
１．技能試験合格者
地区 府県 受験番号 氏 名 年令 地区 府県 受験番号 氏 名 年令

青森 1107 村上 皇 18 富山 4001 松田 大 19

青森 1110 新山 将史 18 岐阜 4201 川口 公太朗 19

青森 1114 箱田 優樹 18 岐阜 4202 山田 裕哉 22

岩手 1116 菅原 洋輔 27 岐阜 4203 吉田 茂生 18

秋田 1118 渡辺 皓哉 18 愛知 4302 小川 大地 18

宮城 1201 三浦 雄大 22 大阪 5404 栁原 司 24

宮城 1206 髙橋 明久 28 大阪 5407 西川 英樹 31

宮城 1208 三浦 翔大 18 兵庫 5603 樋口 有樹郎 20

福島 1213 相良 祐太 20 兵庫 5605 賀川 敏之 24

福島 1214 本馬 陵 19 兵庫 5607 角 令央奈 21

福島 1215 須永 勝太 18 岡山 6005 小玉 拓真 19

福島 1216 駒場 智城 18 岡山 6006 桑原 麻舞 20

福島 1217 佐藤 裕輝 18 広島 6107 増原 正人 25

新潟 2002 相澤 旭 21 広島 6109 松浦 悠士 18

長野 2007 等々力 久就 18 山口 6201 沢田 勇治 19

長野 2008 小峰 烈 28 山口 6202 阿部 充宏 25

長野 2010 藤本 龍也 25 徳島 7001 原田 研太朗 18

埼玉 2101 武藤 龍生 18 徳島 7002 松本 卓也 18

茨城 2201 飯山 泰行 23 徳島 7008 藤岡 隆治 33

茨城 2203 山口 翼 19 香川 7101 中西 昭成 20

茨城 2204 舘 真成 21 高知 7303 河上 泰範 25

栃木 2303 遠藤 達朗 22 福岡 8102 秋永 昂人 22

埼玉 2402 相川 巧 19 福岡 8103 室田 崇史 21

埼玉 2403 野中 祐志 21 福岡 8203 西田 大志 18

埼玉 2408 馬場 和広 18 福岡 8210 井上 将志 22

東京 2501 駒井 大輔 34 熊本 8306 松岡 孝高 23

東京 2502 櫻井 宏樹 20 熊本 8307 東矢 昇太 22

東京 2509 大木 透 25 佐賀 8403 野方 宏樹 18

東京 2605 辻中 国宏 22 佐賀 8406 飯塚 直人 18

南関東 神奈川 3206 植木 和広 29 佐賀 8407 好永 晃 18

以上 ６０名（技能）

２．適性試験合格者
地区 府県 受験番号 氏 名 年令 地区 府県 受験番号 氏 名 年令

福島 1907 前島 恭平 20 南関東 静岡 3921 渡邉 孝光 31

福島 1909 吉岡 貴紀 19 中部 岐阜 4904 向井 裕紀弘 28

福島 1912 山口 茂 29 奈良 5906 泉 利和 21

福島 1915 原 清孝 32 大阪 5909 丹波 孝佑 20

福島 1918 灘本 敏宜 23 大阪 5911 一ノ瀬 貴将 22

山梨 2903 志村 龍己 22 大阪 5914 林 修平 26

東京 2923 川上 真吾 22 九州 熊本 8903 森山 智徳 25

東京 2924 石毛 大蔵 28

以上 １５名（適性）

※　年令は平成21年4月1日現在

※ 地区別は、願書を受理した競技会による
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