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令和４年度 群馬県職業能力開発促進大会開催要綱

１　趣　　旨
　　�　県内の職業訓練及び技能検定、技能振興等職業能力開発に関する功労者や優れた技
能者等を表彰、紹介することにより職業能力の開発・向上に資することを目的に開催
します。

２　開催日時
　　令和４年11月24日（木）午後３時～４時
３　場　　所
　　群馬会館　ホール
４　主　　催
　　群馬県
　　群馬県職業能力開発協会
　　（一社）群馬県技能士会連合会
５　後　　援
　　群馬労働局
６　大会次第
　　⑴　開会
　　⑵　主催者あいさつ
　　　　　・群馬県知事
　　　　　・群馬県職業能力開発協会長
　　　　　・（一社）群馬県技能士会連合会長
　　⑶　表彰状・感謝状授与、被表彰者紹介
　　　ア　群馬県知事表彰（表彰状・感謝状）
　　　　　　・群馬県優秀技能者　　　　　・群馬県若年優秀技能者
　　　　　　・認定職業訓練功労者　　　　・技能検定功労者
　　　　　　・技能検定優良事業所・団体
　　　イ　群馬県職業能力開発協会長表彰（表彰状・感謝状）
　　　　　　・認定職業訓練功労者　　　　・優良職業訓練指導員等
　　　　　　・技能検定委員　　　　　　　・技能振興功労事業所・団体
　　　ウ　（一社）群馬県技能士会連合会長表彰（表彰状）
　　　エ　令和４年度卓越した技能者（現代の名工）表彰被表彰者
　　　オ　令和４年度厚生労働大臣表彰被表彰者
　　　カ　令和４年度中央職業能力開発協会長表彰被表彰者
　　　キ　令和４年度（一社）全国技能士会連合会長表彰被表彰者
　　　ク　令和４年度全技連マイスター認定者
　　⑷　閉会
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１．群馬県知事表彰

⑴　群馬県優秀技能者表彰（ぐんまの名工）（表彰状：34名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属
岡田　栄治 造園 ㈱岡田緑地
須永　宜夫 造園 須永造園
髙𣘺　俊之 造園 ㈱東毛造園土木
鈴木　　稔 粉末冶金（成形・再圧縮作業） ㈱山田製作所
岡野　建太 機械加工（数値制御旋盤作業） 小倉クラッチ㈱
河田　雅之 機械加工（マシニングセンタ作業） ㈱明電舎太田事業所
阿部　益美 建築板金（内外装板金作業） 阿部板金店
黒沢　健次 仕上げ（機械組立仕上げ作業） ㈱IHIエアロスペース
松﨑　一浩 仕上げ（機械組立仕上げ作業） 三菱電機㈱群馬製作所
大須　義明 機械検査 小倉クラッチ㈱
白石　正男 機械検査 ㈱山田製作所
熊谷　一郎 ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業） ㈱山田製作所
原田　和明 電子機器組立て OKI富岡マニュファクチャリング ㈱゙
大河原　忠典 電気機器組立て（シーケンス制御作業） ㈱ミツバ
片山　信人 電気機器組立て（回転電機組立て作業） ㈱明電舎太田事業所
関口　　隆 電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業） ㈱明電舎太田事業所
吉澤　良和 家具製作（家具手加工作業） ㈱斉藤林業
内藤　省一 建具製作（木製建具手加工作業） ㈲フジケン
鹿島　　潤 プラスチック成形（射出成形作業） ㈱オガミ
北原　　勉 プラスチック成形（射出成形作業） 三立応用化工㈱
箱田　茂雄 かわらぶき ㈲箱田瓦店
天笠　孝志 とび ㈱天笠組
中川　勝弘 とび ㈲中川架設
奥富　康行 左官 ㈲大富
諸星　雅之 タイル張り ㈲諸星タイル工業所
久保　　潤 内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業） 久保総建
久保田　雅幸 内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業） ㈱オオトリ
井田　圭一 表装（表具作業） 井田表具内装店
相田　　忍 塗装（建築塗装作業） ㈲相田塗装店
龍見　利彦 塗装（建築塗装作業） ㈲ヒカリトソー
富田　倍雄 塗装（建築塗装作業） 神保塗装工業㈱
橋本　潤也 路面標示施工（溶融ペイントハンドマーカー工事作業） ㈱信交
岡田　博樹 調理（西洋料理作業） レストラン�ぐれんびあーれ
下境　　学 機械保全（機械系保全作業） 小倉クラッチ㈱

⑵　群馬県若年優秀技能者表彰（ぐんま明日の名工）（表彰状：３名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

光山　　聖 仕上げ（機械組立仕上げ作業） ㈱ミツバ
新井　美沙 和裁 自営
藤井　祐介 左官 藤井建工㈱
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⑶　群馬県認定職業訓練功労者（感謝状：３名）⑶　群馬県認定職業訓練功労者（感謝状：３名）
氏　　名 所属事業所又は認定訓練団体
中島　政明 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会
佐俣　宏紀 （公社）全国食肉学校
長谷部　実 ㈱ミツバ認定高等職業訓練校

⑷　群馬県技能検定功労者（感謝状：31名）⑷　群馬県技能検定功労者（感謝状：31名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

茂木　清美 造園 群馬県造園技能検定協力会〔㈲緑光園〕
吉井　　正 造園 群馬県造園技能検定協力会〔㈲名和造園土木〕
樋下田　俊明 造園 群馬県造園技能検定協力会（樋下田造園）
木村　重太郎 造園 群馬県造園技能検定協力会〔㈲キムケン〕
久保　　勇 機械加工 小倉クラッチ㈱
澤口　　渉 機械加工 ㈱山田製作所
末廣　武志 仕上げ ㈱SUBARU群馬製作所
小沼　章一 金属プレス加工 パナソニックエレクトリックワークス朝日㈱
長瀬　友之 金属プレス加工 太田機械金属工業協同組合〔㈱池田製作所〕
牧口　裕次 鉄工（構造物鉄工作業） 群馬県鐵構業協同組合〔㈱牧口鉄工所〕
岩崎　由和 建築板金（ダクト板金作業） 群馬県ダクト工事業協同組合〔㈲田部井板金工業〕
市根井　清隆 機械検査 群馬県職業能力開発協会
奥山　　旭 ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業） 群馬合金㈱
町田　光洋 電子回路接続 ㈱ナカヨ
対比地　和則 電気機器組立て（シーケンス制御作業） ㈱ミツバ技能士会〔㈱ミツバ〕
武士　直幸 産業車両整備 北関東TCM㈱前橋営業所
狩野　博之 冷凍空気調和機器施工 群馬県機械設備工業会〔細谷工業㈱〕
中島　泰良 プラスチック成形（射出成形作業） 群馬県プラスチックス工業振興協会〔㈱モミモ〕
深澤　清明 パン製造 （学）山崎学園　東日本製菓技術専門学校（欧風パン　グランボワ）
新田　浩幸 建築大工 全建総連群馬県建築業組合連合会（新田建設）
関口　二三司 とび （一社）群馬県鳶工業連合会（鳶関口組）
築田　幸光 左官 群馬県左官工業協同組合〔西澤工業㈱〕
角田　雅仁 配管 群馬県機械設備工業会〔荻原設備㈱〕
金子　高志 配管 群馬県機械設備工業会〔㈱トーカイ〕
新井　俊幸 コンクリート圧送施工 群馬県コンクリート圧送協会〔㈱木暮産業〕
小林　紀昭 防水施工（アクリルゴム系塗膜防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔㈱コバ産業〕
柴崎　健二郎 防水施工（シーリング防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔柴崎産業㈱〕
森田　英二 内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業） 群馬県内装仕上工事協同組合〔暁建材工業㈱〕
下境　秀行 塗装（建築塗装作業）、樹脂接着剤注入施工 群馬県建築塗装技能士会〔下境工芸㈱〕
五十嵐　忠士 塗装（金属塗装作業） 群馬県金属塗装技能士会〔豊長自動車販売㈱〕
福島　公栄 フラワー装飾 （公社）日本フラワーデザイナー協会群馬県支部〔㈲フラワーショップフクシマ〕
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⑸　群馬県技能検定優良事業所・団体（表彰状：３事業所・１団体）⑸　群馬県技能検定優良事業所・団体（表彰状：３事業所・１団体）
事業所・団体

大同特殊鋼㈱渋川工場
㈱モミモ
㈱ユニオントラスト
全国農業協同組合連合会群馬県本部

２．群馬県職業能力開発協会長表彰

⑴　認定職業訓練功労者（感謝状：４名）
氏　　名 事業所又は認定訓練団体

山田　廣好 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会
六本木　恒宏 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会
大根原　章友 （職）渋川職業訓練協会
早川　明宏 ㈱山田製作所

⑵　優良職業訓練指導員等（感謝状：７名）
氏　　名 事業所又は認定訓練団体

中西　力太 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会
黒田　明弘 （職）渋川職業訓練協会
今井　　茂 富岡地区職業訓練運営会
内田　　佑 （公社）全国食肉学校
中野　真吾 ㈱ミツバ認定高等職業訓練校
横堀　吉晴 ㈱ミツバ認定高等職業訓練校
𠮷田　満明 ㈱山田製作所
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⑶　技能検定委員（表彰状：24名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属
神田　隆道 機械加工、機械検査 前橋産業技術専門校
吉田　匡利 機械加工、機械検査
本木　　涼 鉄工 高崎産業技術専門校
塚越　康平 めっき 群馬県鍍金工業組合〔ネオプレテックス㈱〕
引田　修平 めっき 群馬県鍍金工業組合〔三郷鍍金工業㈱〕
髙橋　哲夫 電気機器組立て 群馬県職業能力開発協会
三俣　久雄 電気機器組立て（開閉制御器具組立て作業） 日新電機㈱前橋製作所
清水　秀人 自動販売機調整 サンデン・リテールシステム㈱赤城事業所
山田　卓司 産業車両整備 GNロジパートナーズ㈱
高桑　康弘 プラスチック成形（射出成形作業） 群馬県プラスチックス工業振興協会〔市光工業㈱〕
松田　寿典 パン製造 群馬県パン協同組合〔㈲松田製パン所〕
眞下　　透 菓子製造（洋菓子製造作業） （学）山崎学園　東日本製菓技術専門学校
髙倉　信二 菓子製造（和菓子製造作業） （学）山崎学園　東日本製菓技術専門学校
小熊　　聡 左官 群馬県左官工業協同組合〔㈲オグマ住建〕
相田　　忍 防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業） 群馬県建築塗装技能士会〔㈲相田塗装店〕
岡野　元栄 防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業） 群馬県建築塗装技能士会〔㈱岡野工業〕
櫻井　和也 防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業） 群馬県建築塗装技能士会〔㈱サクライ塗装〕
堀越　昌也 防水施工（アクリルゴム系塗膜防水工事作業） 群馬県建築塗装技能士会〔㈲堀越塗装〕
三橋　由紀裕 防水施工（アクリルゴム系塗膜防水工事作業） 群馬県建築塗装技能士会〔㈱三橋塗装店〕
池田　　茂 防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔阿部産業㈱〕
宮沢　　寿 防水施工（シーリング防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔㈱群馬建水〕
柳澤　博文 防水施工（シーリング防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔レヂン工業㈱〕
松下　俊一 防水施工（FRP防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔レヂン工業㈱〕
船津　和彦 路面標示施工 群馬県交通安全施設業協同組合〔ダイケンテクノ㈱〕

⑷　技能振興功労事業所・団体（感謝状：３事業所・１団体）
事業所・団体

㈱千代田製作所
三恵技研㈱
㈱仲川工業所
群馬県菓子工業組合
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３．（一社）群馬県技能士会連合会長表彰

⑴　技能士会功労者（表彰状：14名）
氏　　名 所　　　属
津久井　実 群馬県鳶工業技能士会
西山　久志 群馬県鳶工業技能士会
岡芹　徳治 群馬県タイル技能士会
岩田　　信 群馬県タイル技能士会
佐々木　幸男 ㈱ミツバ技能士会
渡辺　哲也 ㈱ミツバ技能士会
木村　重太郎 群馬県造園技能士会
石原　　忠 群馬県建具家具技能士会
箱田　茂雄 群馬県屋根瓦工事組合連合会技能士会
澁谷　直人 群馬県建築板金技能士会
今井　　傳 群馬県建築大工技能士会
久保田　雅幸 群馬県室内装飾事業協同組合技能士会
川口　亜由美 群馬県印章彫刻技能士会
五十嵐　康之 群馬県西洋調理技能士会

４．令和４年度　卓越した技能者（現代の名工）表彰被表彰者（１名）
氏　　名 職　　種 所　　　属
中嶋　　洋 自動車板金工 ㈱SUBARU群馬製作所

５．令和４年度　厚生労働大臣表彰被表彰者

⑴　認定職業訓練関係事業所（１事業所）
事業所

㈱ヤマト

⑵　認定職業訓練関係功労者（１名）
氏　　名 所　　　属
川口　昌啓 （職）高崎自動車職業能力開発協会

⑶　技能検定関係事業所・団体（１事業所・１団体）
事業所・団体

八木工業㈱
桐生大学短期大学部

⑷　技能検定関係功労者（２名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属
髙山　宗久 放電加工 ㈱村上開明堂東日本
堀越　和夫 塗装（鋼橋塗装作業）他 ㈲堀越塗装
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⑸　技能振興関係事業所（１事業所）
事業所

㈱ウエノテクニカ

６．令和４年度　中央職業能力開発協会長表彰被表彰者

⑴　職業能力開発事業功労者（１名）
氏　　名 所　　　属
多田　正良 館林地区職業訓練運営会

⑵　都道府県技能検定委員（３名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

大澤　　茂 金属プレス加工 群馬県職業能力開発協会
森谷　武竝 表装（壁装作業） 表具処東雲堂
星　　　明 建設機械整備 群馬県建設機械整備技能士会

７．令和４年度　（一社）全国技能士会連合会長表彰被表彰者（５名）
氏　　名 所　　　属
茂木　清美 群馬県造園技能士会
宮口　佳夫 群馬県金属塗装技能士会
米岡　孝夫 群馬県ガラス・サッシ組合連合会技能士会
森村　　好 大洋電機㈱群馬事業所技能士会
鶴淵　軍治 ㈱ミツバ技能士会

８．令和４年度　全技連マイスター認定者（３名）
氏　　名 職　　種（作業） 所　　　属

田中　謙一 建築大工 群馬県建築大工技能士会
和田　伊弘 建具製作 群馬県建具家具技能士会
神戸　定夫 調理（西洋料理） 群馬県西洋調理技能士会
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参考　⑴ 令和３年度後期・４年度前期　群馬県技能競技大会

ア　令和３年度後期技能競技大会入賞者（賞状：81名）
等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所

特級

特級機械加工 金賞 書上　慶司 山恵鉄工㈱ 太田市
特級金型製作 銅賞 一場　芳広 パナソニックエレクトリックワークス朝日㈱ 中之条町
特級工場板金 銀賞 森　　政人 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
特級機械検査 金賞 遠藤　　弘 松巳鉄工㈱ （栃）下野市
特級ダイカスト 銅賞 有尾　英信 ㈱山田製作所 みどり市
特級プラスチック成形 銀賞 門倉　慶輔 ㈱セイコーレジン 伊勢崎市

１　
　
　
　
　

級

（プレス型鍛造作業） 銀賞 萩原　　誠 理研鍛造㈱ 前橋市
（機械板金作業） 銅賞 小野里　剛文 OKI富岡マニュファクチャリング㈱ 高崎市
（数値制御タレットパンチプレス板金作業）銅賞 松嶋　博臣 ㈱シンノエパック 桐生市
（シーケンス制御作業） 金賞 辰野　大成 ㈱明電舎太田事業所 太田市
農業機械整備 銅賞 干川　大介 三菱農機販売㈱嬬恋営業所 嬬恋村
冷凍空気調和機器施工 銀賞 川島　史也 永明工業 前橋市
パン製造 銅賞 中山　　隆 前橋市
（洋菓子製造作業） 銀賞 渡辺　千絵 東日本製菓技術専門学校 前橋市
（建築配管作業） 銀賞 星野　　悟 ㈲星野工業 高崎市
（建築配管作業） 銀賞 保科　裕哉 ㈱フェニックス 安中市
型枠工事 金賞 村山　龍太郎 ㈱ちとせ工業 伊勢崎市
（鉄筋組立て作業） 銀賞 橋爪　圭吾 ㈱高井工業 伊勢崎市
コンクリート圧送施工 銀賞 里見　春樹 ㈱群馬圧送 高崎市
（塩化ビニル系シート防水工事作業） 銀賞 皆川　智昭 勝建防水㈱ 伊勢崎市
樹脂接着剤注入施工 金賞 髙𣘺　明広 ㈱群馬建水 （埼）上里町
（機械製図CAD作業） 銀賞 角濱　遼多朗 SUBARUテクノ㈱群馬事業所 太田市
（鋼橋塗装作業） 銀賞 野村　真太郎 ㈱坂本塗装工業 邑楽町

単
一
等
級

電子回路接続 銀賞 齋藤　美吹 大洋電機テクノ販売㈱ 伊勢崎市
バルコニー施工 金賞 鈴木　駿輔 YKK　AP㈱ 前橋市

２　
　
　
　
　

級

（機械板金作業） 金賞 近藤　　晃 島田工業㈱ 玉村町
（数値制御タレットパンチプレス板金作業）金賞 今井　優太郎 OKI富岡マニュファクチャリング㈱ 富岡市
機械検査 金賞 小口　誠司 松巳鉄工㈱ 安中市
機械検査 銅賞 吉澤　天佑 ㈱IHIエアロスペース 高崎市
（シーケンス制御作業） 金賞 渡部　　潤 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
自動販売機調整 銀賞 大谷　晃也 ㈱アペックス （栃）宇都宮市
空気圧装置組立て 金賞 渡部　　潤 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
空気圧装置組立て 銀賞 和田　直樹 岩瀬産業㈱太田機工営業所 伊勢崎市
油圧装置調整 銅賞 倉田　　唯 ㈱IHIエアロスペース 高崎市
冷凍空気調和機器施工 銀賞 竹内　菜男 ㈱チノー 高崎市
（射出成形作業） 金賞 島方　貴之 ㈱アプリス関東工場 高崎市
（射出成形作業） 銀賞 小野　泰暉 矢崎化工㈱ 太田市
パン製造 金賞 小島　隆也 ㈱スタイルブレッド みどり市
（建築配管作業） 金賞 竹内　盛凱 ㈱ヤマト 高崎市
コンクリート圧送施工 金賞 飯塚　益弘 ㈱群馬圧送 安中市
（機械製図CAD作業） 銀賞 成瀬　友裕 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
電気製図 銀賞 渋谷　爽伽 クシダ工業㈱八幡製作所 みどり市

３
級

（普通旋盤作業） 金賞 本多　悠真 高崎産業技術専門校 藤岡市
（普通旋盤作業） 銀賞 小島　彰太 高崎産業技術専門校 安中市
機械検査 金賞 嶋田　知恵 桐生工業高等学校 太田市
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等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所

３　
　
　
　
　

級

機械検査 金賞 小堀　佑護 伊勢崎工業高等学校 伊勢崎市
機械検査 金賞 松下　　隼 伊勢崎工業高等学校 太田市
機械検査 金賞 秋葉　悠晟 伊勢崎工業高等学校 伊勢崎市
機械検査 金賞 佐藤　翔太 太田産業技術専門校 邑楽町
機械検査 金賞 森　　遼斗 太田産業技術専門校 みどり市
機械検査 金賞 中村　真吾 前橋産業技術専門校 玉村町
機械検査 金賞 引場　寛大 前橋産業技術専門校 前橋市
（シーケンス制御作業） 金賞 矢嶋　太一 太田工業高等学校 太田市
（シーケンス制御作業） 銀賞 髙田　章翔 太田産業技術専門校 太田市
（シーケンス制御作業） 銀賞 TANIGUTI�JUNIOR�ZENITI�SUSUMU 太田産業技術専門校 太田市
和裁 銀賞 二渡　汐那 群馬和裁専門学院 伊勢崎市
（家具手加工作業） 銀賞 高柳　公葉 高崎産業技術専門校 高崎市
（射出成形作業） 銀賞 西　　晃広 マックス㈱玉村工場 高崎市
建築大工 金賞 生田　晴吾 前橋工業高等学校 伊勢崎市
建築大工 銀賞 齊藤　龍之介 前橋工業高等学校 前橋市
建築大工 銀賞 森平　丈楼 ㈲ハウスメーカー榎本 甘楽町
建築大工 銅賞 中沢　　匠 高崎工業高等学校 安中市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 阿久津　賴空 前橋産業技術専門校 高崎市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 新井　朝陽 前橋産業技術専門校 桐生市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 石川　颯悟 前橋産業技術専門校 前橋市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 岩沼　翔太 前橋産業技術専門校 桐生市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 岩渕　和樹 前橋産業技術専門校 前橋市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 植田　　優 前橋産業技術専門校 安中市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 大塚　統万 前橋産業技術専門校 渋川市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 齋木　隆太郎 前橋産業技術専門校 前橋市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 信澤　大朔 前橋産業技術専門校 高崎市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 前村　まなと 前橋産業技術専門校 高崎市
（機械製図手書き作業） 銅賞 佐藤　大祐 SUBARUテクノ㈱群馬事業所 太田市
（機械製図CAD作業） 金賞 植田　　優 前橋産業技術専門校 安中市
（機械製図CAD作業） 銀賞 前村　まなと 前橋産業技術専門校 高崎市
電気製図 金賞 神道　祐河 クシダ工業㈱八幡製作所 渋川市

技
能
五
輪

冷凍空気調和機器施工 銀賞 中嶋　武尊 ㈱ヤマト 高崎市
（建築配管作業） 金賞 小澤　龍平 ㈱ヤマト 高崎市
（建築配管作業） 銀賞 嶋村　豪桃 ㈱ヤマト 前橋市
（機械製図CAD作業） 金賞 塩谷　泰千 ㈱ウエノテクニカ 藤岡市
（機械製図CAD作業） 銀賞 富宇加　樹梨 ㈱ウエノテクニカ 太田市

〔 ア　令和３年度後期技能競技大会入賞者（賞状：81名）つづき〕
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イ　令和４年度前期技能競技大会入賞者（賞状：123名）
等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所

１　
　
　
　
　

級

造園 銅賞 永井　崇洋 マルタカ林業 前橋市
（一般熱処理作業） 金賞 市村　卓也 大同DMソリューション㈱ 伊勢崎市
（一般熱処理作業） 銀賞 松野　直人 DOWAサーモエンジニアリング㈱ 太田市
（浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業） 銀賞 山田　　久 古河ロックドリル㈱高崎工場 高崎市
（普通旋盤作業） 銅賞 大沢　瑠生 ㈱IHIエアロスペース 高崎市
（数値制御旋盤作業） 銀賞 内田　雅人 ㈱オータニ 太田市
（マシニングセンタ作業） 金賞 齋藤　恭介 ㈱山岸製作所 吉岡町
（マシニングセンタ作業） 銀賞 木暮　純弥 日新電機㈱前橋製作所 吉岡町
金属プレス加工 銅賞 岡村　翔太 ㈱仲川工業所 太田市
（内外装板金作業） 金賞 望月　　武 ㈲もちづき 伊勢崎市
（ダクト板金作業） 銅賞 竪谷　　卓 ㈱創風 （長）上田市
（打出し板金作業） 銅賞 田中　　健 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（治工具仕上げ作業） 銀賞 中村　侑磨 三菱電機㈱群馬製作所 太田市
（金型仕上げ作業） 銅賞 躍橋　直人 ㈱SUBARU群馬製作所 大泉町
（コールドチャンバダイカスト作業） 金賞 小林　知弘 東日本ダイカスト工業㈱ 高崎市
電子機器組立て 銅賞 新井　勇介 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
（配電盤・制御盤組立て作業） 銅賞 相場　貴哉 大洋電機㈱群馬事業所 高崎市
産業車両整備 金賞 白鷹　大樹 ロジスネクスト関信越㈱ 前橋市
産業車両整備 金賞 永井　佑一 ロジスネクスト関信越㈱ 伊勢崎市
建設機械整備 銀賞 長山　雅紀 北進重機㈱ 渋川市
（射出成形作業） 銀賞 水上　　努 ㈱一倉製作所 渋川市
（射出成形作業） 銅賞 松井　弘光 ㈱キムラ 高崎市
（射出成形作業） 銅賞 山口　陽輔 ㈱砂永樹脂製作所 邑楽町
（真空成形作業） 銅賞 青山　竜也 リスパック㈱関東事業所 伊勢崎市
とび 金賞 田中　　裕 ㈱松村組 伊勢崎市
とび 銀賞 角田　真士 ㈱松村組 伊勢崎市
とび 銀賞 津久井　衛 津久井土建㈲ 太田市
左官 金賞 金井　直樹 ㈱真樹左官工業 沼田市
（シーリング防水工事作業） 銀賞 倉林　　渉 ㈱フルイチ 玉村町
（改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業） 銀賞 佐々木　雄也 ㈱佐々木 前橋市
（鋼製下地工事作業） 金賞 木暮　雅人 ㈱横江建材 前橋市
（ボード仕上げ工事作業） 金賞 瀨戸　航介 斉藤内装 太田市
（化粧フィルム工事作業） 銅賞 五十嵐　庸浩 内装イガラシ 安中市
（保温保冷工事作業） 金賞 小川　理己 小川冷熱㈱ 榛東村
（金属塗装作業） 金賞 持田　大輔 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（金属塗装作業） 銀賞 石井　佑樹 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市

２　
　
　
　
　

級

造園 金賞 岡安　　響 e-green飯塚造園 高崎市
（一般熱処理作業） 金賞 福田　和裕 マックス㈱玉村工場 前橋市
（一般熱処理作業） 金賞 古谷　和誠 ㈱ミツバ みどり市
（一般熱処理作業） 銀賞 増田　和希 大同特殊鋼㈱渋川工場 沼田市
（一般熱処理作業） 銀賞 青木　滉茂 日本精工㈱高崎工場 高崎市
（浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業） 金賞 新美　絢也 日本精工㈱榛名工場 渋川市
（高周波・炎熱処理作業） 銀賞 木野　滉一朗 日本精工㈱榛名工場 前橋市
（高周波・炎熱処理作業） 銀賞 押野見　翼 ㈱IHI原動機 太田市
（焼結作業） 銀賞 本田　和正 ㈱山田製作所 伊勢崎市
（普通旋盤作業） 銀賞 岩井　綾美 ㈱ユー・コーポレーション 安中市
（ホブ盤作業） 金賞 木村　優一 ㈱シンコウギヤー 桐生市
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等級 職　種（作業） 賞 氏　名 事　業　所 住　所

２　
　
　
　
　

級

（数値制御旋盤作業） 銅賞 佐藤　伸一郎 ㈱ミヤタFMC 伊勢崎市
（数値制御フライス盤作業） 銀賞 篠崎　剛志 システムセイコー㈱ 甘楽町
（マシニングセンタ作業） 銀賞 宮内　純一 ㈱山田製作所 みどり市
（マシニングセンタ作業） 銀賞 森平　光輝 ㈱ヨコオプレシジョン 富岡市
（マシニングセンタ作業） 銅賞 岩井　綾美 ㈱ユー・コーポレーション 安中市
金属プレス加工 銀賞 神野　正広 ㈱ミツバ 桐生市
金属プレス加工 銀賞 土谷　優作 ㈱豊田技研 藤岡市
（製缶作業） 金賞 飯島　大心 ㈱神垣鉄工所 前橋市
（構造物鉄工作業） 金賞 塩田　健一郎 ㈱小池鉄工 （栃）佐野市
（内外装板金作業） 銀賞 桑原　崇嘉 ㈱テクノアウター 沼田市
（打出し板金作業） 金賞 梶間　友斗 ㈱SUBARU群馬製作所 大泉町
（治工具仕上げ作業） 銅賞 木村　将也 パナソニックエレクトリックワークス朝日㈱ 渋川市
（機械組立仕上げ作業） 金賞 小田　愛弥 ㈱IHIエアロスペース 高崎市
（機械組立仕上げ作業） 銀賞 山田　裕貴 ㈱IHIエアロスペース 甘楽町
切削工具研削 金賞 篠木　正人 ㈱SUBARU群馬製作所 邑楽町
（コールドチャンバダイカスト作業） 金賞 大谷　　廉 東日本ダイカスト工業㈱ 前橋市
電子機器組立て 金賞 高田　悠樹 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
（配電盤・制御盤組立て作業） 金賞 中島　伸悟 クシダ工業㈱八幡製作所 高崎市
産業車両整備 金賞 森谷　浩大 トヨタL＆F群馬㈱伊勢崎営業所 （埼）熊谷市
産業車両整備 金賞 川島　慶亮 トヨタL＆F群馬㈱伊勢崎営業所 館林市
産業車両整備 金賞 永島　健多 トヨタL＆F群馬㈱伊勢崎営業所 太田市
建設機械整備 銀賞 井上　拓也 北進重機㈱ 高崎市
建設機械整備 銀賞 長岡　邦昴 住友建機販売㈱ 前橋市
建設機械整備 銅賞 関口　　峻 日本基礎技術㈱ 館林市
（婦人子供服製作） 銅賞 石川　真衣 スタイル工房 太田市
（射出成形作業） 銀賞 辻村　一樹 ㈱ヨコオ 高崎市
（射出成形作業） 銀賞 小野澤　友弥 ㈱ヨコオ 高崎市
（射出成形作業） 銅賞 松村　隆光 ㈱吉田製作所 桐生市
（射出成形作業） 銅賞 MITOME�MARCELO ㈱三光合成 伊勢崎市
（射出成形作業） 銅賞 菅原　一訓 ㈱チヨダテクノサービス 桐生市
（真空成形作業） 銅賞 佐藤　義宗 リスパック㈱関東事業所 伊勢崎市
（真空成形作業） 銅賞 酒井　俊貴 リスパック㈱関東事業所 前橋市
とび 銀賞 萩原　蒼馬 ㈲斉藤組 高崎市
左官 金賞 荒木　哲郎 西澤工業㈱ 高崎市
（化粧フィルム工事作業） 金賞 内山　翔太 ㈱M'sスタイル 伊勢崎市
（金属塗装作業） 金賞 石川　　優 ㈱SUBARU群馬製作所 大泉町
（金属塗装作業） 銀賞 岡部　李紗 ㈱SUBARU群馬製作所 前橋市
（金属塗装作業） 銅賞 砂山　唯李亜 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市
（金属塗装作業） 銅賞 平石　匠永 ㈱SUBARU群馬製作所 みどり市
（噴霧塗装作業） 金賞 新田　一哉 ヨシモトポール㈱ 藤岡市

３　
　
　
　
　

級

園芸装飾 金賞 大理　彩珠 藤岡北高等学校 藤岡市
園芸装飾 銀賞 岩井　　心 藤岡北高等学校 藤岡市
園芸装飾 銅賞 田嶌　千紘 ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 富岡市
園芸装飾 銅賞 和田　梨緒 ウェディング・ホテル＆ツーリズム専門学校（栃）佐野市
造園 金賞 原田　晴哉 勢多農林高等学校 前橋市
造園 銀賞 前原　賢人 勢多農林高等学校 前橋市
造園 銀賞 田口　稀尋 藤岡北高等学校 藤岡市
（一般熱処理作業） 銀賞 倉持　和真 八木工業㈱ 玉村町

〔 イ　令和４年度前期技能競技大会入賞者（賞状：123名）つづき〕
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３　
　
　
　
　

級

（高周波・炎熱処理作業） 金賞 武藤　　致 八木工業㈱ 高崎市
（普通旋盤作業） 金賞 高山　竣磨 渋川工業高等学校 吉岡町
（普通旋盤作業） 銀賞 吉成　達哉 太田工業高等学校 太田市
（普通旋盤作業） 銀賞 吉田　瑠莞 太田工業高等学校 太田市
（フライス盤作業） 金賞 岡部　珠蘭 桐生工業高等学校 桐生市
（数値制御旋盤作業） 金賞 真下　秀哉 太田産業技術専門校 みどり市
（数値制御旋盤作業） 銀賞 土澤　　禅 太田産業技術専門校 （栃）佐野市
（数値制御旋盤作業） 銀賞 周東　凌雅 太田産業技術専門校 みどり市
（マシニングセンタ作業） 金賞 横田　瑞綺 高崎工業高等学校 高崎市
（機械組立仕上げ作業） 銅賞 今井　亮介 金属技研㈱群馬工場 （埼）上里町
機械検査 金賞 川浦　光葵 前橋産業技術専門校 高崎市
機械検査 金賞 井上　流空 ㈱IHIエアロスペース 富岡市
機械検査 銀賞 星　　和磨 前橋産業技術専門校 前橋市
機械検査 銀賞 矢内　葉月希 前橋産業技術専門校 伊勢崎市
電子機器組立て 金賞 松本　　光 ㈱ケアコム 伊勢崎市
建築大工 金賞 山下　智明 栃木県立中央産業技術専門校 桐生市
左官 金賞 髙橋　もも 日本プラスター㈱ （栃）佐野市
ブロック建築 金賞 髙橋　未空 高崎産業技術専門校 高崎市
ブロック建築 銀賞 菅沼　みえ子 高崎産業技術専門校 太田市
（金属塗装作業） 金賞 高地　江梨香 ㈲鈴木教蔵商店 千代田町
舞台機構調整 金賞 原澤　李緒 アーツサウンドビジュアル専門学校 伊勢崎市
舞台機構調整 銀賞 奥泉　舞羽 アーツサウンドビジュアル専門学校 前橋市
舞台機構調整 銀賞 高井　菜佑 アーツサウンドビジュアル専門学校 高崎市
商品装飾展示 金賞 都筑　彩弓 桐生大学短期大学部 高山村
フラワー装飾 銅賞 丸橋　みはる 高山村立高山小学校 吾妻町

五
輪

（普通旋盤作業） 金賞 山本　優悟 ㈱SUBARU群馬製作所 大泉町
（構造物鉄工作業） 金賞 下山　紗和 高崎産業技術専門校 藤岡市
（打出し板金作業） 金賞 小川　力哉 ㈱SUBARU群馬製作所 太田市

⑵ 第17回若年者ものづくり競技大会入賞者

金賞／厚生労働大臣賞（２名）
氏　　名 職　　種 所　　　属
川嶋　涼太 建築大工 日本工業大学
床爪　雄陽 造園 勢多農林高等学校

〔 イ　令和４年度前期技能競技大会入賞者（賞状：123名）つづき〕




