
回数 年度 職種 氏名 所属 備考

第１回 56 建築大工 小林　光雄 自営

建築板金 八十島　良逸 自営

とび 熊野　武士 自営 ５位

森山　新之助 自営

大久保　栄 自営

ガラス施工 堀野　純一 硝和硝子（株）

かわらぶき 門脇　博 自営

第２回 57 建築板金 石田　光雄 石田板金工業

建築大工 谷口　正一郎 谷口建設

広告美術 高橋　政則 福井市成和1-2815

第３回 58 和裁 古宮　都子 福井市志比口2-5-19

建築大工 歪崎　良一 三方郡美浜町丹生49-4

第４回 59 和裁 古宮　都子 福井市志比口2-5-19

和裁 山本　光子 自営

第５回 60 かわらぶき 角　清吉 自営

第６回 61 和裁 野尻　敦子 自営

第７回 62 建築板金 須賀原　尚弘 須賀原板金工業所

広告美術 橋本　孝一 坂井郡金津町南金津15-41-1 ２位

和裁 水上　つや子 自営

第８回 63 建築板金 門　和廣 福井市下馬町七反田3-1 ５位

和裁 石田　裕子 敦賀市舞崎町3-17 ５位

第９回 元年 建築板金 津田　秋雄 坂井郡丸岡町東陽

左官 石黒　喜久二 鯖江市旭町2-2-15 ４位

第１０回 2 和裁 明瀬　栄孤 福井市北四ツ居3-51

壁装 元山　浩二 福井市江守中町1-7-3

カーペット床仕上げ 丹羽　章男 鯖江市東鯖町2丁目29-27 ２位

第１１回 3 和裁 川上　浩美 武生市大虫町22-22

ガラス施工 田中　幸一 福井市足羽3-2-12

広告美術 八木　耕作 坂井郡金津町北金津35-12-19 ３位

第１２回 4 建築板金 広田　裕 福井市水越2丁目210

第１３回 5 和裁 榎波　初子 鯖江市石田下町11-5-20

フラワー装飾 安達　日出子 福井市乾徳1丁目11-1

かわらぶき 猪島　具幸 大野市篠座町5-6

第１４回 6 内装仕上げ施工 冨田　健二 京都府舞鶴市潮来西町2-27

ガラス施工 酒井　満 勝山市下高鳥2-2

広告美術 久池　晃一 三方郡三方町能登野64-11 １位

第１５回 7 壁装 下坂　正範 福井市学園3丁目4-13

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ 小林　武司 小浜市甲ヶ崎9-43-4

カーペット床仕上げ 梅垣　義彦 大飯郡高浜町東三松37-14-2

フラワー装飾 安達　日出子 福井市乾徳1丁目11-1

ガラス施工 酒井　満 勝山市下高鳥2-2

第１６回 8 フラワー装飾 河瀬　秀樹 敦賀市松島町6-14 ４位

第１７回 9 壁装 笹川　勝弘 自営

壁装 小林　喜利 自営

フラワー装飾 河瀬　秀樹 自営
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第１８回 10 フラワー装飾 河瀬　秀樹 敦賀市松島町6-14

カーペット床仕上げ 丹羽　章男 鯖江市東鯖江2-9-27 ２位

壁装 井口　哲郎 福井市左内町5-12

ガラス施工 柳沢　秀樹 福井市中藤新保町11-31-2

第１９回 11 フラワー装飾 河瀬　秀樹 敦賀市松島町6-14

カーペット床仕上げ 丹羽　章男 鯖江市東鯖江2-9-27 敢闘賞

壁装 井口　哲郎 福井市左内町5-12

第２０回 12 フラワー装飾 河瀬　秀樹 敦賀市松島町6-14

表具 藤野　康史 敦賀市津内町1-10-11

壁装 井口　哲郎 福井市左内町5-12

第２１回 13 ガラス施工 吉川　浩明 坂井郡坂井町木部新保3-100

表具 藤野　康史 敦賀市津内町1-10-11

壁装 中野　哲宏 福井市中野2丁目1501-17

粘着ｼｰﾄ・広告美術 八木　耕作 坂井郡金津町花之杜2丁目16-15

第２２回 14 旋盤 山下　嘉隆 武生市戸谷町76-31-6

〃 孝治　太士 武生市中居町32-16

建具 米倉　正雄 丹生郡朝日町上川去46-1-39

日本料理 村田　一也 足羽郡美山町東天田10-25

第２３回 16 壁装 上坂　純也 今立郡今立町新在家7-18-1

日本料理 川口　泰弘 福井市松本1-9-6

フラワー装飾 河瀬　秀樹 敦賀市松島町6-14 ３位

第２４回 18 建具 山本　英樹 福井市照手3-9-20

日本料理 鳥山　恵輔 坂井郡春江町中筋北浦144 敢闘賞

〃 畑地　久満 丹生郡越前町金谷18-162-28

フラワー装飾 河瀬　秀樹 敦賀市松島町6-14 １位

第２５回 20 建具 山本　英樹 福井市明里町6-9

〃 米倉　正雄 丹生郡越前町上川去45-1-39

日本料理 鳥山　恵輔 坂井市春江町中筋北浦144 敢闘賞

フラワー装飾 倉内　美恵子 越前市堀川町10-20

第２６回 22 壁装 坪田　勝彦 坂井市春江町境20-5-2 敢闘賞

建具 山本　英樹 福井市照手3-9-20

〃 米倉　正雄 鯖江市石田下73-4 敢闘賞

〃 佐々木　知一郎 越前市本多3-9-3

日本料理 鳥山　恵輔 福井市渕町43-17

〃 畑地　久満 福井市中央3-9-21 敢闘賞

フラワー装飾 安達　吉則 福井市里別所新町901-1

〃 倉内　美恵子 越前市平出1-9-22

第２７回 24 旋盤 石原　光宏 越前市池ﾉ上町38

建具 米倉　正雄 鯖江市石田下73-4

〃 山本　英樹 福井市照手3-9-20

壁装 坪田　勝彦 坂井市春江町境20-5-2

日本料理 部谷　保 あわら市舟津43-26

　　〃 佐々木　完 福井市大手3-12-20

第２８回 26 旋盤 石原　光宏 越前市池ノ上町３８
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建具 米倉　正雄 鯖江市石田下73-4

〃 山本　英樹 福井市照手3-9-20

日本料理 部谷　保 あわら市舟津43-26 銅賞

第２９回 28 壁装 西村　一哉 福井市足羽１－１０－２１

壁装 高鳥　　要 小浜市小浜広峰

旋盤 石原　光宏 越前市池の上町３８

日本料理 部谷　　保 福井県あわら市舟津４３－２６

日本料理 竹内　直也 福井市中央３－９－２１

第３０回 30 建具 大柳 秀行 福井県福井市河水町13-16-17

建具 市橋 佑一 福井県鯖江市有定1-2-6 敢闘賞

表具 小林 裕明 福井県福井市順化1丁目14-19

日本料理 鳥山 恵輔 福井県福井市中央1-4-8　 敢闘賞


