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GOLD AWARD

松尾 弘明
Hiroaki Matsuo

SCREEN ／兵庫県

SILVER AWARD

玉置 明日香
Asuka Tamaki

snob ／京都府

世界大会
招 待
エントリー者
本人のみ

世界大会
招 待
エントリー者
本人のみ

PEOPLE’S CHOICE AWARD

松尾 弘明
Hiroaki Matsuo

SCREEN ／兵庫県

BRONZE AWARD

田中 けい子
Keiko Tanaka

BLANCO／東京都

世界大会
招 待
エントリー者
本人のみ

世界大会
招 待
エントリー者
本人のみ

GOLD AWARD

平原 健太郎
Kentaro Hirahara

Nicole. ／大阪府

SILVER AWARD

山﨑 真
Makoto Yamazaki

Arrows ／岩手県

世界大会
招 待
エントリー者
本人のみ

世界大会
招 待
エントリー者
本人のみ

PEOPLE’S CHOICE AWARD

山﨑 真
Makoto Yamazaki

Arrows ／岩手県

BRONZE AWARD

松井 清茂
Kiyoshige Matsui

rosso ／大阪府

世界大会
招 待
エントリー者
本人のみ

世界大会
招 待
エントリー者
本人のみ

受賞者決定!!
TREND VISION award 2016 JAPAN FINAL 応募総数1,507エントリーの中から、クリエイティブビジョン、カラービジョンそれぞれ

からブロンズ、シルバー、ゴールドに加え、ピープルズチョイスの各アワード受賞者が発表
されました。
ゴールドアワードに選ばれた２名は、日本代表として2016年11月にスペイン バルセロナ
で行われる世界大会へ進出します。



※敬称略/50音順表記

TREND VISION award 2016
JAPAN FINAL出場者32名
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中山　大地 倉岡　絢 清原　崇弘 寺尾 里菜
MONARUDA SNOB Nicole. Bouclettes
埼玉県 広島県 大阪府 大阪府

中村 宗明 渡辺　恵理香 玉置 明日香 善積　玲児
CUORE kobe hair salon HAIR MAKE NEWYORK snob Hair salon Nove tokyo
兵庫県 東京都 京都府 東京都

田中　慶太 渡邉　理 児島　英 仙石　将也
SCREEN + kiitos-hair & make SHAMPOO Lovers rire
兵庫県 北海道 愛知県 愛知県

高橋　永 奥藤　有貴 井上　信洋 倉田　聡子
gu-u merci U-REALM omotesando THE REMMY
大阪府 兵庫県 東京都 東京都

渡部　伸和 吉田　学 奥村　能尊 山崎　華奈
aimant Rich Ash吉祥寺店 TICK-TOCK Model
愛知県 福岡県 東京都 大阪府

岡本　優花 松尾 弘明 堀内　竜也 田中　けい子
AArtirior Boa SCREEN D.C.T. BLANCO
東京都 兵庫県 三重県 東京都

新　和人 西出　大祐 木下　圭太 小谷　準
Nicole. aimant SNOB merci
大阪府 愛知県 広島県 兵庫県

野村　亮介 桒原　拓弥 岸川　亮 浦田　和浩
PEEK-A-BOO 表参道 YAYOI～BRAINS YENN ATENA
東京都 京都府 愛知県 福岡県



中山　大地 倉岡　絢 清原　崇弘 寺尾 里菜
MONARUDA SNOB Nicole. Bouclettes
埼玉県 広島県 大阪府 大阪府

中村 宗明 渡辺　恵理香 玉置 明日香 善積　玲児
CUORE kobe hair salon HAIR MAKE NEWYORK snob Hair salon Nove tokyo
兵庫県 東京都 京都府 東京都 ※敬称略/50音順表記

TREND VISION award 2016
JAPAN FINAL出場者32名
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田中　慶太 渡邉　理 児島　英 仙石　将也
SCREEN + kiitos-hair & make SHAMPOO Lovers rire
兵庫県 北海道 愛知県 愛知県

高橋　永 奥藤　有貴 井上　信洋 倉田　聡子
gu-u merci U-REALM omotesando THE REMMY
大阪府 兵庫県 東京都 東京都

渡部　伸和 吉田　学 奥村　能尊 山崎　華奈
aimant Rich Ash吉祥寺店 TICK-TOCK Model
愛知県 福岡県 東京都 大阪府

岡本　優花 松尾 弘明 堀内　竜也 田中　けい子
AArtirior Boa SCREEN D.C.T. BLANCO
東京都 兵庫県 三重県 東京都

新　和人 西出　大祐 木下　圭太 小谷　準
Nicole. aimant SNOB merci
大阪府 愛知県 広島県 兵庫県

野村　亮介 桒原　拓弥 岸川　亮 浦田　和浩
PEEK-A-BOO 表参道 YAYOI～BRAINS YENN ATENA
東京都 京都府 愛知県 福岡県



中山　大地 倉岡　絢 清原　崇弘 寺尾 里菜
MONARUDA SNOB Nicole. Bouclettes
埼玉県 広島県 大阪府 大阪府

中村 宗明 渡辺　恵理香 玉置 明日香 善積　玲児
CUORE kobe hair salon HAIR MAKE NEWYORK snob Hair salon Nove tokyo
兵庫県 東京都 京都府 東京都

田中　慶太 渡邉　理 児島　英 仙石　将也
SCREEN + kiitos-hair & make SHAMPOO Lovers rire
兵庫県 北海道 愛知県 愛知県

高橋　永 奥藤　有貴 井上　信洋 倉田　聡子
gu-u merci U-REALM omotesando THE REMMY
大阪府 兵庫県 東京都 東京都 ※敬称略/50音順表記

TREND VISION award 2016
JAPAN FINAL出場者32名
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渡部　伸和 吉田　学 奥村　能尊 山崎　華奈
aimant Rich Ash吉祥寺店 TICK-TOCK Model
愛知県 福岡県 東京都 大阪府

岡本　優花 松尾 弘明 堀内　竜也 田中　けい子
AArtirior Boa SCREEN D.C.T. BLANCO
東京都 兵庫県 三重県 東京都

新　和人 西出　大祐 木下　圭太 小谷　準
Nicole. aimant SNOB merci
大阪府 愛知県 広島県 兵庫県

野村　亮介 桒原　拓弥 岸川　亮 浦田　和浩
PEEK-A-BOO 表参道 YAYOI～BRAINS YENN ATENA
東京都 京都府 愛知県 福岡県



中山　大地 倉岡　絢 清原　崇弘 寺尾 里菜
MONARUDA SNOB Nicole. Bouclettes
埼玉県 広島県 大阪府 大阪府

中村 宗明 渡辺　恵理香 玉置 明日香 善積　玲児
CUORE kobe hair salon HAIR MAKE NEWYORK snob Hair salon Nove tokyo
兵庫県 東京都 京都府 東京都

田中　慶太 渡邉　理 児島　英 仙石　将也
SCREEN + kiitos-hair & make SHAMPOO Lovers rire
兵庫県 北海道 愛知県 愛知県

高橋　永 奥藤　有貴 井上　信洋 倉田　聡子
gu-u merci U-REALM omotesando THE REMMY
大阪府 兵庫県 東京都 東京都

渡部　伸和 吉田　学 奥村　能尊 山崎　華奈
aimant Rich Ash吉祥寺店 TICK-TOCK Model
愛知県 福岡県 東京都 大阪府

岡本　優花 松尾 弘明 堀内　竜也 田中　けい子
AArtirior Boa SCREEN D.C.T. BLANCO
東京都 兵庫県 三重県 東京都 ※敬称略/50音順表記

TREND VISION award 2016
JAPAN FINAL出場者32名
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新　和人 西出　大祐 木下　圭太 小谷　準
Nicole. aimant SNOB merci
大阪府 愛知県 広島県 兵庫県

野村　亮介 桒原　拓弥 岸川　亮 浦田　和浩
PEEK-A-BOO 表参道 YAYOI～BRAINS YENN ATENA
東京都 京都府 愛知県 福岡県



※敬称略/50音順表記

TREND VISION award 2016
JAPAN FINAL出場者18名
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降籏　豊 山﨑　友和 芦原　照成 池上　健太郎
ēponge VISAGE plus Nicole. Ｎeolive aim
長野県 千葉県 大阪府 神奈川県

松井　清茂 倉　大祐 森川　智
rosso colors labo YAYOI～BRAINS Terve.
大阪府 岐阜県 京都府 愛知県

藤井　晋



※敬称略/50音順表記

TREND VISION award 2016
JAPAN FINAL出場者18名
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山﨑　真 MAKKY 林　武 塩浦　美帆
Arrows Jurrian-may エイティーンインターナショナル KINGDOM Allure  
岩手県 大阪府 愛知県 神奈川県

久田　雅己 山本　潤一朗 鎌田　広大
ヨハ ク BUDDY HAIR PANIC Nicole.
愛媛県 愛知県 岡山県 大阪府

平原　健太郎



※敬称略/50音順表記

TREND VISION award 2016
JAPAN FINAL出場者18名
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三畑　賢人 永冨　将聡
PHASE ARRTY ARRTY
東京都 福岡県


