
グランプリ

準グランプリ

賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 池　　あい ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

大会会長賞 小原　愛子 パティスリーヤナギムラ　宇宿店 鹿児島県

金賞 露久保　学 パティスリー　ジュイール 埼玉県

金賞 原田　理華 ㈲パティスリーダンデリオン 北海道

銀賞 阿久津　友美 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銀賞 石床　真弓 菓樹工房　ユーカリプティース 兵庫県

銀賞 桜井　正明 パティスリードパラディ 千葉県

銀賞 住田　由夏 ㈲パティスリーダンデリオン 北海道

銀賞 髙木　理稼子 ㈱ホテルオークラ東京ベイ 千葉県

銀賞 野口　真美 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銀賞 矢野　唯奈 ＭＯＴＯＭＡＣＨＩ　ＣＡＫＥ 兵庫県

銀賞 山﨑　正規 四季の菓子工房シャロン 埼玉県

銀賞 山下　侃子 ローレライ洋菓子店 栃木県

銀賞 渡邊　さくら 麻生外語観光＆製菓専門学校 福岡県

銅賞 新井　琢磨 香雲堂本店 プティフォンティーヌ 栃木県

銅賞 石橋　明日香 ローレライ洋菓子店 栃木県

銅賞 磯野　武憲 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 井出　圭亮 ラ・ベルデュール 神奈川県

銅賞 岩田　清史 スウィーツショップ　ロッシェ 長崎県

銅賞 植木　健史郎 ㈱ビー・リガーレ 北海道

銅賞 梅田　憲男 ケーキハウス　ツマガリ 兵庫県

銅賞 大茂　知香子 木いちご 熊本県

銅賞 岡部　敬介 ㈲プリエ 東京都

銅賞 梶田　 慶 ラ・テール洋菓子店 東京都

銅賞 勝間田　貢美 アンドロワ・パレ 静岡県

銅賞 兼子　大助 サンヴェール 埼玉県

銅賞 桐村　美咲 樫の樹 神奈川県

銅賞 後藤　大輔 ㈲リリエンベルグ 東京都

銅賞 齋藤　大輔 パティスリー　ＬＵＤＩＱＵＥ 長崎県

銅賞 斉藤　智咲 ㈱アンテノール 東京都

銅賞 柴山　加奈子 ㈱ファームソレイユ 北海道

銅賞 菅谷　直樹 ㈲パティスリー ル ラピュタ 東京都

銅賞 髙山　友美 オークラフロンティアホテルつくば 茨城県

銅賞 中田　喜美子 ㈲ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銅賞 韓　基浩 ㈱ホテルオークラ東京ベイ 東京都

銅賞 堀　寿久 お菓子の堀 大分県

銅賞 増田　優子 ヒルトン東京ベイホテル 千葉県

味と技のピエスモンテ  石黒 啓太（シュッティヤナセ・イーストギャラリー）　東京都

チョコレート工芸菓子　髙野 隆自（クラブハリエ守山玻璃絵館洋工房）　滋賀県

マジパン仕上げ　受賞者リスト



銅賞 宮本　奈美 エグゼクス・スウィーツ 岐阜県

銅賞 宮本　景世 パティスリーKOSAI 茨城県

銅賞 村田　美緒 ケーキ工房　アン･ドゥー 石川県

銅賞 山添　壽浩 パティスリーアプレシエ 高知県

賞 氏名 社名 所属協会

銅賞 横山　拓也 ラ・ベルデュール 神奈川県

銅賞 和佐田　智春 ハックルベリー 群馬県

銅賞 渡辺　勇気 株式会社　昌栄 徳島県

マジパン仕上げ　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 小浦　一紀 ㈱トリアノン洋菓子店 東京都

大会会長賞 丹羽　絵美 専門学校 穴吹ﾊﾟﾃｨｼｴ福祉ｶﾚｯｼﾞ 香川県

金賞 東條　ゆかり ㈱バナナダンス 徳島県

銀賞 加藤 美優 ㈱ベルグの４月 神奈川県

銀賞 塚原　佳樹 PATISSERIE NAOKI 東京都

銀賞 長谷川　郷 ㈱帝国ホテル 東京都

銅賞 芦澤　郁美 ㈲春華堂 静岡県

銅賞 阿部　はるか ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ｼｮｺﾗﾄﾘｰ ｼｬﾝﾄﾞﾜｿﾞｰ 埼玉県

銅賞 工藤　奈津美 ㈱トリアノン洋菓子店 東京都

銅賞 遠山　結衣 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 中江　麻佑 ｸﾗﾌﾞﾊﾘｴﾌﾙｰﾂﾎﾞｯｸｽ草津近鉄洋工房 滋賀県

銅賞 町田　充 パティスリー　Moa 埼玉県

銅賞 山田　恵里 日本菓子専門学校 東京都

銅賞 堀江　ちひろ 自然派菓子工房㈱アンシャーリー 山口県

バタークリーム仕上げ　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 渡邉　智世 樫の樹 神奈川県

大会会長賞 中里　翔一郎 ㈱帝国ホテル 東京都

金賞 縣　誠司 浜松調理菓子専門学校 静岡県

金賞 山田　貴典 パティスリー　リッチフィールド 兵庫県

銀賞 河合　義則 浜松調理菓子専門学校 静岡県

銀賞 顏　志全 台湾ガトー協会

銀賞 小林　旺広 東京製菓学校 東京都

銀賞 是枝　幸司 パティスリーヤナギムラ 鹿児島県

銀賞 鳴海　悦子 パティスリーKOSAI 茨城県

銀賞 比嘉　朗人 ナチュール　シロモト 兵庫県

銅賞 片山　愛花 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 加藤　正太 ㈱ユーハイム 東京都

銅賞 金澤　大 四季の菓子工房シャロン 埼玉県

銅賞 神崎　友樹 ㈱ホテルオークラ東京 東京都

銅賞 岸上　真大 ル ミュゼ ドゥ アッシュ 石川県

銅賞 齊藤　伊都実 東京製菓学校 東京都

銅賞 誘市　弥生 クラブハリエ日牟禮館洋工房 滋賀県

銅賞 髙野　香苗 ㈱帝国ホテル 東京都

銅賞 髙堀　有以 高級フランス菓子　ロワイヤル 栃木県

銅賞 谷村　友幸 ｸﾗﾌﾞﾊﾘｴﾗｺﾘｰﾅ近江八幡洋工房 滋賀県

銅賞 中島　祐介 ㈱バイカル 京都府

銅賞 中村　秀幸 ㈱清月 山梨県

銅賞 濵中　健一 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 福岡県

銅賞 響尾　麻人 ザ・キャピトルホテル東急 東京都

銅賞 平田　志朗 神戸洋藝菓子ボックサン 兵庫県

銅賞 山本　 陸 ㈲ル・スリジェ・ダムール洋菓子店 岐阜県

ピエス・アーティスティック　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 早坂　章平 ㈱アンテノール 東京都

大会会長賞 梅本　茄奈 ㈱柳月 北海道

金賞 音田　貴之 ㈲ボヌール洋菓子店 鳥取県

銀賞 河本　満夫 ㈲エンジェ 奈良県

銀賞 鈴木　祐介 ホテルニューオータニ幕張 千葉県

銅賞 井口　正登 菓子の樹 兵庫県

銅賞 磯野　武憲 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 古屋　勉 ㈱銀座コージーコーナー 東京都

銅賞 村上　芹 ㈱柳月 北海道

小型工芸菓子　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

準グランプリ
連合会会長賞

髙野　隆自 クラブハリエ守山玻璃絵館洋工房 滋賀県

大会会長賞 川合　紀平 ㈱ｱｸｱｲｸﾞﾆｽ ｺﾝﾌｨﾁｭｰﾙ ｱｯｼｭ 三重県

金賞 上原　司 ＡＮAクラウンプラザホテル神戸 兵庫県

金賞 松田　詢吾 ラ パティスリー ベルジュ 東京都

銀賞 笠原　寿人 パティスリーKOSAI 茨城県

銀賞 中里　亘宏 ㈱ホテルオークラ東京 東京都

銀賞 山田　晃司 東京ベイコート倶楽部 東京都

銀賞 吉田　昌史 ㈱シューベルト 千葉県

銅賞 内海　哲弥 アンジェリーナ 宮城県

銅賞 川野　圭一 名古屋東急ホテル 愛知県

銅賞 髙倉　竜馬 西洋菓子倶楽部 福井県

銅賞 谷山　俊一 東京都

銅賞 枦山　正浩 ㈱ユーハイム 千葉県

銅賞 三田　正樹 ㈱帝国ホテル 東京都

銅賞 山本　崇 Assemblages KAKIMOTO 京都府

銅賞 横畠　正一 クラブハリエ日牟禮館洋工房 滋賀県

チョコレート工芸菓子　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 島岡　智衣 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

大会会長賞 峯島  由貴子 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

金賞 長谷川　健太 ㈱帝国ホテル 東京都

銀賞 秋浜　智子 千葉県

銀賞 保坂　夏紀 プレジール 新潟県

銅賞 猪飼　ともみ 東京シュガーアート 東京都

銅賞 栗本　衣理 Ｋ’ｓ　Ｓｔｕｄｉｏ 愛知県

銅賞 新屋　栄弥子 メルキュールホテル横須賀 神奈川県

銅賞 田畑　亜紀 ケーキスタジオ　シュクレ 長野県

銅賞 玉川　玲 SugaR DayS 東京都

銅賞 土井　真里 浜松調理菓子専門学校 静岡県

シュガークラフト工芸菓子　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 福江　寛幸 菓子工房オークウッド 埼玉県

大会会長賞 本澤　聡 ㈱アニバーサリー 東京都

金賞 伊藤　岳明 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

金賞 長澤　 岳 パークハイアット東京 東京都

銀賞 江原　 誠 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾏｺﾄｴﾊﾞﾗ×ﾓﾝﾚｱﾙ 岡山県

銀賞 苗山　和彦 ㈱資生堂パーラー 東京都

銀賞 宮本　英哲 フランス菓子16区 福岡県

銀賞 山本　晋介 エル・プランタン 千葉県

銅賞 齋藤　要 オテル･ドゥ･ミクニ 東京都

銅賞 酒谷　修平 アトリエC 東京都

銅賞 佐川　 優 ㈱レピドール 東京都

銅賞 佐藤　晶 ㈲ル・クレール 群馬県

銅賞 西口　聖也 ㈲リリエンベルグ 東京都

銅賞 錦織　英美 服部栄養専門学校 東京都

銅賞 西山　雅大 オテル･ドゥ･ミクニ 東京都

銅賞 濱田　舟志 ラ・テール洋菓子店 東京都

銅賞 松澤　真希 ㈱わかさいも本舗 北海道

銅賞 山脇　沙貴 L'AVENUE 兵庫県

グラン・ガトー　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 細川　雅正 ザ･リッツ･カールトン大阪 大阪府

大会会長賞 早田　忠博 エーデルワイス 兵庫県

金賞 小田　耕三 東京製菓学校 東京都

銀賞 廣上　恵里子 L'AVENUE 兵庫県

銅賞 呉　振平 台湾ガトー協会

銅賞 清水　良祐 ウェスティンホテル東京 東京都

銅賞 関野　 剛 京王プラザホテル 東京都

銅賞 富田　香穂 カレット洋菓子店 愛知県

銅賞 紅谷　未央 ラ・ベルデュール 神奈川県

コンフィズリー　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 沼野井　拓馬 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

大会会長賞 神戸　夏紀 ㈱カレーム 群馬県

金賞 北　佳子 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銀賞 市川　樹亜鈴 ローレライ洋菓子店 栃木県

銀賞 矢野　鈴佳 ハックルベリー 群馬県

銅賞 影山　光咲 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 久住 望 ㈱ベルグの４月 神奈川県

銅賞 篠崎　あゆか モン・プチ・クール 栃木県

銅賞 真保　奈未 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 髙橋　瑠那 パティシエカワナ 栃木県

銅賞 長島　愛実 パティスリー　モンプレジール 埼玉県

銅賞 野澤　美咲 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 平河　瑞穂 お菓子の店バンフの森 福岡県

銅賞 前野　雄介 パティスリー　Moa 埼玉県

銅賞 松井  もも 国際調理製菓専門学校 新潟県

銅賞 南　美穂 パティスリー　ジェノワーズ 群馬県

銅賞 百瀬　和輝 パティスリー　Moa 埼玉県

ジュニア　受賞者リスト



賞 氏名 学校名 所属協会

金賞 伊藤　由貴 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

金賞 西垣　友里 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 中野　佳奈 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 原　　美咲 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銀賞 村田　紳予 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 相澤　泉希 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 明田川　幸恵 (学)北陸学園 北陸食育ﾌｰﾄﾞｶﾚｯｼﾞ 新潟県

銅賞 井上　鈴苗 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 今井　萌香 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 大久保　菜々 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 大竹　梨紗 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銅賞 片山　楓恋 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 熊野　翔太 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 小原　日菜子 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 柴田　希 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 鈴木　果歩 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 鈴木　沙英 スーパースイーツ製菓専門学校 石川県

銅賞 鈴木　那菜 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 滝野　里穂 東海調理製菓専門学校 静岡県

銅賞 田原　奈津紀 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 鳥海　明日香 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 塚﨑　佑花 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 土橋　りか にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 中島　諒子 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 中野　衣梨 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 南雲　絵里依 スーパースイーツ製菓専門学校 石川県

銅賞 西田　絵莉香 金沢製菓調理専門学校 石川県

銅賞 丹羽　彩 中央調理製菓専門学校 静岡校 静岡県

銅賞 藤井　新 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 藤田　好捺実 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 益田　郁美 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 松﨑　史佳 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 松本　采香 三友学園 ＩＦＣ製菓専門学校 栃木県

銅賞 村田　寛仁 スーパースイーツ製菓専門学校 石川県

銅賞 森分　理沙 岡山ビジネスカレッジ 岡山県

銅賞 安武　未来 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 柳尾　葉月 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 山野　貴大 金沢製菓調理専門学校 石川県

銅賞 幸　百伽 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 横田　朝香 名古屋製菓専門学校 愛知県

エコール　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

グランプリ
連合会会長賞

石黒　啓太 シュッティヤナセ・イーストギャラリー 東京都

大会会長賞 荻野　拓也 ㈱ユーハイム 千葉県

金賞 栗原　 梢 専門学校 二葉製菓学校 東京都

金賞 平島　明奈 パティスリー キャロリーヌ 東京都

銀賞 岩佐  康雄 ケーキハウス　ツマガリ 兵庫県

銀賞 加藤　翔吾 (学)香川栄養学園 プランタン 東京都

銀賞 山崎　良人 ザ・ペニンシュラ東京 東京都

銀賞 吉田　和正 ㈱帝国ホテル 東京都

銅賞 北野　貴大 ユーハイム 兵庫県

銅賞 小林　直記 クラブハリエ日牟禮館洋工房 滋賀県

銅賞 生田目　翔太 グランドハイアット東京 東京都

銅賞 野村　麻記 ハイアットリージェンシー京都 京都府

銅賞 宮下　貴裕 ルコントブルゥ 埼玉県

銅賞 横山　陽平 ユーハイム 兵庫県

味と技のピエスモンテ 受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 阿久津　里帆 パティシエカワナ 栃木県

大会会長賞 関本　美香 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

金賞 谷藤　美里 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銀賞 原内　真弓 菓子工房カプリス 広島県

銀賞 宮本　知穂 香雲堂本店 プティフォンティーヌ 栃木県

銅賞 長山　麻衣 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 鳴海　陽子 パティスリー　メイプル 埼玉県

銅賞 藤田　光 香雲堂本店 プティフォンティーヌ 栃木県

ディスプレイ　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

金賞 宇野　博文 和楽紅屋 東京都

金賞 髙橋　光行 ㈱ダロワイヨジャポン 東京都

銀賞 坂本　裕亮 洋菓子工房　ラ・華月 群馬県

銀賞 中村　光一朗 日本菓子専門学校 東京都

銅賞 隈部　美千代 スイートリボン 東京都

銅賞 丸山　雅史 ㈲くわの実 群馬県

ギフト菓子部門　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

金賞 福田　勝 (有)若木 静岡県

銀賞 奥田　陽介 ㈱ノア企画　feve自由が丘 東京都

銀賞 篠田　幸子 ㈱イクスピアリ 千葉県

銅賞 金沢　泰枝 ケーキハウス白い森 青森県

銅賞 近村　修斗 ｽｲｽ･ﾄﾞｲﾂ菓子工房ﾋﾞｰﾈﾏﾔ 北海道

銅賞 福江　寛幸 菓子工房オークウッド 埼玉県

農林水産大臣賞 鈴木　　潤 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

農林水産省
食料産業局局長賞

渋澤　沙織 晴れの日 千葉県

国内産米粉を使った焼き菓子　受賞者リスト


