
第20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26年５月24日（土）（旋盤作業競技は24日,25日実施） 

 

２ 会 場 愛知県立起工業高等学校     （総合開会式・ 

機械製図競技の部・旋盤作業競技の部・ 

電子回路組立競技の部・化学分析競技の部） 

愛知県立一宮工業高等学校    （建築製図競技の部・木材加工競技の部） 

名古屋市立工芸高等学校     （測量競技の部） 

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 159名 

(起工業 88名 一宮工業 28名 市工芸 18名 (株)トーエネック教育センター 25名） 

 

４ 各競技結果 

 

(1) 機械製図競技の部 参加校数 17 校 参加生徒数 33 名 

団体 学校名 
   

優勝 愛知県立岡崎工業高等学校 
   

第２位 愛知県立刈谷工業高等学校 
   

第３位 愛知県立起工業高等学校 
   

    
   

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 佐藤 晃成 

第２位 愛知県立岡崎工業高等学校 機械デザイン 2 堀田  凪 

第３位 愛知県立起工業高等学校 機械 3 田村 尚樹 

佳作 名古屋市立工業高等学校 機械 3 久米 凌平 

佳作 愛知県立一宮工業高等学校 機械 3 松田 佑人 

佳作 愛知県立岡崎工業高等学校 機械デザイン 2 冨永 健斗 

佳作 愛知県立起工業高等学校 電子機械 3 平野 智也 

佳作 愛知県立豊田工業高等学校 電子機械 3 三尾 輝彦 

佳作 愛知県立刈谷工業高等学校 機械 3 大瀧 真也 

 

 

 

 



(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 名古屋市立工業高等学校 機械 3 鈴木 皆豊 

２位 愛知県立名南工業高等学校 機械 3 東  健太 

３位 愛知県立豊川工業高等学校 電子機械 3 鶴田 兼一 

佳作 愛知県立一宮工業高等学校 機械 3 六浦 高史 

佳作 愛知県立刈谷工業高等学校 機械 2 西  祐弥 

佳作 愛知県立豊田工業高等学校 機械 3 大熊 ゆりえ 

 

(3) 電気工事競技の部 参加校数 13 校 参加生徒数 25 名  

個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝 愛知県立名南工業高等学校 電気科 3 武田啓一郎 

２位 愛知県立碧南工業高等学校 電子工学科 3 鈴木 克哉 

３位 愛知産業大学工業高等学校 電気科 3 小川 達也 

佳作 愛知県立刈谷工業高等学校 電気科 2 森  光輝 

佳作 愛知県立岡崎工業高等学校 電気科 3 水野 朋紀 

佳作 愛知県立豊川工業高等学校 電気科 3 長島 麻衣 

 

(4) 電子回路組立競技の部 参加校数 12 校 参加生徒数 24 名 

個人 学校名 学科 学年 氏名 

優勝 愛知県立岡崎工業高等学校 情報技術科 3 中村 太一 

２位 愛知県立豊田工業高等学校 電子工学科 3 水野  駿 

３位 愛知県立碧南工業高等学校 電子工学科 3 池上 直樹 

４位 愛知県立愛知工業高等学校 情報技術科 2 宮本 知弥 

５位 愛知県立愛知工業高等学校 情報技術科 3 山下 雄大 

６位 愛知県立碧南工業高等学校 電子工学科 2 右田 聖人 

 

(5) 建築製図競技の部 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 名古屋市立工芸高等学校 建築ｼｽﾃﾑ科 3 金村 理帆 

２位 名古屋市立工芸高等学校 建築ｼｽﾃﾑ科 2 矢口くるみ 

３位 愛知県立佐織工業高等学校 建築科 3 小久保茉美 

佳作 愛知県立一宮工業高等学校 建築科 3 中島  輝 

佳作 愛知県立豊橋工業高等学校 建築科 3 塩田  光 

佳作 愛知県立佐織工業高等学校 建築科 3 青井 弘家 



(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 名古屋市立工芸高等学校 建築ｼｽﾃﾑ科 3 加藤  遼 

２位 愛知県立佐織工業高等学校 建築科 3 藤山 咲季 

３位 愛知県立佐織工業高等学校 建築科 3 小島  渉 

佳作 名古屋市立工芸高等学校 建築ｼｽﾃﾑ科 3 梅村 悠人 

佳作 愛知県立一宮工業高等学校 建築科 3 粥川 雅史 

佳作 愛知県立豊橋工業高等学校 建築科 2 大久保昌紀 

 

(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 名古屋市立工芸高等学校 
   

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 愛知県立愛知工業高等学校 
   

３位 愛知県立名南工業高等学校 
   

     
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 3 野田 恭平 

２位 愛知県立小牧工業高等学校 化学工業科 3 倉田 正彦 

３位 愛知県立愛知工業高等学校 化学工業科 3 堀田  蘭 

４位 愛知県立岡崎工業高等学校 化学工業科 3 石野慶志郎 

５位 愛知県立起工業高等学校 化学工業科 3 仲村 尚浩 

６位 愛知県立名南工業高等学校 化学工業科 3 上山  仁 

 

 

 

 

 


