
第56回技能五輪全国大会　参加者名簿

※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

1 岩手県 フラワー装飾 船山　直 1998 女 岩手県立農業大学校

2 岩手県 フラワー装飾 山下　明峰 1998 女 岩手県立農業大学校

3 宮城県 フラワー装飾 萱場　麻生 1996 女 （有）フラワード

4 宮城県 フラワー装飾 渡部　桃華 1997 女 （有）フラワード

5 山形県 フラワー装飾 尾形　和泉 1995 女 （株）すぎもと

6 山形県 フラワー装飾 松田　耀 1996 男 （株）花泉

7 栃木県 フラワー装飾 迫畑　加奈子 1995 女 （有）あとりえドリーム

8 埼玉県 フラワー装飾 猪狩　由生菜 1998 女 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校

9 埼玉県 フラワー装飾 栗原　光希 1998 男 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校

10 埼玉県 フラワー装飾 土井　葉子 1998 女 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校

11 埼玉県 フラワー装飾 和田　珠与 1999 女 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校

12 東京都 フラワー装飾 大濵　亜依子 1998 女 （学）伊東学園　東京テクノ・ホルティ園芸専門学校

13 東京都 フラワー装飾 比嘉　七海 1999 女 （学）伊東学園　東京テクノ・ホルティ園芸専門学校

14 東京都 フラワー装飾 宮本　麻穂 1998 女 （学）伊東学園　東京テクノ・ホルティ園芸専門学校

15 東京都 フラワー装飾 小島　朋也 1995 男 （株）ＫＧ　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ

16 東京都 フラワー装飾 原田　千裕 1996 女 （株）ＫＧ　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ

17 東京都 フラワー装飾 小山　愛 2000 女 日本フラワーデザイン専門学校

18 東京都 フラワー装飾 竹中　あまね 1998 女 日本フラワーデザイン専門学校

19 東京都 フラワー装飾 村上　功悦 2000 男 日本フラワーデザイン専門学校

20 東京都 フラワー装飾 渡辺　優 1997 女 日本フラワーデザイン専門学校

21 東京都 フラワー装飾 渡部　凜子 1998 女 日本フラワーデザイン専門学校

22 新潟県 フラワー装飾 大関　梨央奈 1998 女 新潟農業・バイオ専門学校

23 新潟県 フラワー装飾 細川　絢美 1999 女 新潟農業・バイオ専門学校

24 石川県 フラワー装飾 村山　唯 2000 女 石川県立七尾東雲高等学校

25 石川県 フラワー装飾 吉田　悠華 1998 女 福岡　千恵　フラワーデザイン　スクール

26 長野県 フラワー装飾 冨家　義典 1997 男 Ｓ．Ｋ花企画

27 岐阜県 フラワー装飾 加納　沙乙里 1999 女 岐阜県立国際園芸アカデミー

28 岐阜県 フラワー装飾 西分　雪菜 1996 女 （有）下出生花店

29 静岡県 フラワー装飾 安藤　りほ 2001 女 静岡県立田方農業高等学校

30 静岡県 フラワー装飾 古海　萌佳 2000 女 静岡県立田方農業高等学校

31 静岡県 フラワー装飾 渡辺　朱莉 2000 女 静岡県立田方農業高等学校

32 愛知県 フラワー装飾 加藤　怜奈 2000 女 愛知県立安城農林高等学校

33 愛知県 フラワー装飾 齋　野乃花 2000 女 愛知県立安城農林高等学校

34 愛知県 フラワー装飾 杉浦　光莉 2000 女 愛知県立安城農林高等学校

35 愛知県 フラワー装飾 永田　明日香 2001 女 愛知県立安城農林高等学校

36 愛知県 フラワー装飾 梶野　真尋 1999 女 名古屋ウエディング＆フラワー・ビューティ学院

37 愛知県 フラワー装飾 原　柚子 1998 女 名古屋ウエディング＆フラワー・ビューティ学院

38 愛知県 フラワー装飾 藤村　晴日 1998 女 名古屋ウエディング＆フラワー・ビューティ学院

39 京都府 フラワー装飾 村越　大幹 1995 男 （有）きのしたけいこフラワーエフェクト

40 大阪府 フラワー装飾 石原　綾香 2001 女 大阪府立園芸高等学校

41 大阪府 フラワー装飾 西尾　桜葵 2001 男 大阪府立園芸高等学校

42 大阪府 フラワー装飾 藤田　まどか 2000 女 大阪府立園芸高等学校

43 兵庫県 フラワー装飾 西ノ上　友香 1997 女 ＭＡＲＩＫＯ・ＤＥＳＩＧＮ　ＲＯＯＭ

44 広島県 フラワー装飾 伊原　千笑 1998 女 ＩＷＡＤ環境福祉リハビリ専門学校

45 山口県 フラワー装飾 大野　侑莉菜 1999 女 フラワーガーデン　日の出

46 山口県 フラワー装飾 山本　ちひろ 2000 女 山口県立宇部西高等学校

47 福岡県 フラワー装飾 下門　美優 1999 女 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス

48 福岡県 フラワー装飾 中島　百音 1998 女 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス

49 福岡県 フラワー装飾 原　萌香 1998 女 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス

50 佐賀県 フラワー装飾 田平　桃子 1998 女 専門学校九州スクール・オブ・ビジネス

51 大分県 フラワー装飾 恒松　皇樹 1998 男 大分県立農業大学校

52 大分県 フラワー装飾 江口　実花 1996 女 キクチ種苗（株）

53 宮崎県 フラワー装飾 畝原　慎之介 2000 男 宮崎県立農業大学校

54 宮崎県 フラワー装飾 児玉　光世 1999 男 宮崎県立農業大学校



第56回技能五輪全国大会　参加者名簿

※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

55 沖縄県 フラワー装飾 仲宗根　唯 1996 女 イオン琉球（株）　イオンスタイルライカム店　ルポゼ・フルール

56 沖縄県 フラワー装飾 大城　花恋 2000 女 沖縄県立中部農林高等学校　園芸科学科

57 沖縄県 フラワー装飾 大嶺　瑳千 2000 女 沖縄県立中部農林高等学校　園芸科学科

58 沖縄県 フラワー装飾 宮里　真利亜 2000 女 沖縄県立中部農林高等学校　園芸科学科

59 沖縄県 フラワー装飾 中俣　玲緒 2001 女 沖縄県立那覇国際高等学校

60 沖縄県 フラワー装飾 儀間　空 2001 男 沖縄県立南部農林高等学校

61 沖縄県 フラワー装飾 平良　柚菜 2001 女 沖縄県立南部農林高等学校

62 沖縄県 フラワー装飾 具志堅　未玲 2000 女 沖縄県立宮古総合実業高等学校

63 沖縄県 フラワー装飾 下地　彩寿成 2002 女 沖縄県立宮古総合実業高等学校

64 沖縄県 フラワー装飾 砂川　希 2002 女 沖縄県立宮古総合実業高等学校

65 沖縄県 フラワー装飾 砂川　媛菜 2001 女 沖縄県立宮古総合実業高等学校

66 沖縄県 フラワー装飾 田村　夢花 2002 女 沖縄県立宮古総合実業高等学校

67 沖縄県 フラワー装飾 波平　亜美佳 2001 女 沖縄県立宮古総合実業高等学校

68 沖縄県 フラワー装飾 才木　凜音 1999 女 （株）花時

69 沖縄県 フラワー装飾 仲宗根　亜季 1995 女 （有）ラパン


