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第１回 辻学園日本調理師中之島専門学校 山手 隆男 四国調理師専門学校 横田 裕子 西九州調理師学校 尾張 喜久子 聖徳調理師専門学校 阿部 昌子 辻学園日本調理師専門学校 坂本 浩

第２回 広島酔心調理師専修学校 田中 一義 中川学園調理師専門学校 矢口 理光 誠心調理師専門学校 蒲谷 宏伸 誠心調理師専門学校 大岩 広伸 辻学園日本調理師専門学校 向瀬 肇

第３回 辻学園日本調理師専門学校 藤村 泰之 辻学園調理技術専門学校 岩瀬 久美子 誠心調理師専門学校 杉浦 玲子 華調理師専門学校 並木 英世 辻学園調理技術専門学校 森 栄子

第４回 辻学園調理技術専門学校 奥浦 昌寿 東京調理師専門学校 浅野 智 誠心調理師専門学校 安田 紀代美 神戸国際調理師専門学校 原田 由美子 辻学園調理技術専門学校 藤原 結

第５回 ＲＫＣ調理師学校 松本　喜㔟子 辻学園調理技術専門学校 高橋 淳一 群馬調理師専門学校 新井 早由里 中村調理師専門学校 塩塚 洋輔 東京調理師専門学校 福田 美恵子

第６回 聖徳調理師専門学校 市ノ瀬 たか子 織田調理師専門学校 原田 耕治 東京誠心調理師専門学校 森 香世子 聖徳調理師専門学校 市川 直樹 辻学園調理技術専門学校 岡田 優子

第７回 佐賀調理専門学校 岩田 朋子 辻学園調理技術専門学校 井上 豊久 東京誠心調理師専門学校 丸山 孝 国際調理師専門学校 竹花 千恵 辻学園日本調理師専門学校 佐伯 勇

第８回 辻学園調理技術専門学校 大西 貴士 中村調理師専門学校 松尾 年朗 服部栄養専門学校 廣川 貴英 東京調理師専門学校 池之上 留美 辻学園調理技術専門学校 伊藤 智

第９回 長野調理技術専門学校 金井 かよ 東京調理師専門学校 長谷川 恵一 服部栄養専門学校 鈴木 謙之 群馬調理師専門学校 高崎 薫 東京誠心調理師専門学校 池田 佳弘

第10回 群馬調理師専門学校 延命 奈津江 中川学園調理師専門学校 平口 堅士 服部栄養専門学校 大林 香陽 名古屋調理師専門学校 森 勇貴 国際学院伊奈高等専修学校 伊藤 幸春

第11回 東海調理製菓専門学校 宮楠 園子 織田調理師専門学校 五十嵐 大 武蔵野調理師専門学校 千葉 千恵子 中村調理師専門学校 柿森 和人 東京誠心調理師専門学校 高橋 康彦

第12回 長野調理技術専門学校 若林 秀見 崎村調理師専門学校 鈴木 聡 東京誠心調理師専門学校 宇都 正剛 聖徳調理師専門学校 臼倉 久史 辻学園日本調理師専門学校 梅村 道子

第13回 萠愛調理師専門学校 堀内 さやか 群馬調理師専門学校 唐澤 健 多摩調理師専門学校 清水 みゆき 京都調理師専門学校 山岸 聖永 辻学園調理技術専門学校 益田 聖子

第14回 国際調理師専門学校 森田 修一 萠愛調理師専門学校 矢嶋 小百合 東京誠心調理師専門学校 三浦 英樹 多摩調理師専門学校 淺香 順子 武蔵野調理師専門学校 水戸部 雄二

第15回 中川学園調理技術専門学校 新田 陽子 キッス調理技術専門学校 佐藤 由美子 名古屋調理師専門学校 白石 慎一 辻学園調理技術専門学校 河塚 明志 東日本調理師専門学校 高井 和美

第16回 中川学園調理技術専門学校 木村 浩二 富山県立雄峰高等学校 宇野 麻矢子 多摩調理師専門学校 鹿俣 育恵 萠愛調理師専門学校 牧野 弘枝 東日本調理師専門学校 栁坂 英里

第17回 武蔵野調理師専門学校 金高 祐亮 聖徳調理師専門学校 勘澤 一義 東京誠心調理師専門学校 山﨑 真吾 京都調理師専門学校 桑原 卓哉 武蔵野調理師専門学校 三木 秀幸

第18回 東京誠心調理師専門学校 濱崎 紀人 愛媛調理製菓専門学校 上野 瞳 東京誠心調理師専門学校 原 佑香里 武蔵野調理師専門学校 中島 繁 辻学園調理技術専門学校 菅野 祐輔

第19回 東京誠心調理師専門学校 光浦 芳貴 東京誠心調理師専門学校 高村 直子 新宿調理師専門学校 佐藤 郁野 武蔵野調理師専門学校 横山 哲也 辻学園調理技術専門学校 中村 厚

第20回 広島酔心調理師専門学校 中富 啓二 国際調理師専門学校 小島 奈樹 東京誠心調理師専門学校 芹澤 祥吾 東京誠心調理師専門学校 角田 祐太 新潟調理師専門学校 近藤 優行

第21回 町田調理師専門学校 飯沢 諒 にいがた製菓・調理師専門学校えぷろん 田中 美彩子 服部栄養専門学校 菅沼 資洸 東京誠心調理師専門学校 池谷 知美 華調理師専門学校 関根 香織

文部科学大臣賞

運輸大臣賞 労働大臣賞

文部大臣賞 農林水産大臣賞 厚生大臣賞 運輸大臣賞 労働大臣賞

大　臣　賞　等　受　賞　者　一　覧

日本料理部門部門

国土交通大臣賞 厚生労働大臣賞

西洋料理部門 中国料理部門

文部科学大臣賞 農林水産大臣賞 厚生労働大臣賞

農林水産大臣賞

農林水産大臣賞厚生大臣賞

厚生労働大臣賞 観光庁長官賞 厚生労働大臣賞

文部大臣賞
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第22回 北日本ﾊｲﾃｸﾆｶﾙｸｯｷﾝｸﾞｶﾚｯｼﾞ<日本> 菅原 佳子 福岡調理師専門学校 田上 明冴 広島酔心調理師専門学校 佐藤 博亮 武蔵野調理師専門学校 鴨田 萌子 愛媛調理製菓専門学校 福岡 敬祐 福岡調理師専門学校 青木 茜

第23回 新潟調理師専門学校<日本> 田中 聖里奈 東京誠心調理師専門学校 久保井 建裕 服部栄養専門学校 髙橋 潤 町田調理師専門学校 小林 敬史 中村調理製菓専門学校 青野 恵里加 国際テクニカル調理師専門学校 仲村 加寿馬

第24回 町田調理師専門学校<中国> 井上 梢 華調理師専門学校 飯泉 志保 東京誠心調理師専門学校 毛呂 満寿美 中村調理製菓専門学校 友清 祐太朗 山口調理師専門学校 金岡 桃子 中村調理製菓専門学校 永利 幸二朗

第25回 東京誠心調理師専門学校<日本> 田村 恵 シェフパティシエ専門学校 渡辺 郁美 辻調理師専門学校 藤原 慎 武蔵野調理師専門学校 山田 美咲 辻調理師専門学校 磯部 真理 福岡調理師専門学校 杉水 晴子

第26回 福岡調理師専門学校<西洋> 白木 裕樹 東京誠心調理師専門学校 中島 慶子 平岡調理・製菓専門学校 中島 菜摘 服部栄養専門学校 遠藤 駿一 福岡調理師専門学校 田中 美智子 東京誠心調理師専門学校 塩谷 涼

第27回 辻調理師専門学校<日本> 出島 光 福岡調理師専門学校 那須 美咲 群馬調理師専門学校 桒原 千夏 中村調理製菓専門学校 三石 沙希 群馬調理師専門学校 石井 香菜絵 東京誠心調理師専門学校 清田 杏奈

第28回 中村調理製菓専門学校<中国> 河野 さち 京都調理師専門学校 秋山 静香 福岡調理師専門学校 北崎 つぐみ 群馬調理師専門学校 大島 未来 宮城調理製菓専門学校 佐藤 祐美 北日本ﾊｲﾃｸﾆｶﾙｸｯｷﾝｸﾞｶﾚｯｼﾞ 松本 恵美

第29回 東京誠心調理師専門学校<日本> 藤井 尋也 宮城調理製菓専門学校 小室 章 三重県立相可高等学校 堀口 大輝 群馬調理師専門学校 金子 ひとみ 国際調理製菓専門学校 齋藤 恵莉佳 群馬調理師専門学校 細野 萌

第30回 群馬調理師専門学校<中国> 山内 宏美 東京誠心調理師専門学校 杉山 大 東海調理製菓専門学校 堀 加那 群馬調理師専門学校 持田 育実 福岡調理師専門学校 藤木 稔久 辻調理師専門学校 黃城 介男

第31回 群馬調理師専門学校<中国> 小林 加歩 福岡調理師専門学校 今泉 利伊矢 辻調理師専門学校 今井 湧貴 群馬調理師専門学校 渡邉 聡美 東京誠心調理師専門学校 岡本 裕樹 辻調理師専門学校 本郷 雄大

第32回 平岡調理・製菓専門学校<日本> 梶原 あゆみ 東京多摩調理製菓専門学校 齋藤 龍希 辻調理師専門学校 今井 柊児 群馬調理師専門学校 ｸﾞｴﾝ ﾃｨ ｺﾞｯｸ ﾊﾝ 群馬調理師専門学校 佐藤 慶汰 辻調理師専門学校 福田 陽子

第33回 新潟調理師専門学校<日本> 山田　優斗 服部栄養専門学校 武藤 聖奈 国際調理製菓専門学校 尾潟 里奈 群馬調理師専門学校 篠﨑 鈴 宮城調理製菓専門学校 小坂 柚子 広島酔心調理製菓専門学校 前濱 あかね

第34回 平岡調理・製菓専門学校<西洋> 山村 奈々子 北日本ﾊｲﾃｸﾆｶﾙｸｯｷﾝｸﾞｶﾚｯｼﾞ 佐々木 梨衣 平岡調理・製菓専門学校 大平 綾乃 京都調理師専門学校 山口 朔夜 辻調理師専門学校 喜友名 陸斗 群馬調理師専門学校 都丸 裕生

厚生労働大臣賞

内閣総理大臣賞

大　臣　賞　等　受　賞　者　一　覧

全料理部門 日本料理部門部門 西洋料理部門 中国料理部門

内閣総理大臣賞 文部科学大臣賞 農林水産大臣賞 厚生労働大臣賞 観光庁長官賞

厚生労働大臣賞

文部科学大臣賞 農林水産大臣賞 厚生労働大臣賞 国土交通大臣賞 厚生労働大臣賞

内閣総理大臣賞 文部科学大臣賞 農林水産大臣賞 厚生労働大臣賞 観光庁長官賞
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第35回 東京誠心調理師専門学校<西洋> 斎藤 優 東京誠心調理師専門学校<日本> 佐藤 美輝 平岡調理・製菓専門学校 外間 勝吏 平岡調理・製菓専門学校 宇根底 舞 服部栄養専門学校 西澤 咲良 華調理製菓専門学校 丸山 優奈 服部栄養専門学校 小林 花純

第36回

第37回 宮城調理製菓専門学校<日本> 大野 結衣 服部栄養専門学校<西洋> 中畑 宇麗 平岡調理・製菓専門学校 畠中 沙和 愛媛調理製菓専門学校 福島 実来 名古屋辻学園調理専門学校 加藤 花衣 東京調理製菓専門学校 小川 莉奈 服部栄養専門学校 橋本 渉

西洋料理部門

観光庁長官賞衆議院議長賞 参議院議長賞

新型コロナウイルス感染防止のため中止

大　臣　賞　等　受　賞　者　一　覧

中国料理部門全料理部門 日本料理部門

内閣総理大臣賞 文部科学大臣賞 農林水産大臣賞 厚生労働大臣賞 厚生労働大臣賞
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