
グランプリ 味と技のピエスモンテ　東海調理製菓専門学校 　塚田　悠也　（静岡県）

準グランプリ ﾋﾟｴｽｱｰﾃｨｽﾃｯｸ（ｱﾒ部門）　EISENDO　川端　慎也　（愛知県）

賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 藤島　江里 ㈲ジェーン 北海道

大会会長賞 石床　真弓 菓樹工房ユーカリプティース 兵庫県

金賞 髙木　理稼子 ホテルオークラ東京ベイ 千葉県

金賞 酒井　綾子 お菓子の店バンフの森 福岡県

銀賞 韓　基浩 (株)ホテルオークラ東京ベイ 東京都

銀賞 吉村　和晃 (株)ホテルオークラ東京ベイ 東京都

銀賞 野口　真美 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銀賞 鈴木　和穂 ㈲バニーユ 千葉県

銀賞 松原　菜摘 ＳＷＥＥＴ　ＢＥＮ 静岡県

銀賞 池本　一貴 プチプランス 大阪府

銀賞 岸戸　咲奈枝 菓樹工房ユーカリプティース 兵庫県

銀賞 有信　瑠星 パティスリー・ピアジェ 岡山県

銀賞 南葉　悠理 専門学校 岡山ビジネスカレッジ 岡山県

銀賞 相羽　暁 国際総合学園国際調理製菓専門学校 新潟県

銅賞 本田　光 マテリエル 東京都

銅賞 小清水　圭太 (株)野口 東京都

銅賞 柴山　加奈子 東京ﾍﾞﾙｴﾎﾟｯｸ製菓調理専門学校 東京都

銅賞 酒井　智恵 華調理製菓専門学校 東京都

銅賞 柿平　千里 華調理製菓専門学校 東京都

銅賞 眞野　琴音 パティスリー　キャロリーヌ　 東京都

銅賞 磯野　武憲 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 阿久津　友美 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 沼野井　拓馬 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 篠崎　あゆか フランス菓子　モン・プチ・クール 栃木県

銅賞 舘野　啓 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銅賞 和佐田　智春 ハックルベリー 群馬県

銅賞 堀口　美咲 (株)ヌーベル三浦 群馬県

銅賞 藤田　雄佑 ルコントブルゥ 埼玉県

銅賞 増田　優子 ヒルトン東京ベイ 千葉県

銅賞 横山　拓也 ラ・ベルデュール 神奈川県

銅賞 堀竹　宏明 たまごとミルクとりんごの樹 長野県

銅賞 榊原　健生 アンドロワ・パレ 静岡県

銅賞 清野　紗世 アンドロワ・パレ 静岡県

銅賞 上杉　彩葉 ブライドスクウェア　美翔苑 愛知県

マジパン仕上げ　受賞者リスト



銅賞 小川　日希 幸蝶 愛知県

銅賞 梅田　憲男 ケーキハウス　ツマガリ 兵庫県

銅賞 樋口　絵里奈 ㈱レーブドゥシェフ 兵庫県

銅賞 沖永　祐子 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 嘉村　みなみ 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 田中　和希 福岡県

銅賞 堀　寿久 おかしの堀 大分県

銅賞 角田　早織 フランス風創作菓子アルドゥール 茨城県

銅賞 須田　莉沙子 (有)珈琲館　ウィーンの森 島根県

銅賞 岩田　清史 スウィーツショップ　ロッシェ 長崎県

賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 長谷川　郷 （株）帝国ホテル 東京都

大会会長賞 小林　佳那江 ボンボニエール 静岡県

金賞 山内　真織 ＳＷＥＥＴ　ＢＥＮ 静岡県

銀賞 牧野　香里 国際製菓専門学校 東京都

銀賞 白𡈽　ゆりか （株）アニバーサリー 東京都

銀賞 増澤　美由紀 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 中村　香織 お菓子の家　スワン 埼玉県

銅賞 町田　充 パティスリーMoa 埼玉県

銅賞 前野　雄介 パティスリーMoa 埼玉県

銅賞 小池　珠実 モンターニュ洋菓子店 静岡県

銅賞 石田　未亜 グランディエールブケトーカイ 静岡県

銅賞 芦澤　郁美 (有)春華堂 静岡県

銅賞 大西　詩 ホテルコンコルド浜松 静岡県

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

準グランプリ
連合会会長賞

川端　慎也 EISENDO 愛知県

大会会長賞 曾　文仁 新加坡麵包物語集團 台湾ガトー協会

金賞 宮内　啓輔 日本菓子専門学校 東京都

金賞 中野　佑実 カレット洋菓子店 愛知県

金賞 中島　祐介 株式会社　バイカル 京都府

銀賞 加藤　翔吾 学校法人香川栄養学園プランタン 東京都

銀賞 髙野　香苗 （株）帝国ホテル 東京都

銀賞 竹田　拓 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ 東京都

銀賞 小浦　一紀 (株)トリアノン洋菓子店 東京都

銀賞 寺西　敦哉 ハイアットリージェンシー京都 京都府

銀賞 吉田　薫 ㈲ナチュール　シロモト 兵庫県

銀賞 畔地　裕也 ㈱レーブドゥシェフ 兵庫県

銀賞 山本　陸 ル・スリジェダムール洋菓子店 岐阜県

銅賞 片山　愛花 パティスリー　キャロリーヌ 東京都

銅賞 細野　貴之 （株）グルメ和光 東京都

銅賞 天野　綾音 （株）帝国ホテル 東京都

銅賞 佐藤　和樹 パティスリー ラ・ヴィ・ドゥース 東京都

銅賞 小野　雄大 パティスリー ラ・ヴィ・ドゥース 東京都

銅賞 髙坂　奈緒美 パティスリー ラ・ヴィ・ドゥース 東京都

銅賞 酒井　典子 フランス菓子　モン・プチ・クール 栃木県

銅賞 露久保　学 ジュイール 埼玉県

銅賞 鈴木　駿介 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銅賞 柴田　明日菜 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銅賞 福垣　健太 パティスリー・パーク　 神奈川県

銅賞 池戸　雅耶 株式会社　ベルグの４月 神奈川県

銅賞 福澤　裕介 (有)ポルカ 長野県

銅賞 濱畑　克優 名古屋観光ホテル 愛知県

銅賞 菅井　ひとみ （株）クラブハリエ日牟禮館 滋賀県

銅賞 木戸　章吉 京都ブライトンホテル 京都府

銅賞 大坪　昂生 GOKAN 大阪府

銅賞 髙市　清次 ㈱シュゼット・ホールディングス 兵庫県

銅賞 前兼久　和也 ㈱レーブドゥシェフ 兵庫県

銅賞 藤井　新 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

ﾋﾟｴｽｱｰﾃｨｽﾃｯｸ（ｱﾒ部門）　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 吉田　和正 （株）帝国ホテル 東京都

大会会長賞 松本　直子 （株）帝国ホテル 東京都

金賞 山本　和希 菓子工房　みずほ 徳島県

銀賞 渡邉　靖 （株）グルメ和光 東京都

銀賞 筒井　光海 帝国ホテル大阪 大阪府

銅賞 府録　友己 町田製菓専門学校 東京都

銅賞 岡部　拓真 アステリスク 東京都

銅賞 國友　康博 （株）　横浜ベイホテル東急 神奈川県

賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 河本　満夫 (有)エンジェ 奈良県

大会会長賞 酒井　將駄 洋菓子マウンテン 京都府

金賞 田中　裕介 パティスリーMoa 埼玉県

銀賞 小松　良吉 ヒルトン東京 東京都

銀賞 古山　陽一 ムッシュ・マキノ 大阪府

銅賞 橋本　亜衣 ㈱柳月 北海道

銅賞 鈴木　喜歌 (有)春華堂 静岡県

銅賞 片山　陽介 ㈱レーブドゥシェフ 兵庫県

ﾋﾟｴｽｱｰﾃｨｽﾃｯｸ（ｼｮｺﾗ部門）　受賞者リスト

小型工芸菓子　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 矢野　良紀 コンラッド東京 東京都

大会会長賞 金井　紀詩子 エコール・クリオロ（株） 東京都

金賞 中川　昌幸 東京製菓学校 東京都

金賞 春日井　秀治 アンダーズ東京 東京都

銀賞 山口　拓郎 （株）グルメ和光 東京都

銀賞 宮﨑　龍 エル・ダンジュ　NAGOYA 愛知県

銀賞 外間　優 （株）クラブハリエ八日市の杜 滋賀県

銀賞 吉村　俊紀 GOKAN 大阪府

銅賞 宇佐見　号 東京ベイコート倶楽部 東京都

銅賞 松田　詢吾 ラ・パティスリー　ベルジュ 千葉県

銅賞 南條　祐希 プチプランス 大阪府

銅賞 岩佐　康雄 ケーキハウス　ツマガリ 兵庫県

銅賞 山本　紗貴 ｱｸﾞﾈｽﾎﾃﾙ　徳島 徳島県

賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 長谷川　健太 （株）帝国ホテル 東京都

大会会長賞 保坂　夏紀 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

金賞 梶原　明里 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銀賞 顧　必清 王森国际咖啡西点西餐学院 中国

銀賞 楊　仙微 新加坡麵包物語集團 台湾ガトー協会

銅賞 中村　知代巳 ㈱シュガーポット 静岡県

銅賞 松本　和哉 ㈱メープルハウス 石川県

銅賞 島岡　智衣 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 鬼嶋　友子 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

チョコレート工芸菓子　受賞者リスト

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 高倉　竜馬 ㈱西洋菓子倶楽部 福井県

大会会長賞 池信　聡　 ㈱エミール 埼玉県

金賞 浅野　実穂 Ryoura 東京都

金賞 大森　崇史 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銀賞 牛山　太平 マンダリンオリエンタル東京 東京都

銀賞 酒谷　修平 ピエールマルコリーニ　アトリエC 東京都

銀賞 徳木　伸広 エスポワール 福井県

銀賞 加藤　千絵 ミュゼ　ドゥ　アッシュ 愛知県

銅賞 長谷　洋幸 デカダンス　ドュ　ショコラ 東京都

銅賞 西口　聖也 (有)リリエンベルグ 東京都

銅賞 関　健作 ガトーキングダムサッポロ 北海道

銅賞 藤代　裕二 浦和ロイヤルパインズホテル 埼玉県

銅賞 福江　寛幸 菓子工房オークウッド 埼玉県

銅賞 今村　道明 グランスイーツイケダ 千葉県

銅賞 三浦　博幸 メヌエット 千葉県

銅賞 伊藤　岳明 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銅賞 江原　誠 パティスリーマコトエバラ×モンレアル 岡山県

銅賞 伊藤　嘉浩 Ｃ ｉ ｅ ｌ  ｂ ｌ ｅ ｕ 岡山県

賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 宇野　博文 和楽紅屋 東京都

大会会長賞 星野　友里 (株)資生堂パーラー 東京都

金賞 田口　巨星 コンパーテスジャパン 東京都

銀賞 加藤　洋平 エコール・クリオロ（株） 東京都

銅賞 笹岡　鉄兵 パティスリークグラパン 東京都

銅賞 加藤　弘美 モンターニュ洋菓子店 静岡県

銅賞 長友　和也 (株)フォルテシモアッシュ 愛知県

銅賞 奥野　光 GOKAN 大阪府

銅賞 鮫島　英樹 ヒロコーヒー 兵庫県

プティ・ガトー　受賞者リスト

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 古橋　茉奈 パティスリー　キャロリーヌ　 東京都

大会会長賞 佐藤　慶実 （株）スタジオ・シュゼット 神奈川県

金賞 常盤　紗季 株式会社　ベルグの４月 神奈川県

銀賞 渡辺　春華 織田製菓専門学校 東京都

銀賞 磯野　千鶴 ホテル　ザ・マンハッタン 千葉県

銅賞 菊地　菜摘 織田製菓専門学校 東京都

銅賞 村田　寛仁 Toshi　Yoroizuka 東京都

銅賞 遠藤　詩歩 ㈱きのとや 北海道

銅賞 後藤　公美 ローレライ洋菓子店 栃木県

銅賞 黛　鼓呼蕗 ローレライ洋菓子店 栃木県

銅賞 相澤　泉希 フランス菓子　モン・プチ・クール 栃木県

銅賞 岡本　香奈江 パティシエカワナ 栃木県

銅賞 北　佳子 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ＆ｼｮｺﾗﾄﾘｰ　ﾏﾁﾙﾀﾞ 広島県

銅賞 髙木　彩 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 平河　瑞穂 お菓子の店バンフの森 福岡県

銅賞 大久保　菜々 ホテルマリターレ創世 福岡県

銅賞 荒田　晟愛 パティスリー　モンブラン 鹿児島県

ジュニア　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

金賞 幸　百伽 中村調理製菓専門学校 福岡県

金賞 佐々木　結衣  北陸学園 北陸食育ﾌｰﾄﾞｶﾚｯｼﾞ 新潟県

銀賞 安喰　有夏 華調理製菓専門学校 東京都

銀賞 久松　遥香 東海調理製菓専門学校 静岡県

銀賞 川野　穂乃花 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 富岡　海空 華調理製菓専門学校 東京都

銅賞 大塚　稀菜 華調理製菓専門学校 東京都

銅賞 秋山　咲希 東京調理製菓専門学校 東京都

銅賞 小田切　亜海 町田製菓専門学校 東京都

銅賞 大野　天美 香川調理製菓専門学校 東京都

銅賞 青木　雅菜実 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 長谷川　夏美 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銅賞 星　智晶 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銅賞 岡本　遥香 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銅賞 町田　安美 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銅賞 早川　莉穂 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 埼玉県

銅賞 橋本　まなみ 国際フード製菓専門学校 神奈川県

銅賞 岩嵜　瑠佳 東海調理製菓専門学校 静岡県

銅賞 渥美　晃子 浜松調理菓子専門学校 静岡県

銅賞 中川　知穂 金沢製菓調理専門学校 石川県

銅賞 浅井　真純 スーパースイーツ製菓専門学校 石川県

銅賞 味岡　華奈 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 犬飼　遥夏 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 田中　比奈子 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 長江　芹奈 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 間瀬　彩加 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 大廣　朋美 専門学校 岡山ビジネスカレッジ 岡山県

銅賞 城間　みな美 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 石田　歩実 広島ビジネス専門学校 広島県

銅賞 鳥井　亮輔 広島ビジネス専門学校 広島県

銅賞 折見　優嘉 広島ビジネス専門学校 広島県

銅賞 大澤　真歩 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 小屋敷　未希 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 Lee Chih Ying 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 近藤　晴哉 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銅賞 杉村　真由 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銅賞 村山　侑大 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

エコール　受賞者リスト



銅賞 渡部　寿美礼 にいがた食育･保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 川原　亜優美 国際総合学園国際調理製菓専門学校 新潟県

銅賞 原　彩央里  北陸学園 北陸食育ﾌｰﾄﾞｶﾚｯｼﾞ 新潟県

賞 氏名 社名 所属協会

グランプリ
連合会会長賞

塚田　悠也 東海調理製菓専門学校 静岡県

大会会長賞 真島　佑生 ル ミュゼ ドゥ アッシュ 石川県

金賞 栗原　梢 専門学校　二葉製菓学校 東京都

金賞 田端　友裕 （株）帝国ホテル 東京都

銀賞 金子　尚之 東京製菓学校 東京都

銀賞 大曽根　浩基 パティスリー　エーグルドゥース 東京都

銀賞 畑田　洋志 中澤乳業(株) 東京都

銀賞 荻野　拓也 ㈱ユーハイム 千葉県

銅賞 鈴木　貴之 (株)山の上ホテル 東京都

銅賞 千枝　真祈人 エコール・クリオロ（株） 東京都

銅賞 小林　旺広 パティスリー　キャロリーヌ 東京都

銅賞 神崎　友樹 （株）ホテルオークラ東京 東京都

銅賞 金澤　佳 パティスリー コサイ 茨城県

賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 原内　真弓 菓子工房カプリス 広島県

大会会長賞 印南　真悠 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

金賞 阿久津　里帆 パティシエカワナ 栃木県

銀賞 渡邉　真奈 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銀賞 鳴海　陽子 パティスリー　メイプル 埼玉県

銅賞 長山　麻衣 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 白戸　真理香 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 熊谷　紗名 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

味と技のピエスモンテ　受賞者リスト

ディスプレイ　受賞者リスト



賞 氏名 社名 所属協会

連合会会長賞 平田　暁子 目白大学短期大学部 製菓学科 東京都

大会会長賞 林　建勳 台北文華東方酒店 台湾ガトー協会

金賞 野口　ゆきえ Sｈangri-La Hotel 東京 東京都

金賞 福村　礼 パティスリー レ パルタージュ 栃木県

銀賞 成田　香緒莉 (株)オッジ 東京都

銀賞 篠田　幸子 ㈱イクスピアリ 千葉県

銅賞 隈部　美千代 スイートリボン 東京都

銅賞 小竹　潤司 有限会社フランボワーズ 岐阜県

賞 氏名 社名 所属協会

農林水産大臣賞 金田　英継 東京製菓学校 東京都

農林水産省食料
産業局局長賞

関　慎弥 ホテル　ザ・マンハッタン 千葉県

金賞 平島　明奈 ジャンジョルジュ東京 東京都

銀賞 鈴木　貴信 ラ・パティスリー　ベルジュ 千葉県

銀賞 小柴　学 GOKAN 大阪府

銅賞 赤谷　幸祐 (有)春華堂 静岡県

銅賞 山本　康弘 （株）クラブハリエラコリーナ近江八幡 滋賀県

銅賞 南　真也 株式会社　菊家 大分県

国産米粉を使った焼き菓子　受賞者リスト

ギフト菓子　受賞者リスト


