
 

 

 

 

 

 

第 63 回全国溶接技術競技会東部地区神奈川大会 

10 月 21・22 日横浜市で開催 

 

一般社団法人 日本溶接協会 
 

 

平成 29 年 10 月 21・22 日の両日、第 63 回全国溶接技術競技会東部地区神奈川大会

（主催：日本溶接協会、東部地区溶接協会連絡会、神奈川県溶接協会）を横浜市で開

催いたします。 

21 日は開会式・技術交流会（横浜ロイヤルパークホテル）を行い、翌 22 日は株式

会社ＩＨＩ横浜事業所（横浜市磯子区）を舞台に、各都道府県の厳しい予選を勝ち抜

いた「被覆アーク溶接の部」、「炭酸ガスアーク溶接の部」の 2 種目各 56 選手、全 112

選手が溶接日本一を目指し熱戦を繰り広げます。 

各選手が日頃の研鑽の成果をいかんなく発揮されることを期待しています。 

本年の競技会では、「炭酸ガスアーク溶接の部」で代表権を獲得した東京都、広島

県の女性選手 2 名の活躍も注目されています。（大会史上、女性選手 2 名の出場は初） 

日本溶接協会では競技会を通じて、各都道府県ひいてはわが国全体のさらなる溶接

技能の向上を図っています。 

 

※次頁以降に出場選手を掲載 

※一般の方の見学受付は締め切っております 

 

以上 
 



   被覆アーク溶接の部 1 / 2 
 

平成 29 年度第 63 回 全国溶接技術競技会東部地区神奈川大会 出場選手 

被覆アーク溶接の部：56 名  

都道府県名 
選手名 

（敬称略） 
所属 

北海道 高﨑 英介 旭イノベックス株式会社 

北海道 五十嵐 祐哉 日鋼ＭＥＣ株式会社 

北海道 鋤田 裕司 株式会社 佐々木製罐工業 

青森県 佐藤 淳一 株式会社 長谷川鉄工 

岩手県 北川 富之 北日本機械株式会社 

宮城県 髙橋 宏太 東北発電工業株式会社 

秋田県 斉藤 秀一 日本精機株式会社 

山形県 佐藤 航大 東北電機鉄工株式会社 

福島県 笹川 暁弘 東開工業株式会社 

茨城県 関 泰宏 日立建機株式会社 

栃木県 湯田 和幸 株式会社 巴コーポレーション 

群馬県 大岡 晃 有限会社 上州管工 

埼玉県 木村 義典 東日本旅客鉄道株式会社 

千葉県 鶴岡 良博 日鉄住金テックスエンジ株式会社 

東京都     
（東京都溶接協会） 渡邉 真貴 株式会社 日立プラントコンストラクション 

東京都     
(首都圏溶接協会東京) 多田 文明 リック株式会社 

神奈川県 根﨑 弘崇 株式会社 ＩＨＩ 

神奈川県 喜屋武 秀人 株式会社 ＩＨＩ 

神奈川県 鈴木 耕久 東芝エネルギーシステムズ株式会社 

新潟県 吉井 達也 株式会社総合車両製作所 

山梨県 上田 健剛 飯田鉄工株式会社 

長野県 宮坂 優作 株式会社 前田鉄工所 

富山県 鷹西 俊彦 川田工業株式会社 

石川県 中嶋 克哉 株式会社 小松製作所 

福井県 源 浩幸 関電プラント株式会社 

静岡県 鈴木 浩敬 株式会社 大穂工業 

愛知県 稲木 利保 株式会社 豊田自動織機  

愛知県 江上 隼 日本車輌製造株式会社 

岐阜県 庄 伸洋 株式会社 関ケ原製作所 

三重県 村口 将吾 東芝産業機器システム株式会社 

滋賀県 田 明広 川重冷熱工業株式会社 
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京都府 小西 栄二 ＷＥＬＤ ＯＮＥ 

奈良県 大野 修司 株式会社 丸島アクアシステム 

和歌山県 鈴木 雅也 日鉄住金テックスエンジ株式会社 

大阪府 竹岡 正人 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

大阪府 山口 勝太 株式会社 北海鉄工所 

兵庫県 西田 拓也 三菱日立パワーシステムズ株式会社 

兵庫県 池ノ上 佳介 三菱重工業株式会社 

鳥取県 御船 博 神鋼機器工業株式会社 

島根県 天場 直樹 株式会社 日立金属安来製作所 

岡山県 小川 郡馬 三菱自動車工業株式会社 

広島県 岩奥 康平 マツダ株式会社 

山口県 柗岡 利弥 宇部興産機械株式会社 

徳島県 杉本 誠一 有限会社 長尾鉄工 

香川県 東岡 仁 株式会社 タダノエステック 

愛媛県 藤岡 高志 三浦マシン株式会社 

高知県 第十 忍 第十工業株式会社 

福岡県 小林 和樹 株式会社 高田工業所 

福岡県 兒玉 秀虎 山九株式会社 

佐賀県 山口 康成 株式会社 名村造船所 

長崎県 田﨑 貴英 三菱日立パワーシステムズ株式会社 

熊本県 大村 光貴 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 

大分県 佐藤 将吾 日鉄住金テックスエンジ株式会社 

宮崎県 小野 毅 株式会社 池上鉄工所 

鹿児島県 赤星 廣平 株式会社 田中工業 

沖縄県 森山 優也 比嘉工業株式会社 
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平成 29年度第 63回全国溶接技術競技会東部地区神奈川大会 出場選手 

炭酸ガスアーク溶接の部：56名  

 

都道府県名 
選手名 

（敬称略） 
所属 

北海道 平田 浩一 旭イノベックス株式会社 

北海道 伊勢 亮太 日鉄住金テックスエンジ株式会社 

北海道 東原 友和 株式会社 林鉄工 

青森県 佐藤 孝樹 丸八鐵工建設株式会社 

岩手県 菊池 淳哉 株式会社 中央コーポレーション 

宮城県 小山 友大 株式会社 宮富士工業 

秋田県 佐藤 健二 千代田興業株式会社 

山形県 佐藤 翼 丸勝鉄工株式会社 

福島県 鈴木 健 東開工業株式会社 

茨城県 田口 敬教 日立建機株式会社 

栃木県 遠藤 陽介 株式会社 小松製作所 

群馬県 春山 典之 群馬県立高崎産業技術専門校 

埼玉県 落合 勇紀 東日本旅客鉄道株式会社 

千葉県 榎本 良幸 山九株式会社 

東京都             
（東京都溶接協会） 中村 久美子 津覇車輌工業株式会社 

東京都      
（首都圏溶接協会東京） 辻林 知暉 パナソニック株式会社 

神奈川県 工藤 将太 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

神奈川県 中神 貴紘 東芝エネルギーシステムズ株式会社 

神奈川県 岩崎 拳也 株式会社 ＩＨＩ 

新潟県 佐藤 祐也 ＪＲ東日本テクノロジー株式会社 

山梨県 及川 祐輔 株式会社 八田製作所 

長野県 須永 忠雄 株式会社 角藤 

富山県 山田 達成 中越鉄工株式会社 

石川県 福村 行慶 ダイワ株式会社 

福井県 持田 一矢 福井鐵工株式会社 

静岡県 亀井 恵 株式会社 ケーイーコーポレーション 

愛知県 坂口 直也 トヨタ自動車株式会社 

愛知県 徳地 穣 トヨタ自動車株式会社 

岐阜県 崎山 正典 株式会社 関ケ原製作所 

三重県 浦出 朋裕 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 
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滋賀県 堀出 健太 川重冷熱工業株式会社 

京都府 堀田 堅一 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 

奈良県 浅野 良太 株式会社 丸島アクアシステム 

和歌山県 楠林 元希 株式会社 豊工業所 

大阪府 岡嵜 真也 日立造船株式会社 

大阪府 吉村 拓磨 日立造船株式会社 

兵庫県 加地 健人 三菱電機株式会社 

兵庫県 加賀野 清彦 三菱重工業株式会社 

鳥取県 有富 力也 神鋼機器工業株式会社 

島根県 原 高広 株式会社 コダマ 

岡山県 山添 智明 三菱自動車工業株式会社 

広島県 渡部 香 マツダ株式会社 

山口県 八木 航平 株式会社 日立プラントメカニクス 

徳島県 中山 鉄郎 株式会社 コンテツ 

香川県 谷口 義典 株式会社タダノ 

愛媛県 亀井 健太郎 三浦マシン株式会社 

高知県 澤田 将矢 株式会社 エスイージー 

福岡県 岩﨑 彰 山九株式会社 

福岡県 濱﨑 享佑 山九株式会社 

佐賀県 永江 寿也 株式会社 名村造船所 

長崎県 平川 卓 株式会社 大島造船所 

熊本県 山﨑 祐也 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 

大分県 宮﨑 大輔 三井造船株式会社 

宮崎県 中武 豊 オリンピア工業株式会社 

鹿児島県 宮内 剛 株式会社 丸和工業 

沖縄県 古謝 二三矢 株式会社 仲本工業 
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