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of the year

デザイナー賞

リアリティブ部門

　　田口　祐美  arte HAIR 愛知県

 デザイナー  サロン名・エリア

アバンギャルド部門

　　大山　千栄 　hana…mori terara　　香川県

 デザイナー  サロン名・エリア

リアリティブ部門

東　公美 川俣　百合香 kakimoto arms 東京都

原　博人  SiSTA 東京都

HITOMI  bianca 神奈川県

遠藤　正樹  Number 2 heaven 新潟県

野々垣　嘉希  R’oti 静岡県

田口　祐美  arte HAIR 愛知県

照屋　寛倖  in chelsea 愛知県

佐藤　霞帆  LA PENSEE VERT 愛知県

田村　一生  Barou'che 大阪府

岡部　晃大  niko hair 高知県

矢冨　かれん  Daisy 福岡県

衛藤　力  eto® ._____yellow biyo 福岡県

山門　美紗希  Pluss 福岡県

楠岡　隆二  pikA icHi 熊本県

 デザイナー  サロン名・エリア

北川　君子  ETON CROP 東京都

若林　紀元  FILMS 東京都

野崎　秀幸  HEAVENS 東京都

矢崎　由二  LIPPS 東京都

島田　圭佑 玉井　香奈 Neolive 東京都

野村　友理香 柴田　香保 kakimoto arms 神奈川県

佐藤　直樹  HURRAH AND THINGS 新潟県

飛川　淳治  TORE 岐阜県

田中　祥子  CHAOS 静岡県

渡部　伸和  aimant 愛知県

鈴木　伸弥  BUDDY HAIR 愛知県

小森　智弘   lovelica 愛知県

澤井　裕貴  qin 愛知県

天野　裕介  エイティーンインターナショナル 愛知県

森下　容道  Be fine 京都府

山中　周也  Marais 京都府

森　武志 杉岡　真衣 Bonheur 大阪府

森山　貴史  algernon by MYSLE 兵庫県

岡田　宏樹  fleur 兵庫県

中野　幹造  merci 兵庫県

白神　裕己  epine 岡山県

小川　由美  Finsbury Park 岡山県

小笹　恭嗣  UniQ 岡山県

岩本　亮祐  Oggi 福岡県

望月　将輝  Oggi 福岡県

澤田　秀人  STORE 福岡県

田中　雅人  pikA ichi 熊本県

潘 于兰  Godhands 中国

张 浩  IDOL-PLUS 中国

LEE  MARUNI HAIR 韓国

YANG LEE  YANGLEE HAIR  韓国

 デザイナー  サロン名・エリア

大越　浩一  hair make PROUD 宮城県

高橋　健太 金田　みなみ AXCEL E’LEVER 栃木県

齋藤　美智子  Beauty Salon Saito 栃木県

山下　彩  Blossom 東京都

野元　亮太  CIECA. 東京都

唐木　真介  CLESC’ 東京都

須藤　健一  DIFINO 東京都

菅沼　富洋  equri 東京都

橋　圭太郎  Hair moija  東京都

米村　進  morio from London 東京都

真間　康平  ARIREINA 神奈川県

木村　有紀野  hair design girl 神奈川県

荒谷　岳彦  ICHIA C-LOOP UNITED 神奈川県

松本　恭明  Ver 岐阜県

加納　寛之  LOJE 愛知県

天野　貴康 Aya NICOLA 愛知県

岡田　守斗  OORRY. 愛知県

柴田　玲依  SHAMPOO Lovers 愛知県

白井　琢也  FiiKA 滋賀県

水野　慎也  Bilancia 京都府

加山　瞭汰  cirrus 京都府

林　清馬  femme 京都府

河内　和彦  hairs gen. 奈良県

佐田　啓二  5（fem）    岡山県

小川　由美  Finsbury Park 岡山県

青木　嘉  Legare 広島県

澤田　秀人  STORE 福岡県

小野　浩明  HAIR PEACE 大分県

 デザイナー  サロン名・エリア

アバンギャルド部門

牧野　克彦  Baletta 茨城県

竹松　由佳  Ash 神奈川県

照屋　寛倖  in chelsea 愛知県

星野　寿子  Montee Levee 三重県

吉田　雄人  Oto 大阪府

藪田　和也  Coeur Hair 兵庫県

平松　晃  kiitos 鳥取県

大山　千栄  hana…mori terara 香川県

氏川　りの  niko hair 高知県

橋本　健太郎  TERMINAL 福岡県

花田　翔吾 前谷　真菜 e.m.a Hair design 福岡県

 デザイナー  サロン名・エリア

2018　ミルボン　フォトレボリューション
各部門受賞者、選考通過者リスト

応募者総数　1,811名　　応募作品総数　2,737作品　　　※敬称略／都道府県コード番号・サロン名・応募者名順

二次選考通過デザイナー

リアリティブ部門 アバンギャルド部門



※参加者名簿は応募用紙の記載内容に従って作成しておりますが、誤りなどがございましたら、あしからずご容赦の程お願い申し上げます。

一次選考通過デザイナー

リアリティブ部門

中島　聖志  VAN COUNCIL 北海道

北村　香奈江  帯廣美容所 北海道

山﨑　真  Arrows 岩手県

中野　恵脩  Devellope. 宮城県

松田　直之  Devellope. 宮城県

佐々木　由香  Hair Atelier Nico 宮城県

新田　容子  Hair Atelier Nico 宮城県

nanako  OMU 宮城県

伊藤　大輔  nouty 秋田県

牧野　克彦  Baletta 茨城県

関口　和行  Commune 埼玉県

山崎　知里  Sof．Hair works 埼玉県

高橋　伸宗  VISAGE  千葉県

嶋山　豪  ACQUA 東京都

奥村　能尊  Ash 東京都

田口　敬正  Ash 東京都

藤原　愛莉  Belle 東京都

西山　洸平  broocH 東京都

kazu　（林　一也）  CARNIVAL 東京都

塚本　千尋  CARNIVAL 東京都

野元　亮太  CIECA. 東京都

サカウエ　マサト  Claude MONET 東京都

須藤　健一  DIFINO 東京都

高　志門  DIFINO 東京都

根来　友樹  DIFINO 東京都

森本　英梨  fiorista 東京都

増田　佳朗  hair design PAUL 東京都

中村　飛鳥  hair salon Gallica 東京都

NAO  HEAVENS 東京都

西村　美帆  HOLIDAYS 東京都

カガラ シュン（加々良 俊）  JEANA HARBOR 東京都

伊東　咲紀 東　良亮 kakimoto arms 東京都

友原　由維 濱園　沙耶 kakimoto arms 東京都

細矢　裕輔 福田　唯菜 kakimoto arms 東京都

川村　祐樹  LILI 東京都

南部　智也  MAGNOLiA 東京都

花渕　慶太  MINX 東京都

新井　隆行  MODE K's RISE 東京都

桑原　孝幸  MODE K's RISE 東京都

米村　進  morio from London 東京都

石渡　好美  Neolive 東京都

関口　遙香  Neolive 東京都

高橋　龍二  Neolive 東京都

西原　直樹  Neolive 東京都

藤　篤 萩元　志帆 Neolive 東京都

渡辺　恵理香  NEW YORK 東京都

楽人  otope 東京都

諏訪　友哉  PEEK-A-BOO 東京都

 デザイナー  サロン名・エリア
倉田　一摩  Salon Ryu 東京都

井口　泰希  SiSTA 東京都

澤柳　和宏  ZELE essence 東京都

黒須　光雄  蔦 tuta 東京都

栗原　鉄平  楪 東京都

真間　康平  ARIREINA 神奈川県

及川　貴弘  CHROMA C-LOOP UNITED 神奈川県

大平　結花  GLAMOROUS C-LOOP UNITED 神奈川県

片柳　裕樹  hair design girl 神奈川県

大野　祐輔  MME.HARDY C-LOOP UNITED 神奈川県

池上　健太郎 小川　紗稀子 Neolive 神奈川県

今野　有華  Neolive 神奈川県

近藤　雄太  Neolive 神奈川県

樋口　芳宜  Neolive 神奈川県

イモコ  HURRAH AND THINGS 新潟県

林　仁美  SESSIONS 福井県

ウエダ　ユミ  BLANC jete 山梨県

辻野　真美  EAST HAM 岐阜県

椿倉　章吾 伊藤　春香 TLACE. 岐阜県

松本　恭明  Ver 岐阜県

野末　眞児  NIL 静岡県

西出　大祐  aimant 愛知県

橋本　澪奈  Angelica 愛知県

服部　正材  be fine 愛知県

沢井　卓也  BUDDY HAIR 愛知県

のいり　あきひろ  couleur 愛知県

CHEN  EGO HAIR COLLECTION 愛知県

辻　可南子  in chelsea 愛知県

堀毛　翔太  LE-PLA BEAU 愛知県

安江　裕也  nikome. 愛知県

ELLY  OORRY. 愛知県

岡田　守斗  OORRY. 愛知県

袴谷　征寛  OORRY. 愛知県

chisato 高橋　瑞樹 PARK.salon 愛知県

澤井　裕貴 丹羽　明穂 qin 愛知県

阿野田　亮介  rapt. 愛知県

岩澤　真那  rapt. 愛知県

松本　晃朋  rebloom 愛知県

そると  rire 愛知県

渡辺　仁史 高橋　茜 teto hair 愛知県

村瀬　浩司  ZAZA nature 愛知県

新海　芳樹  エイティーンインターナショナル 愛知県

釡中　伸幸  エマ美容室 愛知県

中村　祐介  Anri 三重県

辻　優太  VAN COUNCIL 桜 三重県

白井　琢也  FiiKA 滋賀県

山口　聡  luCCe 滋賀県

鈴木　建太  SLOW FLOW 滋賀県

 デザイナー  サロン名・エリア
安田　尭広  atelier pepin 京都府

中多　昭雄  Be fine 京都府

加山　瞭汰  cirrus 京都府

林　清馬  femme 京都府

羽山　圭亮  Plume 京都府

生橋　梓 中村　淳子 SCISSOR DANCE 京都府

玉置　明日香  snob 京都府

永井　隆寛  snob 京都府

管惣　啓  ～AND PEACE 大阪府

三木　雄介  ～AND PEACE 大阪府

Hiko  27ni-na 大阪府

野中　久美子  Apa kabar  大阪府

古谷　豪児  avant 大阪府

伊坂　真実  Caché 大阪府

三保　瑳友吏  Caché 大阪府

長嶋　宏光 坂本　まなみ CARTA 大阪府

笹　友加里  cime 大阪府

野間　祐樹  HAIR'S Lunetta 大阪府

田所　誠  Inity 大阪府

川野　美咲  K-two 大阪府

黒木　弘昭  La Sente 大阪府

原田　祐作  Numero 大阪府

MASA（梅本　真聖）  Soar 大阪府

水嶋　哲哉  サムソン&デリラ 大阪府

設楽　悦子  惑美容室 大阪府

藤本　稔  atelier porto 兵庫県

三大寺　慶悟  CHEST 兵庫県

鈴木　崇弘  CHEST 兵庫県

フルタ　カオリ  COM *PASS 兵庫県

今西　博昭  La Sente 兵庫県

大内　遙  La Sente 兵庫県

AZUMI  private salon kitte． 兵庫県

喜多　紀与司  Spice AVEDA／GRANMASH 兵庫県

麻生　佑真  TREAT 兵庫県

里見　愛  TREAT 兵庫県

河内　和彦  hairs gen. 奈良県

山田　果穂  hairs gen. 奈良県

米田　真菜  JAPAN 奈良県

小池　直史  COCOLO HAIR 和歌山県

中瀬　雄登  logo life at garden 和歌山県

草刈　洸樹  “h” 鳥取県

平松　晃  kiitos 鳥取県

根本　紗己子  5（fem）  岡山県

柴田　衣美子  BRUSH 岡山県

松尾　渚  epine 岡山県

豊田　雪乃  Finsbury Park 岡山県

甲矢　幹貴  Iris. 岡山県

國富　祐希  KARAN 岡山県

 デザイナー  サロン名・エリア
水舟　勝己  NARVIS 岡山県

國守　泰弘  UniQ 岡山県

加藤　ヨシマサ  WIZARD 岡山県

Haru  Anfang 広島県

平田　雄史  FRAME 広島県

中野　としキ  Glisten 広島県

江木　健  LARANJE 広島県

青木　嘉  Legare 広島県

梶岡　真季  Legare 広島県

大内　清盛  Oli Oli 広島県

時数　信一郎  Rely on 広島県

冴羽　諒介  canoe yamaguchi 山口県

和田　卓之  ALETTA 愛媛県

濱屋　嘉一  ALGERNON 愛媛県

平岡　純一  maison 愛媛県

依光　なおと  KENOMIKA. 高知県

氏川　りの  niko hair 高知県

大野　絋一  niko hair 高知県

飯田　将太  BAGLY 福岡県

鈴木　武彦  Bell clip 福岡県

小森　祐希  Daisy 福岡県

花田　翔吾 前谷　真菜 e.m.a Hair design 福岡県

北川　珠紀  Heaka AVEDA 福岡県

羽田　右一郎  kanshall 福岡県

城戸　剛  Lutz.hair design 福岡県

クロカワ　ケンタ  Lilu 福岡県

Chikako  Luc’le 福岡県

松垣　智大  PATCH HAIR 福岡県

いけのの　晃正  pluss teru biyousitsu 福岡県

吉田　学  retreat 福岡県

山本　憲一  TAG 福岡県

茂　剛志 岡田　彩香 Uraya for hair 福岡県

角田　奈央美  AXIS HAIR MAKE 熊本県

岩本　陽介  COMEGHEAD 熊本県

高木　遼平  Natural Beauty CHIC 熊本県

鬼塚　祐介  Organ produced by ATENA 熊本県

河上　文子  pikA icHi 熊本県

那須　美和  pikA icHi 熊本県

古家　一幸  Rowland 熊本県

小野　浩明  HAIR PEACE 大分県

谷　直樹  DEN hair design 鹿児島県

董 欧阳  BY发型设计沙龙 中国

李 峰 谢 添勇 意念造型 中国

OMIJA TOMOKAZU  MARUNI HAIR 韓国

張雅嬅  A new 從心美學 台湾

柯伯諭  Friends hair salon 台湾

黃打  Lego hair studio 台湾

王梅  LITTLE SECRET 台湾

 デザイナー  サロン名・エリア

2018　ミルボン　フォトレボリューション
各部門受賞者、選考通過者リスト

応募者総数　1,811名　　応募作品総数　2,737作品　　　※敬称略／都道府県コード番号・サロン名・応募者名順
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一次選考通過デザイナー

アバンギャルド部門

渡邉　理  ＋kiitos-hair&make 北海道

石黒　貴士  ZEEN 北海道

佐藤　建次  Blue Terre 岩手県

松田　直之  Devellope. 宮城県

中村　昭仁  green room HAIR DESIGN 埼玉県

田口　彩夏  MONARUDA 埼玉県

山口　昇平 河原　諒佑 neolive 埼玉県

梅田　隆幸  PERK. 埼玉県

海老原　満明  sun quést 埼玉県

宮間　タカヒト  FELIZA 千葉県

坂狩　トモタカ  AnZie 東京都

粥川　佳日望  Ash 東京都

田口　敬正  Ash 東京都

中山　由梨  Ash 東京都

西山　洸平  broocH 東京都

海山　侑慶  DIFINO 東京都

北川　君子  ETON CROP 東京都

コムロ  Lmano（マノプロダクト） 東京都

南部　勝利  MAGNOLiA 東京都

Ushi  MaNO（マノプロダクト） 東京都

金井　美雪  ROUGE 東京都

倉田　一摩  Salon Ryu 東京都

原　博人  SiSTA 東京都

梶原　賢志  Skyward 東京都

HITOMI  bianca 神奈川県

猪浦　絵美  MARVELOUS  C-LOOP UNITED 神奈川県

星　大介  MME.HARDY C-LOOP UNITED 神奈川県

竹下　知恵  mirror 山梨県

柳橋　はる  EAST HAM 岐阜県

椿倉　章吾 伊藤　春香 TLACE. 岐阜県

飛川　淳治  TORE 岐阜県

遠山　祐樹  タンタント ザ クワフュール 岐阜県

村上　健治  TATE hair design 静岡県

小林　圭介  arte HAIR 愛知県

荒砂　将太 佐藤　霞帆 LA PENSEE VERT 愛知県

田内　真利江  LaHzA 愛知県

天本　早穂  LESS 愛知県

加納　寛之  LOJE 愛知県

髙比良　沙織  LOJE 愛知県

福島　貴弘  lovelica 愛知県

柴田　諒  MJ 愛知県

長谷川　陽平  olchette 愛知県

阿野田　亮介 クドウ　ユカ rapt. 愛知県

稲垣　由奏  rapt. 愛知県

蔵谷　友則  RBY blanc 愛知県

柴山　則彦  rire 愛知県

渡辺　仁史 高橋　茜 teto hair 愛知県

 デザイナー  サロン名・エリア
澤田　裕人  THE POD 愛知県

天野　裕介  エイティーンインターナショナル 愛知県

山本　拓弥  D.C.T. 三重県

高木　達也  ROSE 三重県

竹仲　祐輝  siesta 三重県

ヨシダ　ノリヒロ  Atelier110 京都府

河崎　誠介  Hair Make air 京都府

山中　周也  Marais 京都府

大隅　夢  ANNE 大阪府

國末　隆志  Apa kabar  大阪府

吉永　晶美  BELLA 大阪府

森脇　択弥  DOLCE Hair 大阪府

竹内　留美  gu－u 大阪府

田中　忠徳  HAIR FASHION GALLERY E・COO 大阪府

江戸　義和  La Bless 大阪府

黒木　弘昭  La Sente 大阪府

川村　賀美  Le SALON 大阪府

髙木　伸吾  Noah's Ark 大阪府

原田　祐作  Numero 大阪府

森山　保奈美  Oto 大阪府

KUMA  Ruos 大阪府

佐々木　輝行 里　晶琉 UNICA HAIR 大阪府

藤本　稔  atelier porto 兵庫県

鈴木　崇弘  CHEST 兵庫県

前川　卓磨  CHEST 兵庫県

フルタ　カオリ  COM *PASS 兵庫県

小池　直史  COCOLO HAIR 和歌山県

森本　龍  logo life at garden 和歌山県

小野　智生  Amity 島根県

ばこ。  hair make Zazie 島根県

河部　浩司  BeBe hair space 岡山県

甲矢　幹貴  Iris. 岡山県

國富　祐希  KARAN 岡山県

國守　泰弘  UniQ 岡山県

Daigo  Anfang 広島県

北浦　秀一  aRt 広島県

澤田　純弘  corte. 広島県

平本　貴明  miyanishi AX'S 広島県

時数　信一郎  Rely on 広島県

平岡　純一  maison 愛媛県

大野　絋一  niko hair 高知県

岡部　晃大  niko hair 高知県

羽田　右一郎  kanshall 福岡県

クロカワ　ケンタ  Lilu 福岡県

犬山　良慈  Lutz. HAIR DESIGN 福岡県

いけのの　晃正  Pluss teru biyousitsu 福岡県

上田　裕司  ug hair 福岡県

 デザイナー  サロン名・エリア
高木　遼平  Natural Beauty CHIC 熊本県

YANG LEE  YANGLEE HAIR  韓国

陳麟  Cosmic Hair salon 台湾

王健河  肯尼髮藝KC-HAIR 台湾

黃志乾  斐瑟 visavis 台湾

 デザイナー  サロン名・エリア

2018　ミルボン　フォトレボリューション
各部門受賞者、選考通過者リスト

応募者総数　1,811名　　応募作品総数　2,737作品　　　※敬称略／都道府県コード番号・サロン名・応募者名順
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