
番号 賞名 学校名 氏 名

1 最優秀賞 植田 山形 絆

2 優秀賞 勿来第一 宗像 萌生

3 優秀賞 植田 今野 花凛

4 最優秀賞 久之浜第二 根本 セレナ

5 優秀賞 菊田 佐々木 優宇

6 優秀賞 平第六 高萩 華凜

7 最優秀賞 勿来第一 八木 結南

8 優秀賞 勿来第一 大内 美結

9 優秀賞 久之浜第二 根本 アリア

10 クリナップ賞 好間第一 阿部 沙奈美

11 クリナップ賞 泉 林 望葵

12 クリナップ賞 大野第一 冨岡 美海

13 クリナップ賞 植田 山形 玄紀

14 クリナップ賞 錦 二瓶 彩名

15 クリナップ賞 小名浜第三 岡田 芽依

16 クリナップ賞 植田 鈴木 心彩

17 クリナップ賞 中央台東 寺内 幹太

18 クリナップ賞 平第五 新家 弘也

19 クレハ賞 勿来第二 坂本 菜緒

20 クレハ賞 植田 森 恵来

21 クレハ賞 好間第一 松本 晏衣里

22 クレハ賞 小名浜第二 安田 葵

23 クレハ賞 中央台南 金 柚葉

24 クレハ賞 植田 岩元 美綺
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25 クレハ賞 好間第一 麿 琉花

26 クレハ賞 植田 岩元 悠賀

27 クレハ賞 小名浜東 長谷川 佑奈

28 味の素賞 勿来第一 荒川 果凜

29 味の素賞 植田 丹 明悠

30 味の素賞 御厩 津野 遼真

31 味の素賞 大浦 齋藤 琴音

32 味の素賞 植田 赤津 初音

33 味の素賞 小名浜第一 添田 星奈

34 いわき魚類賞 平第二 中川 航輝

35 いわき魚類賞 鹿島 河間 崇太

36 いわき魚類賞 小名浜西 石田 涼磨

37 いわき魚類賞 久之浜第一 柳井 ひかり

38 いわき魚類賞 植田 渡邉 凜道

39 いわき魚類賞 小川 七海 拓夢

40 いわき中水賞 小名浜第二 黒木 夏輝

41 いわき中水賞 四倉 國井 心優

42 いわき中水賞 大野第一 草野 日向

43 いわき中水賞 平第四 髙野 連太

44 いわき中水賞 平第一 小野 夏央

45 いわき中水賞 長倉 山田 莉玖

46 伊藤ハム賞 高坂 新井 涼介

47 伊藤ハム賞 中央台南 佐藤 愛莉

48 伊藤ハム賞 平第二 園部 夏來

49 伊藤ハム賞 大浦 猪狩 雄生

50 伊藤ハム賞 湯本第一 冨塚 春音

51 伊藤ハム賞 大野第一 冨岡 美桜



52 キッコーマン賞 中央台南 後藤 理央

53 キッコーマン賞 大浦 片寄 恭佑

54 キッコーマン賞 中央台東 田中 萌花

55 キッコーマン賞 平第六 猪狩 凛

56 キッコーマン賞 小名浜第二 黒木 笑夏

57 キッコーマン賞 小名浜東 柳内 里心

58 日本ハム賞 高坂 増子 凱才

59 日本ハム賞 好間第一 田久 十輝

60 日本ハム賞 汐見が丘 林 真璃奈

61 日本ハム賞 泉北 平子 誉人

62 日本ハム賞 小白井 田中 美羽

63 日本ハム賞 長倉 遠藤 ゆい

64 ハウス賞 平第三 新田 暖馬

65 ハウス賞 中央台東 佐々木 伶綸

66 ハウス賞 小名浜第三 門脇 颯輝

67 ハウス賞 平第五 板倉 帆花

68 ハウス賞 大野第一 草野 瑠璃

69 ハウス賞 磐崎 小澤 茉央

70 はごろも賞 平第四 髙野 陽太

71 はごろも賞 上遠野 大鳥 栞

72 はごろも賞 大野第一 木村 晴汰

73 はごろも賞 中央台東 荒 かりん

74 はごろも賞 赤井 雫 心花

75 はごろも賞 泉 坂本 陽菜

76 プリマハム賞 藤原 蓮沼 さくと

77 プリマハム賞 小川 吉田 壮汰

78 プリマハム賞 長倉 佐久間 心暖



79 プリマハム賞 高坂 荻野 柊人

80 プリマハム賞 高坂 高野 純

81 プリマハム賞 平第二 石井 菜花

82 丸大食品賞 小名浜第三 吉田 倫音

83 丸大食品賞 植田 赤津 佑菜

84 丸大食品賞 大浦 根本 向日葵

85 丸大食品賞 高坂 堀江 宙

86 丸大食品賞 四倉 國井 大輝

87 丸大食品賞 大浦 添田 磨優

88 丸秀水産賞 平第五 板倉 圭佑

89 丸秀水産賞 宮 松本 あや音

90 丸秀水産賞 平第六 鈴木 七海

91 丸秀水産賞 郷ヶ丘 鈴木 徠夢

92 丸秀水産賞 大浦 阿部 帆々奈

93 丸秀水産賞 小川 植野 颯

94 三菱食品賞 汐見ヶ丘 酒井 環

95 三菱食品賞 植田 小松 優太

96 三菱食品賞 植田 蛭田 佳乃和

97 三菱食品賞 湯本第二 渡辺 千尋

98 三菱食品賞 御廐 森山 成流

99 三菱食品賞 大野第一 大谷 優奈

100 いわき調理師会賞 汐見ヶ丘 佐藤 結人

101 いわき調理師会賞 中央台東 鈴木 祥文

102 いわき調理師会賞 小白井 志賀 里音

103 ファミリー賞 小名浜東 菊地 真生

104 ファミリー賞 中央台東 髙橋 陸人

105 ファミリー賞 植田 大平 琴美



106 ファミリー賞 小名浜東 見城 柚妃

107 ファミリー賞 高坂 大友 蒼太

108 ファミリー賞 平第六 矢作 佑

109 ファミリー賞 勿来第二 緑川 優里

110 ファミリー賞 錦東 高橋 茉依

111 ファミリー賞 中央台東 藤田 一冴

112 ファミリー賞 高坂 松本 紗綾

113 ファミリー賞 川部 皆川 榮太郎

114 ファミリー賞 小名浜第三 柴田 和茉

115 ファミリー賞 磐崎 平子 茜

116 ファミリー賞 宮 鈴木 伶奈

117 ファミリー賞 湯本第一 後藤 茉椰

118 カラフル賞 入遠野 種邑 天

119 カラフル賞 平第四 草野 桐獅郎

120 カラフル賞 植田 鈴木 里奈

121 カラフル賞 泉 坂井 響

122 カラフル賞 大浦 鈴木 柊吾

123 カラフル賞 泉 鈴木 心結

124 カラフル賞 植田 吉田 大輝

125 カラフル賞 中央台東 佐々木 里綸

126 カラフル賞 久之浜第一 渡部 未来

127 カラフル賞 小白井 志賀 脩音

128 カラフル賞 大浦 矢之目 凜佳

129 カラフル賞 湯本第一 冨樫 和真

130 カラフル賞 中央台北 中村 文哉

131 カラフル賞 高坂 朝倉 樹名子

132 カラフル賞 小川 今野 愛瑠



133 ほのぼの賞 中央台東 澤上 由衣

134 ほのぼの賞 大浦 松本 実桜

135 ほのぼの賞 御厩 本田 瑠愛

136 ほのぼの賞 宮 渡辺 千晴

137 ほのぼの賞 高久 箱﨑 勇樹

138 ほのぼの賞 勿来第一 二瓶 真那

139 ほのぼの賞 御厩 佐藤 唯乃輔

140 ほのぼの賞 磐崎 菅野 結愛

141 ほのぼの賞 平第五 小野 れいな

142 ほのぼの賞 大浦 根本 穂南

143 ほのぼの賞 平第四 富澤 咲

144 ほのぼの賞 勿来第二 関根 芭奈

145 ほのぼの賞 渡辺 荻野 颯人

146 ほのぼの賞 小名浜西 石井 凜花

147 ほのぼの賞 高坂 草野 徠

148 アイデア賞 錦東 丹野 那優

149 アイデア賞 汐見ヶ丘 大井川 玲菜

150 アイデア賞 大浦 川嶋 暖大

151 アイデア賞 大浦 岡田 航

152 アイデア賞 小川 小野 渓翔

153 アイデア賞 植田 小林 壮太

154 アイデア賞 泉北 富岡 水望

155 アイデア賞 泉 折笠 実釉

156 アイデア賞 中央台東 野口 大輝

157 アイデア賞 好間第一 菅原 千煌

158 アイデア賞 平第四 北郷 瑠奈

159 アイデア賞 大浦 絹和 あゆの



160 アイデア賞 植田 稲村 向日葵

161 アイデア賞 長倉 濱尾 風輝

162 アイデア賞 高坂 豊島 乙葉


