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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 

金属工作機

械工 
玄場 健次 

日立 Astemo株式

会社 

（厚木市） 

金型製作に携わり、ダイカスト金型加

工業務に長年従事した経験により、加

工精度や熱処理後の仕上げ精度を熟知

し、高精度に金型加工する技能を有す

る。 

金属工作機

械工 
田代 宜之 

日産自動車株式会

社 総合研究所 

（横須賀市） 

エンジンやパワートレイン部品などの

高精度な加工技術を要する試作業務に

おいて、サブミクロンレベルの調整を

しながら高精度な機械加工を行う高度

な技能を有し、可変動弁機構の開発加

速や VCターボエンジンの世界初市販化

等に貢献し業界の発展に寄与してい

る。 

製かん工 阿部 次男 
三進工業株式会社 

（川崎市川崎区） 

各種圧力容器等の溶接及び製缶工作に

従事し、自動溶接装置や半自動溶接装

置の組合せによる溶接施工法の確立で

は、豊富な経験則を生かした溶接施工

法取得に大きく貢献し生産性の向上に

寄与している。 

電気溶接工 石井 正 

三菱電機株式会社 

鎌倉製作所 

（鎌倉市） 

非常に難度の高い製品に対して、より

作りやすい生産設計の提案や作業改善

を加えるとともに、TIG溶接、浸漬ロー

付け、トーチロー付け、スポット溶接

における高技能者として多くの製品を

手掛けた。 

電気溶接工 川嶋 克彦 

株式会社 IHI 原

子力 SBU 横浜工

場 

（横浜市磯子区） 

溶接に関する幅広い知識、技能、経験

を有し、特に被覆アーク溶接や TIG 溶

接に優れた技能を有する。全国の火力

発電所及び原子力発電所の新設工事等

にも携わり、また、後進の指導にも大

きく貢献している。 

電動機応用

製品組立工 
新宮領 俊彦 

富士電機株式会社 

川崎工場 

（川崎市川崎区） 

トンネル用の電気集塵機組立及び現地

据付に優れた技能を有するとともに、

技術指導者として後進技能者の育成に

も尽力している。電気集塵機の組立ミ

スを防止するための装置を開発するな

ど生産性の向上にも貢献している。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

半導体製品

製造工 
鈴木 敬生 

日本ルメンタム株

式会社 

（相模原市中央

区） 

光通信用トランシーバ及び光半導体デ

バイス製造に携わる。微細、且つ高精

度な組み立て技能を有し、各光トラン

シーバモジュールのセル方式生産ライ

ンを構築し、安定した製造ラインを確

立した。 

電気配線工

事作業者 
関口 和成 

株式会社関口電気

工事 

（藤沢市） 

一般家庭の電化製品修理や部品交換か

ら店舗設備のきめ細やかな施工などの

技術提供を行うとともに、藤沢市技能

職団体連絡協議会副会長を務め、業界

内の後進技能者の育成に尽力してい

る。 

婦人・子供

服注文仕立

職 

上原 トシコ 
上原洋裁教室 

（川崎市川崎区） 

洋裁教室を主宰する傍ら、神奈川県洋

裁組合連合会技能士部長や技能検定委

員として後進の指導にも尽力するとと

もに、業界の発展に貢献している。 

婦人・子供

服注文仕立

職 

川西 正子 

日本ファッション

クリエーター協会 

川西創 ing 

（相模原市緑区） 

洋裁・婦人子供服製造におけるパター

ン縫製に長年従事し、技能グランプリ

に複数回入賞するほか、自宅アトリエ

で 40年以上洋裁教室を主宰するなど自

らの技能を後進に伝授している。 

和服仕立職 及川 伊東志 

きもの仕立ておい

川 

（横浜市旭区） 

ほとんどの着物を仕立て上げる技能を

持ち、綿入れ物やコート変わり襟変形

物、打掛や裁着（たっつけ）袴など和

裁士が通常仕立てないものまでこなせ

る技能をもつ。神奈川県和服裁縫協同

組合の理事長として後進の育成にも尽

力している。 

建築大工 金﨑 富男 
有限会社金富建設 

（横須賀市） 

多くの木造注文住宅を手掛け、伝統的

和風木造建築を得意とする。なかでも

茶室造りにおける「落天井」、「駆込

天井」の技術は高い評価を得ている。

横須賀三浦建設協会理事長、横須賀大

工組合相談役の要職に就き、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 

建築とび工 大木 孝一 
有限会社鳶大木 

（小田原市） 

寺の改修工事などを数多く施工し、勾

配の強い場所など古来より伝わる工法

を現在の工事に活かせるように駆使

し、信頼を得ている。技能検定委員や

神奈川県ものづくりマイスターとして

後進の育成にも尽力している。 

左官 大塚 幸男 
左工大塚 

（横須賀市） 

RC 造の外壁や伝統工法である漆喰仕上

を得意とし、一般住宅のほか、消防署

などの公共工事にも携わる。日本左官

業組合連合会理事や、神奈川県左官業

組合連合会副会長などを歴任し、業界

の発展にも尽力している。 

建築板金工 監物 庄二 
ケンモツ板金 

（相模原市南区） 

神社、仏閣、お稲荷等の銅板葺き屋根

施工において、伝統的な技能を十分発

揮するほか、鍛金技法により、壺や鬼

面等の飾り物を手工具で製作する熟練

技能を有する。神奈川県板金工業組合

理事として、子供たちへの啓発活動を

行うなど業界の発展にも尽力してい

る。 

造園工 永井 清孝 

有限会社シーラン

ド造園 

（藤沢市） 

日本古来の伝統的な築庭や景石・石積

に優れた技能を有するとともに、国指

定史跡の改修なども手掛ける。次代を

担う若手技能者の人材育成にも尽力し

ている。 

積層成形工 小林 好之 
東雄技研株式会社 

（南足柄市） 

繊維強化プラスチック（FRP）成形に長

年従事し、特に手積み積層（HLU）成形

技能を極め、HLU成形法による FRPバス

タブ及びバスタブ用 FRP 製マスター型

はその技能が基礎となっており、現在

幅広く標準化されている。 

石工 大木 幹夫 

有限会社大木石材

店 

（川崎市多摩区） 

石工事、石牌、鳥居の施工の美しさ、

緻密さにおいて優れた技能を有する。

また、神奈川県石材業連合会副会長と

して業界の地位向上に尽力するととも

に、技能検定委員や職業訓練指導員と

して後進の育成にもあたっている。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

美容師 岡田 祐子 
Hair & Make Passo 

（横浜市中区） 

美容室で第一線に立つ傍ら、全日本美容技

術選手権大会や世界美容技術選手権大会

で入賞し活躍するとともに、神奈川県美容

講師会副会長として美容業発展と指導者

の育成に尽力している。 

日本料理調

理人 
門馬 敏 

彫刻の森クラブ 

（足柄下郡箱根

町） 

日本料理の基本理念形式・作法を理解し伝

統を守りながらその時代にあった新しい

料理を考案している。神奈川県日本調理技

能士会副会長、全国日本調理技能士会連合

会師範としても活動し調理師の資質の向

上に貢献している。 

ソムリエ 君嶋 哲至 

株式会社横浜君嶋

屋 

（横浜市南区） 

長年の経験に基づくソムリエとしての技

能は国内外から高く評価されるとともに、

一般社団法人日本ソムリエ協会副会長と

して、飲料の普及啓蒙活動に寄与してい

る。 

表具師 高野 英樹 

株式会社高野太閤

堂 

（藤沢市） 

長年培われてきた表具内装全般に至る技

術は業界内外でも高く評価されており、神

奈川県表具経師内装協同組合副理事長と

して業界の発展に寄与している。 

塗装工 木村 英樹 

プレス工業株式会

社 藤沢工場 

（藤沢市） 

特装車の生産に従事しながら塗装の技能

を習得し、パネル塗装の仕上げ、修正に高

い技能を有する。特装車の塗装工程におい

て、マスキング方法の改善や乾燥条件の改

善等に粘り強く取り組み、塗装品質の安定

及びサイクルタイムの短縮に大きく貢献

した。 

畳工 砂川 貴幸 

砂川畳店 

（相模原市中央

区） 

一般住宅における畳のほか、神社等で使用

される御神座用の畳や、寺院等で使用され

る拝敷等の特殊な畳も手掛ける。組合主催

の講習会で若手育成の講義を行うなど後

進の育成にも尽力している。 

室内装飾工 佐藤 達也 

株式会社いんてり

あ さとう 

（茅ヶ崎市） 

壁装施工の優れた技能を有し、38 年にわ

たり現場作業に従事するとともに、職業訓

練校等で講師を務め、神奈川県内装仕上技

能士会副会長として業界の発展に寄与し

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 土井 真由美 

株式会社タイホー 

（相模原市中央

区） 

パソコンを活用した看板デザイン制作を

得意とし、現場での施工や看板制作に携わ

るとともに、各種コンクールや技能グラン

プリなどに積極的に参加し、優秀な成績を

おさめている。ものづくりマイスターとし

て子供たちに、ものづくりの楽しさを伝え

ている。 

印章彫刻工 國峯 伸之 
有限会社国峰印房 

（横浜市南区） 

彫刻の重要なカギとなる印刀の砥ぎ方や

道具の微調整方法について、研究・実践を

重ね確立させるなど優れた技能を有する。

神奈川県印章組合連合会副会長や神奈川

県技能士会連合会専務理事を務め技能の

振興に貢献してきた。 

フラワー装

飾師 
若松 静子 

ユリフラワーデザ

インスクール横浜

教室 

（横浜市中区） 

様々なシチュエーションに応じた花の選

定能力に優れ、ユリフラワーデザインスク

ール横浜教室の主宰として活動している。

また、技能検定委員やフラワー装飾技能検

定神奈川県協議会会長として後進の育成

や業界の発展に尽力してきた。 
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２ 優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

1 製銑工 窪田 明登 JFEスチール株式会社 東日本製鉄所 

2 金属熱処理工 小室 貴由 三菱重工業株式会社 

3 金属工作機械工 伊東 裕一 日産自動車株式会社 横浜工場 

4 金属工作機械工 遠藤 拓也 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

5 金属工作機械工 奥津 光彦 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

6 金属工作機械工 角谷 佳祐 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

7 金属工作機械工 齋藤 訓 
富士電機株式会社 発電プラント事業

本部 

8 金属工作機械工 杉田 隆弘 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

9 金属工作機械工 太間 稔 
東芝デバイス＆ストレージ株式会社 

横浜分室 

10 金属工作機械工 田沢 大輔 プレス工業株式会社 藤沢工場 

11 金属工作機械工 前田 正道 株式会社 IHI 原子力 SBU 横浜工場 

12 金属工作機械工 和田 秀教 
日産自動車株式会社 テクニカルセン

ター 

13 金属プレス工 椙山 昇 有限会社光製作所 第一工場 

14 製かん工 鈴木 耕久 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

浜川崎工場 

15 製かん工 吉野 和也 三進工業株式会社 

16 金属検寸工 井上 美 株式会社リコー 厚木事業所 

17 金属検寸工 眞鍋 賢司 日産自動車株式会社 総合研究所 

18 ろう付工 東海林 修 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

19 電気溶接工 板橋 貴幸 富士電機株式会社 川崎工場 

20 電気溶接工 五島 実 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

21 一般機械器具修理工 石川 啓太 株式会社東洋内燃機工業社 

22 一般機械器具修理工 大塚 巧 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

23 一般機械器具修理工 小野 周志 三菱重工業株式会社 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

24 一般機械器具組立工 後藤 直樹 日立 Astemo株式会社 

25 一般機械器具組立工 渋谷 祐輔 株式会社東芝 生産技術センター 

26 一般機械器具組立工 細野 修 日産自動車株式会社 座間事業所 

27 一般機械器具修理工 峰尾 裕之 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

28 一般機械器具修理工 村上 幸誠 日立 Astemo株式会社 

29 計器検査工 中田 壮一 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

30 電気通信機器組立工 伊沢 智英 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

31 電気通信機器組立工 今井 剛 
三菱電機特機システム株式会社 東部

事業部 

32 電気通信機器組立工 久山 敬裕 
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 池邉 直人 
東芝インフラシステムズ株式会社 小

向事業所 

34 電子応用機械器具組立工 小谷 哲朗 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

35 電子応用機械器具組立工 三苫 修 
東芝インフラシステムズ株式会社 小

向事業所 

36 配電・制御装置検査工 荒井 智志 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

37 電気機械器具保守員 木本 雄貴 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

38 電気機械器具保守員 須藤 孝宏 株式会社 IHIビジネスサポート 

39 自動車部品組立工 豊田 武幸 プレス工業株式会社 川崎工場 

40 自動車部品組立工 長井 純之 日産自動車株式会社 総合研究所 

41 自動車車体・車台組立工 右京 享 日産自動車株式会社 追浜工場 

42 自動車整備工 塚田 芳弘 神奈川日産自動車株式会社 武山店 

43 航空機部品組立工 吉野 友春 
三菱プレシジョン株式会社 鎌倉事業

所 

44 船舶ぎ装工 今泉 浩 
住友重機械マリンエンジニアリング株

式会社 

45 自動車検査工 小川 敏行 
日産自動車株式会社 テクニカルセン

ター 

46 建築大工 安藤 義彦 山本工務店 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

47 建築大工 金子 勝彦 金子建設株式会社 

48 建築大工 佐藤 篤 鶴藤工務店 

49 建築大工 鈴木 建郎 鈴和工務店 

50 建築大工 髙𣘺𣘺 一男 有限会社高橋工務店 

51 建築とび工 西村 一徳 鳶 西村 

52 建築とび工 村井 幸雄 村井鳶工事業 

53 かわらふき工 中村 学 サンケイ屋根工業株式会社 

54 左官 手塚 達雄 手塚工業 

55 左官 徳岡 宏季 徳岡工業有限会社 

56 建築板金工 佐久間 一郎 佐久間板金工業所 

57 建築板金工 林 好重 林板金工業 

58 建築設計 加藤 清 加藤一級建築設計事務所 

59 石工 平子 健二 平子石材工業株式会社 

60 石工 吉澤 光宏 有限会社吉澤石材店 

61 木製建具製造工 鈴木 幹雄 鈴木建具製作所 

62 水産ねり物製造工 須藤 隆太 鈴廣かまぼこ株式会社 

63 理容師 伊東 美沙子 株式会社玄 

64 美容師 三塚 澄子 りぼん美容室 

65 衣装着付師 上原 京子 みやうち着物学院 

66 日本料理調理人 佐藤 明 ホテルおくゆもと 

67 日本料理調理人 佐藤 龍児 株式会社ザ・ニューオークラ 

68 日本料理調理人 堤 明夫 株式会社吉池旅館 

69 表具師 松岡 浩樹 松岡表具店 

70 畳工 萩原 真澄 萩原製畳有限会社 

71 畳工 諸星 祐一 有限会社諸星畳店 

72 室内装飾工 柳下 敦史 有限会社ブルーリーフ 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

73 広告美術工 曽我 清人 株式会社マスカット 

74 印章彫刻工 川上 敬洋 川上印舗 

75 フラワー装飾師 石井 えい子 株式会社グリーンパーク 

76 複合材料品成形工 榎園 一豊 
三菱電機株式会社 鎌倉製作所 相模

事務所 
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３ 青年優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所 

1 製鋼工 伊藤 元哉 JFEスチール株式会社 東日本製鉄所 

2 非破壊検査工 折茂 将暁 三菱重工業株式会社 

3 金属工作機械工 飯田 直紀 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

4 金属工作機械工 江頭 雄大 株式会社東芝 生産技術センター 

5 金属工作機械工 茅嶋 良介 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

6 金属工作機械工 武田 浩一 日立 Astemo株式会社 

7 金属工作機械工 天童 悠輝 日産自動車株式会社 テクニカルセンター 

8 金属工作機械工 豊永 真弘 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

9 金属工作機械工 橋本 弘樹 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

10 金属工作機械工 宮川 和也 日産自動車株式会社 横浜工場 

11 金属工作機械工 吉田 裕哉 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

12 板金工 矢嶋 一輝 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

13 金属手仕上工 杉浦 和哉 三菱重工業株式会社 

14 金属プレス工 城野 瑛 日産自動車株式会社 追浜工場 

15 製かん工 外崎 勇作 プレス工業株式会社 藤沢工場 

16 電気溶接工 今村 圭稀 富士電機株式会社 川崎工場 

17 電気溶接工 太田 遼 
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 

18 電気溶接工 久保 建二 三進工業株式会社 

19 電気溶接工 馬原 涼太 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜

事業所 

20 めっき工 氏原 悟 株式会社ニコン 相模原製作所 

21 原動機組立工 柿木 雅人 日産自動車株式会社 横浜工場 

22 
タービン組立・調整

工 
岡田 大樹 富士電機株式会社 川崎工場 

23 
タービン組立・調整

工 
小山 遼 富士電機株式会社 川崎工場 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

24 一般機械器具組立工 安部 翔伍 日産自動車株式会社 座間事業所 

25 一般機械器具修理工 大貫 優斗 株式会社東洋内燃機工業社 

26 一般機械器具修理工 坂元 輝 富士電機株式会社 川崎工場 

27 一般機械器具修理工 佐藤 佑亮 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

28 一般機械器具組立工 下島 俊 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜

事業所 

29 一般機械器具組立工 白川 洋義 日立 Astemo株式会社 

30 一般機械器具修理工 溝部 拓矢 日産自動車株式会社 追浜工場 

31 光学機械器具検査工 寺井 涼二 株式会社ニコン 横浜製作所 

32 
発電機・電動機組立

工・修理工 
永田 大和 富士電機株式会社 川崎工場 

33 
配電盤・制御盤組

立・調整工 
川村 悠貴 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

34 電気通信機器組立工 今里 友洸 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

35 電気通信機器組立工 上村 崇典 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

36 
電気通信機械器具修

理工 
小野 貴透 株式会社日立アドバンストシステムズ 

37 
電子応用機械器具組

立工 
赤石 桃子 

東芝インフラシステムズ株式会社 小向事

業所 

38 
電子応用機械器具組

立工 
白岩 将樹 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

39 
宇宙製品用電子機器

組立工 
津田 那奈 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

40 
防衛/宇宙製品用電

子機器組立工 
本田 拓也 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

41 プリント基盤組立工 福士 修一 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

42 電子機構部品組立工 記井 和幸 三菱プレシジョン株式会社 鎌倉事業所 

43 
発電機・電動機検査

工 
鳥谷部 瑞生 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

44 電気機械器具保守員 星野 大樹 株式会社 IHIビジネスサポート 

45 自動車部品組立工 新妻 広崇 プレス工業株式会社 藤沢工場 

46 自動車部品組立工 横澤 晃平 
日産自動車株式会社 先進技術開発センタ

ー 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

47 
自動車車体・車台組

立工 
陣内 雄大 日産自動車株式会社 座間事業所 

48 航空機部品組立工 小長井 徹 三菱プレシジョン株式会社 鎌倉事業所 

49 船舶ぎ装工 鍋倉 愉貴 
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 

50 自動車検査工 山田 竜二 三菱重工業株式会社 

51 建築大工 佐藤 翔悟 平本建築 

52 建築大工 柴田 啓輔 柴田工務店 

53 左官 棚原 康希 株式会社渡辺プラスターワーク 

54 造園工 丸山 克己 足立原造園土木株式会社 

55 ガラス切断工 髙田 剣 株式会社ニコン 相模原製作所 

56 ガラス製品検査工 野田 卓実 株式会社ニコン 相模原製作所 湘南分室 

57 石工 平子 照佳 平子石材工業株式会社 

58 理容師 中澤 賢史 株式会社玄 

59 理容師 若林 和真 株式会社玄 

60 美容師 高橋 雛乃 有限会社鳥海利江子美容研究所 

61 畳工 中澤 大飛 萩原製畳有限会社 

62 室内装飾工 安藤 太一 株式会社キャンズ 

63 
自動車製造の部品管

理作業員 
田上 健 日産自動車株式会社 横浜工場 

64 広告美術工 松原 沙衣 株式会社アクト 

65 
複合材料の数値制御

工作機械工 
入内嶋 圭史 

三菱電機株式会社 鎌倉製作所 相模事務

所 

４ 技能検定推進優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 神奈川県シートメタル工業会 

2 株式会社ニフコ 相模原工場 

3 株式会社吉野工業所 神奈川技術研究所 
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５ 第 58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 機械製図 才木 純也 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 

銀賞 機械組立て 村井 聖也 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

銀賞 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 

銀賞 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 

銀賞 自動車板金 岡元 文弥 日産自動車株式会社 

銀賞 電子機器組立て 藤澤 駿佑 日産自動車株式会社 

銀賞 電工 新𣘺𣘺 翼 
株式会社関電工 南関東・東海営業本部 

品質工事管理部 

銀賞 左官 三上 涼 株式会社三上工業 

銀賞 家具 若泉 和武 有限会社秋山木工 

銀賞 自動車工 吉本 拓海 日産自動車株式会社 

銅賞 自動車板金 箱﨑 充 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

銅賞 自動車板金 松山 晃大 日産自動車株式会社 

銅賞 理容 内藤 千優 株式会社玄 

銅賞 自動車工 佐藤 伊織 日産自動車株式会社 

敢闘賞 機械組立て 中野 翔音 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

敢闘賞 機械製図 久末 将太郎 日産自動車株式会社 

敢闘賞 フライス盤 瀨川 楓真 日産自動車株式会社 

敢闘賞 フライス盤 出来 由梨絵 日産自動車株式会社 

敢闘賞 電気溶接 中島 くる実 株式会社 IHI 原子力 SBU 横浜工場 

敢闘賞 自動車板金 真壁 空翔 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

敢闘賞 自動車板金 和田 朋也 日産自動車株式会社 

敢闘賞 電子機器組立て 兵頭 直樹 日産自動車株式会社 

敢闘賞 ウェブデザイン 清水 啓生 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 

敢闘賞 ウェブデザイン 長倉 由喜 総合学園ヒューマンアカデミー横浜校 
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６ 第 40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 ビルクリーニング 本田 駿斗 和光産業株式会社 

銀賞 
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 

銀賞 オフィスアシスタント 鈴木 真里子 株式会社日立ゆうあんどあい 

銅賞 電子機器組立 前田 吉之 アマノ株式会社 

 

７ 第 31回技能グランプリ特別優秀技能者 

成績 職 種 氏 名 所属事業所 

金賞 旋盤 工藤 真人 
三菱重工エンジン＆ターボチャージ

ャ株式会社 

金賞 表具 五十嵐 俊之 長谷 五十嵐表具店 

金賞 日本料理 望月 照晃 株式会社ザ・ニューオークラ 

銅賞 畳製作 砂川 貴幸 砂川畳店 

銅賞 旋盤 豊永 真弘 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

銅賞 フラワー装飾 小泉 恵子 有限会社ナカムラ生花 

敢闘賞 建具 大井 真 有限会社大井建具店 

敢闘賞 フラワー装飾 日髙 恭子 Ｄ１４フローリスト 

 


