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第５７回技能五輪全国大会成績優秀者表彰 

成績 競技職種 氏  名 ふりがな 所  属 

金賞 抜き型 水谷 恭良 みずたに ちから 株式会社デンソー 

金賞 旋盤 小幡 亮輔 おばた りょうすけ 株式会社デンソー 

金賞 フライス盤 浅野 涼大 あさの りょうた 株式会社デンソー 

金賞 電気溶接 神谷 将真 かみや しょうま 株式会社豊田自動織機 

金賞 木型 久保 颯人 くぼ はやと トヨタ自動車株式会社 

金賞 電子機器組立て 中尾 亘汰 なかお かんた トヨタ自動車株式会社 

金賞 建築大工 後藤 拓矢 ごとう たくや 有限会社近藤工務店 

金賞 理容 稲垣 文菜 いながき あやな 
ヘアステーション 

ＬＥＯＮ 

金賞 
IT ネットワーク 

システム管理 
佐藤 風輝 さとう ふうき トヨタ自動車株式会社 

金賞 ウェブデザイン 山田 春香 やまだ はるか 名古屋市立工芸高等学校 

金賞 移動式ロボット 澤岻 功 たくし いさお 株式会社デンソー 

金賞 移動式ロボット 吉竹 宥人 よしたけ ゆうと 株式会社デンソー 

銀賞 機械組立て 上田 将希 うえだ まさき アイシン精機株式会社 

銀賞 機械組立て 森本 創太 もりもと そうた 株式会社デンソー 

銀賞 抜き型 古賀 史苑 こが しおん トヨタ自動車株式会社 

銀賞 精密機器組立て 松屋 空 まつや はるか 株式会社デンソー 

銀賞 メカトロニクス 築島 遼多 つきしま りょうた 
アイシン・エィ・ダブリュ

株式会社 

銀賞 メカトロニクス 中嶋 脩雅 なかしま しゅうが 
アイシン・エィ・ダブリュ

株式会社 

銀賞 メカトロニクス 白水 祥平 しろみず しょうへい トヨタ自動車株式会社 

銀賞 メカトロニクス 津田 健太郎 つだ けんたろう トヨタ自動車株式会社 

銀賞 メカトロニクス 森口 淳志 もりぐち あつし 株式会社豊田自動織機 

銀賞 メカトロニクス 横道 悠太 よこみち ゆうた 株式会社豊田自動織機 

銀賞 機械製図 田中 仁啓 たなか よしひろ 株式会社ジェイテクト 
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成績 競技職種 氏  名 ふりがな 所  属 

銀賞 旋盤 大木 皓資 おおぎ こうすけ 株式会社デンソー 

銀賞 旋盤 杉浦 陽向 すぎうら ひなた トヨタ自動車株式会社 

銀賞 フライス盤 原田 泰志 はらだ たいし 
アイシン・エィ・ダブリュ

株式会社 

銀賞 構造物鉄工 川端 直輝 かわばた なおき 株式会社豊田自動織機 

銀賞 木型 水月 理央 みずつき りお トヨタ自動車株式会社 

銀賞 自動車板金 清水 宙 しみず ひろ トヨタ自動車株式会社 

銀賞 自動車板金 𠮷田 圭佑 よしだ けいすけ トヨタ自動車株式会社 

銀賞 曲げ板金 稲垣 滉喜 いながき こうき 株式会社デンソー 

銀賞 電子機器組立て 伊藤 静海 いとう つぐみ 株式会社デンソー 

銀賞 電子機器組立て 早矢仕 岳杜 はやし がくと 株式会社デンソー 

銀賞 電子機器組立て 西岡 優輝 にしおか ゆうき トヨタ自動車株式会社 

銀賞 電工 小林 拓巳 こばやし たくみ 株式会社トーエネック 

銀賞 洋菓子製造 木田 菜奈未 きだ ななみ 名古屋製菓専門学校 

銀賞 洋菓子製造 冨田 佳那 とみた かな 名古屋製菓専門学校 

銀賞 和裁 三瓶 以杏 さんぺい いあん 東亜和裁 

銀賞 車体塗装 宮野 光生 みやの こうき トヨタ自動車株式会社 

銀賞 ウェブデザイン 脇田 奈実 わきだ なみ 名古屋市立工芸高等学校 

銀賞 移動式ロボット 岩本 亮 いわもと りょう 株式会社デンソー 

銀賞 移動式ロボット 川上 輝貴 かわかみ こうき 株式会社デンソー 

銅賞 抜き型 鈴木 友基 すずき ともき トヨタ紡織株式会社 

銅賞 機械製図 中原 七月 なかはら なつき 株式会社豊田自動織機 

銅賞 旋盤 中濱 大輔 なかはま だいすけ 株式会社ジェイテクト 

銅賞 フライス盤 山下 航生 やました こうせい 株式会社デンソー 

銅賞 構造物鉄工 大森 大輔 おおもり だいすけ 株式会社豊田自動織機 
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成績 競技職種 氏  名 ふりがな 所  属 

銅賞 木型 横谷 快 よこたに かい トヨタ自動車株式会社 

銅賞 工場電気設備 𫝆泉 侑 いまいずみ たすく 株式会社デンソー 

銅賞 工場電気設備 髙須 優芽 たかす ゆめ 株式会社デンソー 

銅賞 洋菓子製造 玉木 芳奈 たまき よしな 名古屋製菓専門学校 

銅賞 洋菓子製造 三浦 仁千香 みうら にちか 名古屋製菓専門学校 

銅賞 和裁 細見 愛 ほそみ あい 東亜和裁 

銅賞 レストランサービス 原島 結香 はらしま ゆうか 株式会社シャインズ 

銅賞 車体塗装 守永 優 もりなが ゆたか トヨタ自動車株式会社 

敢闘賞 機械組立て 古賀  銀心 こが ぎんしん 株式会社デンソー 

敢闘賞 機械組立て 下垣 亮太 しもがき りょうた 株式会社豊田自動織機 

敢闘賞 抜き型 柴田 雅大 しばた まさひろ トヨタ紡織株式会社 

敢闘賞 抜き型 林 侑哉 はやし ゆうや 豊田合成株式会社 

敢闘賞 精密機器組立て 山本 空人 やまもと そらと 株式会社デンソー 

敢闘賞 メカトロニクス 柏谷 歩夢 かしわや あゆむ 株式会社デンソー 

敢闘賞 メカトロニクス 高橋 一真 たかはし かずま 株式会社デンソー 

敢闘賞 メカトロニクス 浜崎 裕斗 はまざき ひろと トヨタ紡織株式会社 

敢闘賞 メカトロニクス 森園 逸生 もりぞの としき トヨタ紡織株式会社 

敢闘賞 機械製図 金子 宏海 かねこ ひろみ トヨタ自動車株式会社 

敢闘賞 旋盤 髙井 隆景 たかい たかかげ アイシン精機株式会社 

敢闘賞 旋盤 飯田 宗一郎 いいだ そういちろう 株式会社デンソー 

敢闘賞 フライス盤 松元 龍生 まつもと りゅうせい 
アイシン・エィ・ダブリュ

株式会社 

敢闘賞 フライス盤 福島 駆 ふくしま かける 株式会社デンソー 

敢闘賞 フライス盤 堀 有希 ほり ゆうき トヨタ自動車株式会社 

敢闘賞 フライス盤 山越 大揮 やまこし だいき トヨタ自動車株式会社 
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成績 競技職種 氏  名 ふりがな 所  属 

敢闘賞 構造物鉄工 小林 飛揚 こばやし ひょう 株式会社豊田自動織機 

敢闘賞 電気溶接 林 孝純 はやし たかずみ 株式会社豊田自動織機 

敢闘賞 木型 弓削 真暉 ゆげ まさき トヨタ自動車株式会社 

敢闘賞 自動車板金 杉本 昂介 すぎもと こうすけ トヨタ自動車株式会社 

敢闘賞 電子機器組立て 鍔本 悠貴 つばもと ゆうき アイシン精機株式会社 

敢闘賞 電子機器組立て 赤石 燎汰 あかいし りょうた トヨタ自動車株式会社 

敢闘賞 電工 小蔦 一輝 こつた かずき 株式会社トーエネック 

敢闘賞 工場電気設備 神谷 悠斗 かみや ゆうと 株式会社デンソー 

敢闘賞 左官 岩田 徹崇 いわた てつたか 中部大学 

敢闘賞 美容 佐藤 実希子 さとう みきこ 美容室 1000%グループ 

敢闘賞 美容 中村 桂志 なかむら けいし 美容室 1000%グループ 

敢闘賞 洋菓子製造 竹内 菜穂子 たけうち なほこ 名古屋製菓専門学校 

敢闘賞 造園 青木 鴻太 あおき こうた 岩間造園株式会社 

敢闘賞 和裁 竹市 真衣 たけいち まい 東亜和裁 

敢闘賞 和裁 長谷川 彩華 はせがわ あやか 東亜和裁 

敢闘賞 レストランサービス 真田 幸奈 さなだ ゆきな 株式会社ナゴヤキャッスル 

敢闘賞 レストランサービス 酒向 桃子 さこう ももこ 
株式会社 

名鉄グランドホテル 

敢闘賞 
IT ネットワーク 

システム管理 
金子 隼也 かねこ じゅんや トヨタ自動車株式会社 

敢闘賞 
IT ネットワーク 

システム管理 
亀井 康介 かめい こうすけ トヨタ自動車株式会社 

敢闘賞 ウェブデザイン 荻 留姫永 おぎ るきな 名古屋市立工芸高等学校 

敢闘賞 移動式ロボット 奥本 宗一郎 おくもと そういちろう 
アイシン・エィ・ダブリュ

株式会社 

敢闘賞 移動式ロボット 小林 洋嘉 こばやし ひろか アイシン精機株式会社 

（職種順、職種ごとに所属の五十音順、所属ごとに氏名の五十音順、敬称略）    （計９３名）     


