
第55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 青森県 日本料理 岡本　舜平 2000 男 青森山田高等学校

2 青森県 日本料理 原田　裕司 1996 男 （株）ホテル青森

3 岩手県 日本料理 佐々木　駿 1999 男 （学）スコーレ盛岡スコーレ高等学校

4 宮城県 日本料理 阿部　幸也 1995 男 （株）一の坊

5 宮城県 日本料理 山田　みゆき 1994 女 仙台ターミナルビル（株）ホテルメトロポリタン仙台

6 山形県 日本料理 山口　明日香 1995 女 鶴岡市立加茂水族館

7 山形県 日本料理 鈴木　耀実 1997 女 （株）旅館　古窯

8 山形県 日本料理 武田　彩音 1998 女 （株）旅館　古窯

9 福島県 日本料理 駒澤　優希 1995 男 四季彩　一力

10 福島県 日本料理 鈴木　隆志 1994 男 しゃぶ　しゃぶ　すき焼　京香

11 茨城県 日本料理 黒澤　遥 1997 女 中川学園調理技術専門学校

12 茨城県 日本料理 長友　優太 1997 男 中川学園調理技術専門学校

13 栃木県 日本料理 菊池　融 1995 男 国際テクニカル調理製菓専門学校

14 栃木県 日本料理 岸川　英詞 1998 男 国際テクニカル調理製菓専門学校

15 栃木県 日本料理 得能　翔 1997 男 国際テクニカル調理製菓専門学校

16 栃木県 日本料理 藤田　清 1996 男 国際テクニカル調理製菓専門学校

17 栃木県 日本料理 東　玲奈 1996 女 ホテルエピナール那須

18 群馬県 日本料理 持田　寛 1996 男 （株）福一

19 群馬県 日本料理 東郷　主差光 1996 男 （有）ホテルきむら

20 埼玉県 日本料理 齋藤　圭亮 1995 男 （株）ＪＰホテルサービス　ラフレさいたま

21 東京都 日本料理 谷口　星路 1995 男 水月（株）　水月ホテル鴎外荘

22 東京都 日本料理 野房　龍之介 1995 男 （株）なだ万

23 新潟県 日本料理 尾潟　里奈 1998 女 国際調理製菓専門学校

24 新潟県 日本料理 金子　主茉 1997 男 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

25 新潟県 日本料理 本山　康太 1997 男 悠久山栄養調理専門学校

26 富山県 日本料理 東海　慶太 1994 男 オークス（株）

27 富山県 日本料理 中山　栞 1996 女 オークス（株）

28 石川県 日本料理 松嶋　由希乃 1997 女 割烹みや川

29 石川県 日本料理 南雲　裕平 1995 男 （株）玉寿司

30 石川県 日本料理 番野　拓磨 1995 男 森の栖リゾート＆スパ

31 福井県 日本料理 宮城　紗也香 1994 女 あわら温泉まつや千千

32 福井県 日本料理 本葭　誠一 1995 男 四季遊菜　季寄

33 山梨県 日本料理 大和　哲朗 1997 男 山梨秀峰調理師専門学校

34 長野県 日本料理 大口　和真 1997 男 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

35 長野県 日本料理 峯村　優依 1994 女 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

36 長野県 日本料理 横田　尚弥 1997 男 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

37 静岡県 日本料理 児嶋　純一 1995 男 （株）一燈庵

38 愛知県 日本料理 池戸　則之 1996 男 京風料理　与し田

39 愛知県 日本料理 山本　眞帆 1997 女 （株）しゃぶしゃぶ炉懐石　だる磨

40 愛知県 日本料理 藤村　純平 1995 男 （株）ナゴヤキャッスル

41 三重県 日本料理 伊藤　成美 1995 女 （有）ホテル湯の本

42 三重県 日本料理 鈴村　拓也 1994 男 湯の山温泉旅館寿亭

43 滋賀県 日本料理 嶋　佑一朗 1997 男 （株）國華荘　びわ湖花街道

44 滋賀県 日本料理 花澤　大貴 1995 男 長浜ロイヤルホテル

45 京都府 日本料理 新井　隆士 1995 男 （有）花かがみ

46 京都府 日本料理 新道　翔太 1998 男 （有）花かがみ

47 大阪府 日本料理 木原　美咲 1996 女 シェラトン都ホテル大阪

48 大阪府 日本料理 中野　亜斗夢 1994 男 日本料理　十方

49 兵庫県 日本料理 山之口　幸太 1994 男 天地の宿　奥の細道

50 兵庫県 日本料理 大羽　朱音 1995 女 日本郵政（株）かんぽの宿淡路島

51 奈良県 日本料理 野々山　康平 1996 男 ホテル杉の湯

52 和歌山県 日本料理 福田　望月 1997 男 湯快リゾート　ホテル千畳

53 鳥取県 日本料理 佐々木　晴輝 1996 男 （一社）鳥取県調理師連合会

54 島根県 日本料理 出路　将貴 1995 男 松江栄養調理製菓専門学校
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55 島根県 日本料理 渡部　優憲 1998 男 松江栄養調理製菓専門学校

56 広島県 日本料理 大浜　寅之介 1997 男 （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校

57 広島県 日本料理 中村　知樹 1997 男 （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校

58 山口県 日本料理 石田　真友 1999 女 宇部フロンティア大学付属香川高等学校

59 山口県 日本料理 伊藤　暢歩 2000 男 宇部フロンティア大学付属香川高等学校

60 山口県 日本料理 金子　舞雪 1999 女 中村女子高等学校

61 山口県 日本料理 徳永　桃子 2001 女 中村女子高等学校

62 山口県 日本料理 徳毛　茜 1999 女 中村女子高等学校

63 山口県 日本料理 濱田　駿也 1996 男 （株）湯田かめ福

64 愛媛県 日本料理 松森　栄美 1994 女 （株）時の名所　ふなや

65 福岡県 日本料理 草野　聖弥 1995 男 日本料理　古仙

66 佐賀県 日本料理 内田　風羽里 2000 女 佐賀県立牛津高等学校

67 熊本県 日本料理 郷　真之 1994 男 天草亀屋観光（株）（国際観光旅館　亀屋ホテル華椿）

68 鹿児島県 日本料理 山口　祥輝 1996 男 （有）いぶすき秀水園

69 沖縄県 日本料理 氷置　京将 1997 男 味心　ゆうづき

70 沖縄県 日本料理 新里　大樹 1995 男 沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇

71 沖縄県 日本料理 當山　咲良 1996 女 ダブルツリーby　ヒルトン那覇首里城

72 沖縄県 日本料理 下地　裕之 1997 男 （学）新島学園　沖縄調理師専門学校

73 沖縄県 日本料理 鈴木　利菜 1999 女 （学）みのり学園　琉球調理師専修学校
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