
5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 髙松  紀代子 ビーンズ戸田公園 とんかつ和幸 1年5ヶ月 － －
2 大塚  麻由 横浜モアーズ スターバックスコーヒー 11年9ヶ月 金曜日 18時
3 佐久間　 順子 シァル桜木町 とんかつ新宿さぼてん 16年0ヶ月 － －
4 田口　貴子 バル小山店 ラフィネ 5年7ヶ月 － －
5 橘  秀平 ビーンズ武蔵浦和 イタリアンダイニング ドナ 9年3ヶ月 金曜日 18時
6 太田　みなみ ランドマークプラザ ゴディバ 1年1ヶ月 金曜日 13時
7 近藤  正章 ラ チッタデッラ 鍋ぞう 10年1ヶ月 金曜日 18時
8 島村　拓未 アリオ上尾 タリーズコーヒー 5年3ヶ月 月曜日 18時
9 佐藤　麗 けやきウォーク前橋 ナムコ 7年0ヶ月 － －
10 德植  マミ ビーンズ武蔵中原 ニュー　クイック 10年0ヶ月 金曜日 17時
11 森田　哲司 ラスカ平塚 ドンク　ミニワン 35年4ヶ月 土曜日 12時
12 川畑  莉奈 ラ チッタデッラ ハナビ 6年6ヶ月 金曜日 19時
13 小西　真琴 ビナウォーク 海老名食堂 25年0ヶ月 水曜日 19時
14 松澤　容子 イオンモール羽生 セイハ英語学院 10年0ヶ月 火曜日 11時
15 石井　美沙 三井ショッピングパーク　ららぽーと柏の葉 タリーズコーヒー 3年6ヶ月 月曜日 10時
16 高沢　陽介 高崎モントレー 成城石井 2年3ヶ月 金曜日 18時
17 小野　基広 横浜ワールドポーターズ ナムコ 9年0ヶ月 土曜日 14時
18 五島　祐典 アトレ 新浦安店 さわみつ 13年9ヶ月 水曜日 16時
19 豊福　実奈子 三井ショッピングパーク　ららぽーと新三郷 ルピシア 4年0ヶ月 水曜日 14時
20 関口　晴美 バル小山店 宇都宮餃子　宇味家　 6年4ヶ月 金曜日 18時
21 古徳　翼 三井ショッピングパーク　ララガーデンつくば ピュアハートキッズランド 1年3ヶ月 金曜日 14時
22 三浦  美香 武蔵小杉東急スクエア ヴィノスやまざき 7年10ヶ月 金曜日 19時
23 江口  美和子 ピオニウォーク東松山 サーティワンアイスクリーム 8年4ヶ月 金曜日 13時
24 五十嵐　涼太 ペリエ西千葉 九州屋 2年9ヶ月 金曜日 17時
25 田中　快枝 ミドリ長野 根元　八幡屋礒五郎 0年9ヶ月 － －
26 松野  寛子 ピオニウォーク東松山 軽井沢ファーマーズギフト 7年3ヶ月 金曜日 15時
27 前川　寛史 キュービックプラザ新横浜 一風堂 11年0ヶ月 金曜日 20時
28 小野　苑美 バル古河店 ロッテリア 5年9ヶ月 火曜日 12時
29 鈴木  妙子 ビーンズ新杉田 文明堂壹番館 9年0ヶ月 土曜日 11時
30 佐藤　寛子 ペリエ海浜幕張 ユーハイム 5年0ヶ月 金曜日 12時
31 永野  美都樹 小田急新百合ヶ丘エルミロード アール　エフ　ワン 2年2ヶ月 土曜日 17時
32 吉田　優香 ダイナシティ あそびパークプラス 2年4ヶ月 月曜日 11時
33 佐藤　雅彩 柏髙島屋ステーションモール パスタ アンド ケーキ ダッキーダック 3年4ヶ月 日曜日 12時
34 浦尾　文平 東武草加ヴァリエ 大川水産 7年9ヶ月 － －
35 中澤　真由美 アズ熊谷 梅林堂 20年0ヶ月 月曜日 10時
36 望月　瑠璃子 ビナウォーク 猫カフェ　コックンの別荘 9年6ヶ月 月曜日 11時
37 金井  三智子 ベニバナウォーク桶川 リーソ　リーソ 3年8ヶ月 水曜日 14時
38 小舘　哲也 三井アウトレットパーク 木更津 宮武讃岐うどん 16年10ヶ月 水曜日 15時
39 倉石　静香 アリオ蘇我 タイトーステーション 1年0ヶ月 日曜日 13時
40 中村  尚道 シャポー船橋  小麦市場ピーターパン 10年3ヶ月 金曜日 19時
41 山岸　かな子 アリオ鷲宮 いきなりステーキ 8年0ヶ月 月曜日 14時
42 高橋　裕子 新横浜プリンスペペ スタジオアリス 10年9ヶ月 月曜日 13時
43 福島　未久 小田急本厚木ミロード 山のホテル　ボン　ロザージュ 14年4ヶ月 土曜日 12時
44 砂押　理理子 水戸エクセル サザコーヒー 1年1ヶ月 金曜日 18時
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