
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

ネイル施術

写真撮影

パソコン組立

パソコン操作

パソコンデータ入力

縫製

木工

熊本県

該当なし

該当なし

三津橋　幸勇 和田精密歯研株式会社　札幌センター 北海道

佐藤　翔悟 株式会社日立パワーソリューションズ 茨城県

中山　太郎 株式会社ソリッド・ネット

伊藤　まどか 株式会社JR西日本あいウィル 広島県

第４０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

伊藤　俊貴

該当なし

愛知県立名古屋聾学校 愛知県

木村　信隆 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 千葉県

島田　美穂 株式会社デンソー　大安製作所 三重県

伊敷　学 ソニービジネスオペレーションズﾞ株式会社 沖縄県

本田　駿斗 和光産業株式会社 神奈川県

該当なし

加藤　みなみ

(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）。

地下　優輝 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 鹿児島県

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 山形県

服部コーヒーフーズ株式会社 宮城県

狩野　大介 株式会社シンフォニア東武　押上事業所 東京都

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

山崎　　泰 セコム工業株式会社 宮城県

小島　未来 トヨタループス株式会社 愛知県

該当なし



別紙２

　　　　　(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

技能競技種目

ようさい ふじさわ　ゆうじん しゅとう　えつこ

藤澤　勇慈 首藤　悦子

ようさい おばま　のぞみ

小濵　望

 か　ぐ いとう　としき しろま　はな

伊藤　俊貴 城間　羽夏

いとう　まどか みやざき　なつみ おおほり　ひろと おびなた　たかあき

伊藤　まどか 宮﨑　菜摘 大堀　寛人 大日方　貴昭

たかはし　たくや

髙橋　卓哉

きかい きむら　のぶたか うえむら あきら つなざわ　しんたろう

木村　信隆 植村 晃 綱澤　槙太郎

けんちく さとう　こうたろう

佐藤　康太郎

けんちく あまの　ひろたか

天野　寛隆

でんしききくみたて しまだ　みほ なすかわ　よう まえだ　よしゆき なかもと　たかし

島田　美穂 那須川　耀 前田　吉之 中本　高史

 ぎ　し おざわ　ゆういち

小澤　悠一

  し  か  ぎこう みつはし　ゆきお

三津橋　幸勇

金賞 銀賞 銅賞 努力賞

東京都 大分県

第４０回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

洋裁

公益社団法人全日本洋裁技能協会 一般社団法人服は着る薬

愛知県立名古屋聾学校 愛知県立名古屋聾学校

広島県 大阪府 東京都 長野県

三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 新東工業株式会社 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター

東京都

株式会社中礼義肢製作所　姶良工場

建築ＣＡＤ

東京セキスイハイム株式会社

北海道

鹿児島県
洋裁

有限会社Ａ・デンタル・ラボ

愛知県 愛知県
家具

ＤＴＰ

株式会社JR西日本あいウィル 株式会社ウイルハーツ 株式会社旭化成アビリティ 社会福祉法人ながのコロニー

千葉県 愛知県 岡山県
機械ＣＡＤ

山口県
ＤＴＰ

社会福祉法人山口県コロニー協会

歯科技工

和田精密歯研株式会社　札幌センター

建築ＣＡＤ

愛知玉野情報システム株式会社

大阪府
電子機器組立

株式会社デンソー　大安製作所 株式会社デンソー　高棚製作所 アマノ株式会社 パナソニック交野株式会社

愛知県 神奈川県

愛知県

鹿児島県
義肢

三重県



別紙２

　　　　　(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

技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

第４０回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

さとう　しょうご やまもと　たくみ まえかわ　さとし もりしま　あきふみ

佐藤　翔悟 山本　巧 前川　哲志 森島　章文

あんたつ　めい

安達　芽衣

なかやま　たろう こまつ　ともかず おのだ　かつゆき

中山　太郎 小松　智和 小野田　勝之

いしくら　まさふみ

石倉　正史

さいとう　あつし さくらい　としあき

斉藤　敦 櫻井　利彰

さとう　ちさこ

佐藤　知沙子

ふじさわ　かずよ かねまつ　りえ

藤澤　一代 兼松　利江

いしき　まなぶ たなか　たくや

伊敷　学 田中　卓也

ほんだ　はやと こじま　のぞみ たむら　ゆきえ ふじはら　たくみ

本田　駿斗 小島　希望 田村　由紀枝 藤原　拓巳

たにぐち　ゆうま あらや　ちひろ

谷口　湧真 新谷　ちひろ

しもうち　じゅにや にしやま　えりか

下内  寿也 西山　恵李香

ワード・プロセッサ

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 信州ビバレッジ株式会社

茨城県 愛知県 長野県 静岡県

香川県 静岡県

化成フロンティアサービス株式会社

熊本県 東京都 愛知県

ワード・プロセッサ

なんとチャレンジド株式会社

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 株式会社アイエスエフネットジョイ　ジョイワークセンター浜松事業所

データベース

愛知県

福岡県

埼玉県 宮城県
ホームページ

神奈川県 埼玉県 栃木県 島根県
ビルクリーニング

和光産業株式会社 アイル・コーポレーション株式会社 栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園 株式会社島根東亜建物管理

ホームページ

豊橋市役所

トランスコスモス株式会社 一般社団法人COM'S

データベース

株式会社ソリッド・ネット ジョブサポートパワー株式会社 トヨタループス株式会社

奈良県

コンピュータプログラミング

ソニービジネスオペレーションズﾞ株式会社 ディー・ティー・ファインエレクトロニクス株式会社

沖縄県 神奈川県

東京都 愛知県
ビルクリーニング

太平ビルサービス株式会社　東京支店 コニックス株式会社

京都府 大阪府
ビルクリーニング

京都府立丹波支援学校 株式会社エルアイ武田



別紙２

　　　　　(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

技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

第４０回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

せいひん やまざき　ゆたか よしい　ひでかず

山崎　　泰 吉井　秀一

 きっさ かとう　みなみ さかた　しゅんすけ ほそい　ひな はちやく　あゆみ

加藤　みなみ 坂田　舜介 細井　日菜 八役　あゆみ

 きっさ やました　ゆうか

山下　優香

かのう　だいすけ すずき　まりこ うみの　ひろき おおごだ　ゆうき

狩野　大介 鈴木　真里子 海野　弘樹 大古田　祐樹

なかむら　ともみ まつうら　しょうたろう

中村　友美 松浦　章太郎

もちづき　ゆうき

望月　勇希

ひょうけいさん てしま　たくみ さくらい　ゆうき

手島　拓身 櫻井　佑樹

ひょうけいさん きのした　ゆうき

木下　勇気

ひょうけいさん はなやま　しょうた

花山　星太

　　　　　　せじゅつ あらやま　みむ いちき　ゆうこ

荒山　美夢 一木　侑子

セコム工業株式会社 サンアクアＴＯＴＯ株式会社

宮城県 福岡県

東京都 神奈川県 茨城県 静岡県

宮城県 長野県 埼玉県 兵庫県

和歌山県

製品パッキング

株式会社日立ハイテクサポート 株式会社バンダイナムコウィル

オフィスアシスタント

株式会社シンフォニア東武　押上事業所 株式会社日立ゆうあんどあい 株式会社日立ゆうあんどあい(大みか)　郵便室 矢崎ビジネスサポート株式会社

東京都 栃木県
表計算

服部コーヒーフーズ株式会社

喫茶サービス

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

長野県長野養護学校高等部朝陽教室 株式会社JALサンライト 株式会社新保哲也アトリエ　西宮ファクトリー

福岡県 愛知県
オフィスアシスタント

株式会社チャレンジド・アソウ トヨタループス株式会社

兵庫県
オフィスアシスタント

株式会社川重ハートフルサービス　KCT事業所

山口県
表計算

有限会社リベルタス興産

愛媛県
表計算

就労移行支援事業所　フェローＩＣＴ

千葉県 東京都
ネイル施術

エイジスコーポレートサービス株式会社 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社



別紙２

　　　　　(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

技能競技種目 金賞 銀賞 銅賞 努力賞

第４０回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）入賞者

しゃしんさつえい こじま　みき おおつか　ひろや こうの　ひとし なかがき　よしのり

小島　未来 大塚　弘也 河野　仁志 中垣　良則

　　　　　　　　くみたて あかち　かずのり

赤地　和典

　　　　　　　　そうさ はら　まなみ おかざわ　ひろなり こいけ　まさみ

原　真波 岡澤　洋成 小池　正美

　　　　　　　　　　　　　　にゅうりょく わたなべ　ゆうた はやみず　ゆきと しみず　みきお

渡部　雄太 速水　佑樹人 清水　幹生

　　　　　　　　　　　　　　にゅうりょく いけ　こうた

池  耕太

ほうせい いたがき　みほ そのだ　まなみ こむら ゆうだい

板垣　美穂 苑田　愛美 小村　侑大

ほうせい いまはら　つばさ

今原　飛翔

もっこう ぢげ　ゆうき みやざき　ゆうじ わかこない　るい

地下　優輝 宮﨑　裕史 若子内　塁

もっこう みやじま　かずひろ

宮嶋　和宏

もっこう とくおか　はるか

徳岡　遥

東京都 栃木県 山形県
パソコン操作

三井金属スタッフサービス株式会社 国立大学法人筑波技術大学 社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会

東京都 栃木県 長野県
パソコンデータ入力

NSWウィズ株式会社 特定非営利活動法人ひとつの花 社会福祉法人夢工房福祉会　ＬＩＮＫ

縫製

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 社会福祉法人愛火の会　野々島学園 社会福祉法人南高愛隣会　長崎能力開発センター

鹿児島県 熊本県 岩手県
木工

山形県 熊本県 佐賀県

宮崎県
縫製

京都府
パソコンデータ入力

京都市立白河総合支援学校

株式会社旭化成アビリティ

富山県
木工

富山県立富山高等支援学校

国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 社会福祉法人アバンセ　 多機能型事業所カサ・チコ 岩手県立盛岡峰南支援学校

愛知県
木工

愛知県立春日井高等特別支援学校

愛知県 鹿児島県 北海道 愛知県
写真撮影

トヨタループス株式会社 鹿児島県立武岡台養護学校 和田精密歯研株式会社　札幌センター トヨタループス株式会社

千葉県
パソコン組立

地方独立行政法人総合病院　国保旭中央病院



別紙３

　　　(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）。

都道府県名 氏名 所属 参加種目 賞

北海道 河野　仁志 和田精密歯研株式会社　札幌センター 写真撮影 銅賞

北海道 三津橋　幸勇 和田精密歯研株式会社　札幌センター 歯科技工 金賞

岩手県 若子内　塁 岩手県立盛岡峰南支援学校 木工 銅賞

宮城県 櫻井　利彰 一般社団法人COM'S ホームページ 銅賞

宮城県 山崎　　泰 セコム工業株式会社 製品パッキング 金賞

宮城県 加藤　みなみ 服部コーヒーフーズ株式会社 喫茶サービス 金賞

山形県 小池　正美 社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会 パソコン操作 努力賞

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 金賞

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 金賞

茨城県 海野　弘樹 株式会社日立ゆうあんどあい(大みか)　郵便室 オフィスアシスタント 銅賞

栃木県 岡澤　洋成 国立大学法人筑波技術大学 パソコン操作 銅賞

栃木県 櫻井　佑樹 株式会社バンダイナムコウィル 表計算 銅賞

栃木県 田村　由紀枝 栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園 ビルクリーニング 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

埼玉県 斉藤　敦 トランスコスモス株式会社 ホームページ 銀賞

埼玉県 小島　希望 アイル・コーポレーション株式会社 ビルクリーニング 銀賞

埼玉県 細井　日菜 株式会社JALサンライト 喫茶サービス 銅賞

千葉県 木村　信隆 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社 機械ＣＡＤ 金賞

千葉県 荒山　美夢 エイジスコーポレートサービス株式会社 ネイル施術 銀賞

千葉県 赤地　和典 地方独立行政法人総合病院　国保旭中央病院 パソコン組立 銀賞

東京都 藤澤　勇慈 公益社団法人全日本洋裁技能協会 洋裁 銀賞

東京都 大堀　寛人 株式会社旭化成アビリティ ＤＴＰ 銅賞

東京都 佐藤　康太郎 東京セキスイハイム株式会社 建築ＣＡＤ 銅賞

東京都 小松　智和 ジョブサポートパワー株式会社 データベース 銀賞

東京都 谷口　湧真 太平ビルサービス株式会社　東京支店 ビルクリーニング 銀賞

東京都 狩野　大介 株式会社シンフォニア東武　押上事業所 オフィスアシスタント 金賞

東京都 手島　拓身 株式会社日立ハイテクサポート 表計算 銀賞

東京都 一木　侑子 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 ネイル施術 銅賞

東京都 原　真波 三井金属スタッフサービス株式会社 パソコン操作 銀賞

東京都 渡部　雄太 NSWウィズ株式会社 パソコンデータ入力 銀賞

神奈川県 前田　吉之 アマノ株式会社 電子機器組立 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 銀賞

神奈川県 本田　駿斗 和光産業株式会社 ビルクリーニング 金賞

神奈川県 鈴木　真里子 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

富山県 宮嶋　和宏 富山県立富山高等支援学校 木工 銅賞

長野県 大日方　貴昭 社会福祉法人ながのコロニー ＤＴＰ 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 銅賞

長野県 坂田　舜介 長野県長野養護学校高等部朝陽教室 喫茶サービス 銀賞

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 努力賞

静岡県 森島　章文 ワード・プロセッサ 努力賞

静岡県 兼松　利江 株式会社アイエスエフネットジョイ　ジョイワークセンター浜松事業所 フラワーアレンジメント 銅賞

静岡県 大古田　祐樹 矢崎ビジネスサポート株式会社 オフィスアシスタント 努力賞

愛知県 伊藤　俊貴 愛知県立名古屋聾学校 家具 金賞

愛知県 城間　羽夏 愛知県立名古屋聾学校 家具 努力賞

愛知県 植村 晃 新東工業株式会社 機械ＣＡＤ 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 銅賞

愛知県 那須川　耀 株式会社デンソー　高棚製作所 電子機器組立 銀賞

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 銀賞

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 銅賞

愛知県 佐藤　知沙子 豊橋市役所 ホームページ 銀賞

愛知県 新谷　ちひろ コニックス株式会社 ビルクリーニング 銅賞

愛知県 松浦　章太郎 トヨタループス株式会社 オフィスアシスタント 銅賞

愛知県 小島　未来 トヨタループス株式会社 写真撮影 金賞

愛知県 中垣　良則 トヨタループス株式会社 写真撮影 努力賞

愛知県 徳岡　遥 愛知県立春日井高等特別支援学校 木工 銅賞

三重県 島田　美穂 株式会社デンソー　大安製作所 電子機器組立 金賞

京都府 下内  寿也 京都府立丹波支援学校 ビルクリーニング 銀賞

京都府 池  耕太 京都市立白河総合支援学校 パソコンデータ入力 銅賞

大阪府 宮﨑　菜摘 株式会社ウイルハーツ ＤＴＰ 銀賞

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

大阪府 西山　恵李香 株式会社エルアイ武田 ビルクリーニング 銅賞

兵庫県 望月　勇希 株式会社川重ハートフルサービス　KCT事業所 オフィスアシスタント 銅賞

兵庫県 八役　あゆみ 株式会社新保哲也アトリエ　西宮ファクトリー 喫茶サービス 努力賞

奈良県 安達　芽衣 なんとチャレンジド株式会社 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 銅賞

島根県 藤原　拓巳 株式会社島根東亜建物管理 ビルクリーニング 努力賞

岡山県 綱澤　槙太郎 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター 機械ＣＡＤ 銅賞

広島県 伊藤　まどか 株式会社JR西日本あいウィル ＤＴＰ 金賞

山口県 髙橋　卓哉 社会福祉法人山口県コロニー協会 ＤＴＰ 銅賞

山口県 木下　勇気 有限会社リベルタス興産 表計算 銅賞

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

愛媛県 花山　星太 就労移行支援事業所　フェローＩＣＴ 表計算 銅賞

福岡県 石倉　正史 化成フロンティアサービス株式会社 データベース 銅賞

福岡県 中村　友美 株式会社チャレンジド・アソウ オフィスアシスタント 銀賞

福岡県 吉井　秀一 サンアクアＴＯＴＯ株式会社 製品パッキング 銅賞

佐賀県 小村　侑大 社会福祉法人南高愛隣会　長崎能力開発センター 縫製 銅賞

熊本県 中山　太郎 株式会社ソリッド・ネット データベース 金賞

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

熊本県 苑田　愛美 社会福祉法人愛火の会　野々島学園 縫製 銀賞

大分県 首藤　悦子 一般社団法人服は着る薬 洋裁 銅賞

宮崎県 今原　飛翔 株式会社旭化成アビリティ 縫製 銅賞

鹿児島県 小濵　望 有限会社Ａ・デンタル・ラボ 洋裁 銅賞

鹿児島県 小澤　悠一 株式会社中礼義肢製作所　姶良工場 義肢 銅賞

鹿児島県 大塚　弘也 鹿児島県立武岡台養護学校 写真撮影 銀賞

鹿児島県 地下　優輝 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 木工 金賞

沖縄県 伊敷　学 ソニービジネスオペレーションズﾞ株式会社 コンピュータプログラミング 金賞

第４０回全国障害者技能競技大会入賞者一覧（都道府県別）
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