
6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 千壽　翠 アトレ川崎 ゴディバ 6年0ヶ月 － 15時
2 村上　優輝 宇都宮駅ビルパセオ やきとり鶏陣 5年6ヶ月 － 15時
3 林　薫 川崎モアーズ 不二家 19年0ヶ月 金曜日 15時
4 望月　祐美 あみプレミアム・アウトレット エノテカドォーロプレミオ 14年5ヶ月 日曜日 13時
5 中馬　夏美 ボックスヒル取手 スターバックスコーヒー 9年11ヶ月 金曜日 19時
6 白井  翔太 シャポー市川  タリーズコーヒー 5年4ヶ月 － －
7 今井　エミ トレッサ横浜 キッショウセレクト 29年3ヶ月 金曜日 15時
8 櫻井　瀬奈 イーサイト高崎 ガトーフェスタハラダ 0年8ヶ月 金曜日 17時
9 播野　洋之 イオンタウン　おゆみ野 キュービーハウス 10年0ヶ月 月曜日 13時
10 山中　真衣 アリオ市原 白ヤギ珈琲店 0年7ヶ月 土曜日 15時
11 猪股  さゆり ボーノ相模大野ショッピングセンター キッショウセレクト 19年4ヶ月 土曜日 15時
12 瀧澤　竜之介 ミドリ松本 からあげセンター 2年1ヶ月 金曜日 18時
13 福地　亜由実 そごう千葉店　ジュンヌ ラ　メゾン　アンソレイユターブル 0年4ヶ月 火曜日 15時
14 大塚　佐和 東名高速道路　海老名サービスエリア（上り線） 箱根ベーカリーセレクト 7年0ヶ月 土曜日 12時
15 吉沢　幸恵 東武新越谷ヴァリエ 草加葵 12年9ヶ月 土曜日 11時
16 吉岡  裕作 港北 トウキュウ ショッピングセンター バケット 4年6ヶ月 金曜日 18時
17 宮元　舞姫 西武飯能ペペ サーティワンアイスクリーム 12年9ヶ月 日曜日 12時
18 深山　清美 ペリエ稲毛 崎陽軒 4年7ヶ月 金曜日 17時
19 窪田　一生 ミウィ橋本 焼肉名菜　福寿 16年3ヶ月 金曜日 13時
20 大霜　拓士 アトレ浦和 神戸屋キッチン　デリアンドカフェ 3年6ヶ月 金曜日 17時
21 高橋　光 バル古河店 御馳走番所　米銀 20年0ヶ月 月曜日 12時
22 間篠  亮介 ビーンズ中山 ケンタッキーフライドチキン 7年0ヶ月 － －
23 白石　まり子 ランドマークプラザ 横浜トリックアートクルーズ 6年10ヶ月 水曜日 16時
24 沼田　賢壮 シァル桜木町 アンデルセン 22年3ヶ月 日曜日 12時
25 松村　明彦 イオンモール浦和美園 びっくりドンキー　ポケットキッチン 18年3ヶ月 火曜日 15時
26 佐久間  加代子 ラスカ茅ヶ崎 モロゾフ 13年3ヶ月 土曜日 11時
27 有海　早貴 テラスモール湘南 ラ　メゾン　アンソレイユターブル　パティスリー 3年4ヶ月 土曜日 14時
28 大塚　香菜 ペリエ海浜幕張 デリフランス 8年3ヶ月 金曜日 18時
29 半貫　光司 西武飯能ペペ スターバックスコーヒー 14年3ヶ月 金曜日 17時
30 園田  裕行 ビーンズ武蔵中原 九州屋 6年4ヶ月 月曜日 14時
31 中村　雅子 ラスカ平塚 モロゾフ 16年7ヶ月 土曜日 11時
32 古関　優衣 グランエミオ所沢 フランセ 2年3ヶ月 土曜日 11時
33 大根　愛美 港南台バーズ 上島珈琲店 5年3ヶ月 － －
34 萩原　良太 ペリエ西船橋 西船珈琲研究所 10年3ヶ月 月曜日 15時
35 小林　伸匡 三井ショッピングパーク  ラゾーナ川崎プラザ ナムコ 9年2ヶ月 水曜日 12時
36 守屋　裕紀 イーサイト高崎 ラクシア 2年2ヶ月 水曜日 13時
37 佐藤　蒼依 宇都宮駅ビルパセオ ダッシングディバ 1年3ヶ月 － －
38 水谷　佐和佳 三井ショッピングパーク　ララガーデン春日部 スターバックスコーヒー 2年6ヶ月 － 14時
39 河合  真由美 ビーンズ西川口 さわみつ青果 11年2ヶ月 金曜日 18時
40 小川　千春 イオンモール川口前川 ラフィネ 8年0ヶ月 － －
41 白土  美香 ビーンズ新杉田 崎陽軒 6年3ヶ月 金曜日 19時
42 宮本　瑠奈 シァル鶴見 フランセ 2年4ヶ月 － －
43 小野寺　真由 アトレ浦和 ブーランジェリー　ブルディガラ 12年3ヶ月 金曜日 17時
44 上原　夕佳里 イーアスつくば ルピシア 2年0ヶ月 金曜日 17時
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