
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 岩手県 フラワー装飾 小原　唯 1997 女 岩手県立農業大学校

2 岩手県 フラワー装飾 谷藤　真緒 1997 女 岩手県立農業大学校

3 山形県 フラワー装飾 尾形　和泉 1995 女 （株）すぎもと

4 山形県 フラワー装飾 情野　絢香 1998 女 山形県立農林大学校

5 栃木県 フラワー装飾 迫畑　加奈子 1995 女 あとりえドリーム

6 栃木県 フラワー装飾 若目田　春美 1995 女 （有）岡田商事　ゆいの杜ガーデンセンター

7 栃木県 フラワー装飾 阿嶋　真子 1995 女 （資）花久商店

8 群馬県 フラワー装飾 髙屋敷　麻衣 1995 女 フラワーブティックアオタ

9 埼玉県 フラワー装飾 礒　千尋 1997 女 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校

10 埼玉県 フラワー装飾 佐藤　開 1998 男 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校

11 埼玉県 フラワー装飾 渡邉　妃奈 1998 女 （学）伊東学園　テクノ・ホルティ園芸専門学校

12 東京都 フラワー装飾 小山　奈菜 1997 女 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校

13 東京都 フラワー装飾 須賀　春菜 1997 女 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校

14 東京都 フラワー装飾 瀧澤　美歩 1997 女 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校

15 東京都 フラワー装飾 比嘉　七海 1999 女 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校

16 東京都 フラワー装飾 堀越　花音 1997 女 東京テクノ・ホルティ園芸専門学校

17 東京都 フラワー装飾 西梅　瑠奈 1997 女 日本フラワーデザイン専門学校

18 新潟県 フラワー装飾 小峯　瑞季 1997 女 新潟農業・バイオ専門学校

19 新潟県 フラワー装飾 田邉　莉子 1997 女 新潟農業・バイオ専門学校

20 新潟県 フラワー装飾 知花　直斗 1997 男 新潟農業・バイオ専門学校

21 新潟県 フラワー装飾 宮坂　明里 1998 女 新潟農業・バイオ専門学校

22 石川県 フラワー装飾 村上　結乃 1999 女 石川県立七尾東雲高等学校

23 岐阜県 フラワー装飾 江尾　星 1998 女 岐阜県立国際園芸アカデミー

24 静岡県 フラワー装飾 川口　莉瑚 2000 女 静岡県立田方農業高等学校

25 静岡県 フラワー装飾 川村　健太 2000 男 静岡県立田方農業高等学校

26 静岡県 フラワー装飾 古海　萌佳 2000 女 静岡県立田方農業高等学校

27 静岡県 フラワー装飾 渡辺　朱莉 2000 女 静岡県立田方農業高等学校

28 静岡県 フラワー装飾 井草　亜希 1998 女 静岡デザイン専門学校

29 静岡県 フラワー装飾 三本木　椋 1997 男 静岡デザイン専門学校

30 静岡県 フラワー装飾 杉山　夢花 1998 女 静岡デザイン専門学校

31 静岡県 フラワー装飾 寺尾　実紗 1997 女 静岡デザイン専門学校

32 愛知県 フラワー装飾 鳥居　佳恵 1999 女 愛知県立安城農林高等学校

33 愛知県 フラワー装飾 服部　里奈 1999 女 愛知県立安城農林高等学校

34 愛知県 フラワー装飾 浅井　佑莉花 1997 女 （学）菊武学園　専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院

35 愛知県 フラワー装飾 安藤　優香 1997 女 （学）菊武学園　専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院

36 愛知県 フラワー装飾 松下　由樹 1997 女 （学）菊武学園　専門学校名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院

37 大阪府 フラワー装飾 酒巻　あゆみ 1999 女 大阪府立園芸高等学校

38 大阪府 フラワー装飾 南　遥香 1999 女 大阪府立園芸高等学校

39 兵庫県 フラワー装飾 西ノ上　友香 1997 女 ＭＡＲＩＫＯ・ＤＥＳＩＧＮ　ＲＯＯＭ

40 広島県 フラワー装飾 中村　香澄 1998 女 広島ビジネス専門学校

41 山口県 フラワー装飾 深野　綾茄 1997 女 山口県フラワー装飾協議会

42 山口県 フラワー装飾 小柳　雪乃 1998 女 山口県立農業大学校

43 福岡県 フラワー装飾 八谷　美月 1997 女 専門学校　九州スクールオブビジネス

44 福岡県 フラワー装飾 山口　純奈 1998 女 専門学校　九州スクールオブビジネス

45 福岡県 フラワー装飾 下堀　樹奈 1997 女 専門学校　九州スクールオブビジネス　フラワーコーディネート学科

46 佐賀県 フラワー装飾 山下　恵 1998 女 専門学校　九州スクールオブビジネス

47 熊本県 フラワー装飾 甲斐　楓 1996 女 （株）花織部

48 熊本県 フラワー装飾 小玉　喜恵 1994 女 （株）花織部

49 大分県 フラワー装飾 恒松　皇樹 1998 男 大分県立農業大学校

50 宮崎県 フラワー装飾 永田　倫博 1995 男 （有）総合花商小倉

51 宮崎県 フラワー装飾 降幡　珠帆 1997 女 南九州大学

52 沖縄県 フラワー装飾 喜屋武　杏奈 1999 女 沖縄県立中部農林高等学校

53 沖縄県 フラワー装飾 才木　凜音 1999 女 沖縄県立中部農林高等学校

54 沖縄県 フラワー装飾 銘苅　桃香 1999 女 沖縄県立中部農林高等学校
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55 沖縄県 フラワー装飾 伊是名　澄香 2000 女 沖縄県立南部農林高等学校

56 沖縄県 フラワー装飾 翁長　美羽 1999 女 沖縄県立南部農林高等学校

57 沖縄県 フラワー装飾 松長　加奈絵 1999 女 沖縄県立南部農林高等学校
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