
令和３年６月２２日 

各 位 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

大阪支部 高齢・障害者業務課 

（アビリンピック事務局） 

 

令和３年度大阪障害者技能競技大会（アビリンピックおおさか２０２１） 

６月実施分競技の結果等について 

 

 先般実施いたしました標記大会の競技結果について、下記のとおり発表します。 

各選手には、申込み時の指定連絡先に同結果について通知します。７月３日（土）に開催する表彰式にお

いて表彰を行いますので、通知に同封する表彰式参加希望の有無について 6 月 25日（金）までに、アビリ

ンピック事務局までお知らせください。参加されない方には表彰状を郵送するため、参加希望の有無にかか

わらず、必ず期日までに報告いただきますようお願いいたします。 

なお、大阪府知事賞（金賞）を受賞された方は、同年１２月に東京で実施する第４１回全国障害者技能競

技大会参加選手として推薦しますので、ご承知おきください。 

 

記 

 

１．参加選手数について  

競技種目 当日参加選手数 参加決定選手数 

パソコン操作 4 名 4 名 

DTP 5 名 7 名 

ホームページ 3 名 3 名 

製品パッキング 6 名 11 名 

販売・物流アシスト 12 名 12 名 

喫茶サービス 21 名 23 名 

表計算 14 名 21 名 

 

２．競技結果について 

  別紙のとおり 

 

３．その他 

  大会当日にマスコミ取材が入りましたが、放映日等について、下記のとおりご案内します。 

  報道番組：朝日放送「キャスト」（参考URL https://www.asahi.co.jp/cast/） 

放送時間：6 月 24日（木）15：45～17：00 のうち 10分以内（予定） 

https://www.asahi.co.jp/cast/


【別紙】

令和3年6月22日

ゼッケン
番号

参加競技 入賞（1～3位）
受賞結果

（優秀賞／努力賞）

1 パソコン操作（6月19日実施） 大阪府知事賞（金賞） 優秀賞

2 パソコン操作（6月19日実施） 摂津市長賞（銀賞） 優秀賞

3 パソコン操作（6月19日実施） 大阪支部長賞（銅賞） 努力賞

4 パソコン操作（6月19日実施） 努力賞

6 ＤＴＰ（6月19日実施） 大阪支部長賞（銅賞） 優秀賞

7 ＤＴＰ（6月19日実施） 大阪府知事賞（金賞） 優秀賞

9 ＤＴＰ（6月19日実施） 努力賞

10 ＤＴＰ（6月19日実施） 優秀賞

11 ＤＴＰ（6月19日実施） 摂津市長賞（銀賞） 優秀賞

12 ホームページ（6月19日実施） 大阪府知事賞（金賞） 優秀賞

13 ホームページ（6月19日実施） 大阪支部長賞（銅賞） 努力賞

14 ホームページ（6月19日実施） 摂津市長賞（銀賞） 優秀賞

15 製品パッキング（6月19日実施） 大阪支部長賞（銅賞） 努力賞

16 製品パッキング（6月19日実施） 摂津市長賞（銀賞） 優秀賞

17 製品パッキング（6月19日実施） 努力賞

23 製品パッキング（6月19日実施） 努力賞

24 製品パッキング（6月19日実施） 努力賞

25 製品パッキング（6月19日実施） 大阪府知事賞（金賞） 優秀賞

26 販売・物流アシスト（6月19日実施） 大阪府知事賞（金賞） 優秀賞

27 販売・物流アシスト（6月19日実施） 努力賞

28 販売・物流アシスト（6月19日実施） 大阪支部長賞（銅賞） 優秀賞

29 販売・物流アシスト（6月19日実施） 努力賞

30 販売・物流アシスト（6月19日実施） 摂津市長賞（銀賞） 優秀賞

31 販売・物流アシスト（6月19日実施） 優秀賞

32 販売・物流アシスト（6月19日実施） 優秀賞

33 販売・物流アシスト（6月19日実施） 努力賞

34 販売・物流アシスト（6月19日実施） 努力賞

35 販売・物流アシスト（6月19日実施） 優秀賞

36 販売・物流アシスト（6月19日実施） 努力賞

37 販売・物流アシスト（6月19日実施） 優秀賞

38 喫茶サービス（6月19日実施） 大阪府知事賞（金賞） 優秀賞

39 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

41 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
大阪支部　高齢・障害者業務課
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【別紙】

令和3年6月22日

ゼッケン
番号

参加競技 入賞（1～3位）
受賞結果

（優秀賞／努力賞）
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大阪支部　高齢・障害者業務課

令和３年度大阪障害者技能競技大会（アビリンピックおおさか２０２１）
６月実施分競技の結果について

42 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

43 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

44 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

45 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

46 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

47 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

48 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

49 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

50 喫茶サービス（6月19日実施） 大阪支部長賞（銅賞） 優秀賞

51 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

52 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

53 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

54 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

55 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

56 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

57 喫茶サービス（6月19日実施） 優秀賞

58 喫茶サービス（6月19日実施） 努力賞

60 喫茶サービス（6月19日実施） 摂津市長賞（銀賞） 優秀賞

61 表計算（6月19日実施） 努力賞

65 表計算（6月19日実施） 努力賞

66 表計算（6月19日実施） 努力賞

68 表計算（6月19日実施） 摂津市長賞（銀賞） 優秀賞

69 表計算（6月19日実施） 努力賞

70 表計算（6月19日実施） 大阪府知事賞（金賞） 優秀賞

71 表計算（6月19日実施） 大阪支部長賞（銅賞） 優秀賞

72 表計算（6月19日実施） 優秀賞

73 表計算（6月19日実施） 努力賞

76 表計算（6月19日実施） 努力賞

77 表計算（6月19日実施） 努力賞

78 表計算（6月19日実施） 努力賞

79 表計算（6月19日実施） 努力賞

80 表計算（6月19日実施） 優秀賞


