
報道関係各位
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です。
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ニュースリリース

第21回SC接客ロールプレイングコンテスト関東・甲信越大会開催結果

『ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会』に出場する
代表者５名が決定！

一般社団法人日本ショッピングセンター協会では、ショッピングセンター(SC)業界の一層の発展を願い、SC内店

舗で働くテナント従業員の方々の資質向上を図り、お客様にいつまでも支持され、愛されるSCづくりを目指して、

1995年度から毎年、『SC接客ロールプレイングコンテスト』を開催しております。

去る9月7日(月)～11日(金)、当協会の関東・甲信越支部主催「第21回SC接客ロールプレイングコンテスト関東・

甲信越大会」(対象都道府県：茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、長野)を、289名（136ＳＣ）の

競技者（昨年269名）を集めて開催し、審査の結果、来年1月22日(金)にパシフィコ横浜で開催する、『ＳＣ接客ロー

ルプレイングコンテスト全国大会』に出場される代表者５名が決定しましたのでお知らせいたします。なお、入賞者

一覧につきましては別紙をご覧ください。

◆優勝者（支部代表として全国大会へ出場・敬称略）

＊SC＝ショッピングセンター

一般社団法人日本ショッピングセンター協会

関東・甲信越支部長 野﨑 哲夫（株式会社鉄道会館 取締役相談役）

詳細は、 ロープレコンテスト 検索

■本件に関するお問い合わせ先

接客ロープレ･プロジェクト：浜・善方（ぜんぽう）・與田（よでん）・元木

☎03-3536-8121 まで

部門 氏 名 ＳＣ名 店名

ﾌｧｯｼｮﾝ･
物販部門(9/7)

下田 勇也 テラスモール湘南 テチチ

ﾌｧｯｼｮﾝ･
物販部門(9/8)

内海 香里
三井ショッピングパーク

ららぽーとトウキョウベイ
ボワソンショコラ

ﾌｧｯｼｮﾝ･
物販部門(9/9)

木場 真理子 マークイズみなとみらい
ビューティアンドユースユナイテッド
アローズ

ﾌｧｯｼｮﾝ･
物販部門(9/10)

吉田 美樹 三井ショッピングパーク ららぽーと横浜 エコー

食品･飲食･
ｻｰﾋﾞｽ部門(9/11)

春山 沙織 アトレ新浦安 海賊の台所
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部門 賞 氏 名 ＳＣ名 店名

9月7日 優　勝 下田　勇也 テラスモール湘南 テチチ

準優勝 小峰　啓佑 イオンモール羽生 レイジブルー

第3位 中島　智美 ランドマークプラザ サムソナイト

新人奨励賞 吉岡　正貴 リバーサイド千秋 ジンズ

支部長賞 高野　瞳 ノースポート・モール アルテミスバイダイアナ

松本　千夏 イオンモール高崎 イーアールジー

山田　多恵子 ミドリ長野 ローリーズファーム

坂木　隆幸 三井ショッピングパーク　ららぽーと柏の葉 ザショップティーケー

田中　ほづ美 軽井沢・プリンスショッピングプラザ コロンビアスポーツウェア

斉藤　有未 三井ショッピングパークららぽーと横浜 ディズニーストア

後藤　佐和子 柏高島屋ステーションモール マイケルコース

千代田　理沙 アトレマルヒロ サマンサタバサプチチョイス

吉川　亜美 横浜駅東口地下街ポルタ ニールズヤードレメディーズ

9月8日 優　勝 内海　香里
三井ショッピングパーク
　ららぽーとトウキョウベイ

ボワソンショコラ

準優勝 古川　はるか イオンモール水戸内原 ローリーズファーム

第3位 坂巻　美佳 ラゾーナ川崎プラザ
サマンサタバサプチ
チョイスアンドアニバーサリー

新人奨励賞 今野　亮太 モラージュ菖蒲 グローバルワーク

支部長賞 田中　江里香 アリオ川口 3カン4オン

木場　春花 ラスカ平塚 ジューシィジュエル

上條　誠 ランドマークプラザ イワキ　メガネ

井上　卓也 モザイクモール港北
ユナイテッドアローズ
グリーンレーベルリラクシング

鴻池　由佳 三井アウトレットパーク 木更津 イング

上松　明日香 コクーンシティ アモスタイル

石井　佑太 スマーク伊勢崎 コムサイズム

髙橋　佳弥乃 ランドマークプラザ キタムラ

萩原　日記 ボーノ相模大野ショッピングセンター アーニス

9月9日 優　勝 木場　真理子 マークイズみなとみらい ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

準優勝 伊丹　紗弥香 ココロ長岡 ティーファクトリー

第3位 永田　知 三井アウトレットパーク幕張 ゾフアウトレット

新人奨励賞 髙信　匡史 テラスモール湘南 ジャーナルスタンダードレリューム

支部長賞 大金　文子 三井アウトレットパーク入間 ナイキ ファクトリー ストア

山永　敬太 ラブラ万代　ラブラ2 ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング

西岡　純一 アトレ川崎 ハレ

田中　絵実 武蔵小杉東急スクエア スキンフード

石塚　愛子 BIGHOPガーデンモール印西 ゾフ

中村　あゆみ アトレマルヒロ ロペピクニック

伊達　崇 三井ショッピングパーク　ららぽーとトウキョウベイ ユナイテッドアローズ　グリーンレーベルリラクシング

今野　美帆 アトレ松戸 ファビュラス　アンジェラ

前田　俊介 ニッケコルトンプラザ ゾフ
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以上

9月10日 優　勝 吉田　美樹 三井ショッピングパーク　ららぽーと横浜 エコー

準優勝 丹羽　葵 三井ショッピングパーク　ららテラス 武蔵小杉 ネクストブルー

第3位 続　薫 三井ショッピングパーク　ララガーデンつくば モーハウス

新人奨励賞 坂本　悠揮 横浜モアーズ エーユーショップ

支部長賞 鈴木　智子 三井アウトレットパーク幕張 ユナイテッドアローズアウトレット

瀧川　向 三井ショッピングパークららぽーと横浜 リーガルシューズ

白土　尚 モラージュ菖蒲 フラッシュリポート

荒井　賢太 イクスピアリ クラチカ（吉田カバン）

高橋　信子 三ツ境相鉄ライフ ショップ　ダダ

久恒　真理子 マークイズみなとみらい チャオパニックティピー

溝口　侑 ラゾーナ川崎プラザ ザショップティーケーミックスパイス

前田　知則 三井アウトレットパーク 入間 ユナイテッドアローズ アウトレット

橋本　麻衣子 オーロラモールジュンヌ ゾフ

9月11日 優　勝 春山　沙織 アトレ新浦安 海賊の台所

準優勝 菅原　恵 新百合ヶ丘エルミロード ゴディバ

第3位 渡辺　淳子 小田急本厚木ミロード 成城石井

新人奨励賞 田脇　直人 ラザウォーク甲斐双葉 パティスリーザ・エレン

支部長賞 岡田　直也 宇都宮駅ビルパセオ 成城石井

猿谷　美樹 流山おおたかの森ショッピングセンター ナムコ

長谷川　祐子 流山おおたかの森ショッピングセンター リラク

深澤　美咲 港南台バーズ スターバックスコーヒー

野島　秀幸 アトレ川崎 魚力

木村　麻美 ピオニウォーク東松山 サーティワンアイスクリーム

小貫　央恵 ラスカ平塚 新橋玉木屋

赤塚　聡子 ラゾーナ川崎プラザ ゴディバ

小松　愛夏 アトレ新浦安 とんかつ和幸
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