
第55回技能五輪全国大会　参加者名簿

※外字等表示できない文字は、類似の文字で掲載しております。

No. 都道府県 職種名 氏 名 生年 性別 所属先 競技班

1 北海道 配管 田中　陽 1996 男 （株）進興工業

2 北海道 配管 日根　俊介 1995 男 （株）そうけん

3 岩手県 配管 下村　信人 1998 男 岩手県立産業技術短期大学校水沢校

4 岩手県 配管 菅原　楓 1997 男 岩手県立産業技術短期大学校水沢校

5 宮城県 配管 遠藤　隆汰 1998 男 （株）相澤設備

6 秋田県 配管 中田　千大 1998 男 山二施設工業（株）

7 山形県 配管 上村　雅人 1997 男 山形県立産業技術短期大学校

8 山形県 配管 山川　尚也 1997 男 山形県立産業技術短期大学校

9 山形県 配管 青山　絵里 1996 女 山住設備（株）

10 茨城県 配管 諸澤　明良 1997 男 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

11 茨城県 配管 野内　瞳生 1997 男 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

12 茨城県 配管 鈴木　廉也 1996 男 （株）関電工　東関東営業本部　茨城支社

13 茨城県 配管 関谷　淳 1995 男 （株）関電工　東関東営業本部　茨城支社

14 栃木県 配管 天海　佳大 1995 男 （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支社

15 栃木県 配管 丸山　寛生 1996 男 （株）関電工　北関東・北信越営業本部　栃木支社

16 栃木県 配管 川俣　巧 1995 男 （株）小牧工業

17 栃木県 配管 脇村　貴大 1995 男 （株）埼玉ヤマト

18 栃木県 配管 碇　尚也 1998 男 （株）田中工業

19 栃木県 配管 川合　健太郎 1999 男 （株）田中工業

20 栃木県 配管 塩澤　諒太 1995 男 （株）田中工業

21 栃木県 配管 田中　幸司 1996 男 （株）田中工業

22 栃木県 配管 斎藤　大樹 1999 男 栃木県立宇都宮工業高等学校

23 栃木県 配管 川和　克也 1997 男 栃木県立県央産業技術専門校

24 栃木県 配管 萩原　稔 1997 男 栃木県立県央産業技術専門校

25 栃木県 配管 宮本　唯太 1997 男 栃木県立県央産業技術専門校

26 栃木県 配管 李　ヨシ 1996 男 栃木県立県央産業技術専門校

27 栃木県 配管 芝田　光希 1997 男 和田工業（株）

28 群馬県 配管 小野澤　佑真 1994 男 （株）ヤマト

29 東京都 配管 鈴木　五月 1997 男 （株）浅井設備

30 東京都 配管 齋藤　雄介 1996 男 西原工事（株）

31 東京都 配管 花木　龍真 1997 男 西原工事（株）

32 東京都 配管 吉田　一勝 1995 男 西原工事（株）

33 新潟県 配管 岡部　雄大 1996 男 （株）千代田設備

34 長野県 配管 長保　衛 1994 男 ルピナ中部工業（株）

35 長野県 配管 堀内　茜 1997 女 ルピナ中部工業（株）

36 愛知県 配管 畠　和弥 1994 男 武田機工（株）　本社　現業部

37 大阪府 配管 金沢　優悟 1999 男 大阪府立布施工科高等学校

38 大阪府 配管 髙坪　友輝 1999 男 大阪府立布施工科高等学校

39 島根県 配管 石飛　和孝 1996 男 アクアシステム（株）

40 島根県 配管 深田　亨 1994 男 イマックス（株）

41 島根県 配管 嘉藤　竜己 1995 男 シンセイ技研（株）

42 島根県 配管 添谷　舞樹 1995 男 新和設備工業（株）

43 島根県 配管 角田　拓馬 1994 男 （株）太陽水道工事

44 岡山県 配管 友末　広陽 1994 男 岡山県立　南部高等技術専門校

45 広島県 配管 東谷　幸憲 2000 男 広島市立広島工業高等学校

46 広島県 配管 水黒　祥幸 2001 男 広島市立広島工業高等学校

47 山口県 配管 三澤　亮太 1994 男 （株）桐田商会

48 香川県 配管 橋谷　勇希 1996 男 浦川設備興業（株）

49 熊本県 配管 赤澤　京介 1997 男 熊本県立高等技術専門校

50 熊本県 配管 木庭　郁充 1998 男 熊本県立高等技術専門校

51 沖縄県 配管 屋宜　宣好 1999 男 三栄工業（株）

52 沖縄県 配管 池原　優一 1996 男 （有）ヤマウチ設備
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