
※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

第58回技能五輪全国大会　参加者名簿

1 秋田県 電子機器組立て 佐藤　圭介 2000 男 秋田職業能力開発短期大学校

2 山形県 電子機器組立て 大沼　礼佳 2003 女 山形県立山形工業高等学校

3 福島県 電子機器組立て 石野　巧騎 1998 男 東日本旅客鉄道（株）　郡山総合車両センター

4 茨城県 電子機器組立て 飯野　神 1999 男 キヤノン（株）

5 茨城県 電子機器組立て 杉山　育央 1998 男 キヤノン（株）

6 茨城県 電子機器組立て 武田　陽花 2000 女 キヤノン（株）

7 茨城県 電子機器組立て 舘野　謙人 2000 男 キヤノン（株）

8 茨城県 電子機器組立て 前田　公太 2000 男 キヤノン（株）

9 茨城県 電子機器組立て 小川　大樹 2000 男 （株）日立製作所　水戸事業所

10 茨城県 電子機器組立て 石﨑　潤 2000 男 （株）日立ビルシステム

11 茨城県 電子機器組立て 内山　雅也 2001 男 （株）日立ビルシステム

12 栃木県 電子機器組立て 伊豫部　勇希 1998 男 関東職業能力開発大学校

13 栃木県 電子機器組立て 佐藤　メアリー 1998 女 関東職業能力開発大学校

14 栃木県 電子機器組立て 鈴木　健太朗 2000 男 関東職業能力開発大学校

15 栃木県 電子機器組立て 二宮　拓務 2002 男 関東職業能力開発大学校

16 栃木県 電子機器組立て 蒔田　光生 2001 男 関東職業能力開発大学校

17 栃木県 電子機器組立て 益子　友作 2001 男 関東職業能力開発大学校

18 栃木県 電子機器組立て 大橋　昂平 1999 男 日本信号（株）

19 栃木県 電子機器組立て 襲田　理玖 1999 男 日本信号（株）

20 栃木県 電子機器組立て 関口　智也 2000 男 日本信号（株）

21 栃木県 電子機器組立て 倉崎　烈琉 1999 男 本田技研工業（株）　４ＭＯＣ生産技術統括部

22 栃木県 電子機器組立て 須藤　生雅 2001 男 本田技研工業（株）　４ＭＯＣ生産技術統括部

23 栃木県 電子機器組立て 松田　武流 2000 男 本田技研工業（株）　４ＭＯＣ生産技術統括部

24 栃木県 電子機器組立て 米脇　颯一朗 2000 男 本田技研工業（株）　４ＭＯＣ生産技術統括部

25 群馬県 電子機器組立て 久保田　和輝 2001 男 （株）ミツバ

26 群馬県 電子機器組立て 原田　皓平 1999 男 （株）ミツバ

27 埼玉県 電子機器組立て 田坂　仁志 1997 男 日本信号（株）

28 神奈川県 電子機器組立て 川島　優 2000 男 神奈川県立産業技術短期大学校

29 神奈川県 電子機器組立て 鎌田　聖士 2000 男 日産自動車（株）

30 神奈川県 電子機器組立て 幅　祐介 2001 男 日産自動車（株）

31 神奈川県 電子機器組立て 兵頭　直樹 2000 男 日産自動車（株）

32 神奈川県 電子機器組立て 藤澤　駿佑 1999 男 日産自動車（株）

33 長野県 電子機器組立て 朝倉　大貴 1999 男 セイコーエプソン（株）

34 長野県 電子機器組立て 倉石　工 2000 男 セイコーエプソン（株）

35 長野県 電子機器組立て 道林　翔也 1999 男 セイコーエプソン（株）

36 岐阜県 電子機器組立て 野村　伊吹 2003 男 岐阜県立大垣工業高等学校

37 岐阜県 電子機器組立て 石松　一輝 2003 男 岐阜県立岐阜工業高等学校

38 岐阜県 電子機器組立て 加藤　侑己 2003 男 岐阜県立岐阜工業高等学校

39 岐阜県 電子機器組立て 河﨑　柊哉 2002 男 岐阜県立岐阜工業高等学校

40 岐阜県 電子機器組立て 永田　享士 2004 男 岐阜県立岐阜工業高等学校

41 岐阜県 電子機器組立て 宮島　朋希 2003 男 岐阜県立岐阜工業高等学校

42 愛知県 電子機器組立て 三浦　千星 2000 女 アイシン精機（株）

43 愛知県 電子機器組立て 中村　駿介 2000 男 （株）デンソー

44 愛知県 電子機器組立て 藤原　玲司 1999 男 （株）デンソー

45 愛知県 電子機器組立て 赤石　燎汰 1999 男 トヨタ自動車（株）

46 愛知県 電子機器組立て 井上　翔貴 1999 男 トヨタ自動車（株）

47 愛知県 電子機器組立て 梅﨑　圭惟 2000 男 トヨタ自動車（株）

48 愛知県 電子機器組立て 岡田　明弘 2000 男 トヨタ自動車（株）

49 福岡県 電子機器組立て 竹内　直樹 1998 男 安川マニュファクチャリング（株）


