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※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 西洋料理 児玉　理久斗 1998 男 （一財）北日本カレッジ　北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ

2 岩手県 西洋料理 小林　柚香 1998 女 （一財）北日本カレッジ　北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ

3 岩手県 西洋料理 岩間　和花 1998 女 菜園調理師専門学校調理高度技術学科

4 宮城県 西洋料理 山本　尚輝 1997 男 仙台ターミナルビル（株）　ホテルメトロポリタン仙台

5 山形県 西洋料理 堀川　茜 1996 女 （株）ジョインセレモニー

6 山形県 西洋料理 菊地　凜香 1996 女 仙台ターミナルビル（株）　ホテルメトロポリタン山形

7 福島県 西洋料理 八木沼　拓己 1997 男 郡山ビューホテル（株）

8 福島県 西洋料理 菊池　黎夏 1997 女 常磐興産（株）　レジャーリゾート事業本部

9 栃木県 西洋料理 平野　佑樹 1998 男 国際テクニカル調理製菓専門学校

10 群馬県 西洋料理 平井　里奈 1998 女 （学）山崎学園　群馬調理師専門学校

11 埼玉県 西洋料理 谷口　直也 1998 男 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

12 埼玉県 西洋料理 長山　夏望 1997 女 （株）パレスエンタープライズ　パレスホテル大宮

13 千葉県 西洋料理 大日向　奈緒 1995 女 （株）オリエンタルランドフード本部

14 千葉県 西洋料理 村上　龍征 1997 男 （株）ブライトンコーポレーション

15 千葉県 西洋料理 浅岡　芽久 1996 女 （株）ミリアルリゾートホテルズ　東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ　調理部

16 東京都 西洋料理 石川　陽斗 1997 男 （学）食糧学院　東京調理製菓専門学校

17 東京都 西洋料理 大河　ひかる 1997 女 （学）食糧学院　東京調理製菓専門学校

18 東京都 西洋料理 三ツ谷　滉平 1997 男 （学）食糧学院　東京調理製菓専門学校

19 東京都 西洋料理 伊藤　凌之介 1997 男 東京誠心調理師専門学校

20 神奈川県 西洋料理 村野　航平 1997 男 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（（公社）全日本司厨士協会）

21 神奈川県 西洋料理 近藤　奈菜 1997 女 横浜ロイヤルパークホテル（（公社）全日本司厨士協会）

22 新潟県 西洋料理 石田　智樹 1998 男 国際調理製菓専門学校

23 新潟県 西洋料理 山﨑　拓朗 1998 男 国際調理製菓専門学校

24 新潟県 西洋料理 田中　琢郎 1998 男 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

25 新潟県 西洋料理 山﨑　成美 1998 女 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

26 長野県 西洋料理 小松　美咲 1998 女 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

27 長野県 西洋料理 室賀　柚希 1998 女 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

28 愛知県 西洋料理 竹内　里菜 1998 女 （学）糸菊学園　名古屋調理師専門学校

29 愛知県 西洋料理 渡部　智也 1998 男 （学）糸菊学園　名古屋調理師専門学校

30 岡山県 西洋料理 河嶋　真依 1996 女 ＡＮＡクラウンプラザホテル岡山

31 岡山県 西洋料理 茅原　優作 1998 男 西日本調理製菓専門学校

32 岡山県 西洋料理 黒木　風輝 1998 男 西日本調理製菓専門学校

33 広島県 西洋料理 真境名　翔 1996 男 グランドプリンスホテル広島

34 広島県 西洋料理 石田　ひなの 1999 女 （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校

35 広島県 西洋料理 原　瑞樹 1999 男 （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校

36 広島県 西洋料理 村井　流 2000 男 広島県立総合技術高等学校

37 広島県 西洋料理 田中　あかり 1996 女 （株）リーベリア

38 山口県 西洋料理 江本　春華 1997 女 山口県市町村職員共済組合　防長苑

39 山口県 西洋料理 田中　龍一郎 1996 男 （株）湯田　かめ福

40 長崎県 西洋料理 内野　皓太 1998 男 （株）グラバーヒル　ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル

41 熊本県 西洋料理 江頭　勇大 1998 男 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ　（株）ニュースカイホテル

42 熊本県 西洋料理 山中　幸一 1998 男 ホテル熊本テルサ

43 沖縄県 西洋料理 我謝　翔哉 1998 男 沖縄調理師専門学校

44 沖縄県 西洋料理 瀨長　和真 1999 男 沖縄調理師専門学校

45 沖縄県 西洋料理 田中　優希 1998 男 沖縄調理師専門学校


