
 

機械組立て (1) 

金賞（第１位）受賞！ 
 

34. 丹下 達也 さん 

パナソニック(株)生産技術本部 

銀賞（第２位）受賞！ 
 

30. 森 景志 さん 

 (株)クボタ 枚方製造所 

1 

2 

32. 金村 照輝 さん 29. 鶴 翔太 さん 



機械組立て (2) 

敢闘賞 受賞！ 
 

33. 小峰 絢也 さん 

パナソニック(株)生産技術本部 

敢闘賞 受賞！ 

 

27. 川口 巧汰 さん 

(株)クボタ 堺製造所 

敢闘 

敢闘 

28. 山本 航平 さん 31. 森 広次朗 さん 



 メカトロニクス 

日本料理  

39. 丹羽 亮太 さん ／ 新田 悠斗 さん 

40. 池田 陽仁 さん ／ 千野 秀晃 さん  

41. 今隈 立人 さん ／ 高津 太尊 さん  

50. 廣津 章汰 さん 

51. 内田 翔 さん 



 

造 園 

銀賞（第２位）受賞！ 
 

21. 石坂 暢琢 さん 

株式会社髙橋造園土木 

21. 服部 拓哉 さん 

株式会社髙橋造園土木 

敢闘賞 受賞！ 
 

20. 竹原 諒 さん 

大阪府立園芸高等学校 

20. 河合 弘明 さん 

京都教育大学 

敢闘 

敢闘 

2 

2 



 

フラワー装飾  

フライス盤  

44. 藤本 千夏 さん 43. 中川 瑠禾 さん 

47. 山口 翔貴 さん 

46. 松本 浩孝さん 

45. 井田 一優 さん 



美 容 (1) 

金賞（第１位）受賞！ 
 

37. 川村 桂矢 さん 

(学)グラムール学院 グラムール美容専門学校 

銀賞（第２位）受賞！ 
 

40. 春木 淳也 さん 

(学)グラムール学院 グラムール美容専門学校 

銅賞（第３位）受賞！ 
 

36. 五十嵐 拓将 さん 

(学)グラムール学院 グラムール美容専門学校 

2 

1 

3 



電 工 

美 容 (2) 

敢闘賞 受賞！ 
 

38. 小堀 誠治 さん 

(学)グラムール学院 グラムール美容専門学校 

敢闘賞 受賞！ 
 

41. 藤井 莉乃 さん 

(学)グラムール学院 グラムール美容専門学校 

敢闘賞 受賞！ 
 

27. 渡辺  赳史 さん 

(株)きんでん 大阪支社 

敢闘 

敢闘 

敢闘 

39. 佐藤 真帆 さん 



自動車板金 

貴金属装身具 銅賞（第３位） 受賞！ 
 

12. 米田 美咲 さん 
(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 

敢闘賞 受賞！ 
 

11. 小原 沙耶香 さん 
(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 

敢闘 

3 

10. 大橋 香奈 さん 

19. 福本 雄大 さん 

18. 江口 夏希 さん 



情報ネットワーク施工 

銀賞（第２位） 受賞！ 
 

20. 永渕 啓一郎 さん 

(株)きんでん 大阪支社 

敢闘賞 受賞！ 
 

21. 廣庭 拓海 さん 

 (株)きんでん 大阪支社 

 

2 

敢闘 

敢闘賞 受賞！ 
 

22. 西山 諄 さん 

(株)ミライト・テクノロジーズ 

敢闘 

23. 松井 流星 さん 



旋 盤 

41. 上村 僚 さん 

44. 美馬 嵩也 さん 

42. 鳥坂 凌 さん 

45. 能登 康輔 さん 

43. 山川 景太 さん 



 

配 管 
45. 富永 龍佑 さん 

精密機器組立て 

18. 黒田 真也 さん 17. 當木 孝幸 さん 

大阪府選手団として 

出場された 49 名の選手の皆さん 

それぞれの職種でよく善戦されました。 
 

 

入賞された 19 名の皆さん 

本当におめでとうございます。 

大阪府職業能力開発協会 


