
2017/10/5（木）
4日目（食品・飲食・サービス部門） 於　ホテル京阪京橋

競技順 氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間
1 矢納 大貴 なんばウォーク 喫茶館英國屋 4年6ヶ月 日曜日 16時
2 橋本 亜莉沙 和歌山ミオ カルディコーヒーファーム 0年7ヶ月 水曜日 14時
3 滝北 健一 ヌー茶屋町プラス 割烹そば神田 15年0ヶ月 金曜日 12時
4 籠谷 明日香 イオンモール神戸北 ラナイカフェ 1年6ヶ月 水曜日 12時
5 八木橋 祥子 アステ川西 成城石井 3年4ヶ月 金曜日 18時
6 増田 来三恵 もりのみやキューズモールベース セイシュウアン 1年6ヶ月 日曜日 12時
7 保田 順子 モモテラス キタノエース 15年0ヶ月 特になし 11時
8 紀太 夕美子 吹田グリーンプレイス タリーズコーヒー ウィズユー 1年0ヶ月 特になし 特になし
9 片岡 佳代 天王寺ミオ 甘党まえだ 9年5ヶ月 特になし 特になし

10 金谷 信伍 ホワイティうめだ 英國屋倶楽部 8年0ヶ月 特になし 15時
11 豊島 勉 グランフロント大阪ショップ＆レストラン 世界のビール博物館 18年0ヶ月 水曜日 19時
12 武城 奈々 イオンモール伊丹 信州　そば野 8年0ヶ月 火曜日 15時
13 大谷 愛子 イオンモール橿原 ラフィネ 5年0ヶ月 木曜日 14時
14 中西 健 コムズガーデン 英國屋 11年2ヶ月 土曜日 12時
15 田原 永美子 ハービスプラザ ブーランジェリー　ブルディガラ 3年4ヶ月 土曜日 17時
16 永田 晶子 プリコ神戸 モロゾフ 21年0ヶ月 金曜日 13時
17 濱田 茉美 ピオレ姫路 ココノハ 1年5ヶ月 月曜日 12時
18 田中 三友紀 イオンモール和歌山 ルピシア 8年1ヶ月 金曜日 18時
19 咲本 直輝 アスティ京都 京老舗の味　舞妓 6年0ヶ月 月曜日 17時
20 小林 裕子 テラッソ姫路 アースシネマズ姫路 2年6ヶ月 特になし 特になし
21 清水 藍奈 プリコ垂水 モロゾフ 13年9ヶ月 特になし 10時
22 桑原 陽治 みのおキューズモール ナムコランド 7年5ヶ月 月曜日 13時
23 村田 雄亮 アピタ福井店 ナムコランド 12年4ヶ月 日曜日 14時
24 福井 あゆみ イオンモール鶴見緑地 信州そば処　そじ坊 5年0ヶ月 特になし 特になし
25 藤本 尚美 大阪ステーションシティ　サウスゲートビルディング  チコ・アンド・チャーリー 13年0ヶ月 水曜日 19時
26 穐本 美香子 龍野西サービスエリア 播州・瀬戸内ごはん　かごの屋食堂 1年5ヶ月 日曜日 12時
27 峯村 雅典 りんくうプレジャータウンシークル 岩塩温泉　りんくうの湯 10年5ヶ月 月曜日 11時
28 香村 彩耶 大阪ステーションシティ　サウスゲートビルディング  カフェ　英國屋 9年8ヶ月 特になし 15時
29 坂野 治代 ウイステ しゃぶ扇 5年3ヶ月 水曜日 12時
30 清水 達矢 プリズム福井 カフェコロラド 0年3ヶ月 土曜日 12時
31 朝倉 秀人 プリコ神戸 成城石井 6年5ヶ月 金曜日 14時
32 山下 夏乃 ハービスプラザ ワインショップ　エノテカ 1年4ヶ月 金曜日 19時
33 小倉 健 アスティ京都 京ぽんと伏水菓蔵 3年4ヶ月 水曜日 17時
34 米田 真由美 大津サービスエリア グリル　逢味 14年5ヶ月 日曜日 12時
35 佐々木 恭介 ベルファ都島ショッピングセンター サイゼリヤ 3年2ヶ月 火曜日 19時
36 高橋 奈津子 フォレオ大津一里山 バーン　ハナ 6年0ヶ月 特になし 特になし
37 北口 佳恵子 ミュー阪急桂 ヴィドフランス 30年3ヶ月 水曜日 16時
38 井上 利浩 ホワイティうめだ 赤垣屋 7年4ヶ月 特になし 17時
39 都解 彩圭 ハービスプラザ　エント ロウリーズ　ザ　プライム　リブ 3年8ヶ月 月曜日 19時
40 北條 香織 なんばパークス ラフィネ 1年1ヶ月 特になし 特になし
41 森 章一 プリズム福井 越前田村屋 3年0ヶ月 金曜日 17時
42 多田 吉宏 さんちか サンマルコ 24年4ヶ月 月曜日 12時
43 益田 純次 デュオこうべ 和牛の郷 18年0ヶ月 金曜日 16時
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