
2015/10/1（木）
於　日本橋三井ホール

3日目（食品・飲食・サービス部門）
競技順番 氏名 SC名 店名 企業名 販売歴 曜日 時間

1 安江　明昌 グラン 華祭 ㈱日本レストランエンタプライズ 16年4ヶ月 月曜日 12時
2 大山　美樹 ビーンズ赤羽 センプレピッツァ ㈱三昌マネジメント 8年2ヶ月 日曜日 11時
3 田中　木綿子 ディラ阿佐ヶ谷 広尾プレーツ ㈱コダマ 3年9ヶ月 金曜日 18時
4 黒田　匡亮 タカシマヤタイムズスクエア 築地玉寿司 ㈱玉寿司 25年4ヶ月 金曜日 19時
5 杉本　樹里 モリタウン アンテンドゥ ㈱アンテンドゥ 5年4ヶ月 金曜日 17時
6 三森　千夏 メルサ自由が丘店 ラ・メゾンアンソレイユターブル ㈱ピーエスコープ 1年0ヶ月 特になし 15時
7 井ノ上　はるか アトレ四谷 ゴディバ ゴディバジャパン㈱ 2年3ヶ月 金曜日 19時
8 菅沼　早苗 アトレ目黒 魚力 ㈱魚力 15年0ヶ月 特になし 17時
9 遠山　妙子 アトレ亀戸 シェ・リュイ ㈱日本ガストロノミー研究所 18年4ヶ月 金曜日 17時

10 山口　清張 銀座ファイブ もりの屋 ㈱グルメ杵屋 16年6ヶ月 特になし 特になし
11 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 ㈱ドトールコーヒー 5年3ヶ月 日曜日 10時
12 本巣　花菜子 タカシマヤタイムズスクエア つばめグリル ㈱つばめ 2年4ヶ月 日曜日 17時
13 堀川　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0ヶ月 金曜日 18時
14 遠藤　里紗 東京駅一番街 東京みやげセンター ㈱オオモリ 3年6ヶ月 土曜日 15時
15 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 3年0ヶ月 特になし 特になし
16 小野　新平 六本木ヒルズ森タワー イー・エー・グラン ㈱ピー・エス・コープ 8年1ヶ月 土曜日 15時
17 嘉山　元貴 専門店街フォーリス さくら市場館 ㈱さくらコマース 7年10ヶ月 特になし 特になし
18 望月　理沙 ビーンズ赤羽 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㈱ 5年0ヶ月 特になし 特になし
19 宮本　優子 晴海トリトン かつ工房和幸 和幸フーズ㈱ 9年0ヶ月 水曜日 11時
20 三浦　梨恵 小岩ポポ ココフラン ㈱麦の穂 6年4ヶ月 金曜日 13時
21 岡村　奈緒美 東急プラザ赤坂 ゴディバ ゴディバジャパン㈱ 3年11ヶ月 金曜日 18時
22 岩佐　貴博 デックス東京ビーチ 台場怪奇学校　 ㈱ハチク 4年4ヶ月 日曜日 17時
23 猿田　美恵子 グラン 沼津魚がし鮨 沓間水産㈱ 17年3ヶ月 月曜日 14時
24 久本　由里 アトレ亀戸 新宿中村屋 ㈱中村屋 7年4ヶ月 水曜日 18時
25 阿部　健太郎 アトレ上野 グリル1930つばめグリル ㈱つばめ 7年3ヶ月 金曜日 18時
26 本田　真紀子 グリナード永山 昇龍園 ㈱大和グループ 10年0ヶ月 特になし 特になし
27 朝倉　翔子 京王府中ショッピングセンター スープストックトーキョー ㈱スマイルズ 3年4ヶ月 特になし 特になし
28 伹野　治貴 アトレヴィ三鷹 シェ・リュイ ㈱日本ガストロノミー研究所 7年3ヶ月 金曜日 15時
29 和田　俊 丸ビル　 ブリーズ　オブ　トウキョウ ㈱ダブリューディーアイ　ジャパン 1年4ヶ月 土曜日 20時
30 齋藤　美貴 丸の内オアゾ 鶴群 ㈱Ｊ．フロントフーズ 9年0ヶ月 水曜日 17時
31 幅　青 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
32 高橋　唯 アリオ北砂 パティスリーアン・ドゥ ㈱アン・ドゥ 5年4ヶ月 土曜日 11時
33 菊地　名帆 丸の内オアゾ 神戸屋レストラン ㈱神戸屋レストラン 11年7ヶ月 金曜日 19時
34 山田　則和 東京ソラマチ 魚力 ㈱魚力 16年5ヶ月 月曜日 17時
35 永井　早紀 羽田空港国際線ターミナル リフレッシュサロン　ラフィネ ㈱ボディワーク 3年0ヶ月 特になし 特になし
36 小山　智 阿佐ヶ谷ダイヤ街 九州屋 ㈱九州屋 28年6ヶ月 土曜日 12時
37 鈴木　英之 ビーンズ亀有 澤光青果 ㈱澤光青果 15年5ヶ月 月曜日 18時
38 小森　茂幸 飯田橋サクラテラス 博多もつ鍋やまや ㈱やまや食工房 8年0ヶ月 金曜日 18時
39 磯部　晃伸 コレド室町 ビキニ　ピカール ㈱フォーシーズ 2年3ヶ月 月曜日 19時
40 鈴木　將大 丸の内ブリックスクエア 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㈱ 9年11ヶ月 金曜日 18時
41 渡辺　麻美 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 1年1ヶ月 水曜日 18時
42 永島　洋平 アトレ恵比寿 成城石井 ㈱成城石井 3年4ヶ月 金曜日 17時
43 落合　理沙 ビーンズ亀有 日本橋屋長兵衛 ㈱日本橋屋長兵衛 4年10ヶ月 金曜日 19時
44 高橋　知佐 東京ソラマチ うまやの楽屋 ＪＲ九州フードサービス㈱ 10年3ヶ月 金曜日 12時
45 牧野　茜 アトレヴィ大塚 リラクゼ ㈱ジェイアール東日本スポーツ 1年11ヶ月 金曜日 19時
46 米村　季里子 アトレ四谷 スープストックトーキョー ㈱スマイルズ 0年3ヶ月 金曜日 19時
47 小林　英恵 デックス東京ビーチ 東京ジョイポリス ㈱セガ・ライブクリエイション 3年2ヶ月 特になし 特になし
48 伊藤　梨奈 サンシャインシティ　アルパ 成城石井 ㈱成城石井 2年4ヶ月 月曜日 17時
49 飯田　裕有 丸ビル　 サンス・エ・サヴール ㈱ひらまつ 7年4ヶ月 水曜日 18時
50 加藤　秀美 渋谷マークシティ アトリエはるか ㈱アトリエはるか 3年7ヶ月 日曜日 特になし
51 有海　早貴 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 ㈱ピー・エス・コープ 7年3ヶ月 土曜日 15時
52 周   里奈 阿佐ヶ谷ダイヤ街 とんかつ和幸 ㈱東邦事業 1年6ヶ月 特になし 15時
53 久保　宏美 グリナード永山 サンジェルマン ㈱サンジェルマン 2年1ヶ月 金曜日 17時
54 見澤　夢香 二子玉川ライズ・ショッピングセンター １００本のスプーン ㈱スマイルズ 9年0ヶ月 特になし 18時
55 工藤　典子 調布パルコ 北野エース ㈱エース 10年0ヶ月 日曜日 14時
56 宮澤　清人 イオンモールむさし村山 茶寮キクスイ お茶の井ヶ田㈱ 6年0ヶ月 金曜日 10時
57 足立　好生 セレオ八王子 イトウエン　ティーガーデン ㈱伊藤園 7年0ヶ月 金曜日 11時
58 岡本　美奈 グランベリーモール ルピシア ㈱ルピシア 6年6ヶ月 特になし 特になし
59 安井　さくら テルミナ 中華そば　青葉 ㈱サンドワン 4年4ヶ月 特になし 14時
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