
2017　ミルボン　フォトレボリューション
各部門受賞者、ノミネート者リスト

応募者総数　1,398名　　応募作品総数　2,571作品　　　※敬称略／都道府県コード番号・サロン名・応募者名順

※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。

リアリティブデザイン部門  フレッシュの部 / 一次通過

 デザイナー  サロン名・地域
嶋山　豪  ACQUA 東京都
大毛　亮佑  MAGNOLiA 東京都
豊田　梨乃  MaNO HAIR DESIGN STUDIO 東京都
井上　芽惟子  ROUGE 東京都
今　愛実  楪 yuzuriha 東京都
鈴木　晶葉  1%er professional 東京都
池田　美波  bianca 神奈川県
左近　直樹  TALISE 富山県
小山　真歩  MIMI 愛知県
そると  rire 愛知県
仲村　唯  ～AND PEACE 大阪府
ZEN  Doll hair 大阪府
古佐小　栞里  Hair's Ckrizia 大阪府
小村　つぐみ  HIKARIS hair 大阪府
古髙　美波  La Sente 兵庫県
向井　晴香  La Sente 兵庫県
佐々木　美季  CANVAS 広島県
青木　嘉  Legare 広島県
椿田　圭史  COME G HEAD 熊本県

一次選考通過作品

リアリティブデザイン部門  一般の部 / 一次通過

浦島　舞子  Rosetea Garden 北海道
中野　恵脩  Devellope. 宮城県
鈴木　忍  fam 秋田県
山本　雅英  Blic mt hairmake 群馬県
関口　和行  Commune 埼玉県
染谷　恭之 宮岡　美佳 M.TANIGUCHI 埼玉県
中山　大地  MONARUDA 埼玉県
梅田　隆幸  PERK. 埼玉県
鈴木　孝治  & hair 東京都
大谷　優太  ANTI 東京都
坂狩　トモタカ  AnZie 東京都
奥村　能尊  Ash 東京都
長町　真樹  Ash 東京都
真木　敬義  Ash 東京都
山川　代丞 二階堂　朱里 BASSA 東京都
井上　博美  CANAAN 東京都
kazu  CARNIVAL 東京都
松田　浩志  DIFINO 東京都
武内　優花  FIX-UP 東京都
柳　絵美子  FLOWERS 東京都
齋藤　諒  ibrel 東京都
阿部　隼  jiyume 東京都
小池　康友  K.e.y 東京都
齋藤　麻由美 福田　唯菜 kakimoto arms 東京都
久保山　香奈  M.SLASH DAY SPA SETAGAYA 東京都
榛村　浩平  M.SLASH DAY SPA SETAGAYA 東京都
ＳＨＩＮ  MAGNOLiA 東京都
Ushi  MaNO HAIR DESIGN STUDIO 東京都
米村　進  morio from london 東京都
高橋　龍二  Neolive 東京都
藤原　豪大  Neolive 東京都
善積　玲児  Nove tokyo 東京都
栗原　貴史  PEEK-A-BOO 東京都
北原　義紀  SORA 東京都
杉下　恵里子  suburbia 東京都
宮本　敦史  ZENKO 東京都
塚本　麻貴  蔦 tuta 東京都
岩田　和博  bianca 神奈川県
岩渕　愛実  bianca 神奈川県
中田　博久  CLAPS 神奈川県
鈴木　茜  C-LOOP UNITED BONECCA 神奈川県
望月　学俊  evolve by TypeAB 神奈川県
平井　愛実  hair design & clinic mu;d-coa 神奈川県
中井　裕貴 杉村　淳 kakimoto arms 神奈川県
星　大輔  MME.HARDY C-LOOP UNITED 神奈川県
池上　健太郎  Neolive 神奈川県
加山　剛  Neolive 神奈川県
小澤　麻里奈  MYA 山梨県
飛川　淳治  TABOO.i 岐阜県
椿倉　章吾  TLACE. 岐阜県
河野　哲也  r'oti hair life 静岡県
野々垣　嘉希  r'oti hair life 静岡県
鈴木　覚  agree for hair 愛知県
宮城　哲也  amy. 愛知県
青木　伸也  Angelica 愛知県
山田　光将  Angelica 愛知県
佐藤　幸奈  arte HAIR 愛知県
沢井　卓也  BUDDY HAIR 愛知県
林　勉  BUDDY HAIR 愛知県
水谷　優太  BUDDY HAIR 愛知県
小澤　舞子  early 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
塚原　惇暢  エイティーンインターナショナル 愛知県
牧　紋見  エイティーンインターナショナル 愛知県
藤澤　健太 松浦　浩司 elirs 愛知県
竹内　利之  en-te: 愛知県
和田　圭史  giulietta 愛知県
永里　友美  grifica 愛知県
照屋　寛倖  in chelsea 愛知県
安江　裕也  in chelsea 愛知県
yolico  in chelsea 愛知県
鈴木　和也 長縄　あゆみ J's 愛知県
加納　寛之  LOJE 愛知県

 デザイナー  サロン名・地域
小森　智弘  Lovelica 愛知県
加藤　貴章  Musée 愛知県
壁谷　こずえ  Musée 愛知県
天野　貴康  NICOLA 愛知県
小林　将光  nikome. 愛知県
岡田　守斗  OORRY. 愛知県
澤井　裕貴  powder hair 愛知県
石田　未知代  rire 愛知県
柴山　則彦  rire 愛知県
仙石　将也  rire 愛知県
平野　耕大  SHAMPOO Lovers 愛知県
トヲル  SUPRAM 愛知県
森下　築 高橋　茜 teto hair 愛知県
渡辺　仁史 青木　優佳 teto hair 愛知県
渡辺　仁史 高橋　茜 teto hair 愛知県
高橋　仁美 渡邉　みさき U hair 愛知県
中村　一皐  UNLOCK 愛知県
岸川　亮  YENN 愛知県
堀内　竜也  D.C.T. 三重県
山口　聡  luCCe 滋賀県
安田　尭広  atelier pepin 京都府
稲住　亮  Befine 京都府
水野　慎也  Bilancia 京都府
林　清馬  femme 京都府
山中　周也  Marais 京都府
生橋　梓  SCISSOR DANCE 京都府
玉置　明日香  snob 京都府
元橋　啓太  snob 京都府
植田　茜巳  An hue. 大阪府
後藤田　雄貴  AR hair 大阪府
薬師神　祐美  AR hair 大阪府
赤木　貴洋  Hair's Gallery 大阪府
川野　美咲  k-two 大阪府
黒木　弘昭  La sente 大阪府
濱中　章伍  nao*c 大阪府
吉田　雄人  Oto 大阪府
井上　真由美  RAD noël 大阪府
左奈田　剛 増田　尚子 ROVERSI 大阪府
中尾　智香  scissortrix 大阪府
石田　徹  snob rico. 大阪府
那知　丈人  TAYA 大阪府
坂本　真依  tiravento 大阪府
阪本　愛  algernon(兵庫) 兵庫県
森山　貴史  algernon(兵庫) 兵庫県
藤本　稔  atelire porto 兵庫県
鈴木　崇弘  CHEST 兵庫県
播本　太一  COM PASS 兵庫県
國方　麻希子  Hair&Make LUAU 兵庫県
今西　博昭  La Sente 兵庫県
中野　幹造  merci 兵庫県
富田　美華  MODE K's 兵庫県
古川　祥久  MOK 兵庫県
麻生　佑真  TREAT 兵庫県
大門　素子  y's 奈良県
平松　晃  Hair&Life kiitos 鳥取県
柴田　衣美子  BRUSH 岡山県
松尾　渚  épine 岡山県
國守　泰弘  UniQ 岡山県
小笹　恭嗣  UniQ 岡山県
澤田　純弘  corte. 広島県
薮　直樹  corte. 広島県
和田　弘子  corte. 広島県
梶岡　真季  Legare 広島県
松木　ちなみ  maitre_et.coupe.spa 広島県
大内　清盛  Oli Oli 広島県
川島　ゆり  ROGUE 広島県
小西　大貴  ALETTA 愛媛県
片岡　佑介  algernon(愛媛) 愛媛県
長野　裕介  algernon(愛媛) 愛媛県
濱屋　嘉一  algernon(愛媛) 愛媛県
三好　誠祐  algernon(愛媛) 愛媛県
山本　裕子  algernon(愛媛) 愛媛県
吉見　泰樹  algernon(愛媛) 愛媛県
平岡　純一  maison 愛媛県
依光　なおと  KENOMIKA. 高知県

 デザイナー  サロン名・地域
氏川　りの  LABOON 高知県
大野　紘一  LABOON 高知県
岡部　晃大  LABOON 高知県
松田　秀則 花野　安希子 Daisy 福岡県
羽田　右一郎  kanshall 福岡県
早田　健  lott annibirth 福岡県
望月　将輝  Oggi 福岡県
松垣　智大  PATCH HAIR 福岡県
山門　美紗希  Pluss 福岡県
山本　憲一  TAG HAIR BRAND 福岡県
山村　直亮  hydeleaf 佐賀県
岩本　陽介  COME G HEAD 熊本県
高木　遼平  NATURAL BEAUTY CHIC 熊本県
田中　雅人  pikAicHi 熊本県
小野　浩明  HAIR PEACE 大分県
佐藤　心  Dear Green アンテナ美容 宮崎県
塩屋　友和  MiLO -Hair Design Factory- 宮崎県
尾下　敏広  atelier de chérin 鹿児島県

 デザイナー  サロン名・地域

デザイナー賞

リアリティブデザイン部門  一般の部  / デザイナー賞

山﨑　真  Arrows 岩手県
阿部　公輔  Pure 埼玉県
岩田　和博  bianca 神奈川県
柴山　則彦  rire 愛知県
渡辺　仁史 青木　優佳 teto hair 愛知県
羽山　圭亮  Plume 京都府
西尾　隆介  Labyrinth 大阪府
吉田　雄人  Oto 大阪府
加藤　芳昌  WIZARD 岡山県
平岡　純一  maison 愛媛県
大野　紘一  LABOON 高知県
松垣　智大  PATCH HAIR 福岡県
古家　一幸  Rowland 熊本県

 デザイナー  サロン名・地域

イマジネーション部門 / デザイナー賞

 デザイナー  サロン名・地域
野元　亮太  ZENKO    千葉県
須藤　健一  DIFINO 東京都
上西　健太  HAIR&ART LUMINA 東京都
桑田　大介  MAGNOLiA 東京都
Ushi  MaNO HAIR DESIGN STUDIO 東京都
荒谷　岳彦  ichia C-LOOP UNITED 神奈川県
石垣　拓也 和田　小緒里 Angelica 愛知県
塚原　惇暢  エイティーンインターナショナル 愛知県
後藤　大輝 Aika Giselle 愛知県
加納　寛之  LOJE 愛知県
依光　なおと 林　真奈美 KENOMIKA. 高知県
クロカワ　ケンタ  Lilu 福岡県
王智泓  zuc  collection 台湾

イマジネーション部門 Anoice特別賞

 デザイナー  サロン名・地域
上西　健太  HAIR&ART LUMINA 東京都
桑田　大介  MAGNOLiA 東京都
吉岡　良泰  AlicE 神奈川県
加納　寛之  LOJE 愛知県
阿野田　亮介  rapt. 愛知県

ノミネート

リアリティブデザイン部門  一般の部 / ノミネート

RIKUSHI  ANTI 東京都
坂狩　トモタカ  AnZie 東京都
武内　優花  FIX-UP 東京都
坂元　千夏  MAGNOLiA 東京都
平山　卓和  Neolive 東京都
椿倉　章吾  TLACE. 岐阜県
堀場　寛之  ASCH 愛知県
小森　智弘  Lovelica 愛知県
澤井　裕貴 丹羽　明穂 powder hair 愛知県
柴山　則彦  rire 愛知県
平野　耕大  SHAMPOO Lovers 愛知県
田山　康寛 新福　貴子 TOP HAIR 愛知県
石原　拓也  ガレリアエレガンテ栄 愛知県
吉田　ノリヒロ  Atelier 110 京都府
生橋　梓  SCISSOR DANCE 京都府
赤木　貴洋 江本　愛 Hair's Gallery 大阪府
河内　和彦  hairs gen. 奈良県
白神　裕己  épine 岡山県
小笹　恭嗣  UniQ 岡山県
大内　清盛  Oli Oli 広島県
ドラミ  ROLLY hair design 広島県
吉田　学  retreat 福岡県
三嶋　良典  STORE 福岡県
上田　裕司  ug　hair 福岡県
高木　遼平  NATURAL BEAUTY CHIC 熊本県
那須　美和  pikAicHi 熊本県

 デザイナー  サロン名・地域

イマジネーション部門 / ノミネート

 デザイナー  サロン名・地域
上西　健太  HAIR&ART LUMINA 東京都
丸山　修司  Maison hair design 東京都
天野　セイヤ  QUEEN'S GARDEN by K-two GINZA 東京都
植田　秀美 SONO volontè 東京都
倉　大祐  colors labo 岐阜県
田辺　貞和  TABOO.i 岐阜県
新海　芳樹  エイティーンインターナショナル 愛知県
小森　智弘  Lovelica 愛知県
田中　茜 高松　舞 Worker 愛知県
村瀬　浩司  ZAZA nature 愛知県
竹仲　祐輝  Siesta. 三重県
水野　慎也  Bilancia 京都府
大野　紘一  LABOON 高知県
岩本　陽介  COME G HEAD 熊本県

 デザイナー  サロン名・地域

イマジネーション部門 / 一次通過

板東　裕希 大澤　慶子 bico 北海道
佐藤　光  Blue Terre 岩手県
山下　彩  Blossom 埼玉県
坂狩　トモタカ  AnZie 東京都
伊森　凱晴  ART MAKE TOKI 東京都
田口　敬正  Ash 東京都
富田　里穂  DIFINO 東京都
中山　響平  DIFINO 東京都
上西　健太  HAIR&ART LUMINA 東京都
東　公美 東　良亮 kakimoto arms 東京都
Ushi  MaNO HAIR DESIGN STUDIO 東京都
原　良太  Nalu pu loa Ohana 東京都
小野寺　亮 杉山　綾子 Neolive 東京都
今西　理沙  PEEK-A-BOO 東京都
荒谷　岳彦  C-LOOP UNITED 神奈川県
遠藤　栞  C-LOOP UNITED 神奈川県
池上　健太郎  Neolive 神奈川県
関根　一範  of HAIR 神奈川県
中島　和樹  Nina 長野県
北澤　靖子  Pace102 岐阜県
城殿　粧  Angelica 愛知県
山田　光将  Angelica 愛知県
芝　晴菜  Brooch+Zen 愛知県
沢井　卓也  BUDDY HAIR 愛知県
林　勉  BUDDY HAIR 愛知県
平原　勇  early 愛知県
小島　悠平  HAIR ICI LUCE 愛知県
堀毛　翔太  LE-PLA BEAU 愛知県
小森　智弘  Lovelica 愛知県
加藤　貴章  Musée 愛知県
岡田　守斗  OORRY. 愛知県
仙石　将也  rire 愛知県
ノマ　ヨリカ  rire 愛知県
倉知　繭子  SHAMPOO Lovers 愛知県
坂野　圭二  SOUPLE hair works 愛知県
森下　築 青木　ゆうか teto hair 愛知県
四宮　桂佑 徳松　沙希 THE　ORDER 愛知県
岸川　亮  YENN 愛知県
水野　慎也  Bilancia 京都府
松田　恵  goen hair design 京都府
河崎　誠介  Hair make air 京都府
篠田　智香子  PESCO PESCA 京都府
玉置　明日香  snob 京都府
備前　栞  DIXBON fois Caché 大阪府
平野　絵梨  gu-u 大阪府
黒木　弘昭  La sente 大阪府
田原　健二  Lazy Hours 大阪府
萩原　真紀  RAD 大阪府
中尾　智香  scissortrix 大阪府

 デザイナー  サロン名・地域

森山　貴史  algernon(兵庫) 兵庫県
大門　素子  y's 奈良県
津村　亜希  Vi・a hair 和歌山県
平松　晃  Hair&Life kiitos 鳥取県
松尾　渚  épine 岡山県
江木　祐真  corte. 広島県
平本　梨紗  FOLK LORE 広島県
時数　信一郎  Rely on hair design 広島県
橋口　理臣  ROLLY hair design 広島県
氏川　りの  LABOON 高知県
大野　紘一  LABOON 高知県
羽田　右一郎  kanshall 福岡県
新飼　輝彦  Pluss 福岡県
山本　憲一  TAG HAIR BRAND 福岡県
谷　直樹  DEN hair design 鹿児島県
LEE  DECLIC 韓国
高泉榮 許哲耀 In circle 台湾
陳玫嬛  zuc  collection 台湾

リアリティブデザイン部門  フレッシュの部 / デザイナー賞

 デザイナー  サロン名・地域
嶋山　豪  ACQUA 東京都
山野　俊貴  Lond fille 東京都
石神　里菜  MaNO HAIR DESIGN STUDIO 東京都
玉井　香奈  Neolive 東京都
鳥居　京介  ichia C-LOOP UNITED 神奈川県
袴谷　征寛  OORRY. 愛知県
そると  rire 愛知県
青木　優佳  teto hair 愛知県
河村　咲  THE　ORDER 愛知県
中村　匠  hair & make LUAU 兵庫県
大久保　祥  épine 岡山県
松永　瞳  trico 大分県
HYUN MYUNG SEOK  3 STORY 韓国
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‘


