
01 ポリメカニクス         

山岸 太一（やまぎし たいち） 

(1) 1993年  

(2) 新潟県十日町 

(3) 日立オートモティブシステムズ㈱ 

(4) 多大なご支援とご声援をいただいているの 

  で、自分のため、そして、みなさんへの恩 

  返しできるよう金メダルを目指します。 

Polymechanics/Automation 
 

02 情報ネットワーク施工         

島瀬 竜次（しませ りゅうじ） 

(1) 1992年  

(2) 埼玉県八潮市 

(3) ㈱きんでん 人材開発部 

(4) 落ちついて自分の作業をし、金メダルを 

  持って帰りたいです。 

Information Network Cabling 

 

03 製造チームチャレンジ         

小原 基央（おばら もとひさ） 

(1) 1990年 

(2) 愛知県岡崎市 

(3) ㈱デンソー 

(4) 世界一の製品をつくって、圧倒的大差で勝 

  ちます！ 

Manufacturing Team Challenge 

 
03 製造チームチャレンジ         

沓名 佑太（くつな ゆうた） 

(1) 1992年 

(2) 愛知県名古屋市 

(3) ㈱デンソー 

(4) 日本代表として、チーム一丸となって頑張 

  ります。 

Manufacturing Team Challenge 

 

03 製造チームチャレンジ         

中島 陽平（なかしま ようへい） 

(1) 1991年 

(2) 愛知県尾張旭市 

(3) ㈱デンソー 

(4) ダントツ製品造りに徹して、金メダルを奪 

  還する。 

Manufacturing Team Challenge 

 

04 メカトロニクス         

立野 瑞樹（たつの みずき） 

(1) 1992年 

(2) 岩手県奥州市  

(3) 日産自動車㈱ 

(4) チームなので2人力を合わせて金賞を獲り 

  ます！ 

Mechatronics 

 

04 メカトロニクス         

和田 大樹（わだ だいき） 

(1) 1991年 

(2) 鹿児島県南九州市  

(3) 日産自動車㈱ 

(4) 金メダルを獲る 

Mechatronics 

 

05 機械製図CAD         

安部 翔伍（あべ しょうご） 

(1) 1993年 

(2) 大分県大分市 

(3) 日産自動車㈱ 

(4) 出場するからには金賞獲得。 

Mechanical Engineering Design – CAD 

06 CNC旋盤         

酒井 瑠太（さかい りゅうた） 

(1) 199３年 

(2) 茨城県北茨城市 

(3) ㈱日立ハイテクノロジーズ 

(4) 世界一。      

CNC Turning 

 

07 CNCフライス盤         

武田 景介（たけだ けいすけ)） 

(1) 199４年 

(2) 茨城県ひたちなか市 

(3) ㈱日立ハイテクノロジーズ 

(4) 感謝の思いを胸に、世界一という結果で恩 

  返しする。 

CNC Milling 

 



08 石工         

水村 仰（みずむら あおぐ） 

(1) 1994年 

(2) 香川県さぬき市 

(3) ㈲岡本石材 

(4) 練習してきた量が結果につながると思うの 

  で、納得するまで練習して大会に臨みたい 

  と思います。 

Architectural  Stonemasonry 10 溶接         

小山 巧（こやま たくみ） 

(1) 1993年 

(2) 愛知県岡崎市 

(3) ㈱豊田自動織機 

(4) 弊社の過去の成績が最高で銅メダルなので、 

  必ず金メダルを獲りたいと思います。  

Welding 

11 印刷         

堀 洸太（ほり こうた） 

(1) 1993年 

(2) 北海道岩見沢市 

(3) ㈱トッパンコミュニケーションプロダクツ 

  札幌工場 

(4) メダルを目指していくのはもちろんだが、 

  大会を後悔なく、楽しみながら頑張ってい 

  きたいと思う。 

Print  Media  Technology 13 自動車板金         

清水 拓摩（しみず たくま） 

(1) 1993年 

(2) 岐阜県大垣市 

(3) トヨタ自動車㈱ 

(4) 日本代表であるという想いを強く持ち、大 

  会3連覇を狙います。 

Autobody Repair 

15 配管         

清水 龍二（しみず りゅうじ） 

(1) 1993年 

(2) 新潟県新潟市 

(3) ㈱千代田設備 

(4) 精一杯がんばります！！ 

Plumbing and Heating 16 電子機器組立て         

今多 和歩（いまだ かずほ） 

(1) 1995年 

(2) 北海道札幌市  

(3) トヨタ自動車㈱ 

(4) 初の海外なので不安も多いですが、どんな 
  課題もこなせる対応力を身につけ、後輩に 
  語り継がれるような結果を残します。 

Electronics 

17 ウェブデザイン         

大畑 僚樹（おおはた りょうじゅ） 

(1) 1995年 

(2) 宮城県名取市 

(3) ㈻電子学園 日本電子専門学校 

(4) 自らのコーディング技術を世界で発揮する、 

  活躍により支えてくれている人に恩返しを 

  する。 

Web Design 18 電工         

瀬戸 一輝（せと かずき） 

(1) 1993年 

(2) 長崎県長崎市 

(3) ㈱九電工 

(4) ドイツ大会で電工職種は優勝しているので 

  、2連覇できるよう頑張りたい。 

Electrical Installations 

19 工場電気設備         

髙山 郁彦（たかやま ふみひこ） 

(1) 1994年 

(2) 静岡県浜松市 

(3) 浜名湖電装㈱ 

(4) 納得のいく作品を作り、金賞を取りたい。 

Industrial Control ２1 左官         

堀 良成（ほり りょうせい） 

(1) 1993年 

(2) 新潟県新潟市 

(3) ㈲堀工業 

(4) 金メダルを取る。 

Plastering and Drywall Systems 



2３ 移動式ロボット         

伊東 直輝（いとう なおき） 

(1) 1994年 

(2) 北海道千歳市 

(3) ㈱デンソー 

(4) アルバート・ビダル賞を目指します。 

Mobile Robotics 23 移動式ロボット         

長谷川 準（はせがわ じゅん） 

(1) 1994年 

(2) 静岡県浜松市 

(3) ㈱デンソー 

(4) 全力で訓練し、絶対に金メダルを獲得しま 

  す。 

Mobile Robotics 

2４ 家具         

大谷 周平（おおたに しゅうへい） 

(1) 1994年 

(2) 北海道旭川市  

(3) ㈱プレステージジャパン 

(4) 楽しむことを忘れず、自分の出せる力を出 

  しきって、悔いを残さぬよう大会に挑みた 

  いです。 

Cabinetmaking 2５ 建具         

中山 千明（なかやま ちあき） 

(1) 1994年 

(2) 北海道網走郡 

(3) ㈱カンディハウス 

(4) 負けん。 

Joinery 

2６ 建築大工         

若林 信（わかばやし しん） 

(1) 1993年 

(2) 山形県東村山郡  

(3) ㈱大沼建築 

(4) 応援して下さった方々への感謝の気持ちを 

  忘れず、自分の納得のいく作品を完成させ 

  られるように努力していきたい。 

Carpentry 2７ 貴金属装身具         

白川 沙杜美（しらかわ さとみ） 

(1) 1993年 

(2) 山口県下関市 

(3) ㈲ジュエリークラフト シュドウ 

(4) 日本で2人目の金メダリストになる。 

Jewellery 

2８ フラワー装飾         

栁井 怜子（やない れいこ） 

(1) 1993年 

(2) 埼玉県久喜市 

(3) ㈻伊東学園 テクノ･ホルティ園芸専門学校 

(4) 金メダルを目指して取り組みます。 

Floristry 2９ 美容／理容        

森 海（もり かい） 

(1) 1993年 

(2) 岐阜県郡上市 

(3) ㈱にしはら 

(4) 誰よりも練習して、必ず金をとります。 

Hairdressing 

３０ ビューティーセラピー        

三谷 麗奈（みたに れな） 

(1) 1994年 

(2) 神奈川県横浜市 

(3) (一社)日本エステティック協会 

(4) 日本代表という自覚を持ち、メダルをめざ 
   して、全力で頑張りたいです。 

Beauty Therapy 3１ 洋裁         

馬場 悠菜（ばば ゆうな） 

(1) 1994年 

(2) 埼玉県三郷市 

(3) ㈱プラス･ワン 

(4) 高い縫製技術を生かした、日本ならではの 

  製品を作成出来るように頑張りたいです。 

Fashion Technology 



(1) 1994年 

(2) 宮崎県都城市 

(3) ㈱宮崎観光ホテル 

(4) 今まで支えてきてくれた先輩、上司、友人、 

  家族すべての方々に恩返しができるように 

  する。一生に一度のこのチャンスは無駄に 

  しない！ 

3２ 洋菓子製造         

伊藤 美緒（いとう みお） 

(1) 1994年 

(2) 三重県志摩市 

(3) ㈻中西学園 名古屋製菓専門学校 

(4) 周りの方々への感謝の気持ちを忘れず頑張 

  りたいです。 

Pâtisserie and Confectionery 3３ 自動車工         

松本 紳太郎（まつもと しんたろう） 

(1) 1995年 

(2) 福岡県大川市 

(3) 日産自動車㈱ 

(4) 先輩の成績に負けないように、良い点数で 

  金賞を目指していきます。  

Automobile Technology 

3４ 西洋料理         

榊田 柊太（さかきだ しゅうた） 

(1) 1994年 

(2) 長崎県長崎市 

(3) ニュー長崎ビルディング㈱ 

  ホテルニュー長崎 

(4) 出場するからには全力でがんばります。 

Cooking 3５ レストランサービス         

柳橋 杏奈（やなぎばし あんな） 

Restaurant Service 

3６ 車体塗装         

野村 竜平（のむら りゅうへい） 

(1) 1995年 

(2) 愛知県岡崎市 

(3) トヨタ自動車㈱ 

(4) 国際大会は何が起こるか分からなくて応用 

  力が必要なので、訓練では色々なことに 

  チャレンジしていきたいです。一生に一度 

  のこのチャンスは無駄にしない！ 

Car Painting 3７ 造園         

石見 康文（いわみ やすふみ） 

(1) 1994年 

(2) 奈良県天理市 

(3) ㈱近江庭園 

(4) 精一杯頑張って楽しみたいです。 

Landscape Gardening 

37 造園         

神藤 司（しんどう つかさ） 

(1) 1995年 

(2) 奈良県奈良市 

(3) ㈱近江庭園 

(4) 悔いの残らないように楽しんでやりたい。 

Landscape Gardening 3８ 冷凍空調技術         

山口 智也（やまぐち ともや） 

(1) 1994年 

(2) 静岡県静岡市 

(3) 日立アプライアンス㈱ 清水事業所 

(4) 銀メダル以上を必ずとる。 

Refrigeration and Air Conditioning 

3９ ITネットワークシステム管理        

伊藤 直輝（いとう なおき） 

(1) 1993年 

(2) 愛知県瀬戸市 

(3) トヨタ自動車㈱ 

(4) 日々の訓練で確実に力を付け、国際三連覇 

  を達成する。また、未だ果たせていない日 

  本単独での金メダルを獲りに行きます。 

４０ グラフィックデザイン         

稲継 真子（いなつぐ まこ） 

(1) 1994年 

(2) 兵庫県小野市 

(3) ㈱佐藤印刷所 

(4) 楽しみながら、自分の力を出し切る。 

IT Network  

Systems Administration Graphic Design Technology 



4２ 構造物鉄工        

安田 将貴（やすだ しょうき） 

(1) 1994年 

(2) 熊本県玉名市 

(3) ㈱豊田自動織機 

(4) やるからには金メダル目指して楽しんでや 

  ります。 

Construction Metal Work 4３ プラスティック金型         

池上 惣一朗（いけがみ そういちろう） 

(1) 1993年 

(2) 福岡県三潴郡 

(3) ㈱デンソー 

(4) 楽しんでやりきります。 

Plastic Die Engineering 

4５ 試作モデル製作         

青島 瞭（あおしま りょう） 

(1) 1993年 

(2) 長崎県南島原市 

(3) トヨタ自動車㈱ 

(4) 日々の訓練で勝つためのスキルを身に付け、 

  大会では支えて下さる方々に金メダルとい 

  う形で恩返しができるよう全力で頑張りま 

  す。 

Prototype  Modelling 

藤島 孝典（ふじしま たかのり） 

(1) 1994年 

(2) 広島県広島市 

(3) マツダ㈱ 

(4) 訓練で培った技能・技術を出し切り、悔い 

  の残らない課題を作り、金メダルを持って 

  帰りたいと思います。 

Sheet Metal Technology 

(1)誕生年 (2)出身地 (3)所属 (4)大会に向けての抱負 

D３ 産業機械組立て         

岸川 僚佑（きしかわ りょうすけ） 

(1) 1995年 

(2) 愛知県刈谷市 

(3) ㈱デンソー 

(4) 全力でやりきる！他の機械組立ての選手や 

  指導員の方々への感謝を忘れず、訓練・競 

  技をしていきます。 

Industrial Mechanics Millwright 

4６ 曲げ板金        
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