
３日目（食品・飲食・サービス部門）

競技順 氏名 SC名 店名 企業名 販売歴 曜日 時間
1 田中　亮太 セレオ八王子 スーパーマーケット成城石井 ㈱成城石井 4年5ヶ月 金曜日 16時
2 滝沢　万葉 ゲートシティー大崎 ラ・メゾンアンソレイユターブル ㈱ピー・エス・コープ 3年5ヶ月 月曜日 15時
3 越川　一彦 コレド室町 コノミ ㈱大阪屋製菓 14年0ヶ月 金曜日 17時
4 岩倉　敏子 光が丘イマ 丸山園 ㈱丸山園本店 20年0ヶ月 特になし 12時
5 伊藤　亮輔 サンシャインシティ　アルパ サンシャイン　クルーズ・クルーズ ㈱銀座クルーズ 12年0ヶ月 水曜日 18時
6 工藤　典子 調布パルコ 北野エース ㈱エース 9年0ヶ月 月曜日 12時
7 藤井　拓弥 東京倶楽部ビルディング　霞ダイニング サケビストロ　ダブリュー ㈱フォーブス 1年4ヶ月 金曜日 19時
8 遠藤　里紗 東京駅一番街 東京みやげセンター ㈱オオモリ 2年6ヶ月 土曜日 15時
9 陶山　朗子 ダイバーシティ東京 プラザ スーパーマーケット成城石井 ㈱成城石井 9年4ヶ月 金曜日 16時
10 中筋　彩 丸の内オアゾ 神戸屋レストラン ㈱神戸屋レストラン 10年2ヶ月 水曜日 14時
11 奥津　菜々子 東急プラザ赤坂 フーターズ ㈱エッチジェー 7年6ヶ月 金曜日 20時
12 古田　浩司 アトレ吉祥寺 ミカフェート ジェイアール東日本フードビジネス㈱ 0年10ヶ月 日曜日 14時
13 岡本　美奈 グランベリーモール ルピシア ㈱ルピシア 5年6ヶ月 特になし 特になし
14 諸角　恵 セレオ八王子 ラ・メゾン　アンソレイユターブルパティスリー ㈱ピー・エス・コープ 1年5ヶ月 土曜日 15時
15 藤田 陽子 光が丘イマ ドトールコーヒーショップ ㈱ドトールコーヒー 4年0ヶ月 日曜日 10時
16 清水　勇樹 メルサ自由が丘店 ラメゾン　アンソレユターブル ㈱ピー・エス・コープ 4年0ヶ月 月曜日 15時
17 佐久間　將 渋谷パルコ ジェラートピケカフェ ㈱マッシュフードラボ 3年0ヶ月 木曜日 19時
18 東野　秀樹 羽田空港国際線ターミナル たか福 ㈱人形町今半 11年0ヶ月 特になし 特になし
19 伊藤　好一 ビーンズ亀有 ポンパドウル ㈱東京ポンパドウル 27年0ヶ月 金曜日 18時
20 竹花　聖美 羽田空港第１旅客ターミナル　マーケットプレイス スマイルトウキョウ ㈱羽田エアポートエンタープライズ 3年6ヶ月 金曜日 14時
21 塔本　今日子 フォーリス 青木屋　 ㈱青木屋 0年6ヶ月 特になし 特になし
22 佐々木　司 新丸ビル 成城石井 ㈱成城石井 5年4ヶ月 土曜日 17時
23 阿部　遥香 アルカード赤羽 ルアンルアン ㈱ボックスグループ 1年0ヶ月 火曜日 14時
24 鈴木　敬美 調布パルコ ラ・メゾンアンソレイユターブル ㈱ピー・エス・コープ 0年4ヶ月 月曜日 15時
25 池田　英司 ビーンズ亀有 澤光青果 ㈱澤光青果 12年0ヶ月 金曜日 17時
26 中島　麻衣 グリナード永山 ダッキーダックケーキショップ ㈱東和フードサービス 6年2ヶ月 金曜日 17時
27 韮沢　正治 東京ソラマチ 魚力 ㈱魚力 5年4ヶ月 火曜日 14時
28 蜂谷　沙耶香 羽田空港第１旅客ターミナル　マーケットプレイス ピア1 ㈱羽田エアポートエンタープライズ 2年0ヶ月 日曜日 17時
29 金井　佑莉子 テルミナ 神戸屋キッチン ㈱神戸屋レストラン 1年9ヶ月 金曜日 18時
30 青木　由佳 渋谷マークシティ アフタヌーンティー・ティールーム アイビー㈱ 6年10ヶ月 月曜日 12時
31 日向　理夏子 二子玉川ライズ・ショッピングセンター ガンボ＆オイスターバー ㈱ヒューマンウェブ 1年2ヶ月 金曜日 18時
32 高橋　亜美 玉川髙島屋ショッピングセンター とらや ㈱虎屋 6年6ヶ月 特になし 特になし
33 吉田　茉耶 晴海トリトン 成城石井 ㈱成城石井 4年6ヶ月 水曜日 11時
34 本田　真紀子 グリナード永山 横浜　昇龍園 ㈱大和グループ 12年0ヶ月 金曜日 18時
35 山口　清張 八重洲地下街 韓式食堂シジャン ㈱グルメ杵屋 14年0ヶ月 火曜日 19時
36 浅井　裕恵 東京ビル　トキア イル　ギオットーネ ㈲笹島 1年10ヶ月 月曜日 12時
37 高橋　梓 エキュート赤羽 ラ・メゾン　アンソレイユターブルパティスリー ㈱ピー・エス・コープ 3年7ヶ月 土曜日 12時
38 井上　章悟 丸の内オアゾ つばめ　キッチン ㈱つばめ 2年5ヶ月 水曜日 18時
39 宮澤　清人 イオンモールむさし村山 茶寮きくすい お茶の井々田㈱ 4年8ヶ月 特になし 特になし
40 飯田　裕有 丸ビル サンス・エ・サヴール ㈱ひらまつ 5年10ヶ月 水曜日 18時
41 黒田　匡亮 デックス東京ビーチ 築地玉寿司 ㈱玉寿司 18年0ヶ月 金曜日 19時
42 澁谷　麻世 六本木ヒルズ森タワー イー・エー・グラン ㈱ピー・エス・コープ 0年4ヶ月 日曜日 15時
43 奥寺　晴美 タカシマヤ　タイムズスクエア いなば和幸 和幸㈱ 9年0ヶ月 月曜日 19時
44 平井　秀明 アクアシティお台場 まこと屋 ㈱マコトフードサービス 0年5ヶ月 金曜日 12時
45 紙谷　麻里 タカシマヤ　タイムズスクエア 新宿　ローズ邸 ㈱アール・ティー・コーポレーション 7年8ヶ月 月曜日 13時
46 日高　麻里 アーバンドック ららぽーと豊洲 ゴディバ ゴディバ ジャパン㈱ 8年3ヶ月 特になし 特になし
47 立花　健一 小岩ポポ さわみつ青果 ㈱澤光青果 17年6ヶ月 特になし 16時
48 大野　雅代 イオンモールむさし村山 JEUGIAカルチャーセンター ㈱JEUGIA 4年8ヶ月 日曜日 13時
49 小山　智 阿佐ヶ谷ダイヤ街 九州屋 ㈱九州屋 27年0ヶ月 特になし 11時
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