
鎌田  広大
PANIC /FUSION

橋  圭太郎
ヘアーモイジャ /  FUSION

伊佐治  稚佳
BLANCO / DECIBEL

高橋  正樹
Bivo PHASE / ECHO

寺岡  幸紘
PEEK-A-BOO / ECHO

松木  宏紀
D.C.T. /  DECIBEL

TREND VISION award 2013 JAPAN FINAL

9月10日 国立代々木競技場第二体育館でヤングタレントアワード34名、カラーアワード16名のジャパンファイナリスト達の究極の戦いが開催され、応募総数1646エントリーの中から、

世界の大会進出者の2名が決定した。ゴールドアワードに選ばれた2名は、日本代表として2014年5月にドイツ・フランクフルトで行われる世界大会へ挑む。

世界大会出場
ドイツ

世界大会出場
ドイツ
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ジャパンファイナリスト34名

天野 裕介 天本 航 荒砂 将太 石井 絵理 石田 純一 石田 ヤスヒロ
エイティーン インターナショナル Red Pepper LA PENSEE BLANCO シャンプーボーイ CREW Bivo PHASE 
愛知県／ECHO 大阪府／ECHO 愛知県／FUSION 東京都／ECHO 長崎県／ECHO 東京都／ECHO

大島 隆 太田 佐和 岡田 芽紅美 兼田 奈奈 鎌田 広大 北邑 英樹
TAYA fleur de lis HANABUSA AArtirior PANIC Be fine
東京都／ECHO 新潟県／ECHO 石川県／FUSION 東京都／ECHO 岡山県／FUSION 京都府／ECHO

栗原 旭 小西 恭平 佐藤 陽彦 高橋明紀 髙橋 幸嗣 多田羅 麻衣
TAKUMI clover Of HAIR LOTh+ SNOB Be fine Baco.
茨城県／DECIBEL 東京都／ECHO 神奈川県／ECHO 広島県／DECIBEL 京都府／ECHO 大阪府／DECIBEL

辻 あき子 寺岡 幸紘 Terry 中山 健 西 紗由里 野間 祐樹
Ash PEEK-A-BOO Red Pepper ELLY LONDON Jurrian-may HAIR'S Lunetta
神奈川県／FUSION 東京都／ECHO 大阪府／DECIBEL 兵庫県／ECHO 大阪府／FUSION 大阪府／FUSION

橋 圭太郎 橋塚 奈美 ファン ヨンスン 藤巻 巡日人 宮城 哲也 三宅 一輝
ヘアーモイジャ ELLY LONDON YAYOI～BRAINS MINX harajuku Angelica Syrup
東京都／FUSION 兵庫県／DECIBEL 京都府／ECHO 東京都／DECIBEL 愛知県／DECIBEL 岡山県／ECHO

森川 智 ヤマザキ ケンユウ 山田 光将 吉田 典弘
YAYOI～BRAINS HURRAH AND THINGS Angelica Splash! Fan
京都府／FUSION 新潟県／ECHO 愛知県／ECHO 京都府／DECIBEL

※敬称略/50音順表記
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芦原 照成 阿比留 真也 池田 正彦 伊佐治 稚佳 加代 憲康 兼信 翼
Nicole. Neolive MASHU BLANCO TABOO Be fine
大阪府／ECHO 神奈川県／ECHO 広島県／ECHO 東京都／DECIBEL 岐阜県／DECIBEL 京都府／FUSION

栗原 理一 塩浦 美帆 高橋 正樹 畠山 典子 久田 雅己 藤原 尚人
luve heart's And Be+Eclat KINGDOM Bivo PHASE amuser ravie shink hair shop snob
大阪府／DECIBEL 神奈川県／DECIBEL 東京都／ECHO 埼玉県／DECIBEL 愛媛県／DECIBEL 京都府／ECHO

降籏 豊 松木 宏紀 宮崎 清敬 三好 英司
Brownie D.C.T. ASCH LaHzA
長野県／DECIBEL 三重県／DECIBEL 愛知県／FUSION 愛知県／DECIBEL

ジャパンファイナリスト16名

※敬称略/50音順表記
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