
競技順 氏名 SC名 店名 企業名 販売歴 曜日 時間

1 池田　光 さんちか カフェモロゾフ モロゾフ㈱ 5年5ヶ月 土曜日 15時

2 近藤　真里菜 なんばパークス ラフィネ ㈱ボディワーク 7年10ヶ月

3 植西　裕介 アスティ京都 カフェ コト ジェイアール東海関西開発㈱ 3年6ヶ月 金曜日 17時

4 播磨　徹 アスティ京都 鶴屋吉信イロドリ ㈱鶴屋吉信 14年5ヶ月 日曜日 10時

5 三枝　かおり 香芝サービスエリア 中華百楽 ㈱近鉄リテーリング 5年0ヶ月 土曜日 12時

6 吉田　奈生 阪急西宮ガーデンズ グランラフィネ ㈱ボディワーク 3年3ヶ月 土曜日 15時

7 石川　真 ルクア イーレ ヒトツブ カンロ カンロ㈱ 3年0ヶ月 日曜日 15時

8 国生　みつみ りんくうプレミアム・アウトレット サンクゼール ㈱サンクゼール 18年0ヶ月

9 國光　花菜 イオンモール姫路リバーシティー フォレット キッチン ㈲アートオブウォー 5年0ヶ月 月曜日 13時

10 長山　瞳 ヌーチャヤマチ バッカ ㈱キミユグローバル 8年0ヶ月 水曜日 11時

11 勝田　雅子 ロサヴィア 家族亭 ㈱家族亭 36年0ヶ月 金曜日 17時

12 髙木　香世 京橋コムズガーデン がんこ がんこフードサービス㈱ 9年0ヶ月 水曜日 12時

13 吉田　紗綺 アピタ敦賀店 ナムコ ㈱ナムコ 2年4ヶ月 日曜日 14時

14 髙栁　一茂 ウイステ てもみん ㈱グローバルスポーツ医学研究所 2年11ヶ月 日曜日 15時

15 大澤　美也子 天王寺ミオ スターバックス スターバックスコーヒージャパン㈱ 17年0ヶ月

16 今津　薫 ユニバーサル・シティウォーク大阪 しのぶ庵 ㈲エムアンドエムフーズ 9年0ヶ月 水曜日 17時

17 高橋　美有紀 大阪ステーションシティ　サウスゲートビルディング ベーカリーレストランサンマルク ㈱サンマルク 2年8ヶ月 土曜日 19時

18 寺尾　友里 プリズム福井 メープルハウス ㈱ニューベーシックフーズ 3年6ヶ月 火曜日 5時

19 脇田　俊紘 ユニバーサル・シティウォーク大阪 東京純豆腐 ブラスアンドカンパニー㈱ 2年4ヶ月 土曜日 19時

20 山田　由美子 西宮名塩サービスエリア 神姫フードサービス 神姫フードサービス㈱ 7年0ヶ月 土曜日 12時

21 角島　秋美 神戸ハーバーランド ウミエ ゴディバ ゴディバ・ジャパン㈱ 2年5ヶ月 特になし 15時

22 野原　花菜 ミュー阪急桂 ヴィドフランス ㈱ヴィドフランス 0年5ヶ月 木曜日 14時

23 青木　拓磨 プリコ神戸 成城石井 ㈱成城石井 3年4ヶ月 土曜日 14時

24 江藤　はるは ベルファ都島ショッピングセンター ニコパ 東海ランド㈱ 1年3ヶ月 特になし 特になし

25 谷掛　保子 イオンモール鶴見緑地 カプリチョーザ ㈱エクステンド 11年7ヶ月 金曜日 18時

26 木下　春菜 大阪ステーションシティ　サウスゲートビルディング サンマルコ ㈱デリカ松崎 4年0ヶ月 月曜日 15時

27 三原　大史 アステ川西 成城石井 ㈱成城石井 5年4ヶ月 金曜日 18時

28 根木　瞳 グランフロント大阪ショップアンドレストラン キルフェボン ラッシュ㈱ 12年0ヶ月 土曜日 12時

29 大上　智津子 なんばウォーク 江戸川 ㈱近鉄リテーリング 4年0ヶ月 月曜日 13時

30 阪口　歩美 イオンモール和歌山 ルピシア イオンモール㈱ 2年0ヶ月 特になし 特になし

31 大谷　弥生 プリズム福井 はや川 ㈲はや川 29年4ヶ月 火曜日 4時

32 梅村　麻織 ウイステ サンエバーコーヒーハウス ㈱ホリーズ 8年0ヶ月 金曜日 15時

33 都解　彩圭 ハービスプラザエント ロウリーズ プライム リブ大阪 ㈱ワンダーテーブル 1年10ヶ月 月曜日 19時

34 田仲　由典 イオンモール鶴見緑地 ナムコ ㈱ナムコ 11年7ヶ月 月曜日 11時

35 坂上　小春 りんくうプレジャータウンシークル コリアンダイニングカフェ李朝園 映フードサービス㈱ 5年4ヶ月 月曜日 14時

36 浅田　智之 三井アウトレットパーク大阪鶴見 フェット ル マルシェ ㈱日食 3年9ヶ月

37 松尾　興起 阪急三番街 ブルージン ㈱阪急阪神ホテルズ 21年8ヶ月 月曜日 10時

38 鍋島　隆 モモテラス 大潮 大商水産㈱ 19年0ヶ月 月曜日 10時

39 新出　哲大 ハービスプラザ 西梅田 禅園 ㈲祥瑞 0年6ヶ月 月曜日 18時

40 山本　里枝 ヌーチャヤマチプラス カルディコーヒーファーム ㈱キャメル珈琲 4年4ヶ月 金曜日 18時

41 岩田　佳穗 ザ・キューブ京都駅ビル専門店街 福寿園 ㈱福寿園 10年4ヶ月 金曜日 16時

42 若狭　みか デュオこうべ サンマルクカフェ ㈱サンマルクカフェ 10年3ヶ月 金曜日 12時

43 舛谷　藍里 エビスタ西宮 スターバックスコーヒー　 スターバックスコーヒージャパン㈱ 10年7ヶ月 水曜日 19時

44 大橋　文音 プリコ神戸 がんこ がんこフードサービス㈱ 4年6ヶ月 水曜日 20時

45 山田　優香 京橋コムズガーデン ミスタードーナツ ㈱三洋エンタープライズ 2年9ヶ月 木曜日 8時
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