
 

平成 30 年度 

 

 

技能者等表彰被表彰者名簿 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

神奈川県 
  



 

目  次 

 

 

1 卓越技能者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

2 優秀技能者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

3 青年優秀技能者・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

4 技能検定推進優良事業所・団体・・・・・・・・・・ 12 

5 第 55 回技能五輪全国大会特別優秀技能者 ・・・・・ 13 

6 第 56 回技能五輪全国大会特別優秀技能者 ・・・・・ 14 

7 第 37 回全国障害者技能競技大会特別優秀技能者 ・・ 16 

8 第 38 回全国障害者技能競技大会特別優秀技能者 ・・ 16 

 

 



 1

１ 卓越技能者 

職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

圧延工 臼田 秀一 

JFE スチール株式

会社 東日本製鉄

所(京浜地区) 

（川崎市川崎区） 

鉄鋼生産における重要工程である圧延

操業に長年従事、特に、コイル状に加工

する巻取工程における操業技能に優れて

おり、高品質な鉄鋼素材の安定供給に寄

与している。 

金属工作機

械工 
太田 浩 

日立オートモティ

ブシステムズ株式

会社  

（厚木市） 

機械加工に長年従事、特に、新しい製

品の工程設定や量産に対しての図面反映

を行い、生産性向上に大きく寄与した。 

また、後進の技能レベルの向上など、

後継者育成にも務めている。 

金属工作機

械工 
太田 信幸 

株式会社東芝 横

浜事業所 生産技

術センター 

（横浜市磯子区） 

機械加工に長年従事し、精密フライス

盤を中心に、高度な技能と知識を身に着

けてきた。特に半導体装置用の精密部品

等、複雑かつ高精度を要求される部品の

品質確保に大きな成果を上げた。 

金属工作機

械工 
東郷 広幸 

東芝エネルギーシ

ステムズ株式会社 

京浜事業所 

（横浜市鶴見区） 

火力・水力・原子力発電機器等の製造

工程において、中型 NC 加工機による機

械加工や現地で施工される小型汎用旋盤

での水力機器の機械加工業務に長年従事

し、優れた技能を有している。 

板金工 竹野 春行 

リコーインダスト

リー株式会社 本

社事業所 

（厚木市） 

プレス板金加工に優れた知識と技能を

有しており、特にプレス機械で打ち抜か

れた材料の溶接やカシメなど板金二次加

工技能に優れている。 

鉄工 髙嶋 重久 
三進工業株式会社 

（川崎市川崎区） 

プラント関連の各種圧力容器等の製缶

工作に長年従事し、特に現図作業、部品

組立、溶接作業を得意とし、熱交換器の

抜管、リチュービングでは形状や大きさ

に応じた解体方法や製作方法の工夫改善

が高く評価されている。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

めっき工 小柴 定一 

三菱電機株式会社 

鎌倉製作所 

（鎌倉市） 

全てのめっき作業に精通し、特に、電

子機器発展に寄与してきた。人工衛星な

ど複雑な形状や特殊な材料へのミクロン

オーダーのめっき膜厚コントロールの技

能を有している。 

自動車組立

工 
谷 一彦 

日産自動車株式会

社 総合研究所 

（厚木市） 

 自動車に使用する電気・電子部品の研

究開発に長年従事し、ノイズやサージの

抑制と性能を両立する部品の配置や配線

経路を設定できる高度なスキルを有して

おり、電気自動車の開発に貢献した。 

航空機組立

工・整備工 
渡邊 典昭 

三菱プレシジョン

株式会社鎌倉事業

所 

（鎌倉市） 

航空機をはじめ、各種船舶・車両な

ど、操縦技術の訓練や教育を安全に行い

定量的に評価できるシミュレーションシ

ステムなどの製造に従事し、電子機器及

び機械組立に優れた技能を有している。 

婦人・子供

服注文仕立

職 

砂山 幸子 
砂山衣服研究所 

（川崎市高津区） 

 婦人子供服製造仕立て職に長年従事。

職業技術校などの講師として、また、自

身も洋裁教室を経営し、後進の育成に務

めるとともに、中高生を対象とした職業

体験の講師を務めている。 

建築大工 原嶋 義男 

有限会社原嶋工務

店 

（相模原市南区） 

 長年、在来工法(木造軸組工法)の建築

に携わる。耐震補強工事と新築増改築防

音工事を得意とする。特に耐震補強工事

において、柱と梁や土台との仕口に関し

ては、軸組としてしっかり支えるよう施

工する技能・技術に卓越している。 

建築大工 髙橋 一行 

有限会社髙橋工務

店 

（足柄下郡湯河原

町） 

 長年建築大工に従事、規矩
き く

術に優れ、

在来工法による数奇屋造り、入り母屋造

り等純日本建築を得意としている。ま

た、社寺仏閣の改修工事等も多数手がけ

ている。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

建築とび工 岩﨑 勝明 

有限会社鳶岩﨑 

（横浜市神奈川

区） 

 とび業に長年従事し、曵屋工事、

擁壁土止
ようへきどどめ

工事
こ う じ

等、難工事を得意としてい

る。特に、曵屋工事を活用した生木を移

動させた工事については、業界の第一人

者として、多くの見本になっている。 

建築板金工 

 

石本 雅裕 

 

有限会社間川板金

工業所 

（横浜市西区） 

 長年板金職に従事、特に、屋根工事に

おいて、新しい建材と銅板、真ちゅう板

等を組み合せ、構造物の特徴に配慮した

美観的調和、飾り物等を伝統的な技能で

施工できる熟練技能を有している。 

かわらふき

工 
丸山 忠廣 

有限会社ヤネヒロ 

（横浜市戸塚区） 

 長年日本古来の住宅建築などの瓦葺伝

統工法の技能を現代建築に取り入れ、特

に洋風建築において瓦葺きの美しさを表

現する技能に優れている。 

左官 竹田 繁 

有限会社竹田工業 

（相模原市中央

区） 

 左 官 職に 従事 し、 「漆喰
しっくい

仕上
し あ げ

」

「京壁
きょうかべ

仕上
し あ げ

」「珪藻土
けいそうど

仕上
し あ げ

」「豆
まめ

砂利
じ ゃ り

洗い出し
あ ら  だ  

仕上
し あ げ

」「リシン
り し ん

掻き落し
か  お と  

仕上
し あ げ

」

を得意とする。特に、漆喰施工技能に優

れ、施主から多くの感謝状を受けてい

る。 

造園工 長谷川 寿雄 
有限会社正進園 

（横浜市泉区） 

 日本古来の伝統的な築庭
ちくてい

文化
ぶ ん か

に、時代

の変化に対応した新技法を取り入れるな

ど、独創性を発揮、特に、和洋折衷庭園

の作庭技能に高い技能を有し、顧客から

厚い信頼を得ている。 

石工 幾田 清二 

有限会社沢田石材

店 

（横浜市港南区） 

 長年石工一筋に技能を研鑽し、石工事

全 般 に 優 れ てい る。高野山
こうやさん

真言宗
しんごんしゅう

総本山金剛峯寺末寺福聚院
そうほんざんこんごうぶじまつじふくじゅいん

の石積みな

ど、様々な石積み、記念碑、彫刻の設

計・施工を手掛けた。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

洋菓子製造

工 
服部 明 

有限会社ラ・ベル

デュール 

（横浜市泉区） 

 長年に亘り一貫して、洋菓子製造一途

に励み、技を研鑽し、チョコレート及び

ジェラートの世界大会でも優勝した優れ

た技能を有している。 

和生菓子製

造工 
宮崎 曻 

有限会社まつづき 

（藤沢市） 

 和菓子全般の作成に優れており、特

に、工芸菓子の製作に優れた技術・技能

を有している。 

また、和菓子技術向上と後継者育成に

も務めている。 

理容師 遠藤 正弘 

Hair＆Relaxation 

NAZCA 

（鎌倉市） 

 全理連 2004 年ニューヘア設定委員と

してカット、パーマ、カラーリング、エ

クステンションを加えた髪形を提案し、

業界標準として全国に普及させた。ま

た、数多くの技能競技大会で入賞するな

ど、優れた技能を有する。 

建築塗装工 遠藤 昌男 

有限会社ケンコウ

ペイント 

（相模原市南区） 

 塗装工事、修繕に長年従事、古来の塗

装技術に加え、新しい方法で修繕等を手

掛ける。特に、木地
も く じ

仕上げ、ニス仕上げ

において、その技術を生かした日本家屋

の塗装技術に定評がある。 

室内装飾工 本間 健治 
K'SFloor 

（藤沢市） 

 長年に渡り現場作業に従事し、カーペ

ット、プラスチック作業の技能に優れて

いる。各種技能競技大会において優秀な

成績を収め、デザイン貼の象眼において

は他に類を見ない技術を有している。 

貴金属細工

加工工 
藤巻 今朝男 

株式会社 Volume 

（川崎市高津区） 

 ジュエリー製作に長年従事し、特に、

透かし模様とミル加工を用いたアンティ

ーク調のジュエリーの製作、及び地金を

多色使いしたパーツと組み合わせたジュ

エリー製作の技能に優れている。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

広告美術工 青山 靖男 

アオヤマエンタプ

ライズ有限会社 

（川崎市麻生区） 

 業界の IT 化が進む中、カッティン

グ、インクジェットプリンターなどの機

械を駆使し、また、特殊技能であるネオ

ンの技術も生かしながら、幅広い分野で

活躍している。 

フラワー装

飾師 
清水 幸子 

街花人 

清水花店 

（横浜市西区） 

 アレンジを得意とし、立食用卓上装飾

花や卓上装飾花の技術は素晴らしく、そ

の技法とセンスは定評がある。また、数

多くの技能競技大会で好成績を残してい

る、優れた技能者である。 
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２ 優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

1 金属工作機械工 円山 仁康 
東芝エネルギーシステムズ株式会社  

京浜事業所 

2 金属工作機械工 湯舟 晋 株式会社ＩＨＩ横浜工場 

3 金属工作機械工 田畑 賢二 
株式会社東芝 横浜事業所  

生産技術センター 

4 金属工作機械工 金澤 契佳 日産自動車株式会社 横浜工場 

5 金属工作機械工 菅野 勝裕 日本発条株式会社 厚木工場 

6 金属工作機械工 能嶋 尚  
リコーインダストリー株式会社  

本社事業所 

7 金属工作機械工 森内 和生 
リコーインダストリー株式会社  

本社事業所 

8 板金工 峯尾 幸三 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

9 板金工 大山 誠 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

10 板金工 大澤 哲也 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

11 金属製品製造工 徳嶺 太湖 プレス工業株式会社 藤沢工場 

12 電気溶接工 森下 大士 
東芝エネルギーシステムズ株式会社  

京浜事業所 

13 電気溶接工 清末 高徳 
東芝エネルギーシステムズ株式会社  

京浜事業所 

14 一般機械器具組立工 大浦 悟 日産自動車株式会社 車両生産技術本部 

15 一般機械器具組立工 三浦 康宏 富士電機株式会社 川崎工場 

16 一般機械器具修理工 瀬戸 則夫 富士フィルムエンジニアリング株式会社 

17 一般機械器具修理工 古城 希祥 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

浜川崎工場 

18 一般機械器具修理工 白子 晴英 三菱重工業株式会社 

19 一般機械器具修理工 田中 誠 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

20 一般機械器具修理工 羽藤 公也 三菱重工業株式会社 

21 金属加工機械組立工 小林 基弥 日立オートモティブシステムズ株式会社  
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

22 金属加工機械組立工 山元 芳朗 日産自動車株式会社 車両生産技術本部 

23 
その他の一般機械器

具組立工 
菊池 義明 

株式会社東芝 横浜事業所  

生産技術センター 

24 
その他の一般機械器

具組立工 
長谷川 孝 株式会社ミツトヨ 

25 原動機組立工 安藤 淳 日産自動車株式会社 横浜工場 

26 原動機組立工 雜賀 明斉 富士電機株式会社 川崎工場 

27 
発電機組立工・修理

工 
坂田 登志行 富士・フォイトハイドロ株式会社 

28 
電子応用機械器具組

立工 
花島 幸司 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

29 
電子応用機械器具組

立工 
山口 耕平 

東芝インフラシステムズ株式会社  

小向事業所 

30 半導体製品製造工 椎山 貴光 日産自動車株式会社 総合研究所 

31 電子機器部品製造工 濱田 治雄 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

32 束線工 西田 宗一郎 タカネ電機株式会社 

33 自動車組立工 曽我 修司 日立オートモティブシステムズ株式会社  

34 自動車組立工 最上 操 日産自動車株式会社 テクニカルセンター 

35 自動車組立工 谷崎 悟 プレス工業株式会社 川崎工場 

36 
自動車整備・修理・

板金工 
山崎 哲央 

神奈川県自動車整備振興会自動車整備 

横須賀支部 

37 
自動車整備・修理・

板金工 
廣瀨 陽一 神奈川トヨタ自動車株式会社  

38 
航空機組立工・整備

工 
田丸 弘 三菱プレシジョン株式会社 鎌倉事業所 

39 自動車板金工 大野 真央 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

40 船舶ぎ装工 佐藤 弘治 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

41 製図工、写図工 阿部 直子 日産自動車株式会社 総合研究所 

42 和服仕立職 千葉 和美 神奈川和裁専門学院 

43 建築大工 曽我 敏行 曽我建築 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

44 建築大工 小宮山 秀幸 株式会社小宮山工務店 

45 建築とび工 石渡 豊 鳶 石渡 

46 屋根ふき工 二階堂 純 株式会社二階堂 

47 左官 菅 良一郎 菅工業 

48 左官 竹田 賢治 有限会社竹田工業 

49 建築塗装工 立山 和也 有限会社影島塗装 

50 建築板金工 沼田 郁夫 沼田板金 

51 建築板金工 伊藤 祐吉 有限会社伊藤祐板金工業 

52 建築板金工 指  規治 指 板金工業有限会社 

53 石工 井上 衛 井上衛石材店 

54 石工 石川 隆一 有限会社石川石材店 

55 木製建具製造工 野口 正男 有限会社野口建具店 

56 理容師 山上 昌也 with 

57 理容師 國分 祐太 株式会社玄 

58 美容師 奥 裕理 ウェルカオリ大和店 

59 日本料理調理人 門馬 敏 彫刻の森クラブ 

60 中華料理調理人 石井 武夫 株式会社コミュニティフーズ 

61 表具師 藤田 英政 藤田表具店 

62 表具師 畑山 勝己 有限会社畑山表具店 

63 畳工 砂川 貴幸 砂川畳店 

64 畳工 鈴木 貞夫 株式会社鈴木畳店 

65 室内装飾工 長牛 望 デコジャパン 

66 印判師 國峯 伸之 有限会社国峰印房 

67 フラワー装飾師 鈴木 京子 
フラワーアレンジメント教室 NFD 公認校花

のパレット 
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３ 青年優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所 

1 圧延工 谷口 元気 
JFE スチール株式会社  

東日本製鉄所(京浜地区) 

2 金属工作機械工 松田 卓 日産自動車株式会社 総合研究所 

3 金属工作機械工 阿部 亮太 
東芝エネルギーシステムズ株式会社  

京浜事業所 

4 金属工作機械工 船川 勇志 三菱重工業株式会社 

5 金属工作機械工 若子 亮太 
東芝デバイス＆ストレージ株式会社  

横浜分室 

6 金属工作機械工 前田 旭 
リコーインダストリー株式会社  

本社事業所 

7 金属工作機械工 小島 大輝 
リコーインダストリー株式会社  

本社事業所 

8 金属工作機械工  田 千尋 
東芝エネルギーシステムズ株式会社  

京浜事業所 

9 金属工作機械工 加藤 祐一 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

10 金属研ま工 中村 優太 川崎クローム工業株式会社 

11 
金属加工・金属製品

検査工 
坂本 健吾 三菱重工業株式会社 

12 鉄工・製かん工 丸塚 俊輔 三進工業株式会社 

13 電気溶接工 増渕 岳 
東芝エネルギーシステムズ株式会社  

京浜事業所 

14 めっき工 大森 康平 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

15 一般機械器具組立工 藤本 純弘 日産自動車株式会社 横浜工場 

16 一般機械器具修理工 大野 大知 日立オートモティブシステムズ株式会社  

17 一般機械器具修理工 石本 直也 日産自動車株式会社 横浜工場 

18 一般機械器具修理工 南 翔馬 日立オートモティブシステムズ株式会社  

19 一般機械器具修理工 多田 紀子 日産自動車株式会社 横浜工場 

20 
その他の一般機械器

具組立工 
和田 大樹 日産自動車株式会社 座間事業所 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

21 電気機械器具組立工 津田 昂輔 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

22 
電動機組立工・修理

工 
高橋 優太 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

23 発電機組立工 谷口 浩平 富士電機株式会社 川崎工場 

24 発電機組立・修理工 三河 広光 富士電機株式会社 川崎工場 

25 発電機組立・修理工 横山 省吾 富士・フォイトハイドロ株式会社 

26 

民生用電子・電気機

械器具組立工・修理

工 

井上 景介 日産自動車株式会社 総合研究所 

27 
電子応用機械器具組

立工 
小林 真純 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

28 
電子応用機械器具組

立工 
野川 彩佳 

JFE スチール株式会社 

東日本製鉄所(京浜地区) 

29 
電子応用機械器具組

立工 
新村 将士 

東芝インフラシステムズ株式会社  

小向事業所 

30 電子機器部品製造工 相良 幸佑 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

31 電子機器部品製造工 土屋 智裕 三菱プレシジョン株式会社 鎌倉事業所 

32 自動車組立工 林田 太介 プレス工業株式会社 川崎工場 

33 自動車組立工 澤田 晃希 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

34 自動車組立工 早坂 拓巳 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

35 自動車組立工 工藤 慎也 プレス工業株式会社 藤沢工場 

36 自動車組立工 杉本 雅信 日産自動車株式会社 総合研究所 

37 自動車部品組立工 山本 健太朗 プレス工業株式会社 藤沢工場 

38 自動車板金工 永津 龍之介 日産自動車株式会社 車両生産技術本部 

39 船舶ぎ装工 久保 拓也 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

40 船舶ぎ装工 外崎 達也 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

41 船舶ぎ装工 長嶺 竜太 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

42 
航空機組立工・整備

工 
本田 大樹 三菱プレシジョン株式会社 鎌倉事業所 

43 窯業原料工 武村 直輝 株式会社ニコン 相模原製作所 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

44 ガラス製品加工工 石井 竜介 株式会社ニコン 相模原製作所 

45 製図工、写図工 朝久 英美佳 日産自動車株式会社 総合研究所 

46 
クレーン・巻上機運

転工 
菅野 竜嗣 

東芝エネルギーシステムズ株式会社  

京浜事業所 

47 左官 佐藤 省吾 有限会社竹田工業 

48 左官 岡田 祐二 株式会社マイキ 

49 建築とび工 松山 祐 株式会社鳶健工業 

50 建築とび工 鈴木 基幸 有限会社鳶 鈴木 

51 建築板金工 早川 一貴 早川板金店 

52 建築板金工 市川 大輔 有限会社市川板金工業所 

53 造園工 山田 太一 株式会社相光園 

54 石工 浅見 優也 有限会社浅見石材店 

55 石工 水村 正弘 有限会社水村石材 

56 理容師 安納 一穂 ヘアーサロンホンマ 

57 美容師 川本 梨乃  有限会社鳥海利江子美容研究所 

58 広告美術工 鈴木 麻衣子 株式会社アクト 

59 広告美術工 豊田 愛 株式会社アクト 
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４ 技能検定推進優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 日本飛行機株式会社 

2 アマノ株式会社 

3 小田原蒲鉾協同組合 
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５ 第 55 回技能五輪全国大会特別優秀技能者 

成績 職 種 氏 名 所属事業所名 

金賞 自動車工 内尾 咲斗 日産自動車株式会社 

銀賞 機械組立て 山本 秀平 いすゞ自動車株式会社藤沢工場 

銀賞 旋盤 合田 陽兵 いすゞ自動車株式会社藤沢工場 

銀賞 構造物鉄工 木佐貫 飛鳥 東芝総合人材開発株式会社 

銀賞 電工 横島 諒 
株式会社関電工  

南関東・東海営業本部 神奈川支店 

銀賞 自動車工 佐藤 勇心 日産自動車株式会社 

銀賞 自動車工 櫻井 直 日産自動車株式会社 

銅賞 メカトロニクス 朝來 晃基 日産自動車株式会社 

銅賞 メカトロニクス 藤近 大樹 日産自動車株式会社 

銅賞 機械製図 東 尚輝 日産自動車株式会社 

銅賞 フライス盤 中島 健吾 日産自動車株式会社 

銅賞 電子機器組立て 菊地 優輝 日産自動車株式会社 

銅賞 
レストランサービ

ス 
三森 麻梨奈 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

銅賞 ウェブデザイン 根本 英司 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

銅賞 ウェブデザイン 本間 知生 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校 

敢闘賞 機械組立て 原田 祐輝 東芝総合人材開発株式会社 

敢闘賞 フライス盤 松本 啓希 日産自動車株式会社 

敢闘賞 フライス盤 塗 和晃 日産自動車株式会社 

敢闘賞 自動車板金 井手 寛太 日産自動車株式会社 

敢闘賞 自動車板金 石崎 将太郎 日産自動車株式会社 

敢闘賞 電子機器組立て 吉井 悠哉 日産自動車株式会社 
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成績 職 種 氏 名 所属事業所名 

敢闘賞 理容 今泉 花梨 株式会社玄 

敢闘賞 ウェブデザイン 小池 康貴 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

 

６ 第 56 回全国技能五輪全国大会特別優秀技能者 

成績 職 種 氏 名 所属事業所名 

金賞 フライス盤 中島 健吾 日産自動車株式会社 

金賞 自動車工 内尾 咲斗 日産自動車株式会社 

金賞 西洋料理 近藤 奈菜 
横浜ロイヤルパークホテル 

（（公社）全日本司厨士協会） 

金賞 ウェブデザイン 井上 裕貴 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

銀賞 旋盤 小室 太誠 いすゞ自動車株式会社藤沢工場 

銀賞 自動車板金 川久保 大成 日産自動車株式会社 

銀賞 自動車板金 浦田 祥吾 日産自動車株式会社 

銀賞 理容 小林 友都 株式会社玄 

銀賞 レストランサービス 越知 美月 
横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

（相鉄ホテル株式会社） 

銀賞 ウェブデザイン 阿部 金矢 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

銀賞 ウェブデザイン 大中原 仁 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

銅賞 機械組立て 岡部 晴葵 東芝総合人材開発株式会社 

銅賞 機械製図 吉田 克徳 日産自動車株式会社 

銅賞 フライス盤 気仙 大介 日産自動車株式会社 

銅賞 理容 金井 凌 株式会社玄 

銅賞 自動車工 佐藤 勇心 日産自動車株式会社 

敢闘賞 機械組立て 鶴田 優太 いすゞ自動車株式会社藤沢工場 

敢闘賞 メカトロニクス 彌勒 友一 日産自動車株式会社座間事業所 

敢闘賞 メカトロニクス 横田 皓大 日産自動車株式会社座間事業所 

敢闘賞 機械製図 松本 大雅 日産自動車株式会社 
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成績 職 種 氏 名 所属事業所名 

敢闘賞 機械製図 平田 彩華 日産自動車株式会社 

敢闘賞 構造物鉄工 神田 一輝 東芝総合人材開発株式会社 

敢闘賞 自動車板金 黒飛 健留 日産自動車株式会社 

敢闘賞 電子機器組立て 西田 悠真 日産自動車株式会社 

敢闘賞 家具 佐藤 伸吾 有限会社秋山木工 

敢闘賞 理容 中島 秀人 MAXIM NAKAI hair work studio 

敢闘賞 自動車工 加治屋 駿 日産自動車株式会社 

敢闘賞 日本料理 横田 トネ 流靖 株式会社ホテルおかだ 

敢闘賞 冷凍空調技術 長坂 騎名 日本ピーマック株式会社 

敢闘賞 冷凍空調技術 今村 貴司 日本ピーマック株式会社 

敢闘賞 ウェブデザイン 岩橋 永和 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 
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７ 第 37 回全国障害者技能競技大会特別優秀技能者 

成績 職 種 氏 名 所属事業所名 

金賞 ワード・プロセッサ 関野 賢志 ふれあい活動ホーム第 2 あかしあ 

銅賞 ビルクリーニング 根本 ちひろ 株式会社ニッパツ・ハーモニー 

努力賞 機械 CAD 齋藤 悠真 神奈川障害者職業能力開発校 

 

８ 第 38 回全国障害者技能競技大会特別優秀技能者 

成績 職 種 氏 名 所属事業所名 

金賞 パソコン操作 濵 綾子 株式会社日立ハイテクソリューションズ 

銀賞 ビルクリーニング 本田 駿斗 和光産業株式会社 

銅賞 DTP 橋本 潤子 富士ソフト企画株式会社 

銅賞 
コンピュータプログラミ

ング 
田中 卓也 

ディー・ティー・ファインエレクトロニクス 

株式会社 

銅賞 パソコンデータ入力 山田 浩平 第一生命チャレンジド株式会社 

努力賞 機械 CAD 石掛 孝志 株式会社アマダ ツールプレシジョン 

 


