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第 20 回東京障害者技能競技大会（東京アビリンピック）が、令和４年２月 19 日（土）に、東京障

害者職業能力開発校（小平市）等において開催されました。ワード・プロセッサや喫茶サービス等１3 の競

技種目に総勢９３名の選手が参加し、日頃から培った技能を互いに競い合いました。  

今大会において、競技種目ごとに優秀な成績を修めた者について、お知らせします（裏面参照）。 

また、大会で各競技種目の成績最上位の方々は、本年１１月に千葉県で開催される全国大会に東京

都代表選手として推薦される予定です。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜ 競 技 大 会 の 様 子 ＞ ※一部競技のみ 

   
ＤＴＰ ビルクリーニング 喫茶サービス 

   

製品パッキング ネイル施術 フラワーアレンジメント 

【東京障害者技能競技大会（東京アビリンピック）とは】 

 
○障害のある方々が日頃培った技能を互いに競い合うことを通じて、職業能力の向上を図る
とともに、企業や社会の障害者雇用に対する理解を深め、その雇用を促進することを目的
として毎年開催しています。 

○「アビリンピック」（ABILYMPICS）は、「アビリティ」（ABILITY：能力）と「オリンピック」
（OLYMPICS）を合わせたもので、大会を親しみやすいものとするための愛称として使用して
います。 

○大会の主催者は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部です。 
○東京都は共催者として、大会の実施に協力するほか、各競技種目の金賞受賞者には東京都
産業労働局長賞を授与しています。 

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課   
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＜ 第 20 回東京障害者技能競技大会 競技種目及び入賞者名 ＞ 

競 技 種 目  
（ ）内は出場人数 

氏   名  及  び  所  属  名 

金 賞 銀 賞 銅 賞 努力賞 

ワード・プロセッサ 
（５名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

塙 優太郎 宮田 康平 小鹿 駿 青島 香桃美 

株式会社 

日立ハイテクサポート 

東京都チャレンジドプラス

トッパン株式会社 

株式会社 

バンダイナムコウィル 

株式会社 

バンダイナムコウィル 

DTP 

（DeskTopPublishing）（５名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

齋藤 祐介 石川 小百合 

該当者なし 該当者なし 株式会社旭化成アビリティ 

東京営業所 
富士ソフト企画株式会社 

ホームページ 
（２名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 
該当者なし 

手島 拓身 

該当者なし 

吉野 佑亮 

株式会社 

日立ハイテクサポート 
トランスコスモス株式会社 

表計算 
（１０名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

畠山  怜 藤田 雄大 中西 智也 福田 晴子 

株式会社 

日立ハイテクサポート 

株式会社 

セールスフォース・ジャパン 

大東コーポレートサービス 

株式会社 

SOMPO チャレンジド 

株式会社 

データベース 
（２名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 
該当者なし 

秦野 和人 

該当者なし 

川口 博司 

- ＥＢＡ株式会社 

オフィスアシスタント 
（１５名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

髙橋  巧 高田 英知 菅野 千波 山田 始 

株式会社 

日立ゆうあんどあい 

株式会社 

バンダイナムコウィル 
トランスコスモス株式会社 

株式会社 

バンダイナムコウィル 

ビルクリーニング 
（１５名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

川瀨 栄大 榎 大地 宮入 千裕 小泉 彩奈恵 

東京都立港特別支援学校 
ファースト・ファシリティーズ・

チャレンジド株式会社 
東京都立南大沢学園 

第一生命チャレンジド 

株式会社 

喫茶サービス 
（１１名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

横山 蒼空 布施 智佳 鈴木 千遥 赤池 翔 

東京都立田無特別支援学校 東京都立南大沢学園 
スターバックスコーヒージャパン 

株式会社 
東京都立南大沢学園 

製品パッキング 
（５名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

大下 一太郎 金山 達志 

該当者なし 

伊藤 大樹 

株式会社 

バンダイナムコウィル 

株式会社 

バンダイナムコウィル 

株式会社 

バンダイナムコウィル 

ネイル施術 
（３名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

池田 衣里 一木 侑子 坂角 ゆかり 

該当者なし 

株式会社JAL サンライト 
野村不動産ライフ＆スポーツ 

株式会社 
株式会社JAL サンライト 

フラワーアレンジメント 
（５名） 

〔身体・知的・精神障害者対象〕 

井口 健太郎 猿子 美那 高橋 亜紀子 

該当者なし 東急リバブルスタッフ 

株式会社 
株式会社日比谷花壇 

一般社団法人アプローズ 

 アプローズ南青山 

パソコン操作 
（４名） 

〔視覚障害者対象〕 

野地 美行 山﨑 智恵子 津島 健 堀内 正伸 

社会福祉法人日本視覚障

害者職能開発センター 

パシフィックコンサルタンツ 

株式会社 

日鉄保険サービス 

株式会社 

株式会社 

ストライプインターナショナル 

パソコンデータ入力 
（１１名） 

〔知的障害者対象〕 

伊藤 祥源 吉岡 由太 長谷川 裕生 加藤 剛 

株式会社テクノプロ・スマイル 

光が丘サービスセンター 

第一生命チャレンジド 

株式会社 
株式会社住化パートナーズ 

コニカミノルタウイズユー 

株式会社 
 


