
（敬称略）
開　催　年 大会回数 競技職種 成　績 氏　　名 所属事業所

1965年(S40) 第３回大会 建　　具 第２位 小川　　猛 黒木建具店

建築大工 第４位 多賀　勝丸 熊友会

1966年(S41) 第４回大会 洋　　服 第４位 赤星　　豊 (合)泉洋服店

1967年(S42) 第５回大会 建　　具 第５位 小川　孝一 (合)黒木建具製作所

1969年(S44) 第７回大会 左　　官 第１位 野村　　豊 上内工業所

1970年(S45) 第８回大会 左　　官 第４位 山下　　剛 上内工業所

左　　官 第５位 山田　雪信 ㈲盧原工業所

1972年(S47) 第10回大会 左　　官 第２位 松山　春任 上内工業㈱

左　　官 第４位 緒方　嘉春 上内工業㈱

1973年(S48) 第11回大会 建築大工 第４位 尾方　洋一 ㈲清田建設

左　　官 第１位 緒方　嘉春 上内工業㈱

左　　官 第２位 岸森　清隆 上内工業㈱

左　　官 第４位 瀧　　安信 ㈲永野工業

1974年(S49) 第12回大会 左　　官 第１位 瀧　　安信 ㈲永野工業

左　　官 第２位 迫川　春雄 ㈲永野工業

左　　官 第３位 清田喜美夫 上内工業㈱

1975年(S50) 第13回大会 左　　官 第２位 成松　徳雄 上内工業㈱

左　　官 第５位 坂崎　晴光 上内工業㈱

1976年(S51) 第14回大会 配　　管 第５位 豊永　和美 九州電気工事㈱牛深営業所

左　　官 第１位 成松　徳雄 上内工業㈱

左　　官 第３位 鶴田　幸一 上内工業㈱

1977年(S52) 第15回大会 配　　管 第３位 豊永　和美 九州電気工事㈱牛深営業所

左　　官 第２位 井上　浩三 ㈲西野工業

左　　官 第３位 川口　達二 上内工業㈱

左　　官 〃 鵜口　誠二 高士工業所

1978年(S53) 第16回大会 配　　管 第３位 岡本　起正 九州電気工事㈱人吉営業所

左　　官 第２位 岡部　六男 上内工業㈱

左　　官 第４位 尾方　　誠 ㈲西野工業

1979年(S54) 第17回大会 左　　官 第１位 岡部　六男 上内工業㈱

左　　官 第２位 尾方　　誠 ㈲西野工業

1981年(S56) 第19回大会 左　　官 第１位 市原　孝昭 上内工業㈱

左　　官 第４位 舟戸　一夫 ㈲高士組

建築大工 第５位 大森　清春 大森工務店

1982年(S57) 第20回大会 左　　官 第２位 吉原　　学 ㈲山根工業所

1983年(S58) 第21回大会 左　　官 第１位 挾士　秀平 上内工業㈱

左　　官 第２位 岡　　　明 上内工業㈱

1984年(S59) 第22回大会 左　　官 第１位 丹波　秀朗 上内工業㈱

1985年(S60) 第23回大会 左　　官 第５位 山内　輝夫 上内工業㈱

1986年(S61) 第24回大会 左　　官 第２位 永木　　繁 上内工業㈱

1990年(H 2) 第28回大会 左　　官 第３位 松見　優治 上内工業㈱

1992年(H 4) 第30回大会 左　　官 第１位 村崎　吉満 上内工業㈱

1997年(H 9) 第35回大会 左　　官 第３位 中村雄一郎 上内工業㈱

1998年(H10) 第36回大会 左　　官 敢闘賞 深山　賢一 熊本職業訓練短期大学校

1999年(H11) 第37回大会 左　　官 第３位 深山　賢一 熊本職業訓練短期大学校

左　　官 敢闘賞 山村　　晃 ㈲仲山工業

2000年(H12) 第38回大会 左　　官 第２位 中原　直之 上内工業㈱

左　　官 第３位 姫野　勝成 ㈱オオタ

左　　官 敢闘賞 増村　和明 熊本職業訓練短期大学校

2001年(H13) 第39回大会 和　　裁 第１位 岡村　奈央 ㈲品川和裁

和　　裁 敢闘賞 井上亜里紗 ㈲上田和裁技術研究所

美　　容 第３位 富永　亜矢 ㈲見崎美容室

日本料理 第３位 石川　伸吾 ㈱熊本ホテルキャッスル

左　　官 敢闘賞 中村　好孝 熊本職業訓練短期大学校
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開　催　年 大会回数 競技職種 成　績 氏　　名 所属事業所

2002年(H14) 第40回大会 タイル張り 金　賞 髙木　啓介 ㈱白陶社

タイル張り 敢闘賞 山本　真也 ㈲ヤマモトタイル工業

洋菓子製造 金　賞 宮崎　理恵 ㈲メゾン・ド・キタガワ

洋菓子製造 銀　賞 靏田　　都 ㈱アントルメ菓樹

洋菓子製造 銅　賞 森　沙耶佳 カトルズジュイエ

西洋料理 金　賞 松下　尚志 ㈱ニュースカイホテル

西洋料理 銀　賞 木場　早紀 常磐家政調理師専門学校

西洋料理 敢闘賞 柏尾　友美 常磐家政調理師専門学校

西洋料理 敢闘賞 岩本　正夫 ㈱ニュースカイホテル

西洋料理 敢闘賞 瀬本　和隆 ㈱ニュースカイホテル

和　　裁 金　賞 井上亜里紗 ㈲上田和裁技術研究所

和　　裁 銀　賞 東　　麻矢 ㈲上田和裁技術研究所

和　　裁 銅　賞 岡村　奈央 ㈲品川和裁

和　　裁 敢闘賞 荒木　菜々 ㈲上田和裁技術研究所

日本料理 金　賞 浦津　祐也 ㈲萩原商事「水前寺田吾作」

日本料理 銅　賞 宮崎　隆生 優彩

日本料理 敢闘賞 西首健一郎 創作料理和久田

電　　工 銀　賞 山本　隆之 ㈱関電工九州支店

左　　官 銀　賞 平金　和明 ㈱オオタ

左　　官 銅　賞 堤　桂一郎 上嶋工業

左　　官 銅　賞 嶋津　勇哉 ㈲越猪工業

建築大工 銀　賞 日野　泰宏 ㈲島崎工務店

建築大工 敢闘賞 楠元　　陽 ㈲太陽工務店

理　　容 銀　賞 岡崎　真衣 エトワール

理　　容 銅　賞 平野　貴紀 ヘアーサロン・ヒラノ

理　　容 銅　賞 高岸　　勲 カットイン・ピエール

理　　容 敢闘賞 平田　光政 理容タカノ

配　　管 銅　賞 金子　　寛 長神設備㈱

配　　管 敢闘賞 上一　隆弘 岩本設備工業㈱

配　　管 敢闘賞 井原　正博 上村電業㈲

フラワー装飾 銅　賞 西田めぐみ 熊本県立第一高等学校

フラワー装飾 敢闘賞 塚本　梨沙 ㈲フレンドフラワー

美　　容 銅　賞 伊藤　章史 (資)テイコ美容室

美　　容 敢闘賞 小出ゆかり ㈲サロンド菊池

洋　　裁 銅　賞 馬越脇理恵 和洋学園専門学校

洋　　裁 銅　賞 黒木　裕佳 ヒロ・デザイン専門学校

洋　　裁 敢闘賞 田口　光美 和洋学園専門学校

造　　園 銅　賞 川口　竜太 ㈲大嶋造園

造　　園 堀井　啓介 清和園

造　　園 敢闘賞 池田　昌士 ㈱総合緑地

造　　園 山本　夏生 日本緑化専門学校

造　　園 敢闘賞 山戸　祐輔 ㈲三共緑地建設

造　　園 上村　雄介 日本緑化専門学校

造　　園 敢闘賞 池端　　潔 伊勢造園建設㈱

造　　園 浦野　幸裕 ㈱皆楽園

造　　園 敢闘賞 萬谷　一史 伊勢造園建設㈱

造　　園 伊藤　　潤 ㈱サン・グリーン

メカトロニクス 敢闘賞 田中　洋佑 熊本県立技術短期大学校

メカトロニクス 大和　貴栄 熊本県立技術短期大学校

メカトロニクス 敢闘賞 矢田　陽子 熊本県立技術短期大学校

メカトロニクス 山道　藍子 熊本県立技術短期大学校

広告美術 敢闘賞 三浦圭之郎 ㈲マツナガ工房

次ページへ続く
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開　催　年 大会回数 競技職種 成　績 氏　　名 所属事業所

2003年(H15) 第41回大会 和　　裁 金　賞 上村　絵美 ㈲上田和裁技術研究所

洋　　裁 銀　賞 黒木　裕佳 ヒロ・デザイン専門学校

洋　　裁 　敢闘賞　 田口　光実 和洋学園専門学校

洋　　裁 　敢闘賞　 丹邉　　蘭 和洋学園専門学校

造　　園 銀　賞 浦野　幸裕 ㈱皆楽園

造　　園 銅　賞 徳永　　瞳 和晃造園

造　　園 　敢闘賞　 池端　　潔 伊勢造園建設㈱

左　　官 銅　賞 嶋津　勇哉 ㈲越猪工業

左　　官 　敢闘賞　 齊藤　健太 ㈱カワゴエ

西洋料理 銅　賞 岩本　正夫 ㈱ニュースカイホテル

西洋料理 　敢闘賞　 加藤　誠佑 ㈱福裳

メカトロニクス　敢闘賞　 有田　圭良 熊本県立技術短期大学校

メカトロニクス 田原　友和 熊本県立技術短期大学校

建築大工 　敢闘賞　 日野　泰宏 ㈲島崎工務店

理　　容 　敢闘賞　 中村　義見 ヘアーサロン春木

日本料理 　敢闘賞　 松木　正行 ㈱熊本ホテルキャッスル

日本料理 　敢闘賞　 今村　祐規 創作料理和久田

2004年(H16) 第42回大会 配　　管 敢闘賞 岩崎　晃士 熊本県立熊本高等技術訓練校

理　　容 敢闘賞 熊谷　浩二 理容　タカノ

2005年(H17) 第43回大会 洋　　裁 銀賞 田畑　敏子 ヒロ・デザイン専門学校

日本料理 銅賞 小林　政貴 ㈱菊池観光ホテル

配　　管 敢闘賞 岩崎　晃士 ㈱栄宏設備工業

配　　管 敢闘賞 金橋　二輝 熊本県立熊本高等技術訓練校

洋　　裁 敢闘賞 津﨑　真由 ヒロ・デザイン専門学校

和　　裁 敢闘賞 田﨑　喜美 ㈲品川和裁

和　　裁 敢闘賞 寺本　尚子 ㈲上田和裁技術研究所

2006年(H18) 第44回大会 配　　管 銅賞 丸山　史郎 熊本県立熊本高等技術訓練校

配　　管 敢闘賞 松村　裕一 熊本県立熊本高等技術訓練校

左　　官 銅賞 田上　隼人 田上工業

左　　官 銅賞 福田　祐一郎
熊本職業訓練短期大学校
有限会社越猪工業

建　　具 銀賞 山口　翔平 ㈱ナスク

フラワー装飾 敢闘賞 松尾　桂子 ㈲花織部

洋　　裁 銀賞 田畑　敏子 ヒロ・デザイン専門学校

洋　　裁 銀賞 津崎　真由 ヒロ・デザイン専門学校

和　　裁 敢闘賞 池尾　みさと ㈲品川和裁

日本料理 敢闘賞 松木　正行 ㈱熊本ホテルキャッスル
情報ネットワーク施工 敢闘賞 小山　泰志 西日本システム建設㈱

2007年(H19) 第45回大会 和　　裁 銀賞 寺野　章子 ㈲上田和裁技術研究所

配　　管 銅賞 大石　洋介 熊本県立熊本高等技術訓練校

配　　管 敢闘賞 田中　智也 工藤設備工業㈱

左　　官 銅賞 荒木　新二
熊本職業訓練短期大学校
㈱緒方建設工業

左　　官 敢闘賞 田上　隼人 田上工業

洋　　裁 銅賞 松川　紘子 和洋学園専門学校

日本料理 敢闘賞 森本　智哉 ㈱菊池観光ホテル
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※入賞者累計： 149 人
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左　　官 造　　園 和　　裁 配　　管 建築大工 西洋料理 日本料理 メカトロニクス 情報ネットワーク施工 洋　　裁

49 13 11 13 6 7 9 6 1 11

理　　容 美　　容 洋菓子製造 建　　具 タイル張り フラワー装飾 電　　工 広告美術 洋　　服

6 3 3 3 2 3 1 1 1
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（敬称略）
開　催　年 大会回数 競技職種 成　績 氏　　名 所属事業所

1973年(S48) 第２回大会 和 裁 金　賞 広瀬チズ子 森和裁研究所

建 具 銀　賞 日笠　山精 吉田建具店

木 工 塗 装 銅　賞 鎌田　広大 太洋工業(株)

広 告 美 術 銀　賞 橋口　文憲 (資)コンパス社

1974年(S49) 第３回大会 洋 服 銀　賞 双原　好和 藤本洋服店

写 真 植 字 金　賞 上野　能子 コロニー印刷

写 真 植 字 銀　賞 浜田磨美子 コロニー印刷

広 告 美 術 金　賞 橋口　文憲 (資)コンパス社

1975年(S50) 第４回大会 洋 服 銅　賞 双原　好和 藤本洋服店

和 裁 努力賞 吉岡　和代 杉浦和裁研究所

和 文 タ イ プ 努力賞 鋼鉄  綾子 コロニー印刷

1976年(S51) 第５回大会 写 真 植 字 銅　賞 堀　　瑞代 コロニー印刷

1977年(S52) 第６回大会 和 裁 努力賞 山崎美智子 森和裁研究所

1978年(S53) 第７回大会 和 裁 金　賞 山崎美智子 森和裁研究所

写 真 植 字 銀　賞 右田恵美子 (資)下田印刷

1979年(S54) 第８回大会 洋 裁 努力賞 田口　博江 (株)鶴屋ソーイング

和 裁 努力賞 大田智江見 (有)上田和裁技術研究所

写 真 植 字 努力賞 古内　久子 コロニー印刷

1980年(S55) 第９回大会 洋 服 努力賞 藤本　正義 (有)高本オーダーソーイング

洋 服 銀　賞 双原  好和 藤本洋服店

洋 裁 努力賞 永野　冨代 自営

洋 裁 銅　賞 市原　禎子 自営

洋 裁 努力賞 白坂　禎子 白鳩園

写 真 植 字 銀　賞 垣下辰次郎 (資)緒方印刷所

写 真 植 字 銅　賞 浜田磨美子 コロニー印刷

木 工 塗 装 銀　賞 岩橋　富男 内外工業(株)

毛 糸 編 物 銅　賞 岩本　良子 白鳩園

1982年(S57) 第10回大会 洋 服 銅　賞 藤本　正義 (有)高本オーダーソーイング

1983年(S58) 第11回大会 洋 服 金　賞 双原  好和 藤本洋服店

1984年(S59) 第12回大会 洋 服 銀　賞 藤本　正義 (有)高本オーダーソーイング

洋 裁 努力賞 木戸口一臣 白鳩園

写 真 植 字 銅　賞 福井　真司 コロニー印刷

1986年(S61) 第13回大会 洋 服 金　賞 藤本　正義 (有)高本オーダーソーイング

和 裁 金　賞 大田智江見 自営

洋 裁 技能賞 松岡　清香 自営

1987年(S62) 第14回大会 洋 服 銀　賞 田端　義彦 熊本授産場

写 真 植 字 技能賞 西村　初代 コロニー印刷

1988年(S63) 第15回大会 和 裁 技能賞 倉永百合子 奈須和裁研究所

洋 服 銀　賞 田端　義彦 熊本授産場

洋 裁 金　賞 木戸口一臣 白鳩園

1989年(H元) 第16回大会 和 裁 技能賞 倉永百合子 自営

洋 服 金　賞 田端　義彦 熊本授産場

洋 裁 銀　賞 大川　博子 自営

1990年(H 2) 第17回大会 和 裁 金　賞 後藤千代美 (有)上田和裁技術研究所

洋 服 銅　賞 馬場　明治 自営

1992年(H 4) 第18回大会 洋 服 銅　賞 馬場　明治 自営

洋 裁 銅　賞 大川　博子 自営

1993年(H 5) 第19回大会 洋 服 金　賞 馬場　明治 自営

洋 裁 銅　賞 大川　博子 自営

1994年(H 6) 第20回大会 和 裁 銀　賞 長濱　百代 森和裁研究所

1996年(H 8) 第21回大会 洋 裁 銀　賞 大川　博子 自営

次ページへ続く

８　全国障害者技能競技大会(アビリンピック)における本県選手の入賞実績
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開　催　年 大会回数 競技職種 成　績 氏　　名 所属事業所

1997年(H 9) 第22回大会 和 裁 銅　賞 生川　真里 (有)上田和裁技術研究所

洋 裁 銀　賞 大川　博子 自営

日本語ﾜｰﾌﾟﾛ 銅　賞 牧本　佳子 (株)ミヤデン

1998年(H10) 第23回大会 洋 裁 銅　賞 大川　博子 自営

日本語ﾜｰﾌﾟﾛ 金　賞 牧本　佳子 (株)ミヤデン

1999年(H11) 第24回大会 洋 裁 銅　賞 大川　博子 自営

日本語ﾜｰﾌﾟﾛ 銅　賞 坂田由香里 熊本県コロニー協会

2002年(H14) 第26回大会 洋 裁 金　賞 田端　義彦
(社福)熊本市社会福祉協会
熊本授産場

洋 服 金　賞 山口　道人 山口洋服店

和 裁 金　賞 渡並　裕子 （有）佐々木和裁研究所

パソコン操作 金　賞 小川祐一郎 熊本県立盲学校

義 肢 金　賞 中村　哲也 (株)徳田義肢製作所

喫茶サービス 金　賞 高松　幸代 （社福）菊陽会　熊本菊陽学園

電子機器組立 銀　賞 村上　裕幸
九州松下電器(株)
テレコム事業部菊水工場

歯 科 技 工 銀　賞 末川　孝浩 (株)九歯研

表 計 算 銀　賞 服部　和秀 ソニーセミコンダクタ九州(株)

ホームページ 銀　賞 下川　龍次 ＮＰＯ法人イーアンザイレン

木 工 銀　賞 本田　哲郎
障害者共同作業所
手作り工房「カサ・チコ」

洋 裁 銅　賞 上原美恵子 和洋ソーイング

パソコン操作 銅　賞 吉永　　円 熊本県立盲学校

義 肢 銅　賞 藤原　　勇 (株)徳田義肢製作所

ﾜｰﾄﾞ･ﾌﾟﾛｾｯｻ 銅　賞 坂田由香里
(社福)熊本県コロニー協会
　熊本福祉工場

ﾜｰﾄﾞ･ﾌﾟﾛｾｯｻ 銅　賞 原崎　祐介
熊本高等技術訓練校
身体障害者ソフトウェア開発訓練センター

ﾜｰﾄﾞ･ﾌﾟﾛｾｯｻ 銅　賞 橘　　寛子 熊本県立盲学校

ﾜｰﾄﾞ･ﾌﾟﾛｾｯｻ 銅　賞 中村　光春 熊本県庁

縫 製 銅　賞 前田　章江 専修学校紫苑学院

縫 製 銅　賞 井上　泰輔 知的障害者授産施設　野々島学園

喫茶サービス 銅　賞 田中さゆり ふれあい喫茶「りんどう」

建 築 Ｃ Ａ Ｄ 努力賞 川口みほ子
熊本高等技術訓練校
身体障害者ソフトウェア開発訓練センター

データベース 努力賞 辻本　温子
熊本高等技術訓練校
身体障害者ソフトウェア開発訓練センター

2004年(H16) 第27回大会 歯 科 技 工 金　賞 末川　孝浩 (株)九歯研

木 工 金　賞 本田　哲郎 ＮＰＯ法人カサ・チコ

喫茶サービス 金　賞 山下　峰子 (社福)菊陽会　熊本菊陽学園福祉工場

洋 裁 銀　賞 山口　道人 山口洋服店

建 築 Ｃ Ａ Ｄ 銀　賞 大平　浩司 ＨＯＵ建築設計室

ホームページ 銀　賞 松岡　広詔 阿蘇テレワークセンター

Ｄ Ｔ Ｐ 銅　賞 山中　　誠 (社福)熊本県コロニー協会

縫 製 銅　賞 井上　泰輔 (社福)愛火の会　野々島学園
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 努力賞 稲葉　洋一 稲葉山意匠本舗(有)

2005年(H17) 第28回大会 建 築 Ｃ Ａ Ｄ 金　賞 大平　浩司 ＨＯＵ建築設計室

縫 製 銀　賞 井上　泰輔 (社福)愛火の会　野々島学園

木 工 銀　賞 森本　常公 ＮＰＯ法人カサ・チコ

Ｄ Ｔ Ｐ 銅　賞 山田　　猛 (社福)熊本県コロニー協会

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 銅　賞 楮木真由美 (株)チャレンジドファクトリー

家 具 努力賞 瀬田　　博 木材工芸　○工房

パソコン組立 努力賞 亀川　周作 (株)パナファーム・ラボラトリーズ

喫茶サービス 努力賞 田中さゆり
ふれあい喫茶　りんどう
社会福祉法人熊本県手をつなぐ育成会

次ページへ続く

(一般部門)

(視覚障害部門)



47

開　催　年 大会回数 競技職種 成　績 氏　　名 所属事業所

2006年(H18) 第29回大会 Ｄ Ｔ Ｐ 銀賞 野田　克也 熊本県コロニー協会

写 真 撮 影 銀賞 黒田　亘史 (株)チャレンジドファクトリー

電子機器組立 銅賞 村上　裕幸 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)
ホームページ 銅賞 松岡　広詔 阿蘇市地域振興公社　阿蘇ﾃﾚﾜｰｸｾﾝﾀｰ

木 工 銅賞 森本　常公 ＮＰＯ法人カサ・チコ

建 築 Ｃ Ａ Ｄ 努力賞 川口みほ子 ＮＰＯ法人イーアンザイレン

歯 科 技 工 努力賞 高宮由香里 (株)九歯研

ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入力 努力賞 長岡　直紀 (株)熊本菓房

（敬称略）

(1) 技能五輪国際大会（平成１０年度～）

開　催　年 大会回数 競技職種 成　績 氏　　名 所属事業所(当時)

2003年(H15) 第37回大会 洋 菓 子 製 造 銅賞 宮崎　理恵 (有)メゾンド・キタガワ

タ イ ル 張 り 敢闘賞 髙木　啓介 (株)白陶社

(2) 国際アビリンピック

開　催　年 大会回数 競技職種 成　績 氏　　名 所属事業所(当時)

2000年(H12) 第5回大会 英文ワープロ 銀賞 牧本　佳子 (株)ミヤデン

2007年(H19) 第7回大会 歯 科 技 工 金賞 末川　孝治 (株)九歯研

家具製作(基礎) 銀賞 本田　哲郎 ＮＰＯ法人カサ・チコ

※入賞者累計： 106 人

９　国際大会における本県選手の入賞実績

洋裁 洋服 和裁 建築ＣＡＤ 電子機器組立 パソコン操作 義肢 歯科技工 データベース 写真撮影

17 15 12 4 2 2 2 3 1 1

ホームページ 縫製 木工 喫茶サービス 写真植字 日本語ﾜｰﾌﾟﾛ 木工塗装 建具 毛糸編物 ﾊﾟｿｺﾝﾃﾞｰﾀ入力

3 4 4 4 9 3 2 1 1 1

和文タイプ ﾜｰﾄﾞ･ﾌﾟﾛｾｯｻ ＤＴＰ
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 表計算 広告美術 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 家具 パソコン組立

1 4 3 1 1 2 1 1 1
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（敬称略）

開催年 大会回数 競技職種 成績 氏　　名 所属事業所

和裁 第４位 洲崎　佐夜子 渡部和裁技能研究所

建具 第２位 山下　順喜 角田建具製作所

建築配管 第３位 立花　正信 株式会社本山設備

左官 第５位 成松　徳雄 上内工業株式会社

建具 第５位 藤田　昭人 和久田建設株式会社

建築配管 第４位 中川　健 共栄設備工業株式会社

左官 第３位 境目　和人 境目左官

1984年(S59) 第４回 － － － －

左官 第５位 山下　幸雄 岩井工務店

和裁 第４位 梅田　祐子 有限会社北原和裁研究所

和裁 第４位 熊谷　奈穂美 自営

洋裁 第４位 内野　美智江 合資会社ラ・モード

1987年(S62) 第７回 － － － －

1988年(S63) 第８回 － － － －

1989年(H元) 第９回 － － － －

1990年(H 2) 第10回 洋裁 第２位 森　法彰 株式会社ラ・モード

和裁 第３位 徳丸　由紀子 有限会社上田和裁技術研究所

洋裁 第５位 森　法彰 株式会社ラ・モード

1992年(H 4) 第12回 － － － －

1993年(H 5) 第13回 和裁 第５位 柳田　美王 有限会社上田和裁技術研究所

1994年(H 6) 第14回 － － － －

和裁 敢闘賞 飯島　美由紀 熊本和裁教師会

フラワー装飾 第２位 石岡　万亀子 中島フラワーデザインスクール

日本料理 敢闘賞 小林　正博 熊本県日本調理技能士会

和裁 敢闘賞 原　眞理子 有限会社上田和裁技術研究所

フラワー装飾 敢闘賞 石岡　万亀子 有限会社花織部

第２位 寺本　雄次 合資会社串部硝子店

敢闘賞 北本　博 みやま硝子店

敢闘賞 濱野　孝行 有限会社ハマハン

敢闘賞 吉村　徳一 アークホテル熊本

フラワー装飾 敢闘賞 石岡　万亀子 有限会社花織部

日本料理 第３位 池田　彰弘 くまもとエミナース

1998年(H10) 第18回 － － － －

次ページへ続く

1997年(H 9) 第17回

第11回1991年(H 3)

第16回

1986年(S61)

ガラス施工

日本料理

1981年(S56) 第１回

1982年(S57) 第２回

10　技能グランプリにおける本県選手の入賞実績

1983年(S58) 第３回

第５回1985年(S60)

1996年(H 8)

第15回1995年(H 7)

第６回
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開催年 大会回数 競技職種 成績 氏　　名 所属事業所

1999年(H11) 第19回 和裁 敢闘賞 原　眞理子 有限会社上田和裁技術研究所

2000年(H12) 第20回 畳 銅賞 宮本　英明 宮本畳店

銅賞 河瀬　さち さちフラワーデザインルーム

敢闘賞 今石　順子 フラワーデザイン教室花の小径

敢闘賞 髙口　嘉都子 有限会社品川和裁

敢闘賞 野川　真理 有限会社上田和裁技術研究所

2002年(H14) 第22回 和裁 敢闘賞 笹原　吉美 有限会社上田和裁技術研究所

フラワー装飾 敢闘賞 石岡　万亀子 有限会社花織部

第２位 笹原　吉美 有限会社上田和裁技術研究所

敢闘賞 下田　亜紀 有限会社品川和裁

畳 敢闘賞 竹下　信也 竹下畳店

日本料理 敢闘賞 渕上　武士 菊池温泉　笹乃家

和裁 第３位 髙口　嘉都子 有限会社品川和裁

表具 敢闘賞 魚返　倫央 合資会社魚返豊州堂

和裁

2006年(H18) 第24回

第23回2004年(H16)

フラワー装飾

和裁

第21回2001年(H13)


