
賞 審査番号 分類 氏　名 社名・学校名 所属協会

グランプリ・連合会会長賞 M0091 マジパン仕上げデコレーションケーキ 須永　真理子 パティスリー　コリウール 東京都

大会会長賞 M0041 マジパン仕上げデコレーションケーキ 小川　日希 菓子工房さっちん 愛知県

金賞 M0009 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 M0090 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

金賞 M0147 マジパン仕上げデコレーションケーキ 藤島　江里 atelier POPO 北海道

銀賞 M0088 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

銀賞 M0150 マジパン仕上げデコレーションケーキ 古屋　利花 パティスリーカメリア銀座 東京都

銀賞 M0072 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

銀賞 M0050 マジパン仕上げデコレーションケーキ 金澤　大 (株)パティシエ・ル・ショージ 山形県

銀賞 M0141 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

銀賞 M0030 マジパン仕上げデコレーションケーキ 大川　美里 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県

銀賞 M0146 マジパン仕上げデコレーションケーキ 藤井　美帆子 フランス菓子１６区 福岡県

銀賞 M0036 マジパン仕上げデコレーションケーキ 大谷　阿貴 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銀賞 M0028 マジパン仕上げデコレーションケーキ 梅田　憲男 ケーキハウス ツマガリ 兵庫県

銀賞 M0168 マジパン仕上げデコレーションケーキ 皆川　千織 ケーキハウス ツマガリ 兵庫県

銅賞 M0175 マジパン仕上げデコレーションケーキ 森岡　莉子 ｻﾞ･ﾌﾟﾘﾝｽﾊﾟｰｸﾀﾜｰ東京 東京都

銅賞 M0004 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 M0176 マジパン仕上げデコレーションケーキ 森山　歩 ㈱グルメ和光 東京都

銅賞 M0129 マジパン仕上げデコレーションケーキ 西田　愛 パティスリー　メゾンドゥース 東京都

銅賞 M0181 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 M0107 マジパン仕上げデコレーションケーキ 谷川　綾 パティスリーカメリア銀座 東京都

銅賞 M0085 マジパン仕上げデコレーションケーキ 下村　実咲 (株)レピドール 東京都

銅賞 M0082 マジパン仕上げデコレーションケーキ 嶋田　里紗 マテリエル 東京都

銅賞 M0074 マジパン仕上げデコレーションケーキ 佐々木　萌里 東京都



銅賞 M0060 マジパン仕上げデコレーションケーキ 桐原　愛実 ボヌール洋菓子店    鳥取県

銅賞 M0130 マジパン仕上げデコレーションケーキ 野口　佳菜子 ヒルトン名古屋 愛知県

銅賞 M0011 マジパン仕上げデコレーションケーキ 石井　美紗恵 専門学校　岡山ビジネスカレッジ 岡山県

銅賞 M0151 マジパン仕上げデコレーションケーキ 堀　由梨奈 専門学校　岡山ビジネスカレッジ 岡山県

銅賞 M0169 マジパン仕上げデコレーションケーキ 南　佳奈 （株）ホテルグランヴィア岡山 岡山県

銅賞 M0071 マジパン仕上げデコレーションケーキ 相良　奈津 聖和学園短期大学 宮城県

銅賞 M0108 マジパン仕上げデコレーションケーキ 玉木　芳奈 ASSEMBLAGES　KAKIMOTO 京都府

銅賞 M0172 マジパン仕上げデコレーションケーキ 武藤　杏実 ハイランドリゾート（マウント富士） 山梨県

銅賞 M0070 マジパン仕上げデコレーションケーキ 坂口　智佳子 大阪調理製菓専門学校 大阪府

銅賞 M0012 マジパン仕上げデコレーションケーキ 石川　美奈 ㈱ロイヤルホテル 大阪府

銅賞 M0064 マジパン仕上げデコレーションケーキ 後藤　公美 ローレライ洋菓子店 栃木県

銅賞 M0032 マジパン仕上げデコレーションケーキ 大久保　菜々 ホテルマリターレ創世 福岡県

銅賞 M0100 マジパン仕上げデコレーションケーキ 髙谷　進之介 ㈲赤いリボン 北海道

銅賞 M0081 マジパン仕上げデコレーションケーキ 柴山　加奈子 ㈱ファームソレイユ 北海道

銅賞 M0014 マジパン仕上げデコレーションケーキ 石澤　香奈 ㈲パティスリーダンデリオン 北海道

銅賞 M0156 マジパン仕上げデコレーションケーキ 松嶌　佳那恵 東日本製菓技術専門学校 群馬県

銅賞 M0143 マジパン仕上げデコレーションケーキ 深谷　拓矢 ケーキハウス ツマガリ 兵庫県

銅賞 M0149 マジパン仕上げデコレーションケーキ 船引　美希 神戸国際調理製菓専門学校 兵庫県

銅賞 M0024 マジパン仕上げデコレーションケーキ 今井　萌香 ㈱パティシエ エス コヤマ 兵庫県

銅賞 M0157 マジパン仕上げデコレーションケーキ 松原　茉実香 株式会社ダロワイヨジャポン 埼玉県

銅賞 M0154 マジパン仕上げデコレーションケーキ 増井　水晶　　 ㈱ユニマットキャラバン（ベルグの４月） 神奈川県

審査員特別賞 M0045 マジパン仕上げデコレーションケーキ 恩田　萌々夏 品川プリンスホテル 東京都

準グランプリ・連合会会長賞 B0041 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 寺田　美里 パティスリー　ノリエット 東京都

大会会長賞 B0023 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 小林　早織 ブランシール熊谷店 群馬県

金賞 B0059 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 横山　梨帆 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県



銀賞 B0016 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東京 東京都

銀賞 B0053 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 山口由美子 ㈲天使のおやつ 茨城県

銀賞 B0004 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 池田　美幸 シュガーポット 静岡県

銅賞 B0056 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 山田　歩 ㈱モンサンクレール 東京都

銅賞 B0002 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 浅倉　彩 スイーツガーデン バニラシュガー 東京都

銅賞 B0008 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 伊藤　笑美子 （株）ＥＩＳＥＮＤＯ 愛知県

銅賞 B0033 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 高杉　涼香 松風堂 青森県

銅賞 B0029 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 霜触　さとみ ㈱星野リゾート ホテルブレストンコート 長野県

銅賞 B0037 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 立石　美沙 グランドハイアット福岡 福岡県

銅賞 B0040 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 寺嶋　友哉 パティスリーMOA 埼玉県

銅賞 B0031 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 鈴木　由璃 (有)ドゥーブルシェフ 埼玉県

銅賞 B0051 バタークリーム仕上げデコレーションケーキ 諸川　涼子 ラ・べルデュール 神奈川県

審査員特別賞 B0045 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

連合会会長賞 P0092 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 藤井　美和 ㈱元町ケーキ 兵庫県

大会会長賞 P0056 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 菅井　ひとみ クラブハリエ草津近鉄工房 滋賀県

金賞 P0102 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 村井　麻乃 東京製菓学校 東京都

金賞 P0076 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 中村　陽平 ホテル日航つくば 茨城県

銀賞 P0058 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 鈴木　優希 ㈱グルメ和光 東京都

銀賞 P0057 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 鈴木　千尋 (株)エクラデジュール 東京都

銀賞 P0052 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 佐藤　和樹 パティスリー　ラ・ヴィ・ドゥース 東京都

銀賞 P0006 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 稲垣　菜月 ㈱帝国ホテル 東京都

銀賞 P0075 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 中村　有稀 フォルテシモ アッシュ 東京都

銀賞 P0034 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 木村　修也 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銀賞 P0022 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 樫本　雅生 ㈲コンディトライ・ビッテ 埼玉県

銀賞 P0035 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 桐村　美咲 (有)樫の樹 神奈川県



銅賞 P0096 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 古山　陽一 ㈱風美庵 東京都

銅賞 P0095 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 二村　葵 六本木ヒルズクラブ 東京都

銅賞 P0100 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 松原　ほのか ㈱帝国ホテル 東京都

銅賞 P0036 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 熊王　珠里 シェラトン都ホテル東京 東京都

銅賞 P0005 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 稲垣　知希 キンプトン新宿東京 東京都

銅賞 P0093 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 藤井　新 京都府

銅賞 P0062 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 高尾　雄三 パティスリー・ラ・パルムドール 三重県

銅賞 P0016 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 大橋　拓光 クラブハリエ日牟禮館工房 滋賀県

銅賞 P0021 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 香川　実穂 クラブハリエ近江八幡工房 滋賀県

銅賞 P0023 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 片平　大地 パティスリーヤナギムラ 鹿児島県

銅賞 P0065 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 高松　直之 （株）ボストン 広島県

銅賞 P0024 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 片山　愛花 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 P0011 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 臼杵　耕志 L’AVENUE㈱ 兵庫県

銅賞 P0067 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 武本　凛 ケーキハウス ツマガリ 兵庫県

銅賞 P0103 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 村上　健太 ㈱レーブドゥシェフ 兵庫県

銅賞 P0099 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 益子　めぐみ (株)スタジオ・シュゼット 神奈川県

審査員特別賞 P0073 ピエス・アーティスティック(アメ部門) 長池　柚茉 Patisserie La Fille 東京都

連合会会長賞 L0029 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 小池　珠実 アンドロワ・パレ 静岡県

大会会長賞 L0023 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 川村　健悟 リッツカールトン京都 京都府

金賞 L0062 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 山下　菜摘 セルリアンタワー東急ホテル 東京都

銀賞 L0038 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 須藤　深夕 ㈱グルメ和光 東京都

銀賞 L0021 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 川野　圭一 セルリアンタワー東急ホテル 東京都

銀賞 L0050 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 原　翼 マテリエル 東京都

銀賞 L0039 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 髙橋　一輝 ㈱プリンスホテル 東京都

銀賞 L0061 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 向井　菜月 L’AVENUE㈱ 兵庫県



銅賞 L0017 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 春日井　秀治 東京エディション虎ノ門 東京都

銅賞 L0014 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 小野塚　雄也 ㈱東京會舘　 東京都

銅賞 L0028 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 倉沢　果歩 オクシタニアル 東京都

銅賞 L0012 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 尾木　駿兵 ㈱レザネフォール 東京都

銅賞 L0001 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 赤石　雄平 パティスリーKOSAI 茨城県

銅賞 L0036 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 末原　光 洋菓子マウンテン 京都府

銅賞 L0009 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 梅木　藤丸 パティスリーヤナギムラ 鹿児島県

銅賞 L0031 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 佐藤　文香 アンドロワ・パレ 静岡県

銅賞 L0013 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 奥田　郁香 パティスリー　リューコレット 神奈川県

銅賞 L0045 ピエス・アーティスティック(ショコラ部門) 中村　麻由子 (株)横浜ベイホテル東急 神奈川県

大会会長賞 T0006 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 T0004 チョコレート工芸菓子 宇野　博文 ノア企画　和楽紅屋 東京都

銀賞 T0002 チョコレート工芸菓子 飯岡　奈々 ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京ﾍﾞｲ 東京都

銅賞 T0018 チョコレート工芸菓子 南　悠斗 ラ リヴィエ ドゥ サーブル 東京都

銅賞 T0007 チョコレート工芸菓子 小清水　圭太 Atelier Chocossy 東京都

審査員特別賞 T0017 チョコレート工芸菓子 福田　真夕 パティスリー キャロリーヌ 東京都

連合会会長賞 S0018 シュガークラフト工芸菓子 吉田　ななこ Ｓｕｃｒｅ 東京都

大会会長賞 S0004 シュガークラフト工芸菓子 鬼嶋　友子 にいがた製菓・調理専門学校えぷろん 新潟県

金賞 S0017 シュガークラフト工芸菓子 柳　眞季子 Cake & Bread Poo 兵庫県

銀賞 S0016 シュガークラフト工芸菓子 宮野　陽香 テーブルマーク(株) 東京都

銅賞 S0015 シュガークラフト工芸菓子 松井　琴望 ｻﾞ･ｷｬﾋﾟﾄﾙﾎﾃﾙ東急　 東京都

審査員特別賞 S0012 シュガークラフト工芸菓子 長谷川　健太 ㈱BIRTH 東京都

連合会会長賞 G0083 グラン・ガトー 志岐　賀人 ザ・リッツ・カールトン東京 東京都

大会会長賞 G0099 グラン・ガトー 駿河　樹 エーグルドゥース 東京都

金賞 G0007 グラン・ガトー 阿部　友洋 SWEETS garden YUJI AJIKI 東京都



金賞 G0031 グラン・ガトー 牛尾　健人 SWEETS garden YUJI AJIKI 東京都

金賞 G0025 グラン・ガトー 今村　道明 中島大祥堂 東京都

銀賞 G0042 グラン・ガトー 大塚　聡 華調理製菓専門学校　 東京都

銀賞 G0069 グラン・ガトー 香西　伸哉 SWEETS garden YUJI AJIKI 東京都

銀賞 G0185 グラン・ガトー 吉田　千尋 パティスリーハヤトヤマダ 東京都

銀賞 G0115 グラン・ガトー 田邊　ともみ 仙台カフェ・パティシエ調理専門学校 宮城県

銀賞 G0134 グラン・ガトー 沼田　和志 ルミュゼドゥアッシュ 石川県

銀賞 G0150 グラン・ガトー 古川　春輝 ㈱スタジオ・シュゼット 兵庫県

銀賞 G0144 グラン・ガトー 福江　寛幸　 菓子工房オークウッド 埼玉県

銅賞 G0070 グラン・ガトー 小浦　一紀 トリアノン洋菓子店 東京都

銅賞 G0061 グラン・ガトー 河村　晃哉 KAWAMURA GATEAUX 東京都

銅賞 G0048 グラン・ガトー 大和田　将希 エコール・クリオロ㈱ 東京都

銅賞 G0172 グラン・ガトー 山口　拓郎 ㈱シュクレイ 東京都

銅賞 G0052 グラン・ガトー 小川　晃 東京製菓学校 東京都

銅賞 G0019 グラン・ガトー 井上　知美 ㈱レザネフォール 東京都

銅賞 G0112 グラン・ガトー 辰ノ口　佳奈 ㈱ＡＴＥＬＩＥＲ　ＲＹＯＺＯ 東京都

銅賞 G0009 グラン・ガトー 五十嵐　大輝 ㈱資生堂パーラー　自由が丘店 東京都

銅賞 G0012 グラン・ガトー 石居　直樹 クラブハリエ美濠の舎工房 滋賀県

銅賞 G0041 グラン・ガトー 太田　憂也 クラブハリエ愛知川バーム工房 滋賀県

銅賞 G0063 グラン・ガトー 吉瀬　仁彦 菓人KICHISE 千葉県

銅賞 G0081 グラン・ガトー 佐藤　晶 有限会社 ル・クレール 群馬県

銅賞 G0154 グラン・ガトー 正木　茂行 有限会社 ル・クレール 群馬県

銅賞 G0017 グラン・ガトー 伊藤　璃英 L’AVENUE㈱ 兵庫県

銅賞 G0113 グラン・ガトー 田中　裕介 パティスリーMOA 埼玉県

銅賞 G0165 グラン・ガトー 百瀬　和輝 パティスリーMOA 埼玉県



銅賞 G0027 グラン・ガトー 上田　哲 フリューリング 神奈川県

銅賞 G0120 グラン・ガトー 鉄本　翔希 (株)ノア企画 神奈川県

審査員特別賞 G0038 グラン・ガトー 大澤　智弥 片岡コンフェクショナリー㈱ 東京都

連合会会長賞 C0004 コンフィズリー 加藤　洋平 エコール・クリオロ㈱ 東京都

大会会長賞 C0008 コンフィズリー 佐藤　駿 ㈲テオブロマ 東京都

金賞 C0019 コンフィズリー 畑谷　実咲 ＵＮ　ＧＲＡＩＮ 東京都

銀賞 C0020 コンフィズリー 浜崎　陽介 菓子工房オークウッド 東京都

銀賞 C0006 コンフィズリー 酒井　將駄 洋菓子マウンテン 京都府

銅賞 C0027 コンフィズリー 山中　春奈 ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ東京 東京都

銅賞 C0017 コンフィズリー 沼田　真流 ㈱パティスリー銀座千疋屋 東京都

銅賞 C0023 コンフィズリー 蓑毛　周平 パティスリー　アンオー 宮崎県

審査員特別賞 C0026 コンフィズリー 山口　善弘 ラ・キュイキュイパティスリー 宮城県

連合会会長賞 JM0012 ジュニア(マジパン仕上げ) 池田　円 ラ・べルデュール 神奈川県

金賞 JM0008 ジュニア(マジパン仕上げ) 荒田　晟愛 Pâtisserie NAOHIRA 東京都

銀賞 JM0067 ジュニア(マジパン仕上げ) 山口　じゅん ハックルベリー 群馬県

銀賞 JM0029 ジュニア(マジパン仕上げ) 志村　悠里 ㈲サンドリヨン 埼玉県

銅賞 JM0061 ジュニア(マジパン仕上げ) 村田　百花 武蔵野調理師専門学校 東京都

銅賞 JM0037 ジュニア(マジパン仕上げ) 瀧口　彩華 香川調理製菓専門学校 東京都

銅賞 JM0005 ジュニア(マジパン仕上げ) 荒井　海玖 東京都

銅賞 JM0039 ジュニア(マジパン仕上げ) 中島　有佳子 （株）ＥＩＳＥＮＤＯ 愛知県

銅賞 JM0009 ジュニア(マジパン仕上げ) 安藤　ことね （株）ＥＩＳＥＮＤＯ 愛知県

銅賞 JM0066 ジュニア(マジパン仕上げ) 山口　万琴 エスポワール・ド・オチアイ 愛知県

銅賞 JM0045 ジュニア(マジパン仕上げ) 畑　里奈 クラブハリエ日牟禮館工房 滋賀県

銅賞 JM0042 ジュニア(マジパン仕上げ) 西岡　葵 クラブハリエ愛知川バーム工房 滋賀県

銅賞 JM0057 ジュニア(マジパン仕上げ) 溝口　稚那 クラブハリエ草津近鉄工房 滋賀県



銅賞 JM0035 ジュニア(マジパン仕上げ) 関根　遥佳 モンペリエ 千葉県

銅賞 JM0054 ジュニア(マジパン仕上げ) 本庄　美波 ラ・パティスリー　ベルジュ 千葉県

銅賞 JM0062 ジュニア(マジパン仕上げ) 茂木　果楠 ㈱ミリアルリゾートホテルズ 千葉県

銅賞 JM0058 ジュニア(マジパン仕上げ) 三宅　真実 広島会計学院ビジネス専門学校 広島県

銅賞 JM0020 ジュニア(マジパン仕上げ) 小澤　侑菜 四季の菓子工房シャロン 埼玉県

銅賞 JM0033 ジュニア(マジパン仕上げ) 春原　有成 ラ・べルデュール 神奈川県

審査員特別賞 JM0027 ジュニア(マジパン仕上げ) 佐藤　真湖 東京都

大会会長賞 JB0505 ジュニア(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 鈴木　香里 パティスリー　ラ　ヴェリテ 静岡県

銀賞 JB0507 ジュニア(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 濱田　彩香 ザ　ストリングス表参道 東京都

金賞 EM0030 エコール(マジパン仕上げ) 井𡈽　友稀 名古屋製菓専門学校 愛知県

金賞 EM0215 エコール(マジパン仕上げ) 辻　凜佳 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 EM0228 エコール(マジパン仕上げ) 董　怡捷 東京製菓学校 東京都

銀賞 EM0246 エコール(マジパン仕上げ) 根井　光 華調理製菓専門学校　 東京都

銀賞 EM0283 エコール(マジパン仕上げ) 保坂　幸希 華調理製菓専門学校　 東京都

銀賞 EM0139 エコール(マジパン仕上げ) 作田　夏芽 華調理製菓専門学校　 東京都

銀賞 EM0045 エコール(マジパン仕上げ) 江口　直伽 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 EM0169 エコール(マジパン仕上げ) 助森　真彩 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 EM0050 エコール(マジパン仕上げ) 大澤　佑夢 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 EM0200 エコール(マジパン仕上げ) 田口　舞華 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 EM0171 エコール(マジパン仕上げ) 鈴木　安実 名古屋製菓専門学校 愛知県

銀賞 EM0066 エコール(マジパン仕上げ) 織方　澪句 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銀賞 EM0132 エコール(マジパン仕上げ) 西郷　佑音 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銀賞 EM0097 エコール(マジパン仕上げ) 川村　莉央 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 EM0329 エコール(マジパン仕上げ) 楊　雯逸 日本菓子専門学校　 東京都

銅賞 EM0341 エコール(マジパン仕上げ) 冷　雨奇 日本菓子専門学校　 東京都



銅賞 EM0117 エコール(マジパン仕上げ) 向　小敏 日本菓子専門学校　 東京都

銅賞 EM0115 エコール(マジパン仕上げ) 黒木　悠名 東京製菓学校 東京都

銅賞 EM0285 エコール(マジパン仕上げ) 星野　舞 華調理製菓専門学校　 東京都

銅賞 EM0126 エコール(マジパン仕上げ) 小林　夢奈 華調理製菓専門学校　 東京都

銅賞 EM0174 エコール(マジパン仕上げ) 須田　聡子 名古屋製菓専門学校 愛知県

銅賞 EM0342 エコール(マジパン仕上げ) 若林　彩乃 専門学校　岡山ビジネスカレッジ 岡山県

銅賞 EM0040 エコール(マジパン仕上げ) 薄木　悠里 大阪調理製菓専門学校 大阪府

銅賞 EM0337 エコール(マジパン仕上げ) 米沢　陽菜 スーパースイーツ製菓専門学校 石川県

銅賞 EM0161 エコール(マジパン仕上げ) 白井　美咲 スーパースイーツ製菓専門学校 石川県

銅賞 EM0008 エコール(マジパン仕上げ) 麻生　京花 金沢製菓調理専門学校 石川県

銅賞 EM0275 エコール(マジパン仕上げ) 藤田　真悠 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銅賞 EM0010 エコール(マジパン仕上げ) 穴瀬　葉月 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0231 エコール(マジパン仕上げ) 長塚　桜来 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0291 エコール(マジパン仕上げ) 前田　遥香 平岡調理・製菓専門学校 福岡県

銅賞 EM0025 エコール(マジパン仕上げ) 石中　藍巳 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 EM0244 エコール(マジパン仕上げ) 西山　早紀 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 EM0012 エコール(マジパン仕上げ) 尼子　祐羽 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 EM0301 エコール(マジパン仕上げ) 水田　夏月 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 EM0124 エコール(マジパン仕上げ) 小林　聖奈 広島酔心調理製菓専門学校 広島県

銅賞 EM0051 エコール(マジパン仕上げ) 大杉　しずく 東海調理製菓専門学校 静岡県

銅賞 EM0186 エコール(マジパン仕上げ) 髙木　涼佳 国際調理製菓専門学校 新潟県

銅賞 EM0265 エコール(マジパン仕上げ) 平田　亜美 国際調理製菓専門学校 新潟県

銅賞 EM0262 エコール(マジパン仕上げ) 樋山　瑚桃 北陸学園　北陸食育フードカレッジ 新潟県

銅賞 EM0205 エコール(マジパン仕上げ) 田中　杏奈 にいがた製菓・調理専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 EM0194 エコール(マジパン仕上げ) 高橋　吏音 にいがた製菓・調理専門学校えぷろん 新潟県



銅賞 EM0062 エコール(マジパン仕上げ) 岡田　咲 にいがた製菓・調理専門学校えぷろん 新潟県

銅賞 EM0103 エコール(マジパン仕上げ) 岸田　美恵 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 埼玉県

銅賞 EM0353 エコール(マジパン仕上げ) 山本　優以子 富山調理製菓専門学校 富山県

審査員特別賞 EM0238 エコール(マジパン仕上げ) 名田　真理 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 埼玉県

金賞 EB0557 エコール(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 和田　友香 東海調理製菓専門学校 静岡県

銀賞 EB0542 エコール(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 松田　ゆりこ 東海調理製菓専門学校 静岡県

銀賞 EB0551 エコール(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 山田　真菜 東海調理製菓専門学校 静岡県

銅賞 EB0523 エコール(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 田村　恵衣美 専門学校 二葉製菓学校 東京都

銅賞 EB0516 エコール(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 齋藤　千愛 専門学校 二葉製菓学校 東京都

銅賞 EB0505 エコール(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 大江　彩羽 専門学校 二葉製菓学校 東京都

銅賞 EB0556 エコール(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 若村　七菜 専門学校 二葉製菓学校 東京都

銅賞 EB0508 エコール(ﾊﾞﾀｰｸﾘｰﾑ仕上げ) 小竹　絵里花 にいがた製菓・調理専門学校えぷろん 新潟県

連合会会長賞 A0018 味と技のピエスモンテ 中島　祐介 エコール・クリオロ㈱ 東京都

大会会長賞 A0007 味と技のピエスモンテ 岩佐　康雄 ケーキハウス ツマガリ 兵庫県

金賞 A0015 味と技のピエスモンテ 笹生　卓 日本菓子専門学校　 東京都

銀賞 A0010 味と技のピエスモンテ 黒須　剛志 東京製菓学校 東京都

銀賞 A0024 味と技のピエスモンテ 藤原　孝昌 ローレライ洋菓子店 栃木県

銅賞 A0012 味と技のピエスモンテ 小林　旺広 東京マリオットホテル 東京都

銅賞 A0023 味と技のピエスモンテ 藤野　みさと ホテルグランヴィア大阪 大阪府

銅賞 A0022 味と技のピエスモンテ 沼野井　拓馬 ＫＩＮＳＥＩＤＯ 栃木県

審査員特別賞 A0005 味と技のピエスモンテ 飯塚　和樹 エコール・クリオロ㈱ 東京都

連合会会長賞 D0013 ディスプレイ部門 中野　紗也香 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

大会会長賞 D0004 ディスプレイ部門 亀井　志歩 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

金賞 D0005 ディスプレイ部門 川野　浩司 個人 兵庫県

銀賞 D0016 ディスプレイ部門 船橋　美咲 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県



銅賞 D0011 ディスプレイ部門 杉本　愛里咲 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県

銅賞 D0017 ディスプレイ部門 三浦　祥香 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県

審査員特別賞 D0019 ディスプレイ部門 若松　亜由美 （有）みつや・トロアメゾン 山口県

連合会会長賞 F0043 ギフト菓子部門 丹治　政人 る・菓壇 埼玉県

大会会長賞 F0001 ギフト菓子部門 青沼　佑弥 パティスリーSAKURA 東京都

金賞 F0032 ギフト菓子部門 杉山　香代子 日本菓子専門学校　 東京都

金賞 F0018 ギフト菓子部門 片山　沙織 ハイアット セントリック 銀座 東京 東京都

銀賞 F0066 ギフト菓子部門 葭川　祐介 香川調理製菓専門学校 東京都

銀賞 F0067 ギフト菓子部門 吉田　仁 ㈱シュクレイ 東京都

銀賞 F0064 ギフト菓子部門 山下　幸大 ㈱サンワード 岐阜県

銀賞 F0017 ギフト菓子部門 岡野　望未　　 ㈱ユニマットキャラバン（ベルグの４月） 神奈川県

銀賞 F0004 ギフト菓子部門 天野　倖生 神奈川県

銅賞 F0046 ギフト菓子部門 永井　啓允 ㈱明治 東京都

銅賞 F0025 ギフト菓子部門 小林　富裕 東京製菓学校 東京都

銅賞 F0006 ギフト菓子部門 五十嵐　秀成 リリエンベルグ 東京都

銅賞 F0063 ギフト菓子部門 山口　拓郎 ㈱シュクレイ 東京都

銅賞 F0037 ギフト菓子部門 髙津　昌史 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＯＰＥＲＡ 愛知県

銅賞 F0065 ギフト菓子部門 山本　翔平 クラブハリエラコリーナ工房 滋賀県

銅賞 F0027 ギフト菓子部門 佐藤　晶 有限会社 ル・クレール 群馬県

銅賞 F0007 ギフト菓子部門 池谷　美佳 (有)春華堂 静岡県

審査員特別賞 F0052 ギフト菓子部門 藤井　悠仁 日本菓子専門学校　 東京都

農林水産大臣賞 K0005 国内産米粉を使った焼き菓子 伊藤　綾太 ル・ジャルダン・デュ・ソレイユ 千葉県

農林水産省大臣官房長賞 K0038 国内産米粉を使った焼き菓子 布下　裕希 (有)ドゥーブルシェフ 埼玉県

金賞 K0015 国内産米粉を使った焼き菓子 小林　真一 ㈱ザ・マンハッタン 千葉県

銀賞 K0011 国内産米粉を使った焼き菓子 川上　貴司 ㈱東京會舘　 東京都



銀賞 K0042 国内産米粉を使った焼き菓子 藤本　望 ㈱レーブドゥシェフ 兵庫県

銀賞 K0041 国内産米粉を使った焼き菓子 福江　寛幸　 菓子工房オークウッド 埼玉県

銅賞 K0028 国内産米粉を使った焼き菓子 髙石　あいり ハイアット セントリック 銀座 東京 東京都

銅賞 K0030 国内産米粉を使った焼き菓子 髙橋　映見 合同会社Adorable ｱﾃﾞｨｸﾄ ｵ ｼｭｸﾙ 東京都

銅賞 K0029 国内産米粉を使った焼き菓子 高倉　宏輔 フレデリック・カッセル 東京都

銅賞 K0035 国内産米粉を使った焼き菓子 中嶋　亮介 西洋浪漫菓子シェ・アオタニ 大阪府

銅賞 K0026 国内産米粉を使った焼き菓子 関　慎弥 ＡＮＡクラウンプラザホテル成田 千葉県

銅賞 K0019 国内産米粉を使った焼き菓子 島田　真吾 パティスリー　アンジェ 埼玉県

審査員特別賞 K0013 国内産米粉を使った焼き菓子 黒澤　直人 パティスリードルチェメンテ 埼玉県


