 男 日本信号（株）　久喜事業所

21 神奈川県 電子機器組立て 菊地　優輝 1996 男 日産自動車（株）

22 神奈川県 電子機器組立て 西田　悠真 1997 男 日産自動車（株）

23 神奈川県 電子機器組立て 吉井　悠哉 1996 男 日産自動車（株）

24 長野県 電子機器組立て 南嶋　隆吾 1996 男 セイコーエプソン（株）

25 長野県 電子機器組立て 井口　颯人 1999 男 長野県松本工業高等学校

26 長野県 電子機器組立て 伊勢谷　征洸 1994 男 日置電機（株）

27 岐阜県 電子機器組立て 佐久間　瑛二 1999 男 岐阜県立大垣工業高等学校

28 岐阜県 電子機器組立て 澁谷　謙太 1999 男 岐阜県立岐阜工業高等学校

29 岐阜県 電子機器組立て 上田　麻穂 1998 女 東海職業能力開発大学校

30 静岡県 電子機器組立て 林　大樹 1996 男 アスモ（株）

31 静岡県 電子機器組立て 村上　周平 1997 男 アスモ（株）

32 愛知県 電子機器組立て 谷口　悟 1998 男 アイシン精機（株）

33 愛知県 電子機器組立て 舟坂　崚佑 1997 男 アイシン精機（株）

34 愛知県 電子機器組立て 石黒　泰三 1997 男 （株）デンソー

35 愛知県 電子機器組立て 永谷　龍弥 1996 男 （株）デンソー

36 愛知県 電子機器組立て 早矢仕　岳杜 1999 男 （株）デンソー

37 愛知県 電子機器組立て 大路　将吾 1996 男 トヨタ自動車（株）

38 愛知県 電子機器組立て 北本　悠真 1998 男 トヨタ自動車（株）

39 愛知県 電子機器組立て 阪田　翔輝 1996 男 トヨタ自動車（株）

40 愛知県 電子機器組立て 水谷　友哉 1998 男 トヨタ自動車（株）

41 愛媛県 電子機器組立て 入川　翔馬 1999 男 愛媛県立松山工業高等学校

42 愛媛県 電子機器組立て 野間須　暖輝 2000 男 愛媛県立松山工業高等学校

43 愛媛県 電子機器組立て 兵頭　直樹 2000 男 愛媛県立松山工業高等学校

44 愛媛県 電子機器組立て 松田　武流 2000 男 愛媛県立松山工業高等学校

45 福岡県 電子機器組立て 上村　雄一朗 1996 男 九州職業能力開発大学校

46 福岡県 電子機器組立て 植竹　翔平 1995 男 安川マニュファクチャリング（株）

47 福岡県 電子機器組立て 髙橋　崚 1995 男 安川マニュファクチャリング（株）

48 福岡県 電子機器組立て 留目　隼 1996 男 安川マニュファクチャリング（株）

49 福岡県 電子機器組立て 水谷　達人 1996 男 安川マニュファクチャリング（株）

50 宮崎県 電子機器組立て 森永　真乃介 2000 男 宮崎県立宮崎工業高等学校
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