
※外字等表示できない文字は、類似の文字で掲載しております。

No. 都道府県 職種名 氏 名 生年 性別 所属先 競技班

第57回技能五輪全国大会　参加者名簿

1 北海道 日本料理 白川　十椰 1997 男 プレミアホテル－ＴＳＵＢＡＫＩ－札幌

2 青森県 日本料理 檜山　浩弥 2002 男 青森山田高等学校

3 青森県 日本料理 岡本　舜平 2000 男 日本料理　百代

4 岩手県 日本料理 佐藤　樹生 1997 男 旬香彩　和久

5 岩手県 日本料理 下畑　和矢 2001 男 私立盛岡スコーレ高等学校

6 宮城県 日本料理 田村　友美 1997 女 仙台ターミナルビル（株）　ホテルメトロポリタン仙台

7 山形県 日本料理 金内　未緒 2000 女 加茂水族館　魚匠ダイニング　沖海月

8 山形県 日本料理 本田　朱々 2001 女 山形学院高等学校

9 福島県 日本料理 櫻田　澪奈 1997 女 ハマツ観光（株）

10 栃木県 日本料理 大橋　真生 1999 女 国際テクニカル調理製菓専門学校

11 栃木県 日本料理 関戸　蒼太 2000 男 国際テクニカル調理製菓専門学校

12 群馬県 日本料理 持田　寛 1996 男 （株）福一

13 東京都 日本料理 櫨木　敬幸 1996 男 （株）なだ万

14 神奈川県 日本料理 横田　トネ　流靖 1997 男 神奈川県日本調理技能士会（ホテルおかだ）

15 新潟県 日本料理 宮嶋　好実 1999 女 国際調理製菓専門学校

16 新潟県 日本料理 種岡　翔 1999 男 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

17 新潟県 日本料理 飯田　凜 2000 男 悠久山栄養調理専門学校

18 石川県 日本料理 安吉　菜々香 1998 女 アイ・ケイ・ケイ（株）　金沢支店

19 石川県 日本料理 松嶋　由希乃 1997 女 （有）割烹みや川

20 石川県 日本料理 宮本　晏志 1999 男 （学）徳野学園　金沢調理師専門学校

21 福井県 日本料理 荒木　太一 1997 男 （有）季寄

22 福井県 日本料理 小針　孝誠 1997 男 （株）ユアーズホテルフクイ

23 福井県 日本料理 松澤　空志 1997 男 （株）ユアーズホテルフクイ

24 長野県 日本料理 平田　楓 1998 男 アルピコホテルグループ　ホテルブエナビスタ

25 長野県 日本料理 北沢　優武 1999 男 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

26 長野県 日本料理 清水　智也 1999 男 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

27 長野県 日本料理 大口　和真 1997 男 メルパルク（株）　ホテルメルパルク長野

28 静岡県 日本料理 中田　潤之介 1998 男 （株）ホテル小田急静岡（ホテルセンチュリー静岡）

29 静岡県 日本料理 武田　珠美 1998 女 （株）ホテル銀水荘

30 愛知県 日本料理 武藤　悠太 1997 男 （有）しら河

31 愛知県 日本料理 後藤　大宜 2002 男 料亭松楓閣（株）

32 三重県 日本料理 小池　達也 1996 男 （株）サン浦島

33 三重県 日本料理 竹永　陸志 1996 男 （有）ホテル湯の本

34 三重県 日本料理 古川　滉輔 1997 男 湯の山温泉　旅館寿亭

35 滋賀県 日本料理 堤　建太 1997 男 （株）一圓興産　彦根キャッスル　リゾート＆スパ

36 滋賀県 日本料理 水脇　俊 1997 男 （株）エッチ・エヌ・オー

37 京都府 日本料理 新道　翔太 1998 男 （有）花かがみ

38 京都府 日本料理 瀬口　翼 1999 女 （有）花かがみ

39 京都府 日本料理 中野　吉章 1998 男 （有）花かがみ

40 大阪府 日本料理 中川　元紀 1997 男 （株）近鉄・都ホテルズ　シェラトン都ホテル大阪

41 大阪府 日本料理 中村　直道 1998 男 ホテル阪急エキスポパーク

42 兵庫県 日本料理 坪田　秀利 1997 男 有馬温泉　旅篭

43 奈良県 日本料理 川口　大翔 1998 男 （有）梁山泊

44 鳥取県 日本料理 秋田　直輝 1996 男 皆生　つるや

45 島根県 日本料理 竹内　海人 1997 男 そば縁

46 島根県 日本料理 山本　知佳子 1997 女 （有）竹野屋旅館

47 山口県 日本料理 森田　麻奈美 1999 女 （株）扇屋　割烹いちはな

48 山口県 日本料理 岡村　茉莉 2002 女 中村女子高等学校

49 山口県 日本料理 杉山　祐美 2001 女 中村女子高等学校

50 香川県 日本料理 西川　誠心 1997 男 （株）琴平グランドホテル　紅梅亭

51 香川県 日本料理 橋立　海智 1999 男 （株）琴平グランドホテル　桜の抄

52 高知県 日本料理 前田　勇 1997 男 ホテル日航高知　旭ロイヤル

53 福岡県 日本料理 佐藤　成里 1996 男 （株）加賀屋　加賀屋博多店

54 福岡県 日本料理 黒石　雅哉 1998 男 日本料理　古仙
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55 福岡県 日本料理 山辺　大誠 1998 男 （株）はつしろ

56 佐賀県 日本料理 滝　崇磨 2001 男 佐賀県立牛津高等学校

57 長崎県 日本料理 山村　一希 1998 男 ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート

58 鹿児島県 日本料理 帖地　渉 1999 男 指宿コーラルビーチホテル

59 鹿児島県 日本料理 市木　太津海 1999 男 （株）指宿白水館

60 沖縄県 日本料理 安里　元希 1999 男 （株）かりゆし

61 沖縄県 日本料理 比嘉　玲央 1999 男 （学）新島学園　沖縄調理師専門学校

62 沖縄県 日本料理 崎浜　春輝 1997 男 （株）ゆうづき


