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職種 賞 氏名 所属

松本　和樹

矢頭　直季

伊藤　渉太

國領　結兜

伊藤　卓真

三津山　勲

柴田　弥侑

田島　俊李

田中　蓮

中野　吹雪

伊井　琉星

髙良　直人

金賞/厚生労働大臣賞 乙成　拓海 長崎県立長崎工業高等学校

銀賞 新美　翔太 三重県立四日市工業高等学校

銅賞 河内　和己 大分県立工科短期大学校

銅賞 藤野　伊玖麻 東北職業能力開発大学校

銅賞 髙木　滉生 関東職業能力開発大学校

敢闘賞 佐藤　佑 島根職業能力開発短期大学校

敢闘賞 家本　唯大 山口県立防府商工高等学校

敢闘賞 磯貝　蓮 神奈川県立産業技術短期大学校

敢闘賞 神谷　大誠 愛知県立愛知総合工科高等学校　専攻科

金賞/厚生労働大臣賞 宮里　政翔 沖縄職業能力開発大学校

銀賞 井上　太斗 山形県立産業技術短期大学校

銀賞 中村　叶 熊本県立技術短期大学校

銅賞 小野寺　悠太 静岡県立清水技術専門校

銅賞 井出　直希 ものつくり大学

敢闘賞 栗原　琉真 埼玉県立熊谷工業高等学校

敢闘賞 久世　颯 東京都立中央・城北職業能力開発センター　板橋校

敢闘賞 西村　颯祐 山口県立下松工業高等学校

敢闘賞 池田　雅治 福島県立テクノアカデミー浜　職業能力開発校

金賞/厚生労働大臣賞 山下　隼他 長崎県立島原工業高等学校

銀賞 山田　渉 大分県立工科短期大学校

銀賞 大内　匠大 宮城県工業高等学校

銅賞 當山　全竜 沖縄職業能力開発大学校

銅賞 宇美　雄登 愛知県立愛知総合工科高等学校　専攻科

敢闘賞 稲葉　義樹 中国職業能力開発大学校

敢闘賞 関谷　衣央 愛知県立愛知総合工科高等学校

敢闘賞 平良　怜士 宮古工業高等学校

敢闘賞 伊藤　航 宮城県気仙沼向洋高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 二宮　拓務 関東職業能力開発大学校

銀賞 稲田　颯汰 愛媛県立松山工業高等学校

銅賞 関　敦哉 四国職業能力開発大学校

銅賞 大石　澪弥 長崎県立長崎工業高等学校

敢闘賞 真鳥　純那 北海道旭川工業高等学校

敢闘賞 池野　初菜 東海職業能力開発大学校

敢闘賞 小川　拓海 兵庫県立小野工業高等学校

敢闘賞 竹中　寿麿 富山県立砺波工業高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 松尾　泰希 佐賀県立佐賀工業高等学校

銀賞 井上　将吾 愛知産業大学工業高等学校

銀賞 佐藤　伶 愛媛県立今治工業高等学校

銀賞 内山　駿 茨城県立玉造工業高等学校

銅賞 久開　慶大 山口県立下関工科高等学校

銅賞 小林　稜翔 日本工学院専門学校

銅賞 野下　皓平 兵庫県立姫路工業高等学校

敢闘賞 平坂　圭 宮崎県立産業技術専門校

敢闘賞 早苗　海翔 富山県立高岡工芸高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 吉岡　誠 徳島県立中央テクノスクール

銀賞 山森　千萌 長崎県立長崎工業高等学校

銅賞 今牧　竜叶 山梨県立甲府工業高等学校

銅賞 藤田　優斗 佐賀県立産業技術学院

敢闘賞 西野　碧 富山県立高岡工芸高等学校

敢闘賞 伊藤　俊貴 愛知県立名古屋聾学校高等部　専攻科

第16回若年者ものづくり競技大会　入賞者一覧

金賞/厚生労働大臣賞

沖縄工業高等学校

九州職業能力開発大学校

岐阜県立岐阜工業高等学校

③旋盤
　【参加選手数；25名】

①メカトロニクス
　【参加選手数；26チーム52名】

⑥電気工事
　【参加選手数；19名】

⑤電子回路組立て
　【参加選手数；18名】

②機械製図（CAD）
　【参加選手数；21名】

銀賞

銅賞 栃木県立県央産業技術専門校

敢闘賞 愛知県立愛知総合工科高等学校

④フライス盤
　【参加選手数；28名】

⑦木材加工
　【参加選手数；13名】

銀賞 科学技術学園高等学校日立

敢闘賞
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金賞/厚生労働大臣賞 松本　航希 新潟県立新津工業高等学校

銀賞 鳥越　楓樹 熊本県立球磨工業高等学校　伝統建築専攻科

銀賞 江口　日夏 佐賀県立唐津工業高等学校

敢闘賞 関川　琉 新潟県立魚沼テクノスクール

敢闘賞 中島　卓哉 佐賀県立産業技術学院

敢闘賞 平田　桐也 ものつくり大学

敢闘賞 木曽　響稀 島根職業能力開発短期大学校

敢闘賞 太田　祥 香川県立高等技術学校　高松校

敢闘賞 柏葉　幸太郎 岩手県立産業技術短期大学校

敢闘賞 田中　愛華 岩手県立二戸高等技術専門校

敢闘賞 西村　健 熊本県立高等技術専門校

金賞/厚生労働大臣賞 赤星　胤磨 三重県立四日市工業高等学校

銅賞 阿久津　倫平 栃木県立県央産業技術専門校

銅賞 金子　智幸 新潟県立上越テクノスクール

敢闘賞 岡本　翔太郎 岡山県立北部高等技術専門校　美作校

敢闘賞 明賀　陸哉 広島市立広島工業高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 日向野　智也 栃木県立県央産業技術専門校

銀賞 鵜澤　美咲 日本電子専門学校

銀賞 筒井　大貴 高知職業能力開発短期大学校

銅賞 谷津　敦基 東海職業能力開発大学校

銅賞 櫛田　直樹 静岡県立科学技術高等学校

敢闘賞 中原　晴陽 四国職業能力開発大学校

敢闘賞 麥田　ヒカル 川内職業能力開発短期大学校

金賞/厚生労働大臣賞 仙石　蒼彩 名古屋市立工芸高等学校

銀賞 岡崎　流依 ＥＣＣコンピュータ専門学校

銅賞 田村　秋音 日本電子専門学校

銅賞 木村　想 長崎県立長崎工業高等学校

敢闘賞 土嶋　野々花 長崎県立長崎工業高等学校

敢闘賞 中島　優美 トライデントコンピュータ専門学校

敢闘賞 小屋　友雅 名古屋市立工芸高等学校

金賞/厚生労働大臣賞 長谷川　柊太 宮城県工業高等学校

銀賞 奥田　眞執 日本電子専門学校

銅賞 坂本　寛弥 長崎県立長崎工業高等学校

敢闘賞 髙橋　樹成 静岡県立工科短期大学校　沼津キャンパス

金賞/厚生労働大臣賞 松本　美咲 日本電子専門学校

銀賞 田中　優衣 神戸電子専門学校

銅賞 小泉　ひな 河原デザイン・アート専門学校

敢闘賞 町田　奈々香 専門学校浜松デザインカレッジ

増田　百合

松井　祐樹

西　一太

眞鍋　拓巳

尾崎　和幸

金村　吏月

長野　みのり

馬場　肖夢

加藤　稜己

宮田　桂考

田代　侑也

�　滉人

成田　龍

萢　亮輔

金賞/厚生労働大臣賞 並松　大惺 東京都立園芸高等学校

銀賞 田中　愛華 奈良県立磯城野高等学校

銀賞 梅木　夕佳 愛知県立猿投農林高等学校

銅賞 石丸　誠 愛媛県立松山工業高等学校

銅賞 井上　音 愛媛県立西条農業高等学校

銅賞 山下　永明 中央工学校

敢闘賞 床爪　雄陽 群馬県立勢多農林高等学校

敢闘賞 小﨑　壮汰 三重県立四日市農芸高等学校

敢闘賞 上田　歩未 岡山県立興陽高等学校

奈良県立奈良朱雀・奈良商工高等学校

新居浜工業高等専門学校

金賞/厚生労働大臣賞

⑬グラフィックデザイン
　【参加選手数；8名】

⑧建築大工
　【参加選手数；24名】

⑨自動車整備
　【参加選手数；15名】

⑭ロボットソフト組込み
　　【参加選手数；20チーム40名】

⑩ＩＴネットワークシステム管理
　【参加選手数；14名】

⑫業務用ITソフトウェア・ソリューショ
ンズ
　【参加選手数；10名】

⑪ウェブデザイン
　【参加選手数；22名】

青森県立弘前工業高等学校

⑮造園
　【参加選手数；21名】

敢闘賞

奈良県立王寺工業高等学校

敢闘賞

敢闘賞

敢闘賞

愛知県立岡崎工科高等学校

新潟県立新津工業高等学校

銀賞 岐阜県立岐阜工業高等学校

銀賞
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