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１ 卓越技能者 

職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

製銑工 山根 淳 

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） 

長年に亘る製銑工場の操業の経験から卓

越した現場観察力を有し、数々の改良を

実現、安定操業に向けたマニュアル化を

進め、操業技能の礎を築いた。 

高炉の生産性を著しく向上させ、2008 年

時の大型高炉の世界記録を達成した。 

金属工作機

械工 
佐久間 暁 

株式会社東芝 生

産技術センター 

（横浜市磯子区） 

超精密加工機でのダイヤモンド切削技能

に秀でており、レンズ金型や反射鏡など

サブミクロンが求められる高精度部品の

開発や具現化に貢献してきた。 

超精密部品の加工を支える高精度な測

定・検査が可能な卓越した技能も有する。 

社内テクニカルコンテストの審査委員だ

けでなく、技能検定委員も務め、技能振

興に尽力している。 

金属工作機

械工 
平林 隆 

株式会社ミツトヨ 

川崎工場 

（川崎市高津区） 

高度な旋盤加工技能を有し、工数低減や

品質向上、コスト低減、生産性向上に寄

与し、精密測定機開発製造の発展に長年

にわたり貢献している。 

精密測定機の発展に寄与する機械加工技

能を指導し、人材育成に尽力している。 

金属工作機

械工 
益田 武光 

日産自動車株式会

社 追浜工場 

（横須賀市） 

高度熟練技能者として切削に関して卓越

した技能を有しており、数々の改善を通

じて、生産性を向上させ、高技能の可視

化により技術の標準化を図るなど、業界

技術の発展に大きく貢献している。また、

技能検定委員として技能検定の運営に尽

力するとともに後進の育成にも積極的に

取り組んでいる。 

金属手仕上

工 
濱道 正幸 

プレス工業株式会

社 藤沢工場 

（藤沢市） 

金型製作の仕上げ作業における手仕上げ

技能に卓越した技能を有し、高い表面精

度品質が要求される工程を金型手仕上げ

で要求を満足させるなど多大な貢献をし

てきた。 

技能検定受検者への指導・運営サポート

を行い、若年者への技能伝承に貢献して

いる。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

電気溶接工 齋藤 冬樹 

東芝エネルギーシ

ステムズ株式会社 

本社 

（川崎市幸区） 

発電プラント設備に施工される溶接に関

して高い信頼性を保証する卓越した技能

を有し、電力の安定供給に大きく貢献し

ている。 

長年の経験を活かし後進の指導や人材育

成、技能向上に尽力している。 

一般機械器

具組立工 
小見山 理 

日立オートモティ

ブシステムズ株式

会社 パワートレ

イン＆セーフティ

事業部 

（厚木市） 

機械組立仕上げ、油圧／空圧機器調整に

関し高度な複合技能を有し、生産設備の

高精度化、高信頼性を達成し、生産性の

向上に大きく貢献している。 

また、技能五輪全国大会の参加選手育成

など、後進の技能者育成にも尽力し、技

能振興に貢献している。 

プリント基

盤製造工 
大森 利彦 

東洋電機製造株式

会社 横浜製作所 

（横浜市金沢区） 

鉄道車両用制御装置のプリント基盤製

作・試験検査に長年従事し、新設計基盤

導入などで優れた技能を有する。 

プリント基盤試験検査時間の改善や、協

力会社に依頼する製品の品質を社内品と

同等品質に維持するなど大きく貢献して

いる。 

輸送用機械

器具組立工 
佐藤 勝利 

プレス工業株式会

社 川崎工場 

（川崎市川崎区） 

長年の経験を活かし、現場総括責任者と

して安全に関する改善に寄与し、生産性

向上に大きく貢献した。 

ものづくりの知識及び技術を主に若年層

の現場作業者に実践教育を実施し、技術

力・改善力の伝承に貢献している。 

機械保全工 脇山 洋 

いすゞ自動車株式

会社 藤沢工場 

（藤沢市） 

自動車の部品製造工作機械の保全業務に

長年従事して培った高度な技能を有し、

東日本大震災などの災害で被災した協力

企業等の機械設備復旧支援に携わり早期

の復旧に尽力した。また、技能検定委員

を務め、後進育成にも貢献している。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

婦人・子供

服注文仕立

職 

山本 牧子 
山本洋裁研究所 

（川崎市川崎区） 

手編み・手芸の技法を洋裁に取り入れ、

日々研究に取り組んでいる。着る人の

体型にあった洋服作りを心掛け、デザ

イン・パターンを工夫し丁寧に縫製し

ている。洋裁教室を主宰し長年にわた

り多数の修了生を輩出してきた。 

神奈川県洋装組合連合会に所属し、主

席技能検定委員を務めるなど技能検定

の運営や、後継者育成にも尽力してい

る。 

和服仕立職 加藤 憲一 

株式会社山本和裁

研究所 

（横浜市磯子区） 

柄合わせを中心とした、留袖、振袖、

訪問着といったフォーマルの着物を得

意とし、また羽織ものでは、変わり袴

コート等の変化にとんだデザインに定

評を得ている。神奈川県和服裁縫協同

組合磯子支部長を経て、現在組合副理

事長、会計として組合運営にも尽力し

ている。 

和服仕立職 鈴木 勲吾 

有限会社衣裳研究

会 

(横浜市神奈川区) 

和裁に関して高度な技能を有してお

り、技能グランプリの審査員や技能五

輪全国大会の主査を務めている。技能

検定の受検者への指導や和裁の講習会

講師を担当するなど後継者の育成に尽

力している。 

左官 小金井 義雄 
小金井左官工業所 

（川崎市中原区） 

土蔵の修復工事や古民家の改修工事な

ど左官として長年培われた高度な技能

を有する。 

ものづくりマイスター、川崎マイスタ

ーとして左官技能者の育成を通じて技

能振興に尽力している。 

毎日現場で左官施工する傍ら神奈川県

左官業組合連合会理事や川崎市左官業

組合理事として業界団体の運営に尽力

している。 

 

  



 4

職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

建築板金工 島永 義治 
島永錻力店 

（川崎市川崎区） 

一般住宅の屋根工事、神社・仏閣等の

補修工事において、蓄積した熟練技に

よる精度の高い板金施工をしており、

高い評価を得ている。特に、手工具を

巧みに使い、屋根に付随する細工物（さ

いくもの）の加工技能を得意としてい

る。 

建築塗装工 石川 雅美 
石川塗装 

（相模原市南区） 

長年にわたり建築物の塗装工事に従事

し、塗装工事の技術や知識に優れ、伝

統的な塗装方法にも詳しく、歴史ある

寺や神社の修繕も手掛けるなど地域に

貢献している。現在は、相模原塗装協

同組合の副理事長を務め、団体や業界

の発展に寄与している。 

造園工 渡部 定男 
有限会社植定 

（茅ヶ崎市） 

造園に関する設計・施工、植栽管理に

ついて 50 年間に亘り培われた知識・技

能を活かし、特に日本古来の茶室・茶

庭の築庭における設計、延段、垣根、

石の据え方、剪定等の技術力に大変優

れ、抜群の技術を有する。神奈川県造

園業協会等において若手技術者の技術

向上、人材育成、養成に大きな功績を

残している。 

石工 松原 育美 

株式会社松原石材

店 

（横浜市鶴見区） 

横浜市鶴見区總持寺にある石原裕次郎

家墓所工事をはじめ、墓石、歌碑・記

念碑等の設計、施工において石の特徴

を生かした様々な作品を制作し、技能

の卓越性を有している。 

現在、神奈川県石材業連合会会長、横

浜石工事業協同組合顧問として、業界

の抱える諸問題に取り組み、業界への

貢献度は非常に大きい。 

美容師 三浦 志津子 
美容室マベール 

（逗子市） 

「きもの文化」の発展向上のため、全

国の着付け講習会に赴き、指導者育成

に尽力している。また、神奈川県の認

定職業訓練校の指導員として着付指導

を行い、伝統文化の継承、後進の指導

を行い、業界の発展に貢献している。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

衣装着付師 尾﨑 弘子 
みやうち着物学院 

（川崎市中原区） 

着付け業務の社会的地位向上や資質向

上のため、着付けの技能検定化に大き

く貢献し、着付士指導員や着付士の育

成に尽力してきた。東京マチ付ききも

のの実用新案が登録認定を受けるな

ど、着物文化の振興に多大に尽力して

いる。 

日本料理調

理人 
榎本 義明 

株式会社ザニュー

オークラ 

（横浜市港北区） 

日本料理調理師の団体活動に積極的に

参加し、全国日本料理コンクールなど

数多くのコンクールで優秀な成績を収

め、料理展示会や講習会の講師も務め

ることで調理師の技術技能知識の向上

に貢献している。技能五輪大会出場者

を指導し、全国大会で銀賞受賞３回を

果たすなど若手育成にも尽力してい

る。 

表具師 松岡 豊和 

有限会社松岡錦屏

堂 

（鎌倉市） 

鎌倉市の多くの寺院から信頼を得てお

り、古書画の修復や県内の古刹より多

くの掛軸、額、屏風、襖等の仕立て直

しや締め直しを手掛けている。 

また、神奈川県表具経師内装協同組合

の要職を歴任し、組合組織の運営を担

っている。他にも神奈川県技能士会連

合会の担当理事として活動し、技能グ

ランプリの実績を活かしてグランプリ

参加選手の指導育成にも努めている。 

金属塗装工 柳田 晃克 

三菱電機株式会社 

鎌倉製作所 

（鎌倉市） 

意匠性や機能性付与が要求される特殊

塗装においてエアスプレーによる高精

度な塗装膜厚をコントロールできる卓

越した技能を有している。塗装技能や

めっき技能を組み合わせた表面処理分

野の拡充に大きく貢献した。 

畳工 関口 純生 
関口畳店 

（横浜市鶴見区） 

手縫いによる畳づくりにこだわり、住

環境のニーズに沿った多種多様な畳を

制作する熟練した技能を有する。神奈

川県畳工業協同組合では畳製作技能講

習会にて若手育成に尽力してきた。 

現在は、神奈川県畳工業協同組合で常

務理事の技術部長を務め、運営に貢献

している。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

室内装飾工 溝脇 三智男 
ミゾインテリア 

（横浜市港南区） 

プラスチック系床仕上げ作業の技能に

精通し、タイル貼り技能では、仕上が

り後の不具合、はがれや波うち等の防

止に貢献した。 

神奈川県内装仕上技能士会の会員とし

て発足当初から理事として長年にわた

って運営に携わり、会員の技能向上に

も大きく貢献している。 

広告美術工 髙橋 和雄 

有限会社アートた

かはし 

（足柄下郡湯河原

町） 

神奈川県広告美術協会理事や小田原支

部長を務め、地域の同業者とともに小

田原地区の屋外広告物適正化の活動に

従事し、より良い景観づくり、屋外広

告の法令順守を呼びかける活動に尽力

した。 

技能検定委員として後進育成に貢献し

た。 

印章彫刻工 和田 清博 
一級工房彫助 

（小田原市） 

印章彫刻全般において、長年研鑽を重

ね精緻な彫刻技術を有し、特に密刻の

分野では、新しい転写技術を考案し作

業効率を向上させるなど、伝統技術の

伝承にも貢献している。また、長く技

能検定員を務め、運営や技能者育成に

尽力した功績は大きい。 

フラワー装

飾師 
小川 恭子 

有限会社ケンフロ

リスト 

（鎌倉市） 

フラワー装飾に高度な技能を有してお

り、永年にわたり認定職業訓練校の指

導員として、訓練受講者の技能検定受

験指導や技術向上に貢献し、多くの技

能士を生み出している。 

木彫工 畠山 純一 
はたけ工房 

（鎌倉市） 

鎌倉彫の彫刻技術、塗装技術に優れ、

多彩な作品が製造できる卓越した技能

を有する。 

天皇陛下の御即位を祝する献上品等の

製作を担当し、鎌倉芸術館壁面パネル

製作や修復事業へ参加する等、鎌倉彫

啓発の功績は大きい。 
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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 市川 隆司 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

2 金属工作機械工 片吉 留治 川本重工株式会社 横須賀工場 

3 金属工作機械工 桑原 保 
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 

横浜分室 

4 金属工作機械工 鈴木 晶 

日立オートモティブシステムズ株式会

社 パワートレイン＆セーフティ事業

部 

5 金属工作機械工 高橋 雄輝 プレス工業株式会社 川崎工場 

6 金属工作機械工 藤樫 浩太郎 株式会社東芝 生産技術センター 

7 金属工作機械工 成田 淳一 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

8 金属工作機械工 野田 敬介 日産自動車株式会社 総合研究所 

9 金属工作機械工 本多 敦 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

10 金属工作機械工 山田 晃 齊藤精機株式会社 

11 板金工 佐藤 宏和 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

12 金属手仕上工 溜 恵太 富士電機株式会社 川崎工場 

13 金属プレス工 野見山 利雄 日産自動車株式会社 追浜工場 

14 鉄工 菊池 秀平 三進工業株式会社 

15 
金属加工・金属製品検査

工 
井出 暢永 

株式会社リコー テクノロジーセンタ

ー 

16 電気溶接工 大場 洋美 有限会社大場工業所 

17 電気溶接工 柴田 一実 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

18 めっき工 阿部 真史 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

19 エンジン組立工・調整工 渡辺 博之 日産自動車株式会社 横浜工場 

20 
金属工作機械組立工・調

整工 
足立 公司 日産自動車株式会社 追浜工場 

21 一般機械器具組立工 小嶋 茂樹 株式会社東芝 生産技術センター 

22 一般機械器具組立工 中村 博文 

日立オートモティブシステムズ株式会

社 パワートレイン＆セーフティ事業

部 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

23 一般機械器具組立工 福岡 雅幸 日産自動車株式会社 座間事業所 

24 一般機械器具修理工 入口 陽介 株式会社東洋内燃機工業社 

25 一般機械器具修理工 小野 和人 日産自動車株式会社 横浜工場 

26 一般機械器具修理工 高橋 孝行 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

27 一般機械器具修理工 竹内 万人 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

28 一般機械器具修理工 藤森 豊彦 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

浜川崎工場 

29 一般機械器具修理工 山口 正充 
富士フイルムエンジニアリング株式会

社 

30 発電機組立・調整工 伊藤 順一 富士・フォイトハイドロ株式会社 

31 
発電機・電動機組立工・

修理工 
野妻 進也 富士電機株式会社 川崎工場 

32 電気通信機器組立工 宇津野 悌之 
三菱電機特機システム株式会社 東部

事業部 

33 
電子応用機械器具組立

工 
松田 信介 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

34 電子機構部品組立工 近藤 周平 三菱プレシジョン株式会社 

35 自動車ぎ装組立工 山崎 勝 日産自動車株式会社 総合研究所 

36 車両組立工 米川 和也 プレス工業株式会社 藤沢工場 

37 船舶ぎ装工 平本 和弘 
住友重機械マリンエンジニアリング株

式会社 横須賀造船所 

38 輸送用機械器具検査工 米倉 慎一郎 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

39 和服仕立職 石井 往子 石井和服裁縫所 

40 建築大工 小川 栄一 小川工務店 

41 建築大工 小川 貴弘 小川建築 

42 建築大工 星 知治 株式会社星工務店 

43 建築大工 望月 泰孝 株式会社望月工務店 

44 建築とび工 土志田 新吾 有限会社土志田興業 

45 建設・土木作業員 市川 幸治 幸土木 

46 かわらふき工 中村 順一 有限会社中村瓦店 

  



 9

番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

47 左官 藤田 謹也 藤田壁友舎 

48 左官 本間 信昭 本間工業 

49 建築板金工 星野 美智男 有限会社星野板金 

50 建築塗装工 市村 努 有限会社市村塗装 

51 建築塗装工 乾 修二 有限会社乾塗装店 

52 造園工 井上 正男 有限会社井上造園土木 

53 造園工 唐戸 昇 有限会社青葉造園 

54 石工 臼井 瑞穂 株式会社日ノ出屋石材店 

55 石工 水村 正雄 有限会社水村石材 

56 石工 山下 義昭 有限会社山下石材工業 

57 木製建具製造工 小永井 茂雄 小永井建具店 

58 水産ねり物製造工 葛西 洋輔 鈴廣かまぼこ株式会社 

59 理容師 千葉 司 ヘアーショップチバ(Reaves) 

60 美容師 村川 哲也 エルヴェ 

61 日本料理調理人 加藤 忠勝 株式会社ホテル南風荘 

62 日本料理調理人 藪下 武司 総作料理薫風 

63 日本料理調理人 山田 史生 いすゞホテル 

64 塗装工 大場 勇樹 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

65 塗装工 田中 明男 
住友重機械マリンエンジニアリング株

式会社 横須賀造船所 

66 畳工 福島 僚太 福島畳店 

67 畳工 渡辺 重雄 丸重畳店 

68 室内装飾工 星 裕 星内装 

69 広告美術工 大谷 彰 株式会社アクト 

70 印章彫刻工 嶋﨑 健一 美晶堂 

71 フラワー装飾師 吉澤 美智子 
東京ＦＤ研究会 吉沢フラワースクー

ル 

72 開発技術者 高崎 嘉宏 
日産自動車株式会社 先進技術開発セ

ンター 
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３ 青年優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所 

1 金属熱処理工 宮野 大樹 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

2 金属工作機械工 青木 隆也 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

3 金属工作機械工 網谷 真 株式会社リコー 厚木事業所 

4 金属工作機械工 川島 雅史 
日立オートモティブシステムズ株式会社 

パワートレイン＆セーフティ事業部 

5 金属工作機械工 菊地 丘展 いすゞ自動車高等工業学校 

6 金属工作機械工 蔀 俊輝 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

7 金属工作機械工 新堂 嘉洋 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜

事業所 

8 金属工作機械工 関根 竜也 富士電機株式会社 川崎工場 

9 金属工作機械工 二宮 碩捷 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

10 金属工作機械工 林 大輔 三菱プレシジョン株式会社 

11 金属工作機械工 藤川 雅仁 日産自動車株式会社 横浜工場 

12 金属工作機械工 牧 修平 プレス工業株式会社 川崎工場 

13 金属工作機械工 松田 忍 株式会社リコー 厚木事業所 

14 板金工 新名 尚隆 日産自動車株式会社 総合研究所 

15 板金工 提箸 康太 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

16 鉄工 櫻田 恒 三進工業株式会社 

17 鉄工 高根 勇介 三進工業株式会社 

18 製かん工 金村 裕佑 プレス工業株式会社 藤沢工場 

19 製かん工 田原 滝郎 富士電機株式会社 川崎工場 

20 製かん工 徳永 雄太 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 浜川

崎工場 

21 
金属加工・金属製品

検査工 
伊藤 慧 日産自動車株式会社 横浜工場 

22 電気溶接工 工藤 将太 
住友重機械マリンエンジニアリング株式会

社 横須賀造船所 

23 電気溶接工 小林 拓也 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

24 電気溶接工 齋藤 大貴 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜

事業所 

25 電気溶接工 野崎 和也 
住友重機械マリンエンジニアリング株式会

社 横須賀造船所 

26 電気溶接工 花部 優太 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 浜川

崎工場 

27 めっき工 鷲山 仁 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

28 
タービン組立・調整

工 
宮國 博寿 富士電機株式会社 川崎工場 

29 一般機械器具組立工 立野 瑞樹 日産自動車株式会社 座間事業所 

30 一般機械器具組立工 水本 脩大 株式会社東芝 生産技術センター 

31 一般機械器具修理工 茶谷 光志 日産自動車株式会社 追浜工場 

32 一般機械器具修理工 山岸 太一 
日立オートモティブシステムズ株式会社 

パワートレイン＆セーフティ事業部 

33 一般機械器具修理工 渡部 翔 株式会社ＩＨＩ 横浜工場 

34 計器組立工・修理工 野武 勇太 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

35 発電機組立・調整工 浅沼 俊弥 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜

事業所 

36 発電機組立・調整工 工藤 勇太 富士・フォイトハイドロ株式会社 

37 発電機組立・調整工 藤山 雄一 富士電機株式会社 川崎工場 

38 電動機組立・調整工 小関 裕明 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

39 電気通信機器組立工 菊地 鷹 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

40 
電子応用機械器具組

立工 
宜保 太一 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

41 自動車部品組立工 川本 紘貴 プレス工業株式会社 藤沢工場 

42 自動車組立工 井手 翼 日産自動車株式会社 テクニカルセンター 

43 航空機部品組立工 水野 良介 三菱プレシジョン株式会社 

44 船舶ぎ装工 小平 勇貴 
住友重機械マリンエンジニアリング株式会

社 横須賀造船所 

45 建築鉄筋工 保科 秀平 株式会社ランテック 

46 左官 緒方 弘樹 株式会社音和プラスター 

47 左官 福田 智之 有限会社福田工業 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

48 造園工 水口 瞳 吉川産業株式会社 

49 ガラス溶融炉工 小島 盛貴 株式会社ニコン 相模原製作所 

50 ガラス製品検査工 加藤 広平 株式会社ニコン 相模原製作所 湘南分室 

51 ガラス研ま工 松本 貴宏 株式会社ニコン 相模原製作所 湘南分室 

52 水産ねり物製造工 緑川 健太 鈴廣かまぼこ株式会社 

53 理容師 鈴木 伶菜 株式会社玄 

54 理容師 武藏 翔 ホンダプレミアヘアー 

55 美容師 田村 彩花 スズラン美容室ウィズ 

56 日本料理調理人 井口 大 仙郷楼 

57 製図工 増山 雅彦 日産自動車株式会社 総合研究所 

 

 

 

４ 技能検定推進優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 コイト電工株式会社 

2 日産自動車株式会社車両生産技術本部 

3 一般社団法人日本産業車両協会 
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５ 第 57 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 

金賞 自動車板金 浦田 祥吾 日産自動車株式会社 

金賞 自動車工 久米 勇夢 日産自動車株式会社 

金賞 西洋料理 野村 汰剣 
株式会社ロイヤルパークホテルアンドリゾ

ーツ（一般社団法人 全日本司厨士協会） 

銀賞 機械製図 才木 純也 日産自動車株式会社 

銀賞 フライス盤 気仙 大介 日産自動車株式会社 

銀賞 自動車板金 菅井 奏太 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

銀賞 理容 中島 秀人 MAXIM NAKAI hair work studio 

銀賞 自動車工 當麻 宏太郎 日産自動車株式会社 

銅賞 メカトロニクス 菊池 健太 日産自動車株式会社 座間事業所 

銅賞 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 

銅賞 機械製図 松本 大雅 日産自動車株式会社 

銅賞 自動車板金 菅井 晃平 日産自動車株式会社 

銅賞 電子機器組立て 藤澤 駿佑 日産自動車株式会社 

銅賞 家具 佐藤 伸吾 有限会社秋山木工 

銅賞 自動車工 相木 絢斗 日産自動車株式会社 

銅賞 ウェブデザイン 磯田 直輝 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

敢闘賞 機械組立て 村井 聖也 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

敢闘賞 機械組立て 苫米地 颯人 東芝ビジネスエキスパート株式会社 

敢闘賞 メカトロニクス 黒木 大輔 日産自動車株式会社 座間事業所 

敢闘賞 メカトロニクス 中村 真尚 日産自動車株式会社 座間事業所 

敢闘賞 機械製図 平田 彩華 日産自動車株式会社 

敢闘賞 旋盤 小室 太誠 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

敢闘賞 フライス盤 山口 勢矢 日産自動車株式会社 

敢闘賞 自動車板金 岡元 文弥 日産自動車株式会社 

敢闘賞 自動車板金 箱﨑 充 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

敢闘賞 曲げ板金 佐久間 音郎 株式会社オカムラ 

敢闘賞 電子機器組立て 坂之下 稜 日産自動車株式会社 

敢闘賞 電工 神山 佳紀 
株式会社関電工 南関東・東海営業本部 

神奈川支店 

敢闘賞 家具 若泉 和武 有限会社秋山木工 

敢闘賞 理容 砂川 らな 株式会社玄 

敢闘賞 理容 飯島 裕雅 株式会社玄 

敢闘賞 日本料理 
横 田  ト ネ 

流靖 
ホテルおかだ（神奈川県日本調理技能士会） 

敢闘賞 ウェブデザイン 小野 秀明 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

 

 

６ 第 39 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 

金賞 歯科技工 今野 みよ子 エイ ライズ 

銀賞 オフィスアシスタント 入戸野 伶 株式会社日立ゆうあんどあい 

銀賞 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 

銅賞 ホームページ 村上 駿斗 トランス・コスモス株式会社 

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 

 

 


