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第 18 回  全国学生技術コンテスト 
 
平成 25 年 10 月 31 日、東京都・品川区総合区民会館『きゅりあん』を会場に、第

18 回全国学生技術コンテストが開催された。主催は（社）全国理容美容学校連盟、後
援は文部科学省、全専各連。結果は以下のとおり。  
 
◆ワインディング  １年生の部  

順位  氏	 名  学	 	  校	 	  名  該	 	 当	 	 賞  

1 井口	 翔太  北海道美容専門学校  文部科学大臣賞  

2 芳賀	 有里子  資生堂美容技術専門学校  学連理事長賞  

3 中川	 藍  国際文化理容美容専門学校渋谷校  全専各連会長賞  

4 飯村	 飛鳥  ハリウッドビューティ専門学校  大会委員長賞  

4 若月	 彩乃  資生堂美容技術専門学校  大会委員長賞  

6 神谷	 大地  北海道美容専門学校  大会委員長賞  

6 上田	 項己  北海道美容専門学校  優秀賞  

8 山浦	 菜恵  資生堂美容技術専門学校  優秀賞  

9 青木	 里紗  長野理容美容専門学校  優秀賞  

10 佐藤	 かなみ  国際文化理容美容専門学校渋谷校  優秀賞  

11 田中	 いずみ  ハリウッドビューティ専門学校  優秀賞  

11 穴澤	 桃花  国際文化理容美容専門学校国分寺校  優秀賞  

11 荒木	 涼太  関西美容専門学校  優秀賞  

	  飯村	 飛鳥  ハリウッドビューティ専門学校  新美容出版社賞  

	  藤原	 悠樹  長野理容美容専門学校  理美容教育出版社賞  

	  
飯村	 飛鳥  ハリウッドビューティ専門学校  

オールビューティ社

賞  
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◆ワインディング  ２年生の部  

順位  氏名  学	 	  校	 	  名  該	 	 当	 	 賞  

1 新田	 実咲  ハリウッドビューティ専門学校  文部科学大臣賞  

2 新庄	 美里  国際文化理容美容専門学校渋谷校  学連理事長賞  

3 片岡	 あゆ  ハリウッドビューティ専門学校  全専各連会長賞  

4 兎内	 春香  国際文化理容美容専門学校渋谷校  大会委員長賞  

5 山口	 健太  ハリウッドビューティ専門学校  大会委員長賞  

6 寺島	 直哉  資生堂美容技術専門学校  大会委員長賞  

6 種村	 沙紀  北海道美容専門学校  優秀賞  

8 
葛谷	 英司  

国際文化理容美容専門学校国分寺

校  
優秀賞  

9 
増田	 有里  

国際文化理容美容専門学校国分寺

校  
優秀賞  

10 中村	 茉由  国際文化理容美容専門学校渋谷校  優秀賞  

11 
大平	 美沙  

ユニバーサルビューティーカレッ

ジ  
優秀賞  

12 熊木	 奈美  松本理容美容専門学校  優秀賞  

12 澤田	 千聡  北海道美容専門学校  優秀賞  

	  
本保	 衣梨	 

国際文化理容美容専門学校国分寺

校	 
髪の文化舎賞	 

	  片岡	 あゆ	 ハリウッドビューティ専門学校	 百日草賞	 

	  新田	 実咲	 ハリウッドビューティ専門学校	 女性モード社賞	 
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◆カットの部  

順位  氏名  学	 	  校	 	  名  該	 	 当	 	 賞  

1 廣田	 友里  日本美容専門学校  文部科学大臣賞  

2 川嶋	 智帆  日本美容専門学校  学連理事長賞  

3 岡村	 あす美  日本美容専門学校  全専各連会長賞  

4 菊地	 美帆  資生堂美容技術専門学校  大会委員長賞  

5 種村	 暢  関西美容専門学校  大会委員長賞  

6 藤田	 稜  国際文化理容美容専門学校国分寺校  大会委員長賞  

7 関	 航大  国際文化理容美容専門学校国分寺校  優秀賞  

8 横山	 葵  国際文化理容美容専門学校国分寺校  優秀賞  

9 玄間	 はるか  国際ビューティモード専門学校  優秀賞  

10 神原	 渚  関西美容専門学校  優秀賞  

11 名取	 純平  北海道美容専門学校  優秀賞  

12 森山	 風吹  北海道美容専門学校  優秀賞  

13 須貝	 昂平  国際文化理容美容専門学校渋谷校  優秀賞  

	  亀井	 恵莉香	 資生堂美容技術専門学校	 髪書房賞	 

	  種村	 暢	 関西美容専門学校	 理美容流通新聞社賞	 

	  亀井	 恵莉香	 資生堂美容技術専門学校	 ビー・ビー・コム賞	 
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◆アップスタイルの部  

順位  氏名  学	 	  校	 	  名  該	 	 当	 	 賞  

1 緑川	 初音	 長野理容美容専門学校	 文部科学大臣賞	 

2 岩瀬	 未来	 松本理容美容専門学校	 学連理事長賞	 

3 野島	 真理愛	 ハリウッドビューティ専門学校	 全専各連会長賞	 

4 江畑	 里奈	 資生堂美容技術専門学校	 大会委員長賞	 

4 薄田	 琴絵	 国際文化理容美容専門学校国分寺校	 大会委員長賞	 

6 畠山	 真太郎	 専門学校富山ビューティーカレッジ	 大会委員長賞	 

7 圓田	 瀬梨香	 クレアヘアモード専門学校	 優秀賞	 

8 岡田	 唯花	 関西美容専門学校	 優秀賞	 

8 古清水	 玲奈	 ミス・パリ・ビューティ専門学校	 優秀賞	 

10 佐藤	 志帆	 国際文化理容美容専門学校国分寺校	 優秀賞	 

11 向山	 裕奈	 松本理容美容専門学校	 優秀賞	 

12 中野	 悠里	 ミス・パリ・ビューティ専門学校	 優秀賞	 

12 髙間	 詩織	 国際文化理容美容専門学校渋谷校	 優秀賞	 

	  緑川	 初音	 長野理容美容専門学校	 専門学校新聞社賞	 

	  髙間	 詩織	 国際文化理容美容専門学校渋谷校	 週刊美容賞	 
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◆ヘア・デッサンの部  

順位  氏名  学	 	  校	 	  名  該	 	 当	 	 賞  

1 伊藤	 有紀  資生堂美容技術専門学校  文部科学大臣賞  

2 畑野	 宏美  国際文化理容美容専門学校国分寺校  学連理事長賞  

3 轟	 こはく  国際文化理容美容専門学校渋谷校  全専各連会長賞  

4 吉田	 春佳  盛岡ヘアメイク専門学校  大会委員長賞  

5 松本	 竜也  盛岡ヘアメイク専門学校  大会委員長賞  

6 栗林	 葵  国際文化理容美容専門学校国分寺校  大会委員長賞  

7 近藤	 多恵  松本理容美容専門学校  優秀賞  

8 及川	 めぐる  専門学校エビスビューティカレッジ  優秀賞  

9 久貝	 真奈美  国際文化理容美容専門学校渋谷校  優秀賞  

10 向井	 智美  松本理容美容専門学校  優秀賞  

11 鈴木	 ちひろ  横浜ビューティーアート専門学校  優秀賞  

12 明野	 真実  専門学校富山ビューティーカレッジ  優秀賞  

13 林	 沙也加  東京文化美容専門学校  優秀賞  

	  
栗林	 葵	 国際文化理容美容専門学校国分寺校	 

美容界美術家クラブ

賞	 

	  
畑野	 宏美	 国際文化理容美容専門学校国分寺校	 

コワフュール・ド・パ

リ・ジャポン賞	 
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◆ネイルアートの部  

順位  氏名  学	 	  校	 	  名  該	 	 当	 	 賞  

1 青島	 有希	 松本理容美容専門学校	 文部科学大臣賞	 

2 吉田	 成美	 日本美容専門学校	 学連理事長賞	 

3 中村	 碧	 長野理容美容専門学校	 全専各連会長賞	 

4 幡本	 千華	 日本美容専門学校	 大会委員長賞	 

5 赤澤	 美保	 国際文化理容美容専門学校国分寺校	 大会委員長賞	 

6 大石	 彩花	 国際文化理容美容専門学校渋谷校	 大会委員長賞	 

7 近江	 友梨子	 	 資生堂美容技術専門学校	 優秀賞	 

8 小野澤	 綾乃	 長野理容美容専門学校	 優秀賞	 

9 尾崎	 茉弥	 国際文化理容美容専門学校国分寺校	 優秀賞	 

10 野田	 愛美	 松本理容美容専門学校	 優秀賞	 

11 山田	 茜	 資生堂美容技術専門学校	 優秀賞	 

11 永井	 理紗子	 東京マックス美容専門学校	 優秀賞	 

11 常本	 茜	 国際文化理容美容専門学校渋谷校	 優秀賞	 

	  小野澤	 綾乃	 長野理容美容専門学校	 ザ・ビューレック社賞	 

	  
吉田	 奈々	 専門学校富山ビューティーカレッジ	 

サロンニューズマガ

ジン賞	 

 

◆ネイルミュージアムの部  

順

位  

氏名  学	 	  校	 	  名  該	 	 当	 	 賞  

	  
畑野	 宏美	 

国際文化理容美容専門学校国分寺

校	 
優秀賞	 

	  山田	 茜	 資生堂美容技術専門学校	 優秀賞	 

	  近江	 友梨子	 資生堂美容技術専門学校	 優秀賞	 

	  森田	 華菜	 静岡服飾美容専門学校	 優秀賞	 

	  
大見	 萌夏	 

国際文化理容美容専門学校国分寺

校	 
優秀賞	 

 


