
※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

第57回技能五輪全国大会　参加者名簿

1 岩手県 西洋料理 板橋　彩斗 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 乙茂内　茉衣 1999 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 安部　桐香 1999 女 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 福島県 西洋料理 八木沼　拓己 1997 男 郡山ビューホテル（株）

6 福島県 西洋料理 草野　愛依 1997 女 常磐興産（株）

7 栃木県 西洋料理 加藤　麻衣 1999 女 国際テクニカル調理製菓専門学校

8 栃木県 西洋料理 蒲生　優華 1999 女 国際テクニカル調理製菓専門学校

9 群馬県 西洋料理 戸塚　風花 2000 女 （学）山崎学園　群馬調理師専門学校

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

11 埼玉県 西洋料理 稲葉　駿 1999 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 齋藤　誠 1999 男 埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

13 千葉県 西洋料理 西川　拓哉 1998 男 ホテル　フランクス

14 千葉県 西洋料理 池尻　麻依 1997 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

15 東京都 西洋料理 上田　玲唯 1999 男 東京調理製菓専門学校

16 東京都 西洋料理 百瀬　駿也 1998 男 東京調理製菓専門学校

17 神奈川県 西洋料理 相川　優 1999 男 （株）横浜グランドインターコンチネンタルホテル（（一社）全日本司厨士協会）

18 神奈川県 西洋料理 髙橋　亮太 1996 男 （株）横浜ベイホテル東急（（一社）全日本司厨士協会）

19 神奈川県 西洋料理 野村　汰剣 1997 男 （株）横浜ロイヤルパークホテル　（（一社）全日本司厨士協会）

20 新潟県 西洋料理 星野　里奈 1997 女 （株）イタリア軒

21 新潟県 西洋料理 佐藤　萌 1999 女 国際調理製菓専門学校

22 新潟県 西洋料理 宮　朱音 2000 女 国際調理製菓専門学校

23 新潟県 西洋料理 矢島　紀樹 1999 男 国際調理製菓専門学校

24 新潟県 西洋料理 阿達　幸乃 2000 女 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

25 新潟県 西洋料理 清水　滉太 2000 男 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

26 新潟県 西洋料理 富山　隆文 2000 男 にいがた食育・保育専門学校えぷろん

27 長野県 西洋料理 中本　茉佑 1999 女 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

28 長野県 西洋料理 原田　未佐樹 1999 男 （学）石坂学園　長野調理製菓専門学校

29 愛知県 西洋料理 伊藤　光希 1999 男 （学）糸菊学園　名古屋調理師専門学校

30 愛知県 西洋料理 佐々木　康雄 2000 男 （学）糸菊学園　名古屋調理師専門学校

31 愛知県 西洋料理 渡部　樹 2000 男 （株）ナゴヤキャッスル

32 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

33 岡山県 西洋料理 三宅　真由 1997 女 （株）スタイルズ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＳＯＲＡ

34 岡山県 西洋料理 赤木　愛佳 1999 女 西日本調理製菓専門学校

35 広島県 西洋料理 杉原　七海 1999 女 （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 森　茉夕香 1999 女 （学）原田学園　広島酔心調理製菓専門学校

37 広島県 西洋料理 加藤　綾音 2001 女 広島県立総合技術高等学校

38 広島県 西洋料理 廣田　流星 2001 男 広島県立総合技術高等学校

39 広島県 西洋料理 千葉　莉恵 1997 女 （株）ホライズン・ホテルズ広島ホテル事業所　ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

40 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保養所　防長苑

41 長崎県 西洋料理 伊藤　龍世 2000 男 ニュー長崎ビルディング（株）　ホテルニュー長崎

42 熊本県 西洋料理 江頭　勇大 1999 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）

43 沖縄県 西洋料理 外間　浩生 1996 男 沖縄マリオット　リゾート＆スパ

44 沖縄県 西洋料理 洲鎌　孝太 1999 男 （学）新島学園　沖縄調理師専門学校

45 沖縄県 西洋料理 名嘉真　武叶 1999 男 （学）新島学園　沖縄調理師専門学校

46 沖縄県 西洋料理 知念　幸哉 1998 男 ホテルＪＡＬシティ那覇

47 沖縄県 西洋料理 南風原　利明 1998 男 ホテルＪＡＬシティ那覇


