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No. 都道府県 職種名 氏 名 生年 性別 所属先 競技班

1 山形県 美容 叶内　友里 1996 女 マリア美容室

2 山形県 美容 鈴木　愛里 1994 女 マリ美容室

3 茨城県 美容 椎名　寛恕 1997 男 茨城県中央理容美容専門学校

4 茨城県 美容 庄司　琴子 1997 女 茨城県中央理容美容専門学校

5 茨城県 美容 川上　有佳里 1995 女 美容室ウーマン・ピュア

6 栃木県 美容 木下　広太 1997 男 足利デザイン・ビューティ専門学校

7 栃木県 美容 瀧本　ぐみ 1997 女 足利デザイン・ビューティ専門学校

8 栃木県 美容 中西　遥 1998 女 足利デザイン・ビューティ専門学校

9 栃木県 美容 原　弥生 1997 女 足利デザイン・ビューティ専門学校

10 栃木県 美容 日向野　悠 1997 女 足利デザイン・ビューティ専門学校

11 栃木県 美容 髙塩　知輝 1996 男 （有）ケージクラス

12 栃木県 美容 池田　優 1994 男 ビューティアトリエグループ　デコ店

13 栃木県 美容 田口　瑛菜 1994 女 ビューティアトリエグループ　デコ店

14 栃木県 美容 赤崎　郁佳 1996 女 ビューティアトリエグループ　ヒュース店

15 栃木県 美容 岡田　ゆりえ 1994 女 ビューティアトリエグループ　マニパリ店

16 栃木県 美容 前島　沙友里 1996 女 ビューティアトリエグループ　マニパリ店

17 群馬県 美容 茂木　恵里香 1996 女 （株）エレガンス

18 群馬県 美容 渡辺　香菜子 1996 女 （株）エレガンス

19 東京都 美容 小川　愛映 1995 女 （株）ヴィセ・インターナショナル

20 東京都 美容 荒木　美久 1997 女 （株）ピープル

21 東京都 美容 加藤　翔太 1995 男 （株）ピープル

22 東京都 美容 徳永　みなみ 1997 女 （株）ピープル

23 神奈川県 美容 森山　千裕 1996 女 ジャストビューティ（株）

24 神奈川県 美容 吉田　凪沙 1996 女 ジャストビューティ（株）

25 石川県 美容 室屋　翔 1997 男 （株）オフィス・べっぴん

26 静岡県 美容 柴田　明人 1998 男 フリーエース美容学校

27 静岡県 美容 丸山　翔也 1997 男 フリーエース美容学校

28 静岡県 美容 山本　悠太 1998 男 フリーエース美容学校

29 静岡県 美容 渡邊　雛乃 1999 女 フリーエース美容学校

30 愛知県 美容 島田　美都綺 1996 女 （株）タカミ

31 愛知県 美容 多賀　千華 1997 女 （株）タカミ

32 愛知県 美容 丹羽　奈津美 1995 女 （株）タカミ

33 愛知県 美容 吉村　早紀 1994 女 （株）タカミ

34 愛知県 美容 塚田　陽子 1996 女 （株）レッツ

35 愛知県 美容 中村　桂志 1997 男 （株）レッツ

36 三重県 美容 尾崎　太一 1995 男 Viall株式会社

37 滋賀県 美容 竹田　凪儀 1995 男 （株）ｈ＆ｂ

38 京都府 美容 山内　花織 1996 女 （株）にしはら

39 大阪府 美容 大濵　戒斗 1998 男 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校

40 大阪府 美容 加古　皐月 1997 男 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校

41 大阪府 美容 坂井　美麗 1998 女 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校

42 大阪府 美容 阪野　裕基 1997 男 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校

43 大阪府 美容 瀧本　友梨乃 1997 女 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校

44 大阪府 美容 守山　智佳 1997 女 （学）グラムール学院　グラムール美容専門学校

45 奈良県 美容 藤田　真穂 1998 女 橿原美容専門学校

46 奈良県 美容 松尾　有衣 1997 女 橿原美容専門学校

47 山口県 美容 小西　枝利 1996 女 （株）カンダ　カンダ美容職業訓練校

48 徳島県 美容 蟻馬　千佳 1997 女 徳島県美容学校

49 徳島県 美容 今津　鷹也 1997 男 徳島県美容学校

50 高知県 美容 西森　翠 1994 女 （株）トーリ

51 大分県 美容 織田　恵 1997 女 明星国際ビューティカレッジ
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