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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 

圧延工 佐藤 由信 

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） 

仕上圧延工程における通板技能に優れ、仕

上設定計算の精度向上とオペレータ操作の

自動化実現に大きな役割を果たすととも

に、「鋼帯切断片移送シュート及び鋼帯切

断片の移送方法」について特許を取得し、

鉄鋼技術の発展に寄与した。 

NC金属特

殊加工機工 

阿久津 英

則 

三菱電機株式会社 

鎌倉製作所 

（鎌倉市） 

防衛・宇宙産業のものづくりにおいて、製

品の高精度化、複雑形状化が進む中、ミク

ロンオーダーの要求にも対応する高精度な

放電加工を行う卓越した技能により、安全

保障・インフラを支える製品の出荷に貢献

した。 

プレス成形

工 
小松 義徳 

プレス工業株式会

社 藤沢工場 

（藤沢市） 

プレス機械の保守全般やプレス加工技術等

に高い技能を有し、指導員として多くの生

徒を指導するとともに、生産時における危

険部位の安全対策やネックとなる工程につ

いて積極的に改善をし、安全性、生産性向

上に多大な貢献をした。 

製缶工 田中 洋 

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） 

熱間加工や溶接による変形量を予測し歪修

正を的確に行える技能者として、認定職業

訓練校の再開、再整備や、技能五輪全国大

会に向けた指導など、若手育成に尽力した。 

機械部品組

立工 
三上 勝 

株式会社東芝 

生産技術センター 

（横浜市磯子区） 

高度な技能を要求される高速・高精度製品

製造設備の組立て調整技能を有し、多くの

自動化設備・生産設備の開発に寄与してき

た。高い技能と幅広い知識を活かして「世

界最小サイズの HDD」の製造設備の実現や、

海外生産拠点の立ち上げに貢献した。 

生産設備保

全工 
都甲 健三 

日産自動車株式会

社 追浜工場 

（横須賀市） 

設備診断・故障解析及び設備監視装置の開

発や、プレス・成形大型機械設備安定稼働

等に優れた技能を有し、機器開発・改善に

よる設備の安定稼働での安全性向上や、設

備の自動化立ち上げ後の安定稼働に貢献し

た。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

生産設備保

全工 
別府 浩 

いすゞ自動車株式

会社 藤沢工場 

（藤沢市） 

生産設備保全業務全般に長年従事し、特に

省配線ネットワークの施工や金属材料の測

定、ロボット減速機故障診断に高い技能を

有し、その優れた技術を社内外に幅広く展

開し、新規車型の立ち上げ等に貢献してき

た。 

一般機械器

具検査工 
山田 博明 

日立 Astemo株式

会社 パワートレ

イン＆セーフティ

システム事業部 

（厚木市） 

自動車部品に関する高い要求品質に対し

て、品質保証業務で長年培ってきた機械検

査等の高い能力と豊富な知識を持ち、製品

の不良低減活動において、様々な角度から

改善を推進し、実績をあげた。検査測定教

育や品質管理教育の講師として、後進の指

導にも尽力している。 

発電機・電

動機組立工 
関 広一 

富士電機株式会社 

川崎工場 

（川崎市川崎区） 

大型火力、水力発電設備や産業機器の巻線

組立作業に優れた技能を有しており、機種

を問わず、工場・現地の環境や特性を踏ま

え、それぞれで最適となる特殊治工具や専

用設備の製作にかかわり、安全性と作業性

の向上に貢献した。 

無線・有線

通信機器組

立工 

尼子 誠二 

東芝インフラシス

テムズ株式会社 

小向事業所 

（川崎市幸区） 

振動、湿度、温度など非常に過酷な条件下

での運用となる航空機搭載機器において、

特に環境の影響を受けやすく、品質に大き

く寄与するはんだ付けにおいて優れた技能

を有し、高品質な製品づくりに貢献した。 

婦人・子供

服仕立職 
廣川 光子 

廣川洋裁教室 

（川崎市宮前区） 

全日本洋装技術コンクールで入賞するな

ど、高い技能を持ち、作品展示や中学生へ

の指導を行うなど、技能振興にも貢献した。 

和服仕立職 宮森 光子 

カルディア企画 

宮森和裁着付教室 

（逗子市） 

着物着付師の目線から一人一人の体形に合

った着物づくりを行う技能を持ち、和裁教

室での資格取得挑戦者への指導や、「学校

教育ボランティア」として小中学校の学習

支援を行うなど、後進の指導育成や技能振

興に貢献した。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

和服仕立職 山本 秀司 
やまもと工藝 

（横浜市西区） 

全国和裁技術コンクールにおいて内閣総理

大臣賞を受賞するなどの実績を残すととも

に、着物の仕立てや生地についての実用新

案を登録するなど、技術の向上に貢献した。

また、文化財の修繕や、中高生の職場体験

等にも携わり、様々な側面から技能振興に

貢献した。 

建築大工 髙橋 茂成 

最上工務店株式会

社 

（綾瀬市） 

本格的な純和風建築を得意とし、機能的か

つ洗練された和の意匠を、現代建築との調

和を図りながら取り入れており、入母屋造

りを施工できる数少ない職人の一人であ

る。また、認定職業訓練校副理事長として、

後進の指導・育成にも力を注いでいる。 

建築とび工 小池 照義 
鳶弘 

（茅ヶ崎市） 

土止工事、足場工事を数多く施工し、寺社

の基礎工事や補修工事を手掛けるなど、と

び古来の工法を現在の工事に活かす優れた

技能を有している。また、技能検定委員と

して技能資格の大切さを伝え、後進の育成

にも尽力している。 

左官 渡部 久雄 

有限会社渡部左官

工業所 

（平塚市） 

伝統工法から現代工法まで高い施行技術を

有し、かながわ技能フェスティバルの競技

委員や技能インストラクターとして技能水

準の向上に取り組むとともに、神奈川県左

官業組合連合会副会長を務め、業界の発展

に貢献してきた。 

建築塗装工 菅 健一 

有限会社すが塗装

工芸 

（厚木市） 

各種外壁吹付塗装やローラーブラシを使っ

た外壁塗装工事を得意とし、研究、工夫し

てオリジナルの施工方法を考え出す優れた

技術がある。また、相模原塗装協同組合の

技術委員長として、技能検定の勉強会の開

催や、組合主催の技能競技大会の課題の策

定など、技術向上に努めてきた。 

建築板金工 伊藤 祐吉 

有限会社伊藤祐板

金工業 

（横浜市港南区） 

昔ながらの手工具による加工技能を大切に

しつつ、技術進展による新たな材料や施工

法も積極的に取り入れ、技術変化へ迅速に

対応するなど高い技能を有している。また、

神奈川県板金工業組合の副理事長として、

環境変化に対応する諸課題の解決に取り組

み尽力している。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

土石製品製

造工 
岩澤 要一 

有限会社岩沢石材

店 

（横浜市金沢区） 

石積、石垣、墓石等の設計、施工の緻密さ、

美しさに卓越した技能を持つ。また、神奈

川県石材業連合会会長として、研修会を数

多く開催し、また、じん肺予防対策にも力

を注いできた。 

美容師 吉永 範明 

株式会社横浜ハー

ベスト 

（横浜市中区） 

優れた技能により全日本美容技術選手権大

会で複数回入賞し、コンテストで培った技

術やノウハウを指導員として伝授するな

ど、コンテスター育成に尽力している。ま

た、技術講習会の演出や認定職業訓練校の

講師として指導を行うなど、後進指導にも

貢献している。 

日本料理調

理人 
望月 照晃 

株式会社ザ・ 

ニューオークラ 

（横浜市港北区） 

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。また、神奈川県日本調

理技能士会理事、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。 

内張工 三富 啓成 
株式会社ダニエル 

（横浜市西区） 

古い椅子やソファの再生に優れた技能を有

し、装飾技法の研究や旧吉田茂邸のソファ

などの文化財の復元を行うとともに、家具

の学校における指導、イベントでの実演な

どを通じて業界の発展に貢献した。 

表具師 林 和正 
林内装経師店 

（川崎市川崎区） 

表装の仕立て直し等の技術で高い評価を得

ており、寺院の特殊襖の張り替えにおいて

も高く評価されている。また、神奈川県表

具経師内装協同組合の理事を務め、技能検

定等の技術講習会での指導による後継者育

成など技能振興に貢献した。 

畳工 福島 僚太 
福島畳店 

（横浜市金沢区） 

時代に適応した手縫い技術について高い技

能を持ち、高度な技能を要する神社仏閣や、

数多くの流派のある茶室の畳制作に貢献し

た。また、神奈川県畳工業協同組合にて理

事事業委員として学校・イベント等での指

導に参加するなど、後進育成と技能の普及

に尽力した。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

フラワーデ

ザイナー 
稲垣 尚子 

さんこうどう生花

店 

（相模原市南区） 

大きな空間に花や葉・茎の動きを自在に操

り表現するフラワーディスプレイ作品を得

意とし、複数の大会で入賞するなど、優れ

た実績を残している。また、長年にわたり

認定職業訓練校の講師として多くの訓練生

の教育を行い、後進の指導育成・技術向上

に貢献している。 

印判師 大賀 雅雄 
大賀堂印房 

（横浜市中区） 

木口彫刻や木口密刻において精緻な彫刻技

術と芸術的センスを兼ね備えた高い技能を

持ち、全国印章技術大競技会で経済産業大

臣賞を受賞するなど、高い評価を受けてい

る。また、ものづくりマイスターとして小

中学校の体験指導を行うなど、技能振興に

も貢献した。 
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２ 優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

1 圧延工 駒井 吉行 
JFE スチール株式会社 東日本製鉄

所（京浜地区） 

2 汎用金属工作機械工 及川 達也 
日産自動車株式会社 テクニカルセ

ンター 

3 汎用金属工作機械工 小林 英樹 三菱重工業株式会社 

4 汎用金属工作機械工 西里 吾朗 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

5 フライス盤工 角田 健太郎 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

浜川崎工場 

6 NC金属特殊加工機工 佐久間 哲夫 株式会社 IHI 原子力 SBU横浜工場 

7 NC金属特殊加工機工 浜辺 研樹 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

8 工場板金工 磯部 俊幸 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

9 工場板金工 野口 裕 株式会社野口製作所 

10 工場板金工 峯岸 和宏 
日産自動車株式会社 テクニカルセ

ンター 

11 金属研磨工 谷内 勇治 日産自動車株式会社 追浜工場 

12 金属研磨工 藤田 聖仁 日産自動車株式会社 追浜工場 

13 金属手仕上工 吉川 紀幸 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

14 製缶工 上原 康孝 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

15 金型製造工 朝日 恭平 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

16 金型製造工 栁舘 明 プレス工業株式会社 藤沢工場 

17 金属加工・溶接検査工 西村 直人 日産自動車株式会社 横浜工場 

18 金属溶接・溶断工 飯島 秀一 日産自動車株式会社 横浜工場 

19 アーク溶接工 相澤 清志 株式会社 IHI 原子力 SBU横浜工場 

20 アーク溶接工 久保田 登 三進工業株式会社 

21 めっき工 松田 英明 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

22 一般機械器具組立工 上土井 信之 日産自動車株式会社 座間事業所 

23 一般機械器具組立工 瀬野 弘幸 日産自動車株式会社 座間事業所 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

24 原動機組立工 鈴木 憲広 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

25 金属加工機械組立工 山本 完 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

26 機械部品組立工 木瀬 雄馬 富士電機株式会社 川崎工場 

27 一般機械器具修理工 上嶋 和幸 株式会社東洋内燃機工業社 

28 一般機械器具修理工 三上 光雄 株式会社東洋内燃機工業社 

29 生産設備保全工 浦野 直人 
日立 Astemo株式会社 パワートレイ

ン＆セーフティシステム事業部 

30 生産設備保全工 佐々木 正幸 
日立 Astemo株式会社 パワートレイ

ン＆セーフティシステム事業部 

31 生産設備保全工 野中 孝弘 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

32 
他に分類されない光学

機械器具組立工 
鈴木 茂 株式会社トヤマ 

33 発電機・電動機組立工 中山 光博 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

34 発電機・電動機組立工 野本 雅宏 富士電機株式会社 川崎工場 

35 
電気通信機械器具組立

工 
木下 裕太 

三菱電機特機システム株式会社 東

部事業部 

36 
電気通信機械器具組立

工 
渡辺 英明 三菱重工業株式会社 

37 
電子応用機械器具組立

工 
井上 紗也加 

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 
岩本 恭介 

東芝インフラシステムズ株式会社 

小向事業所 

39 
電子応用機械器具組立

工 
渡辺 浩司 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

40 電気機械器具検査工 葛西 良次 
JFE スチール株式会社 東日本製鉄

所（京浜地区） 

41 電気機械器具修理工 瀧澤 潤太 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

42 自動車組立・ぎ装工 瀬口 秀則 日産自動車株式会社 総合研究所 

43 自動車部品組立工 菅野 大 プレス工業株式会社 川崎工場 

44 自動車部品組立工 酒井 誠 
日産自動車株式会社 テクニカルセ

ンター 

45 自動車部品組立工 古田 聖治 日産自動車株式会社 追浜工場 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

46 自動車部品組立工 渡邊 光章 プレス工業株式会社 藤沢工場 

47 
他に分類されない輸送

用機械器具組立工 
鈴木 次郎 三菱プレシジョン株式会社 

48 建築大工 松井 幸慶 有限会社松井建築 

49 建築とび工 飯島 利男 有限会社飯島土建 

50 左官 藤田 正平 有限会社フジシュータイル 

51 左官 舛谷 義光 マスヤ工業 

52 配管工 新井 惇夫 新井水道店 

53 配管工 曲山 博 有限会社東海管工 

54 建築塗装工 菅野 翔平 S.Works 

55 建築塗装工 滝嶋 一広 有限会社滝嶋塗装店 

56 建築板金工 立脇 義晴 有限会社立脇板金 

57 建築板金工 早川 誠 早川板金店 

58 造園師 笠原 和弘 株式会社港南植木ガーデン 

59 土石製品製造工 青木 敦 有限会社青木石材店 

60 土石製品製造工 花塚 隆 株式会社花塚石材店 

61 木製家具・建具製造工 大久保 勇志 有限会社建粂 

62 オフセット印刷作業員 小倉 和啓 株式会社野毛印刷社 福浦工場 

63 理容師 飯田 恭輔 株式会社玄 

64 理容師 大森 匠 株式会社玄 

65 美容師 金子 京子 ベルジュサロン京子 

66 日本料理調理人 小野寺 剛 ホテルおかだ 

67 日本料理調理人 中西 陽一郎 箱根パークス吉野 

68 表具師 上原 誓児 株式会社ウエハラ工芸 

69 表具師 好士 隆治 好士表具店 

70 金属塗装工 堀切 義和 有限会社堀切塗装工業所 

71 畳工 板垣 謙太郎 板垣畳店 

72 畳工 廣澤 常廣 広沢畳店 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

73 畳工 矢萩 博 釜利谷畳店 

74 内装仕上工 河村 健一 インテリアカワムラ 

75 フラワーデザイナー 中村 仁美 Flower Space桜園 

76 印判師 大橋 和正 大洋堂印房 
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３ 青年優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所 

1 製銑工 佐藤 海 
JFEスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜

地区） 

2 金属材料検査工 泉田 智則 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

3 汎用金属工作機械工 桜井 響理 三菱重工業株式会社 

4 汎用金属工作機械工 新野 光義 三菱プレシジョン株式会社 

5 汎用金属工作機械工 日髙 凌 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

6 汎用金属工作機械工 谷地 拓也 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

7 旋盤工 犬走 敦史 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜

事業所 

8 旋盤工 合田 陽兵 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

9 フライス盤工 中野 博斗 株式会社東芝 生産技術センター 

10 工場板金工 小澤 凌平 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

11 金属プレス工 佐藤 譲汰 日産自動車株式会社 横浜工場 

12 金属プレス工 日塔 蓮 日産自動車株式会社 追浜工場 

13 プレス成形工 小濵 亮冶 プレス工業株式会社 藤沢工場 

14 製缶工 石川 晃司 三進工業株式会社 

15 製缶工 林 幹人 富士電機株式会社 川崎工場 

16 金型製造工 髙砂倉 崚 プレス工業株式会社 藤沢工場 

17 
金属加工・溶接検査

工 
岡本 勇太 日産自動車株式会社 横浜工場 

18 金型取付工 大塚 渉 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

19 金属溶接・溶断工 東迎 晋太郎 
住友重機械マリンエンジニアリング株式会

社 横須賀製造所 

20 アーク溶接工 岩崎 拳也 株式会社 IHI 原子力 SBU横浜工場 

21 アーク溶接工 北村 雅和 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜

事業所 

22 一般機械器具組立工 遠藤 優哉 日産自動車株式会社 座間事業所 

23 原動機組立工 小坪 功二 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 原動機組立工 豊田 颯人 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜

事業所 

25 一般機械器具修理工 太田 昴生 株式会社東洋内燃機工業社 

26 一般機械器具修理工 常松 凱人 株式会社東洋内燃機工業社 

27 一般機械器具修理工 野澤 克彦 日産自動車株式会社 追浜工場 

28 生産設備保全工 永井 孝征 
日立Astemo株式会社 パワートレイン＆セ

ーフティシステム事業部 

29 一般機械器具検査工 住田 楓 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

30 電気機械部品組立工 宇都 直輝 東芝電波テクノロジー株式会社 

31 電気機械部品組立工 柳川 裕 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

32 
電気通信機械器具組

立工 
浦上 拓巳 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

33 
電気通信機械器具組

立工 
清水上 智大 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

34 
電気通信機械器具組

立工 
本村 英士 

東芝インフラシステムズ株式会社 小向事

業所 

35 
電子応用機械器具組

立工 
荒木 拓也 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

36 
電子応用機械器具組

立工 
近藤 拓弥 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

37 
電子応用機械器具組

立工 
福士 圭悟 

東芝インフラシステムズ株式会社 小向事

業所 

38 プリント基盤組立工 欠端 希生 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

39 プリント基盤組立工 河野 翔太 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

40 発電員、変電員 山口 直紀 
JFEスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜

地区） 

41 自動車部品組立工 五島 聖太 日産自動車株式会社 総合研究所 

42 自動車部品組立工 鈴木 翔太 プレス工業株式会社 川崎工場 

43 船舶ぎ装工 小松 翼 
住友重機械マリンエンジニアリング株式会

社 横須賀製造所 

44 和服仕立職 持田 香織 きもの仕立て及川 

45 建築大工 前田 大輝 曽我建築 

46 建築とび工 青木 虎太郎 株式会社鳶青木組 

47 建築とび工 石井 寿康 有限会社鳶石井組 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

48 左官 金城 優樹 有限会社相原左官店 

49 左官 富永 裕哉 富永左官店 

50 造園師 笠原 隼也 株式会社港南植木ガーデン 

51 ガラス製品検査工 藤堂 ちひろ 株式会社ニコン 相模原製作所 

52 ガラス製品検査工 福原 厚斗 株式会社ニコン 相模原製作所 湘南分室 

53 理容師 菅生 春香 株式会社玄 

54 理容師 守屋 伽恋 株式会社玄 

55 美容師 竹内 未来 株式会社横浜ハーベスト 

56 金属塗装工 田中 晃平 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

57 畳工 野上 善之 株式会社 野上 

58 機械製図工 熊谷 幸一 日産自動車株式会社 総合研究所 

59 
複合材料の数値制御

工作機械工 
阿部 和哲 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 相模工場 

４ 認定職業訓練実施優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 株式会社ヨコタコーポレーション 

５ 技能検定推進優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 株式会社京三製作所 

2 芝浦機械株式会社 相模工場 

3 一般社団法人全日本司厨士協会 関東総合地方本部 神奈川県本部 
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６ 第 59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 理容 内藤 千優 株式会社玄 

金賞 自動車工 髙﨑 海音 日産自動車株式会社 

金賞 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 

銀賞 電子機器組立て 鎌田 聖士 日産自動車株式会社 

銀賞 自動車工 久米 勇夢 日産自動車株式会社 

銀賞 西洋料理 村井 流 
一般社団法人全日本司厨士協会 関東総合

地方本部 神奈川県本部 

銀賞 西洋料理 戸塚 風花 
一般社団法人全日本司厨士協会 関東総合

地方本部 神奈川県本部 

銀賞 日本料理 深澤 恵 鎌倉あじさい荘 

銀賞 ウェブデザイン 遠藤 幸野 学校法人岩崎学園 情報科学専門学校 

銅賞 機械組立て 中野 翔音 いすゞ自動車株式会社 

銅賞 機械製図 小笠原 千尋 日産自動車株式会社 

銅賞 旋盤 大胡田 珠侑 いすゞ自動車株式会社 

銅賞 フライス盤 瀨川 楓真 日産自動車株式会社 

銅賞 自動車板金 和田 朋也 日産自動車株式会社 

銅賞 理容 仲川 遼 MAXIM NAKAI hair work studio 

敢闘賞 機械組立て 水垂 陽平 東芝ビジネスエキスパート株式会社 

敢闘賞 機械組立て 中島 靖浩 いすゞ自動車株式会社 

敢闘賞 メカトロニクス 住田 康輔 日産自動車株式会社 座間事業所 

敢闘賞 メカトロニクス 吉田 礼弥 日産自動車株式会社 座間事業所 

敢闘賞 機械製図 和泉 勇輝 日産自動車株式会社 

敢闘賞 フライス盤 戸羽 凌雅 日産自動車株式会社 

敢闘賞 理容 田代 卓巳 MAXIM NAKAI hair work studio 

敢闘賞 日本料理 西 悠晃 箱根小涌谷温泉水の音 
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７ 第 41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 

銀賞 ホームページ 三井田 有華 富士ソフト企画株式会社 

銅賞 ワード・プロセッサ 阿部 顕士朗 株式会社バンダイナムコウィル 

銅賞 パソコン組立 三宅 勝己 富士ソフト企画株式会社 

努力賞 ビルクリーニング 三上 貴久 株式会社日立ゆうあんどあい 

 


