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　　１０月２１日（金）～１０月２４日（月）に，山形県で開催された第５４回技
　能五輪全国大会に出場した選手６名が，大会結果の報告のため，次のとおり市長
　を表敬訪問する。

　１　日　時　　平成２８年１１月１６日（水）１２：４５～１３：１５
　２　場　所　　秘書課第２応接室
　３　来庁予定者
（第５４回技能五輪全国大会出場選手）６名（左官１名，家具３名，建築大工２名）
　・美浪　佑佐　　氏　（左官職種）　　勤務先　美浪左官工業株式会社
　・安藤　哲平　　氏　（家具職種）　　勤務先　㈱ガージーカームワークス
　・斎藤　れな　　氏　（家具職種）　　勤務先　木と暮らしの工房
　・下條　恭平　　氏　（家具職種）　　勤務先　㈲ワカサ
　・本田　竜也　　氏　（建築大工職種）勤務先　東和建設
　・山崎　　匠　　氏　（建築大工職種）勤務先　㈱ハウジング高橋

（関係者）
　・桑原　義彦　　氏（上川地方技能訓練協会　会長）
　・美浪　利光　　氏（北海道旭川地方技能士会　会長）
　・雇用主他　６名
　（美浪左官工業㈱，㈱ガージーカームワークス，木と暮らしの工房，㈲ワカサ，
　　㈱ハウジング高橋）
　・工藤　隆洋　　氏（上川地方技能訓練協会事務局長）

（市側）
　・西川市長
　・多田経済観光部ものづくり推進担当部長

有 依頼文，第５４回技能五輪全国大会入賞者一覧(抜粋)
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旭川市経済観光部産業振興課

阿部，後藤

０１６６－６５－７０４７

０１６６－６５－７０４８
sangyousinkou@city.asahikawa.hokkaido.jp

平成28年11月16日（水）12時45分から13時15分まで



　　様

経済観光部産業振興課

（６５－７０４７）

　１０月２１日（金）～１０月２４日（月）に，山形県で開催された第５４回技能五輪全国大会

に出場する選手６名が，大会結果の報告のため，次のとおり来庁いたしますので，取材・報道に

つきまして，よろしくお願いいたします。

１　日　時　　平成２８年１１月１６日（水）１２：４５～１３：１５

２　場　所　　秘書課第２応接室

３　来庁予定者

　（第５４回技能五輪全国大会出場選手）６名（左官１名，家具３名，建築大工２名）

　・美浪　佑佐　　氏　（左官職種）　　勤務先　美浪左官工業株式会社

　・安藤　哲平　　氏　（家具職種）　　勤務先　㈱ガージーカームワークス

　・斎藤　れな　　氏　（家具職種）　　勤務先　木と暮らしの工房

　・下條　恭平　　氏　（家具職種）　　勤務先　㈲ワカサ

　・本田　竜也　　氏　（建築大工職種）勤務先　東和建設

　・山崎　　匠　　氏　（建築大工職種）勤務先　㈱ハウジング高橋

　

（関係者）

　・桑原　義彦　　氏（上川地方技能訓練協会　会長）

　・美浪　利光　　氏（北海道旭川地方技能士会　会長）

　・雇用主他　６名

　（美浪左官工業㈱，㈱ガージーカームワークス，木と暮らしの工房，㈲ワカサ，

　　㈱ハウジング高橋）

　・工藤　隆洋　　氏（上川地方技能訓練協会事務局長）

（市側）

　・西川市長

　・多田経済観光部ものづくり推進担当部長

４　添付資料

　　第54回技能五輪全国大会／入賞者一覧抜粋（左官・家具・建築大工）

【担当】旭川市経済観光部産業振興課（担当：阿部，後藤）

　　　　旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチセンター2階

　　　　電話 (0166)0166-65-7047　FAX (0166)0166-65-7048

平 成 28 年 11 月 7 日

第５４回技能五輪全国大会出場者の表敬訪問(結果報告)について

各 報 道 機 関



競技職種名

第５４回技能技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

石 工  浅井　純  愛知県  住友　龍介  香川県 

 阿部　修斗  山形県 

 金子　詢治  愛知県 

左 官  小谷野　貴光  群馬県  藤木　翔希  北海道  田中　健太  埼玉県  大滝　優佑  茨城県 

 小室　和博  東京都  小野　龍幸  宮崎県  村上　竜規  愛知県 

 庄司　晃介  茨城県  野本　竜司  新潟県  加藤　優治  山形県 

家 具  安藤　哲平  北海道  下條　恭平  北海道  田立　達也  岐阜県  齋藤　れな  北海道 

 山口　智大  埼玉県  板垣　伸治  山形県  針生　直樹  埼玉県 

 倉本　拓也  岐阜県  土持　弘聖  宮崎県  松久保　龍生  鹿児島県 

 渡邊　恵子  埼玉県 

 黒沼　裕太  山形県 

 久世　岳  北海道 

建 具  古見　秀嗣  熊本県  青野　俊樹  北海道  清水　楽人  北海道  米川　知希  北海道 

 北海道立北見高等技術専門学院 

 （株）ナスク  （株）中橋建装  北海道立北見高等技術専門学院  新栄木工（株） 

 ものつくり大学 

 （株）天童木工 

 ものつくり大学  （株）天童木工  ものつくり大学 

 飛騨産業（株）  （有）ファーニチャー横山  （有）奥建具製作所 

 （株）根子左  （有）高喜工業  （株）マルシゲ 

 （株）ガージーカームワークス  （有）ワカサ  飛騨産業（株）  木と暮らしの工房 

 （有）小谷野工業  中屋敷左官工業（株）  ものつくり大学  （株）根子左 

 岡建工事（株）  （有）岩佐工業  春工業 

 （有）石のミウラ 

 （株）犬塚石材本店 

 （株）小林秋三郎商店  住友石材 
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ハイライト表示
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ハイライト表示



競技職種名

第５４回技能技能五輪全国大会入賞者

 金賞  銀賞  銅賞  敢闘賞 

建 築 大 工  森脇　康太  埼玉県  手島　脩兵  埼玉県  齋藤　志穏  千葉県  田中　凱  埼玉県 

 内記　徹長  岩手県  斎藤　陸  山形県  藤島　侃士  埼玉県 

 大崎　則治  埼玉県  浅見　拳太  東京都  大橋　力丈  新潟県 

 林　亮太  群馬県 

 髙橋　康広  宮城県 

 成川　弘将  埼玉県 

 加藤　遼  千葉県 

 田村　航平  富山県 

 本多　諒平  埼玉県 

 横野　将大  山形県 

 三浦　桜  山形県 

 起原　玲  千葉県 

貴 金 属 装 身 具  石田　光平  新潟県  高野　美咲  東京都  米田　美咲  大阪府  小原　沙耶香  大阪府 

 門倉　晃大  東京都 

 大窪　芹奈  東京都 

 ニューコーゲイ（株） 

 （有）ＡＲＡＩＹＡ  （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ  （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪  （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 

 （学）水野学園　専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ 

 （株）大沼建築 

 住友林業建築技術専門校 

 ものつくり大学 

 （株）近江建設 

 住友林業建築技術専門校 

 田中工匠 

 城北住建 

 埼玉土建一般労働組合 

 ポラスハウジング協同組合  職業能力開発短期大学校　東京建築カレッジ  （有）諸橋建築 

 前橋建築倶楽部 

 ものつくり大学  ものつくり大学  住友林業建築技術専門校  ポラスハウジング協同組合 

 （有）杢創舎  大富建設（株）  ポラスハウジング協同組合 
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