
賞 審査番号 部門 氏　名 社名・学校名 所属協会

連合会会長賞 M0181 マジパン仕上げデコレーションケーキ 南葉　悠理 ㈱ノバレーゼ　岡山モノリス 岡山県

大会会長賞 M0012 マジパン仕上げデコレーションケーキ 有信　瑠星 パティスリー・ピアジェ 岡山県

金賞 M0270 マジパン仕上げデコレーションケーキ 任　虹宜 菓旬味手工創意甜點 台湾ガトー協会

金賞 M0111 マジパン仕上げデコレーションケーキ 佐藤　貴之 ルコントブルゥ 埼玉県

銀賞 M0206 マジパン仕上げデコレーションケーキ 藤島　江里 札幌観光ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ製菓専門学校 北海道

銀賞 M0064 マジパン仕上げデコレーションケーキ 沖永　祐子 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銀賞 M0256 マジパン仕上げデコレーションケーキ 山﨑　正規 パティスリー ルリアン 埼玉県

銀賞 M0028 マジパン仕上げデコレーションケーキ 井出　圭亮 ラ・ベルデュール 神奈川県

銀賞 M0132 マジパン仕上げデコレーションケーキ 鈴木　澪 ル　パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銀賞 M0203 マジパン仕上げデコレーションケーキ 平塚　侃子 スイーツ　ミズノヤ 千葉県

銀賞 M0065 マジパン仕上げデコレーションケーキ 小谷　沙也夏 お菓子の福寿堂 福井県

銀賞 M0044 マジパン仕上げデコレーションケーキ 江原　美咲 エルベラン 兵庫県

銀賞 M0231 マジパン仕上げデコレーションケーキ 三木　美夕稀 株式会社 レーブドゥシェフ 兵庫県

銀賞 M0202 マジパン仕上げデコレーションケーキ 平嶋　結 ル・ピノー 大阪府

銅賞 M0008 マジパン仕上げデコレーションケーキ 安孫子　あすみ パティスリー　キハチ 東京都

銅賞 M0022 マジパン仕上げデコレーションケーキ 石口　響 パティスリー　キャロリーヌ 東京都

銅賞 M0228 マジパン仕上げデコレーションケーキ 眞野　琴音 パティスリー　キャロリーヌ 東京都

銅賞 M0127 マジパン仕上げデコレーションケーキ 菅谷　直樹 パティスリー ル　ラピュタ 東京都

銅賞 M0258 マジパン仕上げデコレーションケーキ 山田　紗愛 東京製菓学校 東京都

銅賞 M0100 マジパン仕上げデコレーションケーキ 酒井　智恵 華調理製菓専門学校 東京都

銅賞 M0063 マジパン仕上げデコレーションケーキ 小川　日希 スイーツSaccho 愛知県

銅賞 M0107 マジパン仕上げデコレーションケーキ 迫田　彩香 ホテルアークリッシュ豊橋 愛知県

銅賞 M0234 マジパン仕上げデコレーションケーキ 南　佳奈 ㈱ホテルグランヴィア岡山 岡山県

銅賞 M0187 マジパン仕上げデコレーションケーキ 野口　真美 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銅賞 M0073 マジパン仕上げデコレーションケーキ 門倉　夏実 パティスリー モンプレジール 埼玉県



銅賞 M0124 マジパン仕上げデコレーションケーキ 末長　菜穂子 あさひ製菓株式会社 山口県

銅賞 M0158 マジパン仕上げデコレーションケーキ 田之口　哲大 田の口屋 新潟県

銅賞 M0269 マジパン仕上げデコレーションケーキ 吉村　美穂 有限会社　イルフェジュール 神奈川県

銅賞 M0059 マジパン仕上げデコレーションケーキ 岡本　楓 ラ・ベルデュール 神奈川県

銅賞 M0139 マジパン仕上げデコレーションケーキ 芹澤　桂次 （株）シュガーハウス　マリアツェル 静岡県

銅賞 M0152 マジパン仕上げデコレーションケーキ 田中　和幸 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銅賞 M0264 マジパン仕上げデコレーションケーキ 横山　拓也 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銅賞 M0216 マジパン仕上げデコレーションケーキ 堀竹　宏明 たまごとミルクとりんごの樹 長野県

銅賞 M0116 マジパン仕上げデコレーションケーキ 篠崎　あゆか フランス菓子　モン・プチ・クール 栃木県

銅賞 M0138 マジパン仕上げデコレーションケーキ 関本　美香 クイーン洋菓子店 栃木県

銅賞 M0272 マジパン仕上げデコレーションケーキ 渡邊　さくら 麻生外語観光＆製菓専門学校 福岡県

銅賞 M0074 マジパン仕上げデコレーションケーキ 門脇　未来 お菓子の店バンフの森 福岡県

銅賞 M0200 マジパン仕上げデコレーションケーキ 平河　瑞穂 お菓子の店バンフの森 福岡県

銅賞 M0080 マジパン仕上げデコレーションケーキ 嘉村　みなみ パティスリー　アンサンブル 福岡県

銅賞 M0082 マジパン仕上げデコレーションケーキ 川端　直弥 株式会社 ホテルオークラ神戸 兵庫県

銅賞 M0049 マジパン仕上げデコレーションケーキ 太田　健 ケーキハウス ツマガリ 兵庫県

銅賞 M0207 マジパン仕上げデコレーションケーキ 藤津　綾乃 奈良県

銅賞 M0102 マジパン仕上げデコレーションケーキ 境　伸恵 ラ・ピニヨン 富山県

銅賞 M0011 マジパン仕上げデコレーションケーキ 新目　絃貴 ラ・ベルデュール 神奈川県

審査員特別賞 M0184 マジパン仕上げデコレーションケーキ 西垣　友里 名古屋製菓専門学校 愛知県

連合会会長賞 B0069 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 百瀬　和輝 パティスリー MOA 埼玉県

大会会長賞 B0068 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 水井　梨帆 メヌエット 千葉県

金賞 B0061 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 前野　雄介 パティスリー MOA 埼玉県

銀賞 B0041 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 菅原　麻美 菓子工房　グリューネベルク 東京都

銀賞 B0009 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 伊藤　梓 パティスリー　フィオレット 香川県

銀賞 B0056 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 丹羽　絵美 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 香川県



銅賞 B0022 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 蒲生　菜々美 ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京 東京都

銅賞 B0032 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 小林　裕二郎 ㈱トリアノン洋菓子店 東京都

銅賞 B0006 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 粟倉　祐輔 ㈱アニバーサリー 東京都

銅賞 B0047 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 辻井　夕貴 株式会社　ルーヴ 香川県

銅賞 B0025 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 河村　奈緒 ㈱ユニマットキャラバン（ベルグの４月） 神奈川県

銅賞 B0031 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 小林　佳那江 ボンボニエール 静岡県

銅賞 B0042 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 高杉　涼香 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銅賞 B0034 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 小宮　咲綺 お菓子の店バンフの森 福岡県

審査員特別賞 B0063 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 牧野　香里 国際製菓専門学校 東京都

グランプリ・連合会会長賞 P0132 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 沼野井　拓馬 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

大会会長賞 P0106 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 田中　啓太 ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京ﾍﾞｲ 東京都

金賞 P0151 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 堀　容理子 東京製菓学校 東京都

金賞 P0046 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 加野　拓夢 ル・パティシエ・フルタ 北海道

金賞 P0149 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 藤野　みさと ホテルグランヴィア大阪 大阪府

銀賞 P0091 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 大坊　勇登 パティスリー　キャロリーヌ 東京都

銀賞 P0009 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 飯塚　和樹 エコール・クリオロ㈱ 東京都

銀賞 P0109 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 田中　裕介 パティスリー MOA 埼玉県

銀賞 P0114 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 露久保　学 パティスリー ジュイール 埼玉県

銀賞 P0128 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 名取　裕司 お菓子のアトリエ　ラ・ネージュ 神奈川県

銀賞 P0048 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 河合　義則 浜松調理菓子専門学校 静岡県

銀賞 P0050 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 瓦　伊織 スイーツ　ミズノヤ 千葉県

銀賞 P0027 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 大久保　晃 ハウステンボス株式会社 長崎県

銅賞 P0062 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 黒須　剛志 パティスリー　ディヴァン 東京都

銅賞 P0064 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 髙坂　奈緒美 ㈱グルメ和光 東京都

銅賞 P0005 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 新井　翔大 ㈱レピドール 東京都

銅賞 P0178 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 渡邉　敬太 ㈱レピドール 東京都



銅賞 P0018 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 岩井　千弥 ヒルトン東京お台場 東京都

銅賞 P0143 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 響尾　麻人 ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急 東京都

銅賞 P0075 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 佐藤　和樹 東京都

銅賞 P0041 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 香川　実穂 サン・ワード 岐阜県

銅賞 P0022 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 上垣　将希 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 P0158 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 松井　亮 ㈱ダロワイヨジャポン 埼玉県

銅賞 P0115 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 出口　真由子 ㈱クラブハリエ　日牟禮工房 滋賀県

銅賞 P0078 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 佐藤　悠 太 朗 (株)ジロー洋菓子店 秋田県

銅賞 P0059 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 桐村　美咲 有限会社　樫の樹 神奈川県

銅賞 P0037 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 小倉　丈弘 パティスリー苺いちえ 静岡県

銅賞 P0074 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 佐藤　文香 アンドロワ・パレ 静岡県

銅賞 P0080 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 柴田　明日菜 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銅賞 P0012 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 磯野　武憲 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

銅賞 P0118 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 冨田　裕宣 ㈲ケーキハウス　トミタ 福岡県

銅賞 P0081 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 清水　隆史 株式会社 アンテノール 兵庫県

銅賞 P0122 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 中村　陽平 オークラフロンティアホテル　つくば 茨城県

審査員特別賞 P0035 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 小川　剛 スリジェ 千葉県

連合会会長賞 L0010 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 太田　俊幸 エコール・クリオロ㈱ 東京都

大会会長賞 L0036 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 小清水　圭太 ㈱グルメ和光 東京都

金賞 L0072 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 半田　久美 ㈱グルメ和光 東京都

金賞 L0070 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 長谷川　郷 (株)帝国ホテル 東京都

銀賞 L0061 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 中西　志帆 グランドハイアット東京 東京都

銀賞 L0053 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 田島　雅也 (株)グルメ和光 東京都

銀賞 L0025 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 川端　慎也 エコール・クリオロ㈱ 東京都

銀賞 L0083 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 松田　みどり パスカル ル ガック 東京 東京都

銀賞 L0087 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 三ッ野　有輝 ケーキハウス ツマガリ 兵庫県



銅賞 L0081 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 桝友　祐輔 (有)おかし倶楽部 ｴｽﾌﾟﾘ ﾄﾞｩ ﾊﾟﾘ 東京都

銅賞 L0051 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 関野　剛 京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙﾚｽﾄﾗﾝﾃﾞｭｵﾌﾙｼｪｯﾄ 東京都

銅賞 L0017 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 小野　道子 パークハイアット東京 東京都

銅賞 L0062 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 中村　真也 フォルテシモ アッシュ 東京都

銅賞 L0039 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 佐藤　穂波 (株)帝国ホテル 東京都

銅賞 L0032 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 郭　秉翰 艾斯特烘焙 台湾ガトー協会

銅賞 L0031 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 給田　一希 株式会社ロマンライフ 京都府

銅賞 L0029 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 川原﨑　弘康 ㈱ハトヤ瑞鳳閣　バイカル事業部 京都府

銅賞 L0090 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 村松　佑真 掛川グランドホテル 静岡県

銅賞 L0028 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 河本　満夫 ㈲エンジェ 奈良県

審査員特別賞 L0076 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 福田　真夕 パティスリー　キャロリーヌ 東京都

金賞 K0001 小型工芸菓子 井口　正登 菓子の樹 兵庫県

銀賞 K0002 小型工芸菓子 岩崎　弥太郎 ぶどうの木 石川県

銅賞 K0013 小型工芸菓子 辰田　公平 ㈱クラブハリエ　八日市の杜工房 滋賀県

銅賞 K0007 小型工芸菓子 音田　貴之 ボヌール洋菓子店 鳥取県

審査員特別賞 K0017 小型工芸菓子 古屋　勉 銀座コージーコーナー 東京都

準グランプリ・連合会会長賞 T0023 チョコレート工芸菓子 福間　将司 エコール・クリオロ㈱ 東京都

大会会長賞 T0010 チョコレート工芸菓子 栗原　梢 専門学校 二葉製菓学校 東京都

金賞 T0026 チョコレート工芸菓子 松本　直子 (株)帝国ホテル 東京都

銀賞 T0006 チョコレート工芸菓子 王　启路 王森国际咖啡西点西餐学院 中国

銀賞 T0021 チョコレート工芸菓子 野澤　倭歌菜 パスカル ル ガック 東京 東京都

銅賞 T0013 チョコレート工芸菓子 酒井　將駄 洋菓子マウンテン 京都府

銅賞 T0034 チョコレート工芸菓子 吉村　俊紀 五感 大阪府

銅賞 T0019 チョコレート工芸菓子 辻本　雄太 五感 大阪府

審査員特別賞 T0033 チョコレート工芸菓子 横畠　正一 ㈱クラブハリエ　八日市の杜工房 滋賀県

連合会会長賞 S0011 シュガークラフト工芸菓子 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 S0017 シュガークラフト工芸菓子 陳　國旋 大仁科技大學 台湾ガトー協会

金賞 S0020 シュガークラフト工芸菓子 古川　夏紀 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 新潟県

銀賞 S0006 シュガークラフト工芸菓子 梶原　明里 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 S0014 シュガークラフト工芸菓子 助川　裕香 Sugarty 東京都

銅賞 S0019 シュガークラフト工芸菓子 野田　茜 totto 佐賀県

審査員特別賞 S0008 シュガークラフト工芸菓子 木澤　深雪 愛知県

連合会会長賞 G0030 プティ・ガトー 加藤　瑛二 雅藤 神奈川県

大会会長賞 G0035 プティ・ガトー 河村　晃哉 (有)カワムラ 東京都

金賞 G0149 プティ・ガトー 吉田　勝彦 レコールバンタン 東京都

金賞 G0027 プティ・ガトー 奥野　光 五感 大阪府

銀賞 G0046 プティ・ガトー 古賀　梨奈 ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京ﾍﾞｲ 東京都

銀賞 G0028 プティ・ガトー 尾崎　圭悟 日本菓子専門学校 東京都

銀賞 G0088 プティ・ガトー 徳増　沙綾 ㈱ラ・ナチュレーブ 北海道

銀賞 G0070 プティ・ガトー 鈴木　英之 （株）ナゴヤキャッスル 愛知県

銀賞 G0031 プティ・ガトー 加藤　千絵 ミュゼ　ドゥ　アッシュ 愛知県

銀賞 G0011 プティ・ガトー 伊藤　嘉浩 Ｃ　ｉ　ｅ　ｌ　　ｂ　ｌ　ｅ　ｕ 岡山県

銅賞 G0036 プティ・ガトー 趙　祥倍 王森国际咖啡西点西餐学院 中国

銅賞 G0148 プティ・ガトー 葭川　祐介 香川調理製菓専門学校 東京都

銅賞 G0137 プティ・ガトー 宿岩　高行 (株)ﾀﾞﾛﾜｲﾖｼﾞｬﾎﾟﾝ 東京都

銅賞 G0055 プティ・ガトー 斉藤　順一 (株)ｻﾝｾﾘｰﾃ 東京都

銅賞 G0107 プティ・ガトー 林　純 ㈱ヴィタメール ジャポン 東京都

銅賞 G0123 プティ・ガトー 松澤　真希 ㈱わかさいも本舗 北海道

銅賞 G0003 プティ・ガトー 荒瀬　奈美 パティスリー　アンオー 宮崎県

銅賞 G0058 プティ・ガトー 佐藤　晶 ㈲ル・クレール 群馬県

銅賞 G0129 プティ・ガトー 三辻　康俊 シャンドワゾー 埼玉県

銅賞 G0066 プティ・ガトー 鈴木　潤 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 新潟県



銅賞 G0146 プティ・ガトー 横尾　雄也 ラ・パティスリー　ベルジュ 千葉県

銅賞 G0069 プティ・ガトー 鈴木　輝樹 メヌエット 千葉県

銅賞 G0133 プティ・ガトー 本岡　遊 神戸国際調理製菓専門学校 兵庫県

審査員特別賞 G0083 プティ・ガトー 丹治　政人 る・菓壇 埼玉県

連合会会長賞 C0039 コンフィズリー 森畑　茜 ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京ﾍﾞｲ 東京都

金賞 C0013 コンフィズリー 鮫島　英樹 モンシェール　肥後橋店 大阪府

銀賞 C0030 コンフィズリー 早田　忠博 株式会社 ヴィタメール・ジャポン 兵庫県

銅賞 C0002 コンフィズリー 牛山　太平 ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾘｴﾝﾀﾙ東京 東京都

銅賞 C0008 コンフィズリー 金井　紀誌子 エコール・クリオロ㈱ 東京都

銅賞 C0043 コンフィズリー 山下　未来 エコール辻東京 東京都

銅賞 C0024 コンフィズリー 常盤　紗季 ㈱ユニマットキャラバン（ベルグの４月） 神奈川県

連合会会長賞 JB0201 ジュニア 棈松　優奈 中村調理製菓専門学校 福岡県

大会会長賞 JM0028 ジュニア 岡本　香奈江 パティシエカワナ 栃木県

金賞 JM0123 ジュニア 山口　じゅん ハックルベリー 群馬県

銀賞 JM0082 ジュニア 中野　佳奈 ル・スリジェダムール 岐阜県

銀賞 JM0079 ジュニア 永坂　茉奈 スイーツ　ミズノヤ 千葉県

銀賞 JB0214 ジュニア 寺嶋　友哉 パティスリー MOA 埼玉県

銅賞 JM0112 ジュニア 眞野　琴音 パティスリー　キャロリーヌ 東京都

銅賞 JM0058 ジュニア 下村　実咲 ㈱レピドール 東京都

銅賞 JM0065 ジュニア 髙橋　渚 日本菓子専門学校 東京都

銅賞 JM0073 ジュニア 塚田　莉佳子 国際製菓専門学校 東京都

銅賞 JM0006 ジュニア 味岡　華奈 エスティーズ 岐阜県

銅賞 JM0117 ジュニア 村田　大悟 パティスリー　アンオー 宮崎県

銅賞 JM0023 ジュニア 大竹　梨紗 ㈱創作菓子ロッシェ 群馬県

銅賞 JM0131 ジュニア 渡辺　香穂里 お菓子の店ファリーヌ 埼玉県

銅賞 JM0035 ジュニア 勝亦　健二 パティスリー サン・マロー 神奈川県



銅賞 JM0001 ジュニア  廣戸　彩耶  広戸菓子舗 大分県

銅賞 JM0020 ジュニア 大川　紗希 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 JM0021 ジュニア 大久保　菜々 ホテルマリターレ創世 福岡県

銅賞 JM0078 ジュニア 仲　明日香 シェ・ナカツカ 大阪府

銅賞 JB0203 ジュニア 大坂　柚衣菜 パティスリー　ビガロー 東京都

銅賞 JB0221 ジュニア 渡邉　有里絵 アンドロワ・パレ 静岡県

審査員特別賞 JM0130 ジュニア 渡辺　采伽 ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京ﾍﾞｲ 東京都

金賞 EM0106 エコール 木戸　菜々夏 北陸学園　北陸食育フードカレッジ 新潟県

金賞 EM0303 エコール 前田　博登 中村調理製菓専門学校 福岡県

銀賞 EM0243 エコール 新里　恵美 町田製菓専門学校 東京都

銀賞 EM0041 エコール 稲垣　萌夏 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 EM0177 エコール 春原　有成 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銀賞 EM0160 エコール 志村　悠里 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銀賞 EM0319 エコール 光成　亜美佳 上野学園広島ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 広島県

銀賞 EM0119 エコール 古賀　郁実 中村調理製菓専門学校 福岡県

銀賞 EM0231 エコール 中島　楓 中村調理製菓専門学校 福岡県

銀賞 EM0309 エコール 松下　智美 中村調理製菓専門学校 福岡県

銀賞 EM0205 エコール 田島　穂佳 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銀賞 EM0304 エコール 前田　由愛加 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銀賞 EB0535 エコール 鈴木　香里 東海調理製菓専門学校 静岡県

銀賞 EB0522 エコール 河口　優 東海調理製菓専門学校 静岡県

銀賞 EB0526 エコール 桑原　志季 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0021 エコール 李　雪 東京製菓学校 東京都

銅賞 EM0299 エコール 堀越　百葉 東京製菓学校 東京都

銅賞 EM0246 エコール 西野　知香 東京製菓学校 東京都

銅賞 EM0230 エコール 中澤　琴乃 東京調理製菓専門学校 東京都



銅賞 EM0223 エコール 千葉　優花 町田製菓専門学校 東京都

銅賞 EM0155 エコール 澁谷　智咲 札幌ベルエポック製菓調理専門学校 北海道

銅賞 EM0030 エコール 石原　ゆず 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 EM0195 エコール 髙橋　佑奈 北日本ﾊｲﾃｸﾆｶﾙｸｯｷﾝｸﾞｶﾚｯｼﾞ 岩手県

銅賞 EM0365 エコール 渡邊　勇仁 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銅賞 EM0088 エコール 掛水　莉央楽 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銅賞 EM0074 エコール 岡部　未奈 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 EM0073 エコール 岡谷　拓実 上野学園広島ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 広島県

銅賞 EM0323 エコール 三宅　真実 上野学園広島ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 広島県

銅賞 EM0311 エコール 松田　奈穂 上野学園広島ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 広島県

銅賞 EM0003 エコール 相見　侑花 ユマニテク調理製菓専門学校 三重県

銅賞 EM0023 エコール 飯利　友梨 北陸学園　北陸食育フードカレッジ 新潟県

銅賞 EM0079 エコール 小倉　明音 北陸学園　北陸食育フードカレッジ 新潟県

銅賞 EM0175 エコール 須藤　雪華 北陸学園　北陸食育フードカレッジ 新潟県

銅賞 EM0255 エコール 長谷川　彩 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 EM0361 エコール 渡辺　愛佳 国際調理製菓専門学校 新潟県

銅賞 EM0126 エコール 小林　樹奈 国際調理製菓専門学校 新潟県

銅賞 EM0162 エコール 霜田　沙綾 国際調理製菓専門学校 新潟県

銅賞 EM0039 エコール 伊藤　優菜 東海調理製菓専門学校 静岡県

銅賞 EM0125 エコール 小林　葵咲 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 EM0208 エコール 田中　千晶 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 EM0335 エコール 谷津　莉々香 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 EM0327 エコール 村壽　真優 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

銅賞 EM0344 エコール 横町　流音 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0189 エコール 髙次　萌 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0236 エコール 中原　若奈 中村調理製菓専門学校 福岡県



銅賞 EM0308 エコール 松尾　しおり 中村調理製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0006 エコール 青木　桃花 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0033 エコール 一ノ瀬　菜央 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0098 エコール 栢口　菜甫子 大阪調理製菓専門学校 ecole UMEDA 大阪府

銅賞 EB0532 エコール 白川　遥香 専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ 香川県

審査員特別賞 EM0069 エコール 大橋　美優 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

連合会会長賞 A0019 味と技のピエスモンテ 高光　翔世 ルミュゼドゥアッシュ 石川県

大会会長賞 A0002 味と技のピエスモンテ 縣　誠司 浜松調理菓子専門学校 静岡県

金賞 A0026 味と技のピエスモンテ 中村　祥輝 (株)帝国ホテル 東京都

金賞 A0003 味と技のピエスモンテ 阿部　淳一 ケーキハウス ツマガリ 兵庫県

銀賞 A0009 味と技のピエスモンテ 片山　愛花 パティスリー　キャロリーヌ 東京都

銀賞 A0005 味と技のピエスモンテ 荒木　駿 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾗ･ﾛｰｽﾞ･ｼﾞｬﾎﾟﾈ 東京都

銀賞 A0010 味と技のピエスモンテ 金澤　大 パティスリー デジョワ 山形県

銅賞 A0018 味と技のピエスモンテ 成　圳 王森国际咖啡西点西餐学院 中国

銅賞 A0027 味と技のピエスモンテ 生田目　翔大 (株)目黒雅叙園　 東京都

銅賞 A0033 味と技のピエスモンテ 三田　正樹 にいがた食育・保育専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 A0031 味と技のピエスモンテ 藤岡　英輝 ホテルニューオータニ大阪 大阪府

審査員特別賞 A0034 味と技のピエスモンテ 宮内　啓輔 日本菓子専門学校 東京都

連合会会長賞 D0027 ディスプレイ部門 原内　真弓 菓子工房　カプリス 広島県

大会会長賞 D0021 ディスプレイ部門 関口　あゆ 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

金賞 D0025 ディスプレイ部門 中荒井　琴音 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銀賞 D0010 ディスプレイ部門 岸　亜夢 ラ・リーヴ洋菓子店 埼玉県

銀賞 D0016 ディスプレイ部門 雫　香穂 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銅賞 D0002 ディスプレイ部門 岩井　早希 チャーリーとペロ 群馬県

銅賞 D0017 ディスプレイ部門 篠崎　梓 ラ・リーヴ洋菓子店 埼玉県

銅賞 D0014 ディスプレイ部門 坂寄　可奈 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県



審査員特別賞 D0008 ディスプレイ部門 大和田　菜月 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

連合会会長賞 F0066 ギフト菓子部門 百瀬　和輝 パティスリー MOA 埼玉県

大会会長賞 F0022 ギフト菓子部門 喜納　彩乃 ㈱ノバレーゼ　辻家庭園 石川県

金賞 F0067 ギフト菓子部門 森　智史 ル・スリジェダムール 岐阜県

金賞 F0036 ギフト菓子部門 進藤　陸泰 ㈱ダロワイヨジャポン 埼玉県

銀賞 F0063 ギフト菓子部門 松本　若菜 日本菓子専門学校 東京都

銀賞 F0013 ギフト菓子部門 梶原　一朗 ㈲リリエンベルグ 東京都

銀賞 F0043 ギフト菓子部門 田中　裕介 パティスリー MOA 埼玉県

銅賞 F0076 ギフト菓子部門 渡辺　悠太 東京都

銅賞 F0014 ギフト菓子部門 片山　勇樹 東和ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱ 東京都

銅賞 F0054 ギフト菓子部門 布下　裕希 ドゥーブルシェフ 埼玉県

銅賞 F0049 ギフト菓子部門 中原　祐基 ㈱クリエイト　ベイサイド 千葉県

審査員特別賞 F0047 ギフト菓子部門 中條　広幸 ペール・ノエル 東京都

農林水産大臣賞 Y0037 国内産米粉を使った焼き菓子 杉山　香代子 日本菓子専門学校 東京都

農林水産省食料産業局局長賞 Y0057 国内産米粉を使った焼き菓子 布下　裕希 ドゥーブルシェフ 埼玉県

金賞 Y0047 国内産米粉を使った焼き菓子 田邊　ともみ 宮城県

銀賞 Y0085 国内産米粉を使った焼き菓子 山下　英明 華調理製菓専門学校 東京都

銀賞 Y0082 国内産米粉を使った焼き菓子 宮澤　慎也 (有)春華堂 静岡県

銅賞 Y0028 国内産米粉を使った焼き菓子 酒井　雅秀 日本菓子専門学校 東京都

銅賞 Y0015 国内産米粉を使った焼き菓子 大澤　隆一 ハイアットセントリック銀座東京 埼玉県

銅賞 Y0049 国内産米粉を使った焼き菓子 千葉　育子 ㈱ダロワイヨジャポン 埼玉県

銅賞 Y0051 国内産米粉を使った焼き菓子 土肥　三日子 パティスリーKOSAI 茨城県

審査員特別賞 Y0077 国内産米粉を使った焼き菓子 三浦　博幸 メヌエット 千葉県


