第20回 主催者賞
競技職種名
染色補正

第1位
酒井 秀明（石川県）

第2位
家田 貴之（東京都）

第3位
山崎 由雄（京都府）

敢闘賞
北島 敬嗣（東京都）

瀧花 篤男（京都府）

岡田 洋明（京都府）

安澤 正人（石川県）

山本 孝太郎（京都府）
池田 隆志（東京都）
山本 活（東京都）

婦人服製作

中田 花枝（東京都）

大野 英代（東京都）

森山 くみ子（島根県）

橋口 多賀子（宮崎県）

宝金 よしみ（北海道）

野村 照子（岡山県）

大泉 やい子（宮城県）

落合 貴美子（島根県） 林 三惠子（和歌山県）
桑原 三代子（福岡県）
高野 秋子（宮城県）
紳士服製作

高松 忠利（愛媛県）

松本 一彌（兵庫県）

森 有三（大阪府）

鈴木 孝紀（静岡県）

平井 忠士（大阪府）

加藤 清春（福島県）

亀岡 良典（東京都）
山中 敏郎（大阪府）
田中 検二（神奈川県）

和裁

松添 彩（福岡県）

大谷 瑞江（広島県）

荒木 淳子（福岡県）

熊田 美智代（千葉県）

佐々井 一枝（広島県） 佐藤 明美（山形県）

平 和江（神奈川県）

永田 佳子（静岡県）

横関 千春（香川県）

伊藤 かおり（沖縄県）

片岡 由紀子（兵庫県） 武田 孝子（島根県）
戸田 晶子（岩手県）
小川 智子（徳島県）
内田 有美（群馬県）
寝具

野原 久義（東京都）

建部 武司（愛知県）

高田 元喜（東京都）

佐藤 武美（宮城県）
飯泉 守（東京都）
岡田 昇三（大阪府）

家具

栗林 成明（東京都）

建具

小林 隆雄（長野県）

高橋 英二（東京都）
島津 覚（神奈川県）

安達 克敏（茨城県）

武井 和弘（群馬県）
菅野 昭彦（宮城県）
中村 元信（岩手県）
田村 功（秋田県）

建築大工

森川 忍（千葉県）

永井 功（三重県）

加藤 重朗（埼玉県）

金岡 徳人（徳島県）

宮本 修（北海道）

大柳 佳隆（北海道）

青井 誠（島根県）

佐藤 博栄（山形県）

宮前 守（埼玉県）
窪田 吉夫（新潟県）
淺田 朋憲（愛知県）

かわらぶき

佐久間 馨（千葉県）

藤井 敏彦（福岡県）

伴 明人（愛知県）

宮尾 実（長野県）

伊藤 正太郎（愛媛県） 久芳 順平（兵庫県）
藤井 禎夫（東京都）
林田 和典（長崎県）
建築配管

坂田 純二（山口県）

神田 博幸（新潟県）

有田 義則（新潟県）

村上 祐司（島根県）

久保 雅彦（島根県）

田畑 浩気（青森県）
江川 正人（大阪府）
田村 真悟（新潟県）
伊藤 武宣（東京都）

旋盤

長坂 雅博（愛知県）

大森 竜（山梨県）

若松 一豊（鹿児島県）

フライス盤

土屋 浩二（山梨県）

鈴木 俊夫（栃木県）

高橋 守博（滋賀県）

二嶋 一雄（岡山県）

機械組立て

石山 徳吉（新潟県）

松尾 政典（栃木県）

中濱 泰憲（大阪府）

青木 与志夫（神奈川
県）
浦田 政博（大阪府）

水谷 信也（三重県）

河合 孝司（愛知県）
機械製図

榊原 明（愛知県）

鈴木 康司（愛知県）

冨田 清（山梨県）

印章木口彫刻

齊藤 友一（滋賀県）

盛光 裕一（岐阜県）

持木 秀彦（東京都）

平安 隆一（大阪府）
橘高 利信（兵庫県）
三田村 薫（大阪府）

印章ゴム印彫刻

山本 良一（東京都）

上田 雅典（東京都）

畳製作

長田 久富（千葉県）

吉田 克浩（福島県）

千田 純（宮城県）

奥山 英幸（東京都）

宮本 英明（熊本県）

平 正人（新潟県）

斉藤 豊（茨城県）

松田 浩之（宮崎県）
前田 満雄（鹿児島県）
内園 進（千葉県）
中村 聡（新潟県）

表具

松岡 豊和（神奈川県） 工藤 仁（秋田県）

辻 雅文（大阪府）

加茂 和登美（福岡県）

後藤 光晴（新潟県）

長谷川 良司（岐阜県）
藤野 康史（福井県）
和田 年以（大阪府）

壁装

千野 幸輔（長野県）

猪股 淳（宮城県）

遠藤 浩市（東京都）

斉藤 恵一（秋田県）

古川 広紀（新潟県）

高橋 桂太郎（山形県）
坂井 英樹（神奈川県）
福崎 幸雄（富山県）

ペイント仕上げ広告美術

木綿谷 和佐（山口県） 浅水屋 稔（神奈川県） 服部 大（奈良県）

高田 克彦（静岡県）
荒木 茂（島根県）
苅田 幹雄（山形県）

粘着シート仕上げ広告美術 石沢 暁夫（青森県）

森山 優治（沖縄県）

小林 雅央（東京都）

須藤 秀胤（大阪府）
黒田 真由美（富山県）

写真

小林 徹也（東京都）

森島 英司（岐阜県）

小林 正明（東京都）

フラワ－装飾

鎗田 忍（神奈川県）

中川 景子（大阪府）

坂口 研二（大阪府）

白川 みゆき（愛媛県）

清水 幸子（神奈川県） 河瀬 秀樹（福井県）

高井良 由美（福岡県）

高橋 悦子（群馬県）

阿部 敏行（大分県）

増渕 政子（栃木県）

井本 喜美子（佐賀県）
堀 和弘（長野県）
貴金属装身具

坂巻 章雄（東京都）

中原 久男（兵庫県）

長津 智之（東京都）

草野 美喜子（大阪府）
上村 光雄（山梨県）

プラスチック系床仕上げ

斉藤 一幸（長野県）

田代 利明（埼玉県）

酒川 俊哉（東京都）

堀 義憲（神奈川県）

荒川 仁志（石川県）

佐野 訓朗（長野県）

清水 俊光（愛知県）
池田 保彦（東京都）

カーペット系床仕上げ

坂口 秋彦（長野県）

金城 充彦（神奈川県） 宮島 利治（愛知県）

末崎 彰一（東京都）
阿部 茂（岩手県）

園芸装飾

星野 寿一（東京都）

塚野 昌裕（新潟県）

長島 茂夫（埼玉県）

和田 朗（愛知県）
高橋 光（東京都）

日本料理

渡部 洋二（京都府）

藤巻 正広（群馬県）

菊池 辰也（福岡県）

岩井 満喜（埼玉県）

吉田 靖彦（大阪府）

大宮 康雄（東京都）

齋藤 章雄（静岡県）

川向 和美（奈良県）

千村 正夫（栃木県）

林 繁之（山形県）
山口 和孝（兵庫県）
吉田 功（三重県）
辻 義晴（滋賀県）
鈴木 清（秋田県）
室田 大祐（大阪府）
小林 健一（青森県）
片地 六治郎（島根県）

