
第19回愛知県高等学校工業教育研究会総合競技大会 

１ 日 時 平成25年５月25日（土）（旋盤作業競技は25日,26日実施） 

 

２ 会 場 愛知県立豊橋工業高等学校 愛知県立岡崎工業高等学校（化学分析競技の部） 

株式会社トーエネック教育センター（電気工事競技の部） 

 

３ 参加者 参加校 20校 参加選手 158名 

（豊橋工業 118名 岡崎工業 14名 (株)トーエネック教育センター 26名） 

 

４ 各競技結果 

(1) 機械製図競技の部 参加校数 18 校 参加生徒数 36 名 

団体 学校名 
   

優勝 愛知県立刈谷工業高等学校 
   

第２位 愛知県立半田工業高等学校 
   

第３位 愛知県立岡崎工業高等学校 
   

    
   

個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝 愛知県立刈谷工業高等学校 機械 3 阪野 颯太 

第２位 愛知県立刈谷工業高等学校 機械 3 佐川 篤樹 

第３位 愛知県立半田工業高等学校 電子機械 3 澤田 匠 

佳作 名古屋市立工芸高等学校 電子機械 3 猪飼 大介 

佳作 愛知県立岡崎工業高等学校 機械デザイン 3 山本 功輝 

佳作 愛知県立岡崎工業高等学校 機械デザイン 3 太田 愛野 

佳作 愛知県立半田工業高等学校 電子機械 3 杉浦 弘和 

佳作 愛知県立豊橋工業高等学校 機械 3 遠山 勇樹 

佳作 愛知県立豊田工業高等学校 電子機械 3 深町 祥生 

 

(2) 旋盤作業競技の部 参加校数 17 校 参加生徒数 17 名 

個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝  愛知県立刈谷工業高等学校 機械 3 宮田 悠史 

２位  名古屋市立工芸高等学校 電子機械 3 髙木 匠 

３位  名古屋市立工業高等学校 機械 3 平松 賢弥 

佳作  愛知県立豊田工業高等学校 機械 3 河原 裕美子 

佳作  愛知県立豊川工業高等学校 電子機械 3 石部 文平 

佳作  愛知県立碧南工業高等学校 機械 3 壁谷澤 輝郁 



(3) 電気工事競技の部 参加校数 14 校 参加生徒数 26 名 （株式会社トーエネック教育センター） 

個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝 愛知県立刈谷工業高等学校 電気科 3 高橋 健太 

２位 愛知県立一宮工業高等学校 電気科 3 高橋 博久 

３位 愛知県立愛知工業高等学校 情報技術科 3 胸元 彬寛 

佳作 愛知県立愛知工業高等学校 電気科 3 大野 祐渡 

佳作 愛知県立岡崎工業高等学校 電気科 3 海藤 翔太朗 

佳作 愛知県立刈谷工業高等学校 電気科 3 仲川 亮太 

 

(4) 電子回路組立競技の部 参加校数 10 校 参加生徒数 20 名 

個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝 愛知県立豊田工業高等学校 電子工学科 3 本吉真宙 

２位 愛知県立豊田工業高等学校 電子工学科 3 大矢三四郎 

３位 愛知県立碧南工業高等学校 電子工学科 3 市古大樹 

４位 愛知県立碧南工業高等学校 電子工学科 2 池上直樹 

５位 愛知県立愛知工業高等学校 情報技術科 2 加藤知樹 

６位 愛知県立起工業高等学校 電子工学科 3 荻本凌平 

 

(5) 建築製図競技の部 参加校数 7 校 参加生徒数 13 名 

個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝 愛知県立半田工業高等学校 建築科 3 齋藤 卓磨 

２位 名古屋市立工芸高等学校 建築ｼｽﾃﾑ科 2 金村 理帆 

３位 愛知県立碧南工業高等学校 建築科 3 岩田 大輝 

佳作 名古屋市立工芸高等学校 建築ｼｽﾃﾑ科 3 春日井 裕也 

佳作 愛知県立半田工業高等学校 建築科 3 竹内 慧太 

佳作 愛知県立豊橋工業高等学校 建築科 3 富永 翔太 

 

(6) 木材加工競技の部 参加校数 7 校 参加生徒数 14 名 

個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝 愛知県立豊橋工業高等学校 建築科 3 鈴木 瑠夏 

２位 愛知県立半田工業高等学校 建築科 3 鶴見 仁 

３位 名古屋市立工芸高等学校 建築ｼｽﾃﾑ科 2 加藤 遼 

佳作 愛知県立佐織工業高等学校 建築科 2 小島 渉 

佳作 愛知県立一宮工業高等学校 建築科 2 粥川 雅史 

佳作 愛知県立豊橋工業高等学校 建築科 2 杉原 秀昌 



(7) 測量競技の部 参加校数 6 校 参加生徒数 18 名 

団体 学校名 
   

優勝 愛知県立豊橋工業高等学校 
   

２位 愛知県立半田工業高等学校 
   

３位 愛知県立岡崎工業高等学校 
   

 

(8) 化学分析競技の部 参加校数 7 校 参加生徒数 14 名 （岡崎工業高等学校） 

団体 学校名 
   

優勝 愛知県立小牧工業高等学校 
   

２位 愛知県立名南工業高等学校 
   

３位 愛知県立愛知工業高等学校 
   

     
個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝 愛知県立小牧工業高等学校 化学工業科 2 倉田 正彦 

２位 愛知県立小牧工業高等学校 化学工業科 3 松村 駿 

３位 愛知県立愛知工業高等学校 化学工業科 3 坂 幸江 

４位 愛知県立名南工業高等学校 化学工業科 3 青木 茉穂 

５位 愛知県立名南工業高等学校 化学工業科 3 小川 祥真 

６位 愛知県立岡崎工業高等学校 化学工業科 3 佐藤 満弘 

 


