第22回 主催者賞
競技職種名
染色補正

第1位
北島 敬嗣（東京都）

第2位
岡田 洋明（京都府）

第3位

敢闘賞

馬淵 康秀（京都府）

家田 貴之（東京都）

阿久津 崇（東京都）

田中 千津子（福岡県）
山本 活（東京都）

婦人服製作

仲 洋子（埼玉県）

橋口 多賀子（宮崎県） 林 三恵子（和歌山県） 落合 貴美子（島根県）
野村 照子（岡山県）

川崎 あや子（宮崎県） 中田 眞理（東京都）

加藤 由起子（東京都） 安田 礼子（青森県）
佐藤 永子（宮城県）

佐藤 富子（東京都）
町田 エリ子（沖縄県）
逸見 法子（岡山県）
石田 小夜子（北海道）
木村 由記子（青森県）

紳士服製作

山中 敏郎（大阪府）

加藤 清春（福島県）

中山 守（東京都）

工藤 進（東京都）

小栗 利一（高知県）
田中 検二（神奈川県）
亀岡 良典（東京都）

和裁

片岡 由紀子

佐藤 明美（山形県）

森瀬 美幸（福岡県）

笹原 吉美（熊本県）

（岡山県）

山下 典子（奈良県）

竹島 理恵（奈良県）

伊藤 かおり（沖縄県）

半瀬 美千代（徳島県） 古賀 美保子（福岡県） 田中 ひとみ（茨城県）
平 和江（神奈川県）
大谷 瑞江（広島県）
星野 美帆（群馬県）
中村 幸江（青森県）
根本 嘉代子（千葉県）
寝具

川田 純明（東京都）

岡田 昇三（大阪府）
高田 元喜（東京都）

テントシート

西岡 誠生（京都府）

西村 仁（神奈川県）

鈴木 勝太郎（東京都） 山縣 昌彦（大阪府）
前川 孝司（香川県）

建築大工

下山 博之（島根県）

青井 誠（島根県）

永井 功（三重県）

金岡 徳人（徳島県）

加藤 英輝（三重県）

杉田 利明（新潟県）

島元 正明（北海道）

松浦 敏昭（宮城県）

植木 義清（高知県）

石田 照明（鳥取県）

加藤 重朗（埼玉県）

館下 寿勝（秋田県）
淺田 朋憲（愛知県）

かわらぶき

鈴木 康志（愛知県）

木村 勝（千葉県）

亀山 康史（長野県）

冨加美 裕一（広島県）

有田 広道（岐阜県）

斉藤 慶和（新潟県）
市村 径伸（高知県）
山本 浩二（京都府）
伴 英成（滋賀県）

畳製作

吉田 克浩（福島県）

米井 仁（千葉県）

藤原 誠（神奈川県）

明石 宣雄（秋田県）

岡田 三史（島根県）

大隅 元明（埼玉県）

長谷川 俊介（静岡県）

松田 浩之（宮崎県）

大野 勉（埼玉県）

植松 文雄（千葉県）

柳井 博（東京都）

飯田 一郎（新潟県）
江川 信行（宮崎県）

建築配管

大西 夢高（新潟県）

村岡 義昭（山口県）

田中 佑介（山形県）

小山 智之（島根県）

小谷 晃由（鳥取県）
プラスチック系床仕上げ

佐野 訓朗（長野県）

酒川 俊哉（東京都）

桜井 良吉（新潟県）

カーペット系床仕上げ

市川 順一（長野県）

山下 俊光（愛知県）

藤井 貴司（大阪府）

壁装

田子 啓祐（神奈川県） 伊藤 哲朗（宮城県）
後藤 富明（宮城県）

谷内口 務（石川県）

佐藤 忠（北海道）

赤川 了一（兵庫県）

皆川 利行（山形県）

内田 幸春（東京都）
加藤 誠司（千葉県）
斉藤 恵一（秋田県）

旋盤

永田 浩（愛知県）

山野 太（愛知県）

藤原 政治（長野県）

大森 竜（山梨県）
初田 恵造（愛知県）

フライス盤

大西 当正（大阪府）

兵藤 武男（愛知県）

機械組立て

吉川 雅也（三重県）

海住 明政（大阪府）

山崎 正彦（愛知県）

河上 秀禎（大阪府）

青山 賢一（新潟県）
家具

女屋 光正（東京都）

青木 健次（東京都）

建具

高平 厚（宮城県）

鎌田 宏行（秋田県）

機械製図

林 徹也（大阪府）

井上 健（愛知県）

貴金属装身具

小池 浄（山梨県）

長津 智之（東京都）

関 祐一（東京都）

印章木口彫刻

勝下 修治（兵庫県）

三田村 薫（大阪府）

國峯 伸之（神奈川県）

児玉 良治（山形県）

平安 隆一（大阪府）

福野 雅文（京都府）

前田 清幸（愛媛県）
安達 克敏（茨城県）

持木 秀彦（東京都）
印章ゴム印彫刻

上田 雅典（東京都）

桜井 優（長野県）

表具

畑山 勝己（神奈川県） 後藤 光晴（新潟県）
安藤 弘文（長崎県）

長谷川 良司（岐阜県） 平井 敏（東京都）
田村 宇弘（京都府）

加茂 和登美（福岡県）
中村 啓吾（富山県）
江原 望（埼玉県）

園芸装飾

鈴木 福次（静岡県）

和田 朗（愛知県）

田中 伸佳（大阪府）

進藤 重男（埼玉県）

ペイント仕上げ広告美術

松澤 昌明（栃木県）

當山 孝司（沖縄県）

船津 圭二郎（大阪府） 下田 雅敏（東京都）
上村 計介（静岡県）

内海 敏春（兵庫県）

粘着シート仕上げ広告美術 熊坂 美樹子（山形県） 今井 寿（青森県）

千葉 純一（愛媛県）

山岸 雅代（新潟県）

写真

植村 栄一（東京都）

須栗 裕幸（新潟県）

八幡 冨士男（岩手県）

日本料理

大宮 康雄（東京都）

齋藤 章雄（静岡県）

萩原 光生（石川県）

牧 武夫（群馬県）

萩原 博（秋田県）

鈴木 義男（福島県）

辻 義晴（滋賀県）

井上 明彦（兵庫県）

大山 大輔（宮城県）

長澤 正彦（山形県）
五日市 昌樹（青森県）
佐藤 昌孝（奈良県）
冨澤 浩一（東京都）
森崎 隆吉（長崎県）
吉田 功（三重県）
横手 雄二（福岡県）

フラワ－装飾

日置 千代（北海道）

永延 雅和（福岡県）

山本美代子（神奈川県） 佐藤 雅雄（北海道）

安田 亜由美（石川県） 高橋 悦子（群馬県）

福永 敏（鹿児島県）

坂元 賀代子（宮崎県） 大塚 広（神奈川県）

野首 良（愛媛県）
長尾 功治（兵庫県）
白川 みゆき（愛媛県）
本城 保子（千葉県）
西村 登（佐賀県）

