
準グランプリ・連合会会長賞 

横山謝恩特別奨学賞
兼子　大助 いちごの里ファーム 栃木県 M0055

大会会長賞 安喰　有夏 華調理製菓専門学校 東京都 M0003

金賞 有信　瑠星 パティスリー・ピアジェ 岡山県 M0009

金賞 小川　日希 スイーツSaccho 愛知県 M0041

金賞 西垣　友里 名古屋製菓専門学校 愛知県 M0144

金賞 古川　千晶 ㈱レーブドゥシェフ 兵庫県 M0170

銀賞 安孫子　あすみ パティスリーキハチ 東京都 M0005

銀賞 香川　敦郎 ヴィタメール・ジャポン 兵庫県 M0048

銀賞 門脇　未来 麻生外語専門学校＆製菓専門学校 福岡県 M0054

銀賞 桐原　愛実 (有)ボヌール洋菓子店 鳥取県 M0063

銀賞 小林　優奈 (株)京王プラザホテル八王子 東京都 M0077

銀賞 柴山　加奈子 ㈱ファームソレイユ 北海道 M0093

銀賞 澁谷　智咲 (株)エクラデジュール 東京都 M0094

銀賞 鈴木　澪 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県 M0103

銀賞 中溝　梨奈 パティスリー　エーグルドゥース 東京都 M0139

銀賞 福島　緑 ㈱鍜治商店 石川県 M0166

銅賞 青木　雅菜実 フランス菓子　モン・プチ・クール 栃木県 M0001

銅賞 伊川　苑佳 名古屋スイーツ＆カフェ専門学校 愛知県 M0011

銅賞 池田　円 ラ・ベルデュール 神奈川県 M0012

銅賞 井野　由夏 ㈲パティスリーダンデリオン 北海道 M0020

銅賞 今井　萌香 ㈱パティシエ エス コヤマ 兵庫県 M0021

銅賞 梅田　紗南 京都ブライトンホテル 京都府 M0028

銅賞 梅田　憲男 ケーキハウスツマガリ 兵庫県 M0029

銅賞 鎌田　千香子 ル・シュクリエ 和歌山県 M0056

銅賞 高坂　茉衣 いちごの里ファーム 栃木県 M0069

銅賞 古賀　亜希紗 (有)リリエンベルグ 東京都 M0072

銅賞 木榑 彩奈 ル・フレザリアパティスリー 東京都 M0073

銅賞 後藤　公美 ローレライ洋菓子店 栃木県 M0074

銅賞 齋藤　乃々華 品川製菓株式会社 広島県 M0082

銅賞 酒井　鉄夫 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県 M0083

銅賞 迫田　彩香 ホテルアークリッシュ豊橋 愛知県 M0088

銅賞 関根　遥佳 モンペリエ 千葉県 M0106

銅賞 高橋　渚 専修学校日本菓子専門学校 東京都 M0112

銅賞 高橋　はるな クラブハリエ八日市の杜工房 滋賀県 M0113

銅賞 髙橋　真子 アイケイケイ株式会社 福井県 M0114

第1部デコレーションケーキ部門　 1類マジパン仕上げ



銅賞 瀧口　彩華 香川調理製菓専門学校 東京都 M0116

銅賞 楯野　稚奈 クラブハリエ美濠の舎工房 滋賀県 M0122

銅賞 中野　佳奈 東京都 M0137

銅賞 原　彰儀 広島製菓専門学校 広島県 M0158

銅賞 堀　由梨奈 専門学校　岡山ビジネスカレッジ 岡山県 M0171

銅賞 松木　実花 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県 M0176

銅賞 萬浪　かおり ㈱ル・ピノー 大阪府 M0180

銅賞 南　佳奈 クラブハリエ八日市の杜工房 滋賀県 M0186

銅賞 南　優香 ㈱わかさいも本舗 北海道 M0187

銅賞 森 優人 パティスリー キャロリーヌ 東京都 M0193

銅賞 山田 百華 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 東京都 M0202

審査員特別賞 玉木　芳奈 アッサンブラージュカキモト 京都府 M0126

連合会会長賞 境 香鈴 トリアノン洋菓子店 東京都 B0027

大会会長賞 平塚　菜々美 ザ・テンダーハウス 東京都 B0060

金賞 寺嶋　友哉 パティスリーMOA 埼玉県 B0046

銀賞 池田　美幸 (株)EISENDO 愛知県 B0006

銀賞 神通　美緒 (株)スウィーツウェディングアンドパートナーズ 東京都 B0036

銀賞 菅原　麻美 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞｱﾄﾘｴmammy 東京都 B0037

銅賞 浅倉　彩 (株)バニラシュガー 東京都 B0003

銅賞 久野　京平 アンドロワ・パレ 静岡県 B0023

銅賞 塩野入　千明 (有)リリエンベルグ 東京都 B0032

銅賞 鈴木　香里 パティスリー　ラ・ヴェリテ 静岡県 B0038

銅賞 中村　早希 アンドロワ・パレ 静岡県 B0050

銅賞 西野　咲 東海調理製菓専門学校 静岡県 B0051

銅賞 濱田　彩香 ザ　ストリングス表参道 東京都 B0058

銅賞 山口　由美子 ㈲天使のおやつ 茨城県 B0070

銅賞 横山　梨帆 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県 B0075

銅賞 渡邊　愛理 パティスリーMOA 埼玉県 B0078

審査員特別賞 山田　茉奈 中村調理製菓専門学校 福岡県 B0074

連合会会長賞 中川　智之 (株)帝国ホテル 東京都 PA0086

大会会長賞 山口　ほのか エコールクリオロ 東京都 PA0117

金賞 香川　実穂 クラブハリエ近江八幡店工房 滋賀県 PA0028

金賞 原　惇也 (株)EISENDO 愛知県 PA0096

銀賞 新井　翔大 (株)レピドール 東京都 PA0003

銀賞 稲垣　知希 キンプトン新宿東京 東京都 PA0007

第1部デコレーションケーキ部門　2類バタークリーム仕上げ

第2部工芸菓子　1類ピエス・アーティスティック(アメ)



銀賞 石見　風太 リベルターブル 東京都 PA0013

銀賞 大橋　拓光 クラブハリエ日牟禮館工房 滋賀県 PA0020

銀賞 加志川　真子 パティスリーリッチフィールド 兵庫県 PA0030

銀賞 加野　拓夢 ル・パティシエ・フルタ 北海道 PA0034

銀賞 齊藤　友作 株式会社セルリアンタワー東急ホテル 東京都 PA0051

銀賞 根来　雄太 (有)お菓子屋レニエ 愛知県 PA0093

銅賞 赤澤 克海 パティスリー　ラ・ヴィ・ドゥース 東京都 PA0001

銅賞 岡崎　翔太 品川プリンスホテル 東京都 PA0021

銅賞 岡澤　高志 パティスリーパリセヴェイユ 東京都 PA0022

銅賞 河合　義則 浜松調理菓子専門学校 静岡県 PA0036

銅賞 小池　珠実 アンドロワ・パレ 静岡県 PA0042

銅賞 斉藤　護 スイーツ　ミズノヤ 千葉県 PA0050

銅賞 佐竹　麻美 仙台農業テック＆カフェ・パティシエ専門学校 宮城県 PA0054

銅賞 佐藤　文香 アンドロワ・パレ 静岡県 PA0055

銅賞 髙橋　雅 (学)織田学園 織田製菓専門学校 東京都 PA0075

銅賞 高橋　匠 ICHIE　Flower&Sweets 北海道 PA0076

銅賞 中村　一平 パティスリーホソコシ 東京都 PA0088

銅賞 福森　翼 エコールクリオロ株式会社 東京都 PA0100

銅賞 藤井　美和 ㈱元町ケーキ 兵庫県 PA0102

銅賞 古山 陽一 (株)風美庵 東京都 PA0105

銅賞 横川　智洋 スイーツガーデン　ユウジアジキ 東京都 PA0118

連合会会長賞 梅木　藤丸 パティスリーヤナギムラ 鹿児島県 PC0010

大会会長賞 吉村　俊紀 カカオティエゴカン 兵庫県 PC0031

金賞 中村 あずさ ザ・リッツカールトン大阪 東京都 PC0051

銀賞 内海　杏香 ラ・リヴィエ・ドゥ・サブール 東京都 PC0008

銀賞 小畠　遥 グラン シェノン 島根県 PC0017

銀賞 斉藤 慶 サンシャインシティプリンスホテル 東京都 PC0032

銀賞 田中　邦哉 株式会社ケルクショーズ 東京都 PC0044

銀賞 籔花　ほのか エコールクリオロ株式会社 東京都 PC0072

銅賞 内田　春菜 ラ・リヴィエ・ドゥ・サーブル 東京都 PC0007

銅賞 宇野 博文 ノア企画　和楽紅屋 東京都 PC0009

銅賞 大竹　晨 (株)セルリアンタワー東急ホテル 東京都 PC0013

銅賞 清水　里咲 グルメ和光 東京都 PC0035

銅賞 鈴木　千尋 (株)エクラデジュール 東京都 PC0037

銅賞 芹澤　桂次 (株)シュガーハウス　マリアツェル 静岡県 PC0038

銅賞 廣田　翔哉 クラブハリエ守山焼き菓子工房 滋賀県 PC0059

第2部工芸菓子　2類ピエス・アーティスティック(ショコラ)



銅賞 府録　友己 町田製菓専門学校 東京都 PC0062

銅賞 桝友　祐輔 (有)おかし倶楽部エスプリ・ドゥ・パリ 東京都 PC0066

銅賞 劉　綾帆 ヴィソン(株)コンフィチュールアッシュ 三重県 PC0077

審査員特別賞 中村　颯介 (有)おかし倶楽部エスプリ・ドゥ・パリ 東京都 PC0050

連合会会長賞 野田　茜 トット 佐賀県 S0020

大会会長賞 吉見　昌子 ドゥ・パルファン 和歌山県 S0030

金賞 鬼嶋　友子 にいがた製菓・調理専門学校　えぷろん 新潟県 S0009

銀賞 仁井　幸子 東京シュガーアート 福井県 S0019

銅賞 霜越 恵里 東京都 S0012

審査員特別賞 長谷川　健太 SUCRETIER 東京都 S0022

連合会会長賞 高橋　匠 ICHIE　Flower&Sweets 北海道 G0123

大会会長賞 黒澤　直人 セルリアンタワー東急ホテル 東京都 G0062

金賞 大川　美里 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県 G0028

金賞 小林　洋 (有)春華堂 静岡県 G0069

金賞 小山　裕章 フォーシーズンズホテル東京大手町 東京都 G0073

銀賞 大窟　達也 パティスリー　アプラノス 埼玉県 G0030

銀賞 小谷　武裕 る・菓壇 埼玉県 G0068

銀賞 佐藤　美咲 EN VEDETTE 東京都 G0088

銀賞 鮫島　英樹 モンシェール 大阪府 G0089

銀賞 重田　恭子 LAVENUE 東京都 G0094

銀賞 田邊　ともみ 宮城県 G0133

銀賞 百瀬　和輝 パティスリーMOA 埼玉県 G0182

銀賞 山口　拓郎 株式会社シュクレイ 東京都 G0186

銀賞 渡部　葵 Ｃ ｉ ｅ ｌ  ｂ ｌ ｅ ｕ 岡山県 G0204

銀賞 綿貫　隆一 モンターニュ洋菓子店 静岡県 G0208

銅賞 岡藤　光輝 東京製菓学校 東京都 G0038

銅賞 岡村　知宗 ANAクラウンプラザホテル 北海道 G0039

銅賞 小川　晃 東京製菓学校 東京都 G0040

銅賞 三井　彰 パティスリー リーフリッチ 富山県 G0046

銅賞 加藤　洋平 キルフェボン株式会社 東京都 G0049

銅賞 加納　麻里子 パレスホテル東京 東京都 G0050

銅賞 河村　晃哉 KAWAMURAGATEAUX 東京都 G0054

銅賞 木坂　芽生 ホテル雅叙園東京 東京都 G0055

銅賞 剣持　章 ザ・プリンスパークタワー東京 東京都 G0063

銅賞 佐藤　悠太 アテスウェイ 東京都 G0086

第2部　工芸菓子部門　3類シュガークラフト工芸菓子

第3部　グラン・ガトー部門



銅賞 鴫田　京佳 ㈱ラ・スイート 兵庫県 G0093

銅賞 柴田　明日菜 ル・パティシエ　ヨコヤマ 千葉県 G0097

銅賞 関　龍太郎 パティスリー　ブランシール 埼玉県 G0114

銅賞 鉄本　翔希 （株）ノア企画 神奈川県 G0138

銅賞 中村　裕志 クラブハリエ八日市の杜工房 滋賀県 G0149

銅賞 西口　聖也 アンデルセンコンディトライ 三重県 G0152

銅賞 古屋　萌花 パレスホテル東京 東京都 G0169

銅賞 堀井　勉 グラン シェノン 島根県 G0170

銅賞 宮本　有梨 ㈱ロイヤルパークホテル 東京都 G0178

銅賞 山田　貴典 パティスリーリッチフィールド 兵庫県 G0192

審査員特別賞 江原　翔太 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰﾌｪﾘｰﾁｪ 長崎県 G0027

連合会会長賞 中島　祐介 株式会社クインビーガーデン 東京都 C0021

大会会長賞 二上　友美 マテリエル 東京都 C0035

金賞 畑谷　実咲 UN GRAIN 東京都 C0029

銀賞 島村 香奈 プレスキルショコラトリー 東京都 C0017

銀賞 山口　善弘 ラ・キュイキュイ 宮城県 C0041

銅賞 野口　和哉 カハラホテル横浜 東京都 C0027

銅賞 蓑毛　周平 PATISSERIE　en haut 宮崎県 C0039

銅賞 山口　春花 フォーシーズンズホテル東京大手町 東京都 C0042

審査員特別賞 川村　健悟 ㈻大和学園京都製菓製パン技術専門校 京都府 C0011

連合会会長賞 安永　ひかる Le rond point 福岡県 JM0084

大会会長賞 新井　美月 る・菓壇 埼玉県 JM0006

金賞 池永　瑠佳 専修学校日本菓子専門学校 東京都 JA0002

銀賞 竹内　涼夏 Am・スーのマジパン 奈良県 JM0051

銀賞 藤井　雄大 パティスリーアメリ 石川県 JM0067

銀賞 福岡 潤 オクシタニアル 東京都 JA0025

銅賞 相見　侑花 カレット洋菓子店 愛知県 JM0002

銅賞 荒田　晟愛 Patisserie NAOHIRA 東京都 JM0007

銅賞 山本　優以子 パティスリー.ショコラトリーサクライ 富山県 JM0022

銅賞 掛水　莉央楽 ハックルベリー 群馬県 JM0023

銅賞 倉田　祐里 スイーツ　ミズノヤ 千葉県 JM0029

銅賞 小林　李奈 菓子の樹 兵庫県 JM0034

銅賞 笹林　璃絵 フォルテシモアッシュ 愛知県 JM0040

銅賞 志村　悠里 サンドリヨン 埼玉県 JM0043

銅賞 高嶋　りか子 フォルテシモアッシュ 愛知県 JM0047

第4部　コンフィズリー部門

第5部　ジュニア部門



銅賞 髙次　萌 サント・アン 兵庫県 JM0048

銅賞 中野　萌花 名古屋スイーツ＆カフェ専門学校 愛知県 JM0056

銅賞 日向野　咲月 マシェリーアンジュ 東京都 JM0064

銅賞 古橋　歩華 ローレライ洋菓子店 栃木県 JM0069

銅賞 三宅　真実 広島会計学院ビジネス専門学校 広島県 JM0078

銅賞 宮本　真奈 ザリッツカールトン大阪 東京都 JM0079

審査員特別賞 蜷川　晴太 有限会社アン・プチ・パケ 神奈川県 JM0059

金賞 金田　菜愛 華調理製菓専門学校 東京都 EM0070

金賞 仲尾　萌恵 華調理製菓専門学校 東京都 EM0165

金賞 鈴木　明莉 東海調理製菓専門学校 静岡県 EB0026

銀賞 安部　冬実 中村調理製菓専門学校 福岡県 EM0008

銀賞 井手　海里 名古屋製菓専門学校 愛知県 EM0024

銀賞 猪山　和 広島製菓専門学校 広島県 EM0032

銀賞 岩坂　紗睴 華調理製菓専門学校 東京都 EM0034

銀賞 大石　佳奈 名古屋製菓専門学校 愛知県 EM0047

銀賞 大橋　由依 華調理製菓専門学校 東京都 EM0052

銀賞 櫻木　美佳 名古屋製菓専門学校 愛知県 EM0102

銀賞 柴田　奈歩 名古屋製菓専門学校 愛知県 EM0114

銀賞 杉山　凜妥 名古屋製菓専門学校 愛知県 EM0125

銀賞 鈴木　花乃音 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県 EM0126

銀賞 砂子　 遥 東海調理製菓専門学校 静岡県 EM0132

銀賞 髙橋　茉莉愛 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県 EM0140

銀賞 納富　幸太郎 東京ベルエポック製菓調理専門学校 東京都 EM0179

銀賞 吉江　千夏 スーパースイーツ製菓専門学校 石川県 EM0243

銀賞 若林　彩乃 専門学校　岡山ビジネスカレッジ 岡山県 EM0257

銀賞 石田　天音 にいがた製菓・調理専門学校えぷろん 新潟県 EB0004

銀賞 釘宮　朋香 吉祥寺　二葉製菓専門職学校 東京都 EB0016

銀賞 平本　貴子 専修学校日本菓子専門学校 東京都 EB0047

銀賞 松村　彩香 中村調理製菓専門学校 福岡県 EB0052

銀賞 牟田　千夏 中村調理製菓専門学校 福岡県 EB0058

銅賞 青田　早未 中村調理製菓専門学校 福岡県 EM0001

銅賞 伊藤　日向子 名古屋製菓専門学校 愛知県 EM0027

銅賞 岩重　明李 広島会計学院ビジネス専門学校 広島県 EM0035

銅賞 上野　泰雅 中村調理製菓専門学校 福岡県 EM0038

銅賞 牛島　沙希 中村調理製菓専門学校 福岡県 EM0040

銅賞 大井　奈津美 香川調理製菓専門学校 東京都 EM0046

第6部　エコール部門



銅賞 沖崎　ななみ 東京製菓学校 東京都 EM0059

銅賞 烏山　結莉 中村調理製菓専門学校 福岡県 EM0071

銅賞 柬理　萌 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 埼玉県 EM0074

銅賞 河野　愛理 中村調理製菓専門学校 福岡県 EM0087

銅賞 小原　菜 名古屋製菓専門学校 愛知県 EM0093

銅賞 齋藤　由衣 華調理製菓専門学校 東京都 EM0098

銅賞 澤田　梨花 専修学校日本菓子専門学校 東京都 EM0112

銅賞 島川　海音 中村調理製菓専門学校 福岡県 EM0116

銅賞 清水　萌夏 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県 EM0118

銅賞 杉山　千尋 ㈻北陸学園　北陸食育フードカレッジ 新潟県 EM0124

銅賞 上井　和花 富山調理製菓専門学校 富山県 EM0136

銅賞 滝澤　和花 ㈻北陸学園　北陸食育フードカレッジ 新潟県 EM0141

銅賞 道林　菜々香 スーパースイーツ製菓専門学校 石川県 EM0160

銅賞 豊原　萌々果 大阪調理製菓専門学校 大阪府 EM0162

銅賞 柿澤　夢花 富山調理製菓専門学校 富山県 EM0163

銅賞 中野　由菜 にいがた製菓・調理専門学校　えぷろん 新潟県 EM0169

銅賞 深澤　神癒 香川調理製菓専門学校 東京都 EM0194

銅賞 宮野　万伊 金沢製菓調理専門学校 石川県 EM0226

銅賞 森田　愛可 中村調理製菓専門学校 福岡県 EM0233

銅賞 矢島　のぶえ 華調理製菓専門学校 東京都 EM0235

銅賞 石坂　実優 吉祥寺　二葉製菓専門職学校 東京都 EB0003

銅賞 葛西　心愛 吉祥寺　二葉製菓専門職学校 東京都 EB0013

銅賞 下田　真里絵 国際製菓専門学校 東京都 EB0024

銅賞 髙原　莉子 中村調理製菓専門学校 福岡県 EB0034

銅賞 田中　咲綺 中村調理製菓専門学校 福岡県 EB0035

銅賞 鶴岡　知里 中村調理製菓専門学校 福岡県 EB0038

銅賞 松村　真宝 中村調理製菓専門学校 福岡県 EB0053

銅賞 三橋　武流 国際製菓専門学校 東京都 EB0055

銅賞 宮下　奈々 吉祥寺　二葉製菓専門職学校 東京都 EB0057

審査員特別賞 小郷　莉々香 ㈻原田学園広島酔心調理製菓専門学校 広島県 EM0089

グランプリ・連合会会長賞　

横山謝恩特別奨学賞
樫本　雅生 ㈲コンディトライ・ビッテ 埼玉県 AA0007

大会会長賞 藤野　みさと ㈱ホテルグランヴィア大阪 大阪府 AA0024

金賞 稲垣　菜月 (株)帝国ホテル 東京都 AA0002

銀賞 阿部　淳一 ケーキハウスツマガリ 兵庫県 AA0001

銅賞 瓦　伊織 スイーツ　ミズノヤ 千葉県 AA0009

第7部　味と技のピエスモンテ部門　1類アメのピエス



銅賞 菅井　ひとみ クラブハリエ草津近鉄工房 滋賀県 AA0014

連合会会長賞　　　　　　　

前田商店カレボー賞
枦山　正浩 ㈱ユーハイム 兵庫県 AC0025

大会会長賞 岩井　千弥 (株)liketory 東京都 AC0005

金賞 田島　雅也 グルメ和光 東京都 AC0018

銀賞 宇井　隆太 ヴィソン多気株式会社コンフィチュールアッシュ 三重県 AC0006

銅賞 伊藤　俊男 (株)EISENDO 愛知県 AC0004

銅賞 鹿子木　莉穂 （株）横浜ベイホテル東急 神奈川県 AC0010

審査員特別賞 藤原　孝昌 ローレライ洋菓子店 栃木県 AC0027

連合会会長賞 山内　菜摘 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県 D0027

大会会長賞 末永　美春 菓子工房オークウッド 埼玉県 D0015

金賞 川野　浩司 イジョック 兵庫県 D0007

銀賞 杉山　日菜 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県 D0016

銅賞 川上　菜月 (株)EISENDO 愛知県 D0006

銅賞 黒川　真希 国際テクニカル調理製菓専門学校 栃木県 D0011

審査員特別賞 栗原　柚茉 国際TBC調理・パティシエ専門学校 栃木県 D0010

連合会会長賞 山口　拓郎 株式会社シュクレイ 東京都 F0090

大会会長賞 谷口　正人 クラブハリエラコリーナ工房 滋賀県 F0059

金賞 青山　恵美 crème×plus 京都府 F0001

金賞 菊地　謙作 ㈱柳月 北海道 F0027

銀賞 伊藤　嘉浩 Ｃ ｉ ｅ ｌ  ｂ ｌ ｅ ｕ 岡山県 F0012

銀賞 木村　彩香 パティスリービガロー 東京都 F0028

銀賞 下村　実咲 (株)レピドール 東京都 F0044

銀賞 髙津　昌史 ATELIER OPERA 愛知県 F0052

銀賞 山城　新和 ルネッサンスリゾートオキナワ 沖縄県 F0092

銅賞 奥山　瞳 目白大学短期大学部製菓学科 東京都 F0022

銅賞 紫藤　果歩乃 ENVEDETTE 東京都 F0041

銅賞 寺嶋　友哉 パティスリーMOA 埼玉県 F0062

銅賞 長谷川　真生 (有)お菓子屋レニエ 愛知県 F0072

銅賞 三田　正樹 ＤＲＥＳＳ株式会社 新潟県 F0082

銅賞 宮本　悠 グランドニッコー東京台場 東京都 F0084

銅賞 山本　翔平 クラブハリエラコリーナ工房 滋賀県 F0093

銅賞 吉田　仁 株式会社シュクレイ 東京都 F0096

審査員特別賞 小林 富裕 東京製菓学校 東京都 F0033

特別部門　国内産米粉を使った焼き菓子部門

第8部　ディスプレイ部門

第7部　味と技のピエスモンテ部門　2類チョコレートのピエス

第9部　ギフト菓子部門



農林水産大臣賞 半谷　克敏 半谷商店 福島県 K0050

農林水産省大臣官房長賞 伊藤　嘉浩 Ｃ ｉ ｅ ｌ  ｂ ｌ ｅ ｕ 岡山県 K0006

金賞 田中 美和 (学)織田学園 織田製菓専門学校 東京都 K0039

銀賞 伊藤　雅人 ㈱コンディトライ　ビーネマヤ 北海道 K0007

銀賞 近江 拓郎 合同会社Adorable 東京都 K0011

銀賞 萩原　友里 スイーツ工房リヴィエール 千葉県 K0017

銅賞 小野寺　未来 フランス菓子のミレー 千葉県 K0015

銅賞 吉瀬　公彦 有限会社菓人 千葉県 K0020

銅賞 工藤　大輔 (株)アニバーサリー 東京都 K0022

銅賞 島田　真吾 パティスリー　アンジェ 埼玉県 K0029

銅賞 羽鳥　陽亮 シュルプリーズ 埼玉県 K0047

銅賞 林　洋一 スイーツ工房リヴィエール 千葉県 K0049

銅賞 平田　暁子 目白大学短期大学部製菓学科 東京都 K0051

銅賞 前田　泰寛 京都ブライトンホテル 京都府 K0056

審査員特別賞 布下　裕希 ドゥーブルシェフ 埼玉県 K0045


