
別紙１

技能競技種目

洋裁

家具

ＤＴＰ

機械ＣＡＤ

建築ＣＡＤ

電子機器組立

義肢

歯科技工

ワード・プロセッサ

データベース

ホームページ

フラワーアレンジメント

コンピュータプログラミング

ビルクリーニング

製品パッキング

喫茶サービス

オフィスアシスタント

表計算

パソコン操作

パソコンデータ入力

縫製

木工

株式会社広島情報シンフォニー

岡本　貴志 社会福祉法人山家連福祉事業会
夢かれん　はぁと作業所 山口県

山田　真司 Man to Man Animo株式会社 岐阜県

濵　綾子 株式会社日立ハイテクソリューションズ

平林　昌也 エプソンミズベ株式会社 長野県

太田　守紀 沖縄県立中部農林高等支援学校

神奈川県

伊藤　淳平

(注)「所属」は参加選手として決定した時点のものである（本人が申し出ている場合を除く）。

深見　尚生 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 鹿児島県

該当なし

社会福祉法人南風荘　セルプ南風 山口県

上條　美咲 エプソンミズベ株式会社 長野県

沖縄県

該当なし

山内　萌 北海道函館五稜郭支援学校 北海道

篠　孝忠 株式会社タマディック 愛知県

長島　礼幸 株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 茨城県

知念　靖

亀山　保 中電ウイング株式会社 愛知県

第３８回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）金賞受賞及び厚生労働大臣賞受賞者

氏名 所属 推薦都道府県名

渡邊　龍輝

該当なし

鹿児島県立鹿児島聾学校 鹿児島県

金子　理沙

福岡県

広島県

有限会社創建設計事務所 沖縄県

該当なし

中川　直樹 株式会社中田デンタル・センター 埼玉県

河合　景太 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション 大阪府

矢野　明雄 化成フロンティアサービス株式会社



別紙２

技能競技種目
ようさい すずき まひろ かの　まさよ

鈴木　万尋 叶野　雅代

 か　ぐ わたなべ　りゅうき すみ りゅうが あかがわ　りょうすけ

渡邊　龍輝 墨　竜我 赤川　亮輔

かめやま　たもつ かとう　らん はしもと　じゅんこ またよし　りみ

亀山　保 加藤　らん 橋本　潤子 又吉　李美

きかい しの たかのり いしがけ　たかし

篠　孝忠 石掛　孝志

けんちく ちねん　やすし あまの ひろたか きむら　ひさお

知念　靖 天野　寛隆 木村　久夫

でんしききくみたて ながしま　のりゆき たかおか ひろゆき よこうち　しょういち なかもと　たかし

長島　礼幸 高岡　寛之 横内　庄一 中本　高史

でんしききくみたて みやもと　れいな

宮本　玲奈

 ぎ　し すみ　こういちろう ひらやす　ゆうき りゅう　かつま

角　晃一郎 平安　裕貴 龍　勝馬

  し  か  ぎこう なかがわ　なおき おかだ　たくみ なかざわ　しょういち かめやま　かつじ

中川　直樹 岡田　拓海 中澤　昇一 亀山　勝二

かわい　けいた さとう　しょうご やまもと たくみ まえかわ　さとし

河合　景太 佐藤　翔悟 山本　巧 前川　哲志

ふじはら　みほ

冨士原　美朋

やの　あきお おのだ　かつゆき

矢野　明雄 小野田　勝之

かねこ　りさ さかもと　ゆうすけ さとう ちさこ おおた　ゆうき

金子　理沙 阪本　祐介 佐藤　知沙子 太田　勇希

NPO法人バーチャル工房やまなし 豊橋市役所

山口県 沖縄県 鹿児島県

長野県

信州ビバレッジ株式会社

有限会社駅南デンタルラボラトリー

静岡県

大阪府電子機器組立

株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 株式会社デンソー 西尾製作所 エプソンミズベ株式会社 パナソニック交野株式会社

三重県

株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット

データベース

化成フロンティアサービス株式会社 トヨタループス株式会社

広島県 山梨県 愛知県 茨城県ホームページ

株式会社広島情報シンフォニー

福岡県 愛知県

大阪府 茨城県 愛知県

兵庫県

株式会社ニッセイ・ニュークリエーション 株式会社日立パワーソリューションズ トヨタループス株式会社

機械ＣＡＤ

ワード・プロセッサ

ITキャリア加古川

歯科技工

株式会社中田デンタル・センター 有限会社協和デンタル・ラボラトリー 和田精密歯研株式会社

千葉県 東京都埼玉県

義肢

電子機器組立

株式会社デンソー　大安製作所

茨城県 愛知県 長野県

鹿児島県 愛知県 長崎県家具

建築ＣＡＤ

有限会社創建設計事務所 愛知玉野情報システム株式会社 キヤノン株式会社 取手事業所

ワード・プロセッサ

ＤＴＰ

中電ウイング株式会社 トランスコスモス株式会社 富士ソフト企画株式会社 障がい者ＩＴサポートおきなわ

愛知県 神奈川県

鹿児島県立鹿児島聾学校 愛知県立春日井高等特別支援学校 長崎県立ろう学校

愛知県 東京都 神奈川県 沖縄県

株式会社タマディック 株式会社アマダツールプレシジョン

沖縄県 愛知県 茨城県

株式会社大坪義肢製作所 有限会社砂田義肢製作所 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校

金賞 銀賞 銅賞 努力賞

愛知県 山形県

第３８回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

洋裁

愛知県立名古屋聾学校 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会

　　　　　(注)「所属」は参加選手として決定した時点のものである（本人が申し出ている場合を除く）。
　　　　　(注)空欄は該当なし



別紙２

技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

第３８回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

おおた　もりき ふじさわ　かずよ かさい　ゆか

太田　守紀 藤澤　一代 笠井　友花

やまぐち　みすず

山口　未鈴

たなか　たくや

田中　卓也

やまうち　めばえ ほんだ　はやと さいとう　あすか おかの　ともこ

山内　萌 本田　駿斗 斉藤　明香 岡野　智子

よそい　みずほ まつながしょういち

与曽井　瑞穂 松永　将一

くすもと　あやの さくがわ　だいすけ

楠本　あやの 佐久川　大輔

せいひん ひらばやし　まさや たかの　かなむ すがぬま　りお

平林　昌也 高野　叶夢 菅沼　莉緖

せいひん きたざと　いせい

北里　唯誠

 きっさ いとう　じゅんぺい よしだ　とも ほそお　きらら やました　ゆうか

伊藤　淳平 吉田　友 細尾　希良々 山下　優香

 きっさ たまこし ちなつ たかはし　なつき

玉腰　千夏 高橋　夏姫

 きっさ てるや　ひろな

照屋　日路奈

かみじょう　みさき こにし　ゆきお やまむろ　あいな

上條　美咲 小西　幸雄 山室　愛菜

とみた　ひらく

富田　拓
東京都オフィスアシスタント

株式会社日立ゆうあんどあい

喫茶サービス

株式会社ジェイアール東海ウェル 社会福祉法人博愛会　博愛会地域総合支援センター

沖縄県喫茶サービス

株式会社アソシア

熊本県製品パッキング

NPO法人　栞

ビルクリーニング

エプソンミズベ株式会社 佐賀県立うれしの特別支援学校

京都府 沖縄県ビルクリーニング

京都市立鳴滝総合支援学校 株式会社国際ビル産業

長野県 佐賀県

コンピュータプログラミング

ディー・ティー・ファインエレクトロニクス株式会社

神奈川県

沖縄県立中部農林高等支援学校

沖縄県

喫茶サービス

製品パッキング

オフィスアシスタント

エプソンミズベ株式会社 パシフィックコンサルタンツ株式会社 北海道支社 栃木県立足利中央特別支援学校

社会福祉法人南風荘　セルプ南風 東京都立南大沢学園 岡山県立岡山瀬戸高等支援学校 公立学校共済組合和歌山宿泊所　ホテルアバローム紀の国

長野県 北海道 栃木県

山口県 東京都 岡山県 和歌山県

愛知県 大分県

北海道 神奈川県 秋田県 高知県ビルクリーニング

北海道函館五稜郭支援学校 和光産業株式会社 秋田県立大曲支援学校 四国管財株式会社

フラワーアレンジメント

沖縄県立中部農林高等支援学校

フラワーアレンジメント

身体障害者福祉センター　コスモス園　 長野県長野養護学校高等部　朝陽教室

長野県香川県沖縄県

長野県 山形県 栃木県

エプソンミズベ株式会社 山形航空電子株式会社 栃木県立今市特別支援学校

　　　　　(注)「所属」は参加選手として決定した時点のものである（本人が申し出ている場合を除く）。
　　　　　(注)空欄は該当なし



別紙２

技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

第３８回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

ひょうけいさん やまだ　しんじ かたやま　てつや やまもと　いさむ みやざと　まさや

山田　真司 片山　徹也 山本　勇 宮里　政也

ひょうけいさん ばん りょうすけ

番　亮介

　　　　　　　　そうさ はま　あやこ たけうち かずさ いしぐろ　ともより おかざわ　ひろなり

濵　綾子 竹内　和沙 石黑　知頼 岡澤　洋成

　　　　　　　　そうさ まつだ　りゅうじ

松田　竜児

　　　　　　　　　　　　　　にゅうりょく おかもと　たかし しみず　みきお はやみず　ゆきと

岡本　貴志 清水　幹生 速水　佑樹人

　　　　　　　　　　　　　　にゅうりょく たまよせ　ゆうた やまだ　こうへい

玉代勢　裕太 山田　浩平

　　　　　　　　　　　　　　にゅうりょく ふじわら　たかのり

藤原　孝謙

ほうせい さかもと　すず てるやま　しん いたがき　みほ

坂本　珠々 照山　慎 板垣　美穂

ほうせい まえだ　あきえ

前田　章江

もっこう ふかみ　なおき ごとう こうよう よなはら　ひろみ

深見　尚生 後藤　皓誉 與那原　大海

もっこう みやざき　ゆうじ

宮﨑　裕史

縫製

大阪府パソコンデータ入力

株式会社ニッセイ・ニュークリエーション

熊本県木工

社会福祉法人アバンセ　多機能型事業所カサ・チコ

沖縄県 神奈川県パソコンデータ入力

全保連株式会社 第一生命チャレンジド株式会社

愛知県表計算

ＭＸモバイリング株式会社 東海支店

国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 愛知県立春日井高等特別支援学校 滋賀県立長浜北星高等養護学校

縫製

静岡県立あしたか職業訓練校 株式会社日立ハイテクサポート 社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会　山形県リハビリセンター

鹿児島県 愛知県 滋賀県木工

静岡県 茨城県 山形県

社会福祉法人菊陽会　熊本菊陽学園

熊本県

栃木県立盲学校

山口県 長野県 栃木県パソコンデータ入力

社会福祉法人山家連福祉事業会
夢かれん　はぁと作業所 社会福祉法人夢工房福祉会 LINK 特定非営利活動法人ひとつの花

大阪府パソコン操作

一般社団法人　交野新聞社

Man to Man Animo株式会社 self-Aハニービー環水公園前 株式会社栃木銀行 全保連株式会社

神奈川県 愛知県 新潟県 栃木県

岐阜県 富山県 栃木県 沖縄県表計算

パソコン操作

株式会社日立ハイテクソリューションズ 株式会社山田商会 ＵＴハートフル株式会社

　　　　　(注)「所属」は参加選手として決定した時点のものである（本人が申し出ている場合を除く）。
　　　　　(注)空欄は該当なし



別紙３

都道府県名 氏名 所属 参加種目 賞

北海道 小西　幸雄 パシフィックコンサルタンツ株式会社 北海道支社 オフィスアシスタント 銀賞

北海道 山内　萌 北海道函館五稜郭支援学校 ビルクリーニング 金賞

秋田県 斉藤　明香 秋田県立大曲支援学校 ビルクリーニング 銅賞

山形県 高野　叶夢 山形航空電子株式会社 製品パッキング 銀賞

山形県 板垣　美穂 社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会　山形県リハビリセンター 縫製 努力賞

山形県 叶野　雅代 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会 洋裁 努力賞

茨城県 太田　勇希 株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット ホームページ 努力賞

茨城県 佐藤　翔悟 株式会社日立パワーソリューションズ ワード・プロセッサ 銀賞

茨城県 木村　久夫 キヤノン株式会社 取手事業所 建築ＣＡＤ 銅賞

茨城県 長島　礼幸 株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス 電子機器組立 金賞

茨城県 照山　慎 株式会社日立ハイテクサポート 縫製 銅賞

栃木県 山室　愛菜 栃木県立足利中央特別支援学校 オフィスアシスタント 銅賞

栃木県 速水　佑樹人 特定非営利活動法人ひとつの花 パソコンデータ入力 銅賞

栃木県 岡澤　洋成 栃木県立盲学校 パソコン操作 努力賞

栃木県 菅沼　莉緖 栃木県立今市特別支援学校 製品パッキング 銅賞

栃木県 山本　勇 株式会社栃木銀行 表計算 銅賞

埼玉県 中川　直樹 株式会社中田デンタル・センター 歯科技工 金賞

千葉県 岡田　拓海 有限会社協和デンタル・ラボラトリー 歯科技工 銀賞

東京都 加藤　らん トランスコスモス株式会社 ＤＴＰ 銀賞

東京都 富田　拓 株式会社日立ゆうあんどあい オフィスアシスタント 銀賞

東京都 吉田　友 東京都立南大沢学園 喫茶サービス 銀賞

東京都 中澤　昇一 和田精密歯研株式会社 歯科技工 銅賞

神奈川県 橋本　潤子 富士ソフト企画株式会社 ＤＴＰ 銅賞

神奈川県 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 コンピュータプログラミング 銅賞

神奈川県 山田　浩平 第一生命チャレンジド株式会社 パソコンデータ入力 銅賞

神奈川県 濵　綾子 株式会社日立ハイテクソリューションズ パソコン操作 金賞

神奈川県 本田　駿斗 和光産業株式会社 ビルクリーニング 銀賞

神奈川県 石掛　孝志 株式会社アマダツールプレシジョン 機械ＣＡＤ 努力賞

新潟県 石黑　知頼 ＵＴハートフル株式会社 パソコン操作 銅賞

富山県 片山　徹也 self-Aハニービー環水公園前 表計算 銀賞

山梨県 阪本　祐介 NPO法人バーチャル工房やまなし ホームページ 銀賞

長野県 上條　美咲 エプソンミズベ株式会社 オフィスアシスタント 金賞

長野県 清水　幹生 社会福祉法人夢工房福祉会 LINK パソコンデータ入力 銀賞

長野県 与曽井　瑞穂 エプソンミズベ株式会社 ビルクリーニング 銀賞

長野県 笠井　友花 長野県長野養護学校高等部　朝陽教室 フラワーアレンジメント 努力賞

長野県 前川　哲志 信州ビバレッジ株式会社 ワード・プロセッサ 努力賞

長野県 平林　昌也 エプソンミズベ株式会社 製品パッキング 金賞

長野県 横内　庄一 エプソンミズベ株式会社 電子機器組立 銅賞

岐阜県 山田　真司 Man to Man Animo株式会社 表計算 金賞

静岡県 亀山　勝二 有限会社駅南デンタルラボラトリー 歯科技工 努力賞

静岡県 坂本　珠々 静岡県立あしたか職業訓練校 縫製 銀賞

愛知県 亀山　保 中電ウイング株式会社 ＤＴＰ 金賞

愛知県 小野田　勝之 トヨタループス株式会社 データベース 銀賞

愛知県 竹内　和沙 株式会社山田商会 パソコン操作 銀賞

愛知県 佐藤　知沙子 豊橋市役所 ホームページ 銅賞

愛知県 山本　巧 トヨタループス株式会社 ワード・プロセッサ 銅賞

愛知県 墨　竜我 愛知県立春日井高等特別支援学校 家具 銅賞

愛知県 篠　孝忠 株式会社タマディック 機械ＣＡＤ 金賞

愛知県 玉腰　千夏 株式会社ジェイアール東海ウェル 喫茶サービス 銀賞

愛知県 天野　寛隆 愛知玉野情報システム株式会社 建築ＣＡＤ 銀賞

愛知県 高岡　寛之 株式会社デンソー 西尾製作所 電子機器組立 銀賞

愛知県 番　亮介 ＭＸモバイリング株式会社 東海支店 表計算 銅賞

愛知県 後藤　皓誉 愛知県立春日井高等特別支援学校 木工 銀賞

愛知県 鈴木　万尋 愛知県立名古屋聾学校 洋裁 銅賞

三重県 宮本　玲奈 株式会社デンソー　大安製作所 電子機器組立 銀賞

滋賀県 與那原　大海 滋賀県立長浜北星高等養護学校 木工 銅賞

京都府 楠本　あやの 京都市立鳴滝総合支援学校 ビルクリーニング 銀賞

大阪府 藤原　孝謙 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション パソコンデータ入力 銅賞

大阪府 松田　竜児 一般社団法人　交野新聞社 パソコン操作 銅賞

大阪府 河合　景太 株式会社ニッセイ・ニュークリエーション ワード・プロセッサ 金賞

大阪府 中本　高史 パナソニック交野株式会社 電子機器組立 努力賞

兵庫県 冨士原　美朋 ITキャリア加古川 ワード・プロセッサ 銅賞

和歌山県 山下　優香 公立学校共済組合和歌山宿泊所　ホテルアバローム紀の国 喫茶サービス 努力賞

岡山県 細尾　希良々 岡山県立岡山瀬戸高等支援学校 喫茶サービス 銅賞

第３８回全国障害者技能競技大会入賞者一覧（都道府県別）

　　　(注)「所属」は参加選手として決定した時点のものである（本人が申し出ている場合を除く）。



別紙３

都道府県名 氏名 所属 参加種目 賞

広島県 金子　理沙 株式会社広島情報シンフォニー ホームページ 金賞

山口県 岡本　貴志 社会福祉法人山家連福祉事業会　夢かれん　はぁと作業所 パソコンデータ入力 金賞

山口県 角　晃一郎 株式会社大坪義肢製作所 義肢 銀賞

山口県 伊藤　淳平 社会福祉法人南風荘　セルプ南風 喫茶サービス 金賞

香川県 藤澤　一代 身体障害者福祉センター　コスモス園　 フラワーアレンジメント 銀賞

高知県 岡野　智子 四国管財株式会社 ビルクリーニング 努力賞

福岡県 矢野　明雄 化成フロンティアサービス株式会社 データベース 金賞

佐賀県 松永　将一 佐賀県立うれしの特別支援学校 ビルクリーニング 銅賞

長崎県 赤川　亮輔 長崎県立ろう学校 家具 努力賞

熊本県 北里　唯誠 NPO法人　栞 製品パッキング 銅賞

熊本県 前田　章江 社会福祉法人菊陽会　熊本菊陽学園 縫製 銅賞

熊本県 宮﨑　裕史 社会福祉法人アバンセ　多機能型事業所カサ・チコ 木工 銀賞

大分県 高橋　夏姫 社会福祉法人博愛会　博愛会地域総合支援センター 喫茶サービス 銅賞

鹿児島県 渡邊　龍輝 鹿児島県立鹿児島聾学校 家具 金賞

鹿児島県 龍　勝馬 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 義肢 努力賞

鹿児島県 深見　尚生 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 木工 金賞

沖縄県 又吉　李美 障がい者ＩＴサポートおきなわ ＤＴＰ 努力賞

沖縄県 玉代勢　裕太 全保連株式会社 パソコンデータ入力 銀賞

沖縄県 佐久川　大輔 株式会社国際ビル産業 ビルクリーニング 銅賞

沖縄県 太田　守紀 沖縄県立中部農林高等支援学校 フラワーアレンジメント 金賞

沖縄県 山口　未鈴 沖縄県立中部農林高等支援学校 フラワーアレンジメント 銀賞

沖縄県 平安　裕貴 有限会社砂田義肢製作所 義肢 銅賞

沖縄県 照屋　日路奈 株式会社アソシア 喫茶サービス 銅賞

沖縄県 知念　靖 有限会社創建設計事務所 建築ＣＡＤ 金賞

沖縄県 宮里　政也 全保連株式会社 表計算 努力賞

　　　(注)「所属」は参加選手として決定した時点のものである（本人が申し出ている場合を除く）。


