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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 岩手県 西洋料理 高野　睦美 1998 女 （一財）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 高橋　愛理 1997 女 （一財）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 新美　結花 1997 女 （学）コアトレース　菜園調理師専門学校

4 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

5 山形県 西洋料理 宮野　尭之 1995 男 仙台ターミナルビル（株）　ホテルメトロポリタン山形

6 福島県 西洋料理 酒井　彩 1995 女 郡山ビューホテル（株）

7 福島県 西洋料理 高橋　憲輝 1995 男 郡山ビューホテル（株）

8 福島県 西洋料理 錠　佳穂 1995 女 常磐興産（株）スパリゾートハワイアンズ料飲調理グループ

9 福島県 西洋料理 菅野　慶太 1996 男 常磐興産（株）スパリゾートハワイアンズ料飲調理グループ

10 栃木県 西洋料理 𠮷田　りりい 1997 女 国際ＴＢＣ調理・パティシエ専門学校

11 栃木県 西洋料理 小山　陸 1997 男 国際テクニカル調理製菓専門学校

12 栃木県 西洋料理 山本　瑞貴 1998 男 国際テクニカル調理製菓専門学校

13 群馬県 西洋料理 髙島　葵 1998 女 （学）山崎学園　群馬調理師専門学校

14 群馬県 西洋料理 松井　李帆 1997 女 （学）山崎学園　群馬調理師専門学校

15 埼玉県 西洋料理 小川　るか 1995 女 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

16 埼玉県 西洋料理 坂本　渉 1996 男 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

17 埼玉県 西洋料理 鄭　大羽 1995 男 テラ（株）

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

19 千葉県 西洋料理 田中　翔悟 1994 男 浦安ブライトンホテル東京ベイ

20 千葉県 西洋料理 福田　湧悟 1995 男 ホテルフランクス

21 千葉県 西洋料理 星　円香 1994 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

22 東京都 西洋料理 亀山　颯太 1997 男 東京誠心調理師専門学校

23 東京都 西洋料理 松本　竜 1996 男 東京調理製菓専門学校

24 神奈川県 西洋料理 田村　郁斗 1994 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）

25 神奈川県 西洋料理 阿部　樹道 1994 男 （株）横浜ベイホテル東急（全日本司厨士協会）

26 神奈川県 西洋料理 鈴木　白 1996 男 横浜ロイヤルパークホテル（（公社）全日本司厨士協会）

27 新潟県 西洋料理 二宮　実花 1997 女 国際調理製菓専門学校

28 新潟県 西洋料理 吉田　明香里 1998 女 国際調理製菓専門学校

29 新潟県 西洋料理 石﨑　みのり 1997 女 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

30 新潟県 西洋料理 三上　智華子 1997 女 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

31 長野県 西洋料理 小田切　雄 1995 男 アルピコホテルグループ　ホテルブエナビスタ

32 長野県 西洋料理 小日向　祐也 1997 男 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

33 長野県 西洋料理 寺嶋　美香 1997 女 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

34 長野県 西洋料理 北澤　佳祐 1995 男 シルクホテル

35 静岡県 西洋料理 遠山　祐基 1994 男 大和リゾート（株）　浜名湖　ロイヤルホテル

36 愛知県 西洋料理 鈴木　義亞 1995 男 （株）ナゴヤキャッスル

37 愛知県 西洋料理 長濱　ひろみ 1996 女 （株）ブライド・トゥービー

38 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　（株）レイ

39 岡山県 西洋料理 渡邊　美佐 1997 女 西日本調理製菓専門学校

40 岡山県 西洋料理 帖地　珠緒 1994 女 （株）ホテルグランヴィア　岡山

41 広島県 西洋料理 濵田　将太 1996 男 ＡＮＡクラウンプラザホテル　広島

42 広島県 西洋料理 石井　駿介 1997 男 （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校

43 広島県 西洋料理 千葉　莉恵 1997 女 （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校

44 広島県 西洋料理 良江　杏月 1999 女 広島県立総合技術高等学校

45 広島県 西洋料理 田中　あかり 1996 女 （株）リーベリア

46 山口県 西洋料理 山根　有貴 1994 男 国際ホテル宇部

47 愛媛県 西洋料理 宮﨑　光平 1994 男 （株）今治国際ホテル

48 長崎県 西洋料理 岡本　莉佳 1995 女 ホテルオークラＪＲハウステンボス

49 長崎県 西洋料理 塩塚　恵莉奈 1994 女 ホテルオークラＪＲハウステンボス

50 長崎県 西洋料理 宅島　力斗 1997 男 ホテルニュー長崎

51 沖縄県 西洋料理 松堂　巧 1994 男 ホテルJALシティ那覇（（株）サン・ビスタ那覇）

52 沖縄県 西洋料理 眞榮喜　克 1994 男 ホテル日航アリビラ
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