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＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 28
和田　桃華

京都理容美容専修学校
ワダ　モモカ

モデル　田中　千菜美 テーマ　LOLITA DOLL WEDDING

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 7
菊池　来夢 北日本ヘア・スタイリストカレッジ
キクチ　ライム

モデル　中谷地　璃子 テーマ　Hello my prince

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 21
平林　万結香 東京マックス美容専門学校
ヒラバヤシ　マユカ

モデル　細山　友里花 テーマ　フラワーオーガンジー

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 1
安里　千代乃 専修学校ビューティーモードカレッジ

アサト　チヨノ

モデル　山城　布貴奈 テーマ　Make over

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 13
鈴木　紫央里

国際文化理容美容専門学校　渋谷校
スズキ　シオリ

モデル　田頭　優花 テーマ　Ms. ＆ Mr. = Mx.

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 8
木下　あおい

中部美容専門学校　名古屋校
キノシタ　アオイ

モデル　服部　悠紀 テーマ　Classical Wedding

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 16
中嶋　ひより 中部美容専門学校　名古屋校
ナカジマ　ヒヨリ

モデル　金城　愛海 テーマ　花言葉は究極の愛

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 12
清水　咲季 国際文化理容美容専門学校　国分寺校

シミズ サキ

モデル　原　朱音 テーマ　Hawaiian Wedding

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 6
上岡　朱音 パリ総合美容専門学校 柏校
カミオカ アカネ

モデル　鈴木　優羽衣 テーマ　near future ～近未来～

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 24
丸山　葵里 群馬県美容専門学校
マルヤマ キリ

モデル　飯塚　華 テーマ　Something Blue

氏名 学校名

モデル　田中 シーナ 珠妃

ヤマダ ヒカリ

モデル　洲崎　真奈花

カトリ　ルナ

モデル　三上　梨華

モデル　吉田　茉那

マスイ アヤノ

モデル　荘司　七海

西垂水　瑠夏

賞

テーマ　私のかわいい Black Wedding

第16回全国理美容学校kawaii選手権大会
一般社団法人　日本メイクアップ連盟（MSOJ）主催

第1部門　かわいいウェディング

香取　瑠南

20

小島　愛梨
コジマ アイリ

荻原　桃香
オギハラ モモカ

増井　彩乃

モデル　青野　汐里

テーマ　ヒカリ

国際文化理容美容専門学校 渋谷校

濱松　珠希

ツムラ アユ
津村　亜夢

山田　暉

モデル　永田　彩音

＊全国専修学校各種
学校総連合会会長賞

5・・・・・・

＊ 日本メイクアップ
連盟 理事長賞

・・・・・・ 9

・・・・・・ 23

＊ 特別審査員賞 ・・・・・・ 3

＊ 専門学校新聞社賞

テーマ　Tropical Aquarium ～光と熱帯魚の艶～

＊ 優秀賞 ・・・・・・ 17 国際文化理容美容専門学校 国分寺校

＊ 優秀賞 ・・・・・・

ニシタルミズ ルカ

＊ 優秀賞 ・・・・・・ 27

ハママツ タマキ

テーマ　Fly to the future

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

＊ 優秀賞 ・・・・・・ 15 専門学校水戸ビューティカレッジ

テーマ　和華（ワカ）モデル　西野宮　茉優

テーマ　Japanese paper wedding

国際文化理容美容専門学校 国分寺校

パリ総合美容専門学校 柏校

松江理容美容専門大学校

国際文化理容美容専門学校 渋谷校

テーマ Overpoweringly attractive wedding～魅惑の金魚～

テーマ　出雲神話

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 4
加藤　舞 中部美容専門学校　岡崎校
カトウ　マイ

モデル　水谷　吹雪 テーマ　Ｍａｇｉｃａｌ　Ｍｅｒｍａｉｄ

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 22
前田　悠香 専修学校ビューティーモードカレッジ
マエダ　ハルカ

モデル　豊見里　妃可 テーマ　Party wedding

一般社団法人 日本メイクアップ連盟
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一般社団法人　日本メイクアップ連盟（MSOJ）主催

第16回全国理美容学校kawaii選手権大会

第2部門　かわいい

賞 氏名 学校名

＊文部科学大臣賞 ・・・・・・ 26
藤本　華純 国際文化理容美容専門学校　渋谷校
フジモト　カスミ

モデル　西野 くるみ テーマ　Kawaii apple girl （from Aomori）

＊ 日本メイクアップ
連盟 理事長賞

・・・・・・ 16
佐藤　未悠 専門学校水戸ビューティカレッジ

モデル　サトウ　ミユ

モデル　久保田　比奈 テーマ　Fairy Girl

＊ 専門学校新聞社賞 ・・・・・・ 9
思川　莉奈 京都理容美容専修学校
オモカワ　リナ

モデル　齋藤　楓奈 テーマ　令和姫～beautiful harmony～

＊ 特別審査員賞 ・・・・・・ 31
渡邉　未侑

東京文化美容専門学校
ワタナベ　ミユウ

モデル　厚東　未歩 テーマ　天上的女人～Ｔｅｎｎｙｏ～

＊ 優秀賞 ・・・・・・ 12
窪西　日菜多 専門学校エビスビューティカレッジ
クボニシ　ヒナタ

モデル　青山　奈央 テーマ　月の友達

＊ 優秀賞 ・・・・・・ 18
進藤　芽亜利 パリ総合美容専門学校　柏校
シンドウ　メアリ

モデル　吉田　萌音 テーマ　～新時代～　『令和のひな祭り』

＊ 優秀賞 ・・・・・・ 5
大坪　光咲 国際文化理容美容専門学校　渋谷校

オオツボ　ミサキ

モデル　岡部　亜美 テーマ　地球にやさしく

＊ 優秀賞 ・・・・・・ 21
髙橋　千紗 国際文化理容美容専門学校　国分寺校
タカハシ　チサ

モデル　武田　すみれ テーマ　ハイカラ女学生

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 32
渡邊　諒 東京文化美容専門学校

ワタナベ　リョウ

モデル　栗原　美紅 テーマ　ｇｌｏｓｓｙ　ｐｒｉｎｃｅｓｓ

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 25
新田　葵 静岡県美容専門学校

ニッタ　アオイ

モデル　斎藤　未夢 テーマ　marine princess

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 27
嶺井　綾乃 専修学校ビューティーモードカレッジ
ミネイ　アヤノ

モデル　渡邉　穂乃香 テーマ　antique doll

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 23
土橋　未奈

国際文化理容美容専門学校　渋谷校
ドバシ　ミナ

モデル　齊藤　茜 テーマ　きらきらんどりー

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 11
菊池　彩香 北日本ヘア・スタイリストカレッジ
キクチ　サヤカ

モデル　泉舘　麗奈 テーマ　Japanese kawaii witch！

＊ 準優秀賞 ・・・・・・ 20
髙梨　由樹

国際文化理容美容専門学校　渋谷校
タカナシ　ユキ

モデル　澤田　明歩 テーマ　アイドリズム

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 30
米川　茉莉加 東京文化美容専門学校
ヨネカワ　マリカ

モデル　伊藤　鈴音 テーマ　Ｈｕ和　Ｈｕ和

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 19
平良　麻衣 専修学校ビューティーモードカレッジ

タイラ　マイ

モデル　玉城　あいり テーマ　でにむworld

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 14
酒井　晴日

中部美容専門学校　岡崎校
サカイ　ハルカ

モデル　加藤　絢 テーマ　ＣＨＥＥＲ　ＵＰ！！

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 17
下田　桃子 国際文化理容美容専門学校　国分寺校
シモダ　モモコ

モデル　眞喜志　琴子 テーマ　Tea　Party

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 15
佐川　朋美 東京文化美容専門学校
サガワ　トモミ

モデル　本名　優理香 テーマ　Ｐｒｅｔｔｙ Ｍａｄｅ

＊ 敢闘賞 ・・・・・・ 28
武藤　美羽

パリ総合美容専門学校　柏校
ムトウ　ミウ

モデル　穐山　京美 テーマ　Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　Ｆａｉｒｙ　～蝶の妖精～

一般社団法人 日本メイクアップ連盟
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