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#2「Tomorrow world」
Balloonman Design Company 
Wu Tsung Hsi

#3「よ～し ! 行くぞぉ～ !!
わぁぁぁぁぁ !!!」
POPPO Balloon 
大浦 圭鼓

#5「What's in the box?」
バルーンショップ 2econd Surprise 
城山　翔

1st place
#1「FOR YOU」
Balloon Messenger 
長澤 義浩

2nd place
#4「オードリーヘップバーン 
              - 古き美しき時代へ -」
株式会社 Fuwa Fuwa 
野村 昌子

コンテスト入賞作品 「ラージ スカルプチャー部門」LARGE SCULPTURE
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#3「transmute」
Balloonman Design Company  
Lee Yueh-Hsuan

#4「花売りのうさぎ」
Ｔ・ラビット  
菊池 俊子

1st place
#2「大正ロマン」
pOpO バルーン  
神宮 エミ

2nd place
#1「人間界にあこがれて」
KIRA KIRA  
山北 由香

コンテスト入賞作品 「ノンラウンドスカルプチャー部門」NONROUND SCULPTURE
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#1「Monkey PirateShip 
                   （モンキー海賊船）」
バルン・K     
白井 享子

#4「銀河鉄道の夜」
オーブバルーンアート  
尾林 紫

#3「マンモスゲット大作戦 !!」
pOpO バルーン  
神宮 エミ

#4「adventurers」
Balloonman Design Company  
WANG PENG

1st place
#2「Sweetshome 
         ～ぜーんぶ食べちゃうぞ～」
バタフライ Z  
山北 由香

2nd place
#5「世界を救う」
COLOR LIFE PRODUCTION  
WONG TING YU

コンテスト入賞作品 「クイックリンク部門」QUICK LINK
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#1「Happy Wedding ♡」
balloon shop R
松村 美紀

#3「Peacock」
バルン・K
白井 享子

#4「Ballet」
（有）Ark net
中三川 恵美

1st place
#5「トロピカル」
merry balloon
髙橋 香菜子

2nd place
#2「Universal Love」
Balloon Studio MARCO  
feat.Hananekoan
迫川 薫子

コンテスト入賞作品 「バルーンスタンド部門」BALLOON STAND
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#9「Wait」
Balloonman Design Company
Wu Tsung Hsi

#12「掴みとれ !! 一攫千金 !!」
Balloon Conchelu
今田 千晴

#10「未来がずっと続く道」
オーブバルーンアート
尾林 紫

#13「メモリアルウェディング」
（有）A'syu
根本 あやこ

#11「鶴」
眇田 大悟

#14「ようこそ !! ひとり１コだよ☆」
POPPO Balloon
大浦 圭鼓

#6「愛と笑顔の贈り物」
（株）レイヤマクチ
山口 枝里子

#7「Summer Mermaid」
balloon & flower Angelle
南茂 由香

#8「ハッピーハッピーバースデー」
Ｔ・ラビット
菊池 俊子
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#1「☆ピエロ☆」
balloon shop R
松村 美紀

#6「明日天気になぁれ !」
バルーンステーション
白木 晶子

1st place
#3「くまのパティシエ」
merry balloon
髙橋 香菜子

2nd place
#11「プレゼントをお届け !」
ふうせん工房
夏目 絵美

コンテスト入賞作品 「ヘリウムブーケ部門」HELIUM BOUQUET

#2「見ーつけた !! ～
          Happy day ♪～」
Balloon Conchelu
今田 千晴

#7「Coral Wedding」
balloon & flower Angelle
南茂 由香

#4「行き先→
              エデンのりんご」
風船のふんわり屋
高梨 珠子

#8「異時空へ」
（有）Arknet
中三川 恵美

#5「Happy Butterfly」
バルン・Ｋ
白井 享子

#9「BANANA」
Philip Kuo 
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#10「TEATIME」
Balloonman Design 
Company
Lee Yueh-Hsuan

#15「女の子はみんな世界
              で１人のお姫様」
パパメイアン
相澤 沙綾香

#12「宇宙旅行」
（有）A'syu
鈴木 麻里恵

#16「空の旅」
Balloon Artist NOZOMI
阪本 望

#13「☆ワクワク
                 ・ドキドキ☆」
POPPO Balloon
大浦 圭鼓

#17「うぁ～虹 !!」
イカロス
和田 博喜
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#2「さて！どうなるかな？」
風船師ヨッシー

#5「jack in the box」
Performing Artist JOU

#3「おでかけペット」
瞳

#6「キリンがワンちゃんに変身 !!
安全マン

#4「BANG!」
はる

#8「will」
SLASH

1st place
#1「犬」
ひねり屋ジャッキィ

2nd place
#7「I love PIZZA ！」
バルーンアーティスト tomo

コンテスト入賞作品 「ツイスター LIVE 部門」TWISTER LIVE
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#1「Savage Beauty」
Balloon Studio MARCO
迫川 薫子

#2「STEAM PUNK」
鵜川 紗登美

#4「エジプト文明」
pOpO バルーン
神宮 エミ

1st place
#11「Galaxy」
BALLOON NICOLE
尾形 綾子

2nd place
#3「ジュラ紀へようこそ」
merry balloon
髙橋 香菜子

コンテスト入賞作品 「コスチューム部門」COSTUME
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#8「エジプトの神」
COLOR LIFE PRODUCTION
WONG TINGYU

#9「時間の国の回転木馬」
はる

#10「Forever」
Balloon Artist NOZOMI
阪本 望

#5「不思議の国へタイムトラベル
～時計うさぎになっちゃった !? ～」
バルーンアーティスト　山北 由香

#7「タイムトラベル添乗員」
オーブバルーンアート
尾林 紫


