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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 青森県 造園 西塚　貴幸 1994 男 （株）みちのく庭園

2 宮城県 造園 佐藤　亜門 1995 男 （有）繁樹園

3 茨城県 造園 塚原　恵 1998 男 茨城県造園技能士会

4 茨城県 造園 小河原　亮太 2000 男 茨城県立石岡第一高等学校

5 茨城県 造園 小林　凌 2001 男 茨城県立石岡第一高等学校

6 栃木県 造園 荒井　宏大 1998 男 小沢造園（有）

7 栃木県 造園 飯村　匠 1997 男 （株）清水造園

8 栃木県 造園 伊澤　ほのか 1995 女 （株）清水造園

9 栃木県 造園 渡邉　能 1994 男 （株）清水造園

10 群馬県 造園 高橋　一渓 2000 男 群馬県立勢多農林高等学校

11 千葉県 造園 川島　珠希 1996 女 （株）井上造園

12 千葉県 造園 常葉　達行 1997 男 （株）光風ガーデン

13 千葉県 造園 下條　慧人 1999 男 千葉県立我孫子高等技術専門校

14 千葉県 造園 埴谷　早希 1998 女 千葉県立我孫子高等技術専門校

15 千葉県 造園 埴谷　大典 1998 男 千葉県立我孫子高等技術専門校

16 東京都 造園 大野　茉央 1996 男 （株）大場造園

17 東京都 造園 前川　航平 1998 男 （株）鈴木造園

18 東京都 造園 内木　健也 1996 男 （株）髙井造園

19 東京都 造園 永田　和也 1997 男 中央工学校

20 東京都 造園 植木　龍平 2000 男 東京都立園芸高等学校

21 富山県 造園 藤本　健太 1995 男 （株）光地園

22 富山県 造園 森　瑛 1997 男 森新樹園

23 長野県 造園 降幡　好華 1994 女 （有）信州緑地

24 長野県 造園 居石　怜也 1997 男 （株）楽月園

25 長野県 造園 青栁　智大 1996 男 （株）緑化センター

26 愛知県 造園 久米　晃平 2000 男 愛知県立猿投農林高等学校

27 三重県 造園 淺井　広誠 1999 男 三重県立四日市農芸高等学校

28 滋賀県 造園 宇都宮　盟 1997 女 （株）近江庭園

29 滋賀県 造園 池野　謡平 1995 男 京阪グリーン（株）

30 京都府 造園 大西　陽生郎 2001 男 京都府立農芸高等学校

31 大阪府 造園 大津　風佳 2000 女 大阪府立園芸高等学校

32 大阪府 造園 町　朋佳 2000 女 大阪府立園芸高等学校

33 大阪府 造園 岩﨑　美暉 1998 男 （株）髙橋造園土木

34 兵庫県 造園 岡本　あさひ 1999 女 兵庫県立農業高等学校

35 奈良県 造園 土田　康平 2000 男 奈良県立磯城野高等学校

36 鳥取県 造園 石原　康平 2000 男 鳥取県立倉吉農業高等学校

37 鳥取県 造園 岩本　拓海 2000 男 鳥取県立倉吉農業高等学校

38 広島県 造園 藤井　幹太 1998 男 風林造園

39 山口県 造園 安達　楓加 1997 女 周南造園（株）

40 山口県 造園 真鍋　幹汰 1998 男 （株）髙山造庭園

41 福岡県 造園 高﨑　晏睦 1998 男 西日本短期大学

42 福岡県 造園 鍋山　幸太 1997 男 西日本短期大学

43 福岡県 造園 松田　武俊 1998 男 西日本短期大学

44 佐賀県 造園 橋本　龍之助 1999 男 佐賀県立高志館高等学校

45 佐賀県 造園 石丸　怜耶 1999 男 （有）山田造園

46 熊本県 造園 下川　智樹 1999 男 熊本県立北稜高等学校

47 大分県 造園 藤内　志紀 1995 男 （株）池部造園

48 鹿児島県 造園 稲留　雄大 1994 男 石走造園（株）

49 沖縄県 造園 小渡　良悟 1999 男 沖縄県立中部農林高等学校　造園科

50 沖縄県 造園 玉城　光太 2000 男 沖縄県立南部農林高等学校

51 沖縄県 造園 當間　元士 1997 男 金秀建設（株）

52 沖縄県 造園 玉那覇　兼吾 1996 男 （有）緑新開発
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