
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 1106 木村 弘 18 神奈川 3201 渡邊 聖 24

青森 1107 坂本 周輝 18 静岡 3301 荒川 大輔 25

秋田 1115 三浦 平志郎 20 静岡 3304 稲葉 一真 20

秋田 1117 佐々木 吉徳 22 静岡 3307 菅原 裕太 18

宮城 1201 阿部 力也 22 富山 4001 中瀬 皓太 19

宮城 1203 櫻井 正孝 22 石川 4002 宮西 翼 30

宮城 1205 保科 千春 18 愛知 4102 伊藤 巧成 19

福島 1210 渡辺 雄太 18 愛知 4103 川口 聖翔 20

福島 1213 渡邉 正人 19 岐阜 4204 大洞 翔平 18

長野 2007 長幅 亮太 18 愛知 4305 桜井 雄太 18

山梨 2011 新井 僚太郎 18 三重 4401 伊藤 裕貴 18

群馬 2104 恩田 淳平 19 滋賀 5101 渡辺 大剛 20

群馬 2110 横田 政直 23 京都 5202 窓場 千加頼 18

茨城 2201 吉田 元輝 23 奈良 5301 安福 洋徳 22

茨城 2206 横山 尚則 18 大阪 5403 神田 紘輔 23

栃木 2304 村上 貴彦 24 兵庫 5602 井上 将志 25

栃木 2308 福田 拓也 18 岡山 6012 峰重 祐之介 20

栃木 2311 岡田 泰地 18 岡山 6013 川本 琢也 22

埼玉 2404 高橋 立樹 19 広島 6102 三登 誉哲 23

埼玉 2406 一戸 康宏 22 徳島 7002 辻松 裕之 18

埼玉 2407 小川 辰徳 22 徳島 7006 西山 圭二 27

東京 2409 小池 悠太 18 徳島 7009 久米 康平 18

埼玉 2603 笠松 将太 18 徳島 7010 表原 周 18

埼玉 2607 岸澤 拓也 18 愛媛 7203 横内 裕人 18

千葉 3001 太刀川 一成 29 愛媛 7204 岡田 啓渡 19

千葉 3005 田口 裕一 20 大分 8007 染矢 祐太 18

千葉 3006 齋藤 宗徳 25 熊本 8302 德永 哲人 27

千葉 3008 佐藤 壮 18 熊本 8303 中山 敬太郎 20

千葉 3009 原岡 泰志郎 20 宮崎 8604 東 隆之 22

神奈川 3106 関根 健太郎 19 宮崎 8606 久島 尚樹 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

青森 1901 德永 真一 33 静岡 3919 青野 匡紘 32

山形 1905 押切 勇二 22 静岡 3921 村木 亮 36

福島 1907 中村 将来 19 大阪 5904 古性 優作 19

福島 1908 伊東 翔貴 19 大阪 5905 山本 巨樹 19

福島 1910 山本 恵介 29 大阪 5906 髙久保 雄介 23

千葉 3906 中井 勇介 28 兵庫 5912 石貞 有基 24

東京 3908 遠藤 雅也 34 四国 高知 7903 宗﨑 世連 18

神奈川 3913 有野 優一郎 28

以上 １５名（適性）

※　年令は平成22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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