
4日目（食品・飲食・サービス部門）

競技順 氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間
1 横川 有紀 渋谷ヒカリエ ライスピープル　ナイスピープル 8年3ヶ月 特になし 12時
2 須郷 かつ枝 マロニエゲート銀座１ ひつまぶし名古屋備長 7年6ヶ月 月曜日 12時
3 是友 麻希 国際ビル にっぽんのひとさら 1年2ヶ月 金曜日 18時
4 池田 英司 ビーンズ亀有 澤光青果 14年9ヶ月 金曜日 18時
5 横山 恵美 池袋ショッピングパーク 元町ポンパドウル 2年0ヶ月 特になし 16時
6 鈴木 英之 グランデュオ蒲田 澤光青果 19年6ヶ月 月曜日 16時
7 平間 康太 グラン アールエフワン　イトハン 3年4ヶ月 日曜日 20時
8 新関 えりか 新丸ビル リトルジュースバー 1年4ヶ月 火曜日 12時
9 伊藤 誠悟 アトレ恵比寿 ル バー ラ ヴァン サンカン ドゥ アザブトーキョー 14年0ヶ月 水曜日 19時

10 諏訪 静香 光が丘イマ専門店街 ルピシア 9年3ヶ月 水曜日 15時
11 松崎 咲良 アトレ吉祥寺 とらや 2年5ヶ月 特になし 特になし
12 増田 実紗 キラリナ京王吉祥寺 ラ・メゾン アンソレイユターブル 2年7ヶ月 水曜日 15時
13 小林 未咲 有楽町イトシア 珈琲茶館　集 0年6ヶ月 水曜日 14時
14 千葉 菜摘 デックス東京ビーチ アンカーズ 0年3ヶ月 金曜日 19時
15 市川 充 東京ドームシティ ラクーア 東京純豆腐 10年0ヶ月 月曜日 17時
16 清水 亜紀 アリオ北砂 ブッフェレストラン　フルーラ 7年4ヶ月 月曜日 12時
17 吉沢 優太 東京ドームシティ ラクーア 成城石井 1年4ヶ月 金曜日 17時
18 石塚 直樹 サンシャインシティ　アルパ 天空の庭 星のなる木 4年0ヶ月 特になし 特になし
19 福原 明日美 京急ショッピングプラザ　ウィング高輪イースト ラ・メゾン　アンソレイユターブル　パティスリー 0年4ヶ月 水曜日 14時
20 本田 真紀子 グリナード永山 昇龍園 12年0ヶ月 金曜日 18時
21 田中 美帆 メルサ自由が丘店 ラ　メゾン　アンソレイユターブル 水曜日 15時
22 渡邊 祐美子 アトレ品川 フードアンドタイム　イセタン 6年4ヶ月 土曜日 10時
23 中川 裕美子 晴海トリトン カラダファクトリー 2年0ヶ月 特になし 特になし
24 中村 友佳理 アトレ亀戸 ジェクサーフィットネス＆スパ　亀戸 2年0ヶ月 金曜日 19時
25 小野寺 美桜 池袋パルコ 銀座洋食　三笠會舘 6年5ヶ月 月曜日 12時
26 藤田 陽子 光が丘イマ専門店街 ドトールコーヒーショップ 7年0ヶ月 特になし 特になし
27 中井 猛夫 ビーンズ赤羽 角上魚類 9年0ヶ月 金曜日 16時
28 上條 瑞枝 東京ソラマチ フェーヴ 8年0ヶ月 金曜日 17時
29 長谷川 武史 玉川髙島屋ショッピングセンター 点天 17年6ヶ月 水曜日 18時
30 水田 優 アトレ目黒 成城石井 2年7ヶ月 金曜日 18時
31 千葉 有加 シャポー小岩 文明堂東京 9年3ヶ月 特になし 特になし
32 本多 康一 京王八王子ショッピングセンター スターバックスコーヒー 5年9ヶ月 特になし 特になし
33 柴田 玲子 東急プラザ赤坂 フーターズ 12年0ヶ月 金曜日 19時
34 鈴木 絢子 ディラ阿佐ヶ谷 スターバックス コーヒー 3年2ヶ月 特になし 特になし
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35 井上 章悟 アトレ上野 グリル　1930　つばめグリル 5年4ヶ月 土曜日 18時
36 小沢 美咲 ビーンズ赤羽 大阪王将 3年0ヶ月 特になし 特になし
37 藤原 麻未 羽田空港国際線旅客ターミナル ずんだ茶寮 1年6ヶ月 特になし 15時
38 高橋 知佐 東京ソラマチ うまやの楽屋 12年0ヶ月 金曜日 11時
39 森 国男 アトレ品川 ザ　ゼン 16年4ヶ月 金曜日 17時
40 鈴木 綾香 アトレ四谷 スープストックトーキョー 7年0ヶ月 金曜日 19時
41 安達 拓美 ビーンズ亀有 魚力 7年3ヶ月 金曜日 18時
42 松橋 菜奈子 グラン リラクゼ東京 1年6ヶ月 土曜日 14時
43 高橋 慶一 阿佐ヶ谷ダイヤ街 九州屋 6年0ヶ月 金曜日 12時
44 八重野 のぞみ コレド室町 にんべん 1年2ヶ月 火曜日 18時
45 坂田 奈美 三井ショッピングパークららぽーと立川立飛 ゴディバ 12年5ヶ月 特になし 特になし
46 岩本 莉奈 東急プラザ赤坂 タリーズコーヒー 6年0ヶ月 水曜日 特になし
47 小野 達也 丸の内ブリックスクエア エー１６ 10年0ヶ月 日曜日 12時
48 岩谷 宏之 有楽町イトシア ヴィノスやまざき 10年1ヶ月 金曜日 12時
49 乙藤 未来 グランデュオ蒲田 東京純豆腐 7年0ヶ月 月曜日 12時
50 池田 桃花 渋谷マークシティ コールド ストーン クリーマリー　ワッフルズ 2年1ヶ月 金曜日 18時
51 吉川 優子 晴海トリトン フォルクス 5年10ヶ月 特になし 12時
52 石井 裕子 セレオ八王子 成城石井 10年5ヶ月 金曜日 17時
53 大工原 郁奈 小田急エース シュクリムシュクリ 4年6ヶ月 土曜日 14時
54 伊藤 詩穂 アリオ亀有 サーティワンアイスクリーム 8年3ヶ月 土曜日 16時
55 佐々木 晶子 西武新宿ぺぺ パールレディ 4年0ヶ月 特になし 11時
56 木戸 千恵 イオンモール東久留米 信州そば処　そじ坊 11年8ヶ月 金曜日 17時
57 岩永 健吾 オリナス 久世福商店 2年8ヶ月 月曜日 15時
58 青栁 雄一朗 専門店街フォーリス さくら市場館 10年0ヶ月 水曜日 11時
59 小早川 千春 丸の内オアゾ スープ　ストック　トーキョー 4年6ヶ月 特になし 特になし
60 大和 尚之郎 二子玉川ライズショッピングセンター 博多一風堂 12年2ヶ月 月曜日 13時
61 長谷部 重俊 銀座トレシャス バラババオ 10年0ヶ月 土曜日 19時
62 児島 友美 モリタウン 信州そば処　そじ坊 3年0ヶ月 金曜日 11時
63 田口 祐之 錦糸町テルミナ 九州屋 34年4ヶ月 月曜日 17時
64 足立 麻里子 丸の内オアゾ 蔵人厨 ねのひ 5年11ヶ月 土曜日 19時
65 山中 美智子 アトレ吉祥寺 赤坂柿山 9年6ヶ月 特になし 14時
66 松本 知代 アクアシティお台場 北海道ミルクカフェモウモウ 10年2ヶ月 水曜日 14時
67 百瀬 麻衣子 アーバンドック ららぽーと豊洲 クリスピー・クリーム・ドーナツ 13年4ヶ月 特になし 14時
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