
 

 

 

 

 

第２８回SC接客ロールプレイングコンテスト 

関東･甲信越大会 

 

 

 

【大会資料】 
 

 

 

 

 

期日：食品･飲食･サービス部門：2022年9月1日(木)･2日(金) 

    ファッション･物販部門：   同  9月5日(月)～8日(木) 

     

会場：IMAホール(光が丘IMA) 
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関東･甲信越大会～1日目(9月1日(木))～ 

 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

秋山  浄司 (一社)日本ショッピングセンター協会 

 関東･甲信越支部 支部長 

 ㈱東急モールズデベロップメント 相談役 

(審 査 員) 

酒井 華奈子 メビレーション㈱ コンサルタント部 コンサルタント 

振屋 晶子 ㈱フィールデザイン 代表取締役 

小林 英文 東京商工会議所 中小企業相談センター業務推進担当 参事 

和田 光誉 ㈱ＳＪ流通戦略研究所 代表  
(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ 食品・飲食・サービス部門  競技開始 

 

11:10～11:40 競技№  １～  ５ 

11:40～12:10 競技№  ６～１０ 

12:10～12:40 競技№１１～１５ 

 

１２：４０～１３：２０(休憩…約40分間) 

 

13:20～13:50 競技№１６～２０ 

13:50～14:20 競技№２１～２５ 

14:20～14:50 競技№２６～３０ 

14:50～14:55 競技№３１ 

 

 

１４：５５ 競技終了 

 

１４：５５～１５：２５ 審査検討(約30分間) 

１５：２５～１５：５５ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１５：５５ コンテスト終了 
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1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 加藤　千秋 アトレ川崎 椿屋茶房 3年5ヶ月 月曜日 13時
2 丸本　哲 イーアスつくば ナムコ 11年3ヶ月 水曜日 13時
3 宮尾　美紗 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド ロゴスショップアンドカフェ 21年0ヶ月 日曜日 15時
4 宮澤　美絵子 ビーンズ戸田公園 スターバックスコーヒー 5年2ヶ月 水曜日 14時
5 石井　美沙 ららぽーと柏の葉 タリーズコーヒー 8年0ヶ月 - -
6 葛西　陽菜 ランドマークプラザ ＴＷＧ Ｔｅａ 1年6ヶ月 土曜日 11時
7 三浦　勇一 東武新越谷ヴァリエ ニュー・クイック 16年0ヶ月 金曜日 17時
8 鍛　章子 ミドリ松本 モスバーガー 24年5ヶ月 - -
9 西元　綾香 アトレマルヒロ ゴディバ 6年4ヶ月 - -
10 渕上　晴菜 ラゾーナ川崎プラザ こととや 17年3ヶ月 - -
11 平澤　未央 シァル横浜 つばめグリル デリ 12年3ヶ月 水曜日 18時
12 栁下　梢 ビーンズ武蔵中原 はなまるダイニングセレクト 2年8ヶ月 金曜日 16時
13 池田　直樹 高崎モントレー 成城石井 2年4ヶ月 金曜日 18時
14 西山　珠恵 小田急新百合ヶ丘エルミロード ラ・メゾンアンソレイユターブルパティスリー 1年3ヶ月 金曜日 18時
15 千葉　珠里 シァル桜木町 二代目ぐるめ亭 3年7ヶ月 金曜日 19時
16 八木橋　千里 エキュート大宮 赤坂柿山 12年3ヶ月 土曜日 10時
17 白石　順子 シャポー船橋 牛タン　とろろ　麦めし　ねぎし 1年0ヶ月 金曜日 14時
18 丸山　要 三井ショッピングパークららぽーと横浜 ラメゾン　アンソレイユターブル 8年2ヶ月 - 16時
19 峰松　さゆり トレッサ横浜 キッショーセレクト 20年0ヶ月 火曜日 14時
20 後藤　りな 柏髙島屋ステーションモール パスタ＆ケーキ　ダッキーダック 1年8ヶ月 日曜日 12時
21 薩川　里奈 小田急本厚木ミロード タリーズコーヒー 3年8ヶ月 金曜日 18時
22 敞田　康平 三井アウトレットパーク幕張 ワインショップ・エノテカ 4年11ヶ月 水曜日 18時
23 有川　沙恵 アリオ橋本 カルディーコーヒーファーム 1年0ヶ月 金曜日 13時
24 山下　慈生 ペリエ西船橋 整体×骨盤　カラダファクトリー 12年5ヶ月 月曜日 18時
25 浜中　智美 新横浜プリンスぺぺ タリーズコーヒー 5年0ヶ月 金曜日 14時
26 小野　澄香 港南台バーズ 上島珈琲店 1年6ヶ月 - 17時
27 北神　愛子 流山おおたかの森S・C ボーネルンドあそびのせかい 7年3ヶ月 火曜日 10時
28 佐藤　寛之 ニッケコルトンプラザ 房の駅 6年2ヶ月 金曜日 17時
29 傳田　里香 軽井沢・プリンスショッピングプラザ 門前洋食　藤屋 9年5ヶ月 金曜日 12時
30 原　怜良 横須賀モアーズシティ アンジェリカミッシェル 1年3ヶ月 金曜日 13時
31 津留見　麻衣子 小田急新百合ヶ丘エルミロード 文明堂 16年0ヶ月 金曜日 16時

競技設定
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関東･甲信越大会～2日目(9月2日(金))～ 

 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

西本 宏永 (一社)日本ショッピングセンター協会 

 関東･甲信越支部 運営委員 

 三井不動産㈱ 三井ボランティアネットワーク事業団 事務局長 

(審査員)  

幡地 嘉代 ㈱エデュカーレ  代表取締役 人材教育コンサルタント 

大野 博美 ㈱デライト・マインド  代表取締役社長 

岩井 伸樹 東京商工会議所 中小企業相談センター 業務推進担当 主査 

安田 遥香 ㈱産業タイムズ社 編集部 記者 
(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ 食品・飲食・サービス部門  競技開始 

 

11:10～11:40 競技№  １～  ５ 

11:40～12:10 競技№  ６～１０ 

12:10～12:40 競技№１１～１５ 

 

１２：４０～１３：２０(休憩…約40分間) 

 

13:20～13:50 競技№１６～２０ 

13:50～14:20 競技№２１～２５ 

14:20～14:50 競技№２６～３０ 

14:50～14:55 競技№３１ 

 

 

１４：５５ 競技終了 

 

１４：５５～１５：２５ 審査検討(約30分間) 

１５：２５～１５：５５ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１５：５５ コンテスト終了 
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2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 山本　美江 ビーンズ中山 とんかつ和幸 3年3ヶ月 水曜日 17時

2 髙橋　由美子 アリオ橋本 バーガーキング 4年0ヶ月 月曜日 13時

3 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 20年9ヶ月 水曜日 15時

4 遠藤　瀬莉奈 アルカード茂原 銀座コージーコーナー 10年1ヶ月 金曜日 17時

5 小宅　勝典 アトレ浦和 成城石井 2年6ヶ月 - -

6 宇田　遼太 アトレ新浦安 成城石井 11年0ヶ月 金曜日 19時

7 岡本　愛梨 ビーンズ武蔵新城 献心亭 1年3ヶ月 火曜日 17時

8 飯野　沙希 コクーンシティ ブッシュウィックグリル 8年0ヶ月 月曜日 12時

9 上原　夕佳里 イーアスつくば ルピシア 8年0ヶ月 金曜日 18時

10 飯田　薫 新横浜プリンスぺぺ フードウェイ 12年6ヶ月 金曜日 18時

11 本田　捺海 シャポー市川 ラ　メゾン　アンソレイユターブル　パティスリー 0年3ヶ月 金曜日 17時

12 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 12年3ヶ月 日曜日 11時

13 星野　茂美 ペリエ海浜幕張 ネコサポステーション 9年1ヶ月 火曜日 10時

14 坂井　里奈 シャポー本八幡 ゴディバ 4年2ヶ月 金曜日 17時

15 大木　一眞 エキュート大宮 ゴディバカフェ　 0年8ヶ月 日曜日 15時

16 十文字　尚子 流山おおたかの森S・C ガトー・ド・ボワイヤージュ 16年7ヶ月 日曜日 10時

17 佐々木　優子 ペリエ津田沼 魚力海鮮寿司 3年3ヶ月 水曜日 19時

18 石井　夏鈴 シァル横浜 ガーデンハウスストア 3年0ヶ月 金曜日 18時

19 松山　俊介 三井ショッピングパーク　ららぽーとトーキョーベイ ルピシア 5年7ヶ月 木曜日 18時

20 小暮　留美子 モラージュ菖蒲 スタジオアリス 9年9ヶ月 月曜日 15時

21 橘　秀平 ビーンズ武蔵浦和 イタリアンダイニングドナ 13年3ヶ月 金曜日 18時

22 大槻　恭平 トレッサ横浜 茶寮キクスイ 9年2ヶ月 火曜日 14時

23 坂部　みずほ ペリエ西船橋 リラクゼ 11年5ヶ月 月曜日 14時

24 木村　円香 シァルプラット東神奈川 成城石井 1年4ヶ月 金曜日 17時

25 伊藤　裕子 モザイクモール港北 北海道うまいもの館 1年10ヶ月 土曜日 11時

26 田中　智大 アトレ川崎 成城石井 10年4ヶ月 金曜日 18時

27 稲船　七海 ららぽーと湘南平塚 ＧＯＤＩＶＡ 6年0ヶ月 - -

28 川田　由紀恵 ララガーデン川口 スターバックスコーヒー 10年0ヶ月 - -

29 河合　真由美 ビーンズ西川口 さわみつ青果 15年2ヶ月 金曜日 18時

30 岡本　有功 シァル保土ヶ谷 富士ガーデン 4年1ヶ月 土曜日 14時
31 三好　由華 ダイナシティ 麻布あさひ 22年1ヶ月 木曜日 15時

競技設定
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関東･甲信越大会～3日目(9月5日(月))～ 

 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

和田 剛 (一社)日本ショッピングセンター協会 

 関東･甲信越支部 運営委員 

㈱ブレーンアンドパートナー 代表取締役 

 

(審 査 員) 

岸本 裕子 ㈱サクセスロード経営研究所 主幹コンサルタント 

今村 満子 ㈱シンキング 代表取締役 

馬目 学 東京商工会議所 中小企業相談センター 所長 

有井 学 ㈱繊研新聞社 編集局 本社編集部 次長 
(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:10～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:20 競技№  ６～１０ 

12:20～12:55 競技№１１～１５ 

 

１２：５５～１３：３５(休憩…約40分間) 

 

13:35～14:10 競技№１６～２０ 

14:10～14:45 競技№２１～２５ 

14:45～15:20 競技№２６～３０ 

 

１５：２０～１５：３０(休憩…約10分間) 

 

15:30～16:05 競技№３１～３５ 

16:05～16:40 競技№３６～４０ 

16:40～16:55 競技№４１～４２ 

 

１６：５５ 競技終了 

 

１６：５５～１７：２５ 審査検討(約30分間) 

１７：２５～１７：５５ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１７：５５ コンテスト終了 
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3日目（ファッション・物販部門）
競技順 氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 長田　美貴 横浜駅東口地下街ポルタ ロクシタン 9年3ヶ月 金曜日 18時
2 伊奈　綾香 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド ケイトスペードニューヨーク 3年5ヶ月 金曜日 19時
3 荒井　絵里佳 アトレマルヒロ セポスターチス 10年3ヶ月 金曜日 18時
4 谷田部　幸代 ラスカ小田原 ファンケル 17年0ヶ月 月曜日 11時
5 小野田　日菜子 リバーサイド千秋 イング 7年11ヶ月 金曜日 18時
6 野澤　昭美 ミドリ長野 マツモトキヨシ 10年6ヶ月 金曜日 16時
7 櫻井　純子 ららテラス 武蔵小杉 ｃｏｅｎ 15年6ヶ月 水曜日 17時
8 永井　啓子 モラージュ菖蒲 ＧＬＯＢＡＬ　ＷＯＲＫ 17年0ヶ月 月曜日 11時
9 今西　映美里 柏髙島屋ステーションモール ユナイテッドアローズ　グリーンレーベルリラクシング 10年3ヶ月 金曜日 18時
10 伊藤　智美 三井アウトレットパーク 入間 ｋａｔｅ　ｓｐａｄｅ　ｎｅｗ　ｙｏｒｋ 6年0ヶ月 金曜日 16時
11 新岡　あみか ららぽーと富士見 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ｒｅｌｕｍｅ 10年0ヶ月 - -
12 貝守　千尋 小田急相模大野ステーションスクエア まくらぼ 4年6ヶ月 金曜日 19時
13 中島　正弘 ららぽーと湘南平塚 ＰＬＡＺＡ 7年4ヶ月 水曜日 12時
14 山本　友美 三井ショッピングパークららぽーと横浜 サマンサモスモス　ケイッティオ 14年4ヶ月 - -
15 後藤　烈哉 横浜ビブレ レイジブルー 7年0ヶ月 火曜日 13時
16 斉藤　知歩 テラスモール湘南 レプシィム 11年1ヶ月 - -
17 野堀　貴之 イオンモールつくば ｎｉｋｏ　ａｎｄ...　 10年0ヶ月 - -
18 尾方　雛乃 ペリエ稲毛 サマンサモスモス 1年5ヶ月 水曜日 14時
19 児平　美奈 ジョイナス ルートート ギャラリー 6年3ヶ月 金曜日 15時
20 出地　秋美 ビーンズ武蔵浦和 スタディオ　クリップ 6年3ヶ月 木曜日 17時
21 高澤　あずさ ジョイナス リサマリ 16年4ヶ月 水曜日 18時
22 黒田　優希 マークイズみなとみらい ユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシング 8年1ヶ月 - -
23 昼田　フェビアン イクスピアリ ビーミング ライフストア バイ ビームス 10年0ヶ月 水曜日 11時
24 古八　真実 モラージュ柏 ゾフ 14年11ヶ月 金曜日 17時
25 小田　みどり スマーク伊勢崎 ＪＩＮＳ 4年0ヶ月 水曜日 11時
26 町田　渚 高崎オーパ ＡＺＵＬ　ＢＹ　ＭＯＵＳＳＹ 3年2ヶ月 土曜日 11時
27 南　葉月 ビーンズ戸田公園 無印良品 15年4ヶ月 火曜日 15時
28 青山　朋未 ダイナシティ ｓｔｕｄｉｏＣＬＩＰ 5年10ヶ月 金曜日 18時
29 前原　綾乃 アズ熊谷 ブルー・ブルーエ 10年8ヶ月 月曜日 11時
30 根岸　沙紀 たまプラーザ テラス フランフラン 8年2ヶ月 月曜日 10時
31 三島　統 小田急本厚木ミロード ゾフ 3年3ヶ月 - 14時
32 武田　咲地子 流山おおたかの森S・C アルテミス　バイ　ダイアナ 2年4ヶ月 火曜日 14時
33 山本　実咲 コクーンシティ ＡＺＵＬ　ＢＹ　ＭＯＵＳＳＹ 9年0ヶ月 月曜日 10時
34 野口　信海 三井ショッピングパーク ららぽーと海老名 アズールバイマウジー 5年7ヶ月 水曜日 17時
35 齋藤　昌平 あみプレミアム・アウトレット コロンビアスポーツウェア 2年3ヶ月 - -
36 山田　健介 アリオ上尾 ゾフ 10年0ヶ月 水曜日 16時
37 樋口　佳奈美 ラブラ万代 ゾフ 1年5ヶ月 - -
38 中丸　真理子 三井ショッピングパーク　ララガーデン春日部 キラット 19年1ヶ月 水曜日 13時
39 栗原　琉奈 みなとみらい東急スクエア アズールバイマウジー 1年4ヶ月 土曜日 14時
40 鈴木　寛子 佐野プレミアム・アウトレット ダイアナ 12年3ヶ月 水曜日 17時
41 真家　優里 ステラタウン ＧＬＯＢＡＬ　ＷＯＲＫ 7年3ヶ月 日曜日 10時
42 鯨井　佑三子 ピオニウォーク東松山 ゲンキキッズ 5年8ヶ月 火曜日 13時

競技設定
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関東･甲信越大会～4日目(9月6日(火))～ 

 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

松野  宏 (一社)日本ショッピングセンター協会 

 関東･甲信越支部 運営委員 

 ㈱サンポップ 専務取締役 

 

(審 査 員) 

関岡 英人 ㈱Thanks Dream 代表取締役 

島田 さなえ ㈱三越伊勢丹ﾋｭｰﾏﾝ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 人材ｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 教育・研修担当ﾁｰﾌ  

清水 力 東京商工会議所 中小企業相談センター 経営相談担当 主任調査役 

中山 亮 ㈱トリニティーズ 代表取締役社長 
(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:10～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:20 競技№  ６～１０ 

12:20～12:55 競技№１１～１５ 

 

１２：５５～１３：３５(休憩…約40分間) 

 

13:35～14:10 競技№１６～２０ 

14:10～14:45 競技№２１～２５ 

14:45～15:20 競技№２６～３０ 

 

１５：２０～１５：３０(休憩…約10分間) 

 

15:30～16:05 競技№３１～３５ 

16:05～16:40 競技№３６～４０ 

16:40～16:55 競技№４１～４２ 

 

１６：５５ 競技終了 

 

１６：５５～１７：２５ 審査検討(約30分間) 

１７：２５～１７：５５ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１７：５５ コンテスト終了 
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4日目（ファッション・物販部門）
競技順 氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 鈴木　茉利奈 トレッサ横浜 グリーンパークスフーワ 10年3ヶ月 水曜日 19時
2 野村美穂 ららぽーと富士見 ＩＮＧＮＩ 1年3ヶ月 金曜日 12時
3 皆川　稜太 スマーク伊勢崎 グローバルワーク 6年5ヶ月 水曜日 14時
4 牧野　裕子 小田急相模大野ステーションスクエア フランフラン 18年5ヶ月 木曜日 11時
5 吉澤　愛 高崎オーパ Ｙｏｇｉｂｏ　Ｓｔｏｒｅ 3年0ヶ月 金曜日 18時
6 新井　崇士 三井アウトレットパーク幕張 ＵＲＢＡＮ　ＲＥＳＥＡＲＣＨ　ｗａｒｅ　ｈｏｕｓｅ 12年0ヶ月 日曜日 12時
7 藤田　杏菜 イオンモールつくば ｎｉｋｏ　ａｎｄ… 3年0ヶ月 - -
8 堀尾　矢瑛香 ジュンヌ ロペピクニック 6年1ヶ月 土曜日 15時
9 三浦　奈津美 柏髙島屋ステーションモール オルビス 5年6ヶ月 月曜日 17時

10 宮本　康紀 モザイクモール港北 島村楽器 12年0ヶ月 金曜日 18時
11 今塩屋　直大 武蔵小杉東急スクエア エービーシー・マート 12年3ヶ月 金曜日 18時
12 桑田　祐輔 テラスモール湘南 ビームス 15年1ヶ月 - -
13 鹿野　紗苗 横須賀モアーズシティ ファンケル 3年5ヶ月 金曜日 11時
14 鈴木　はるな ベニバナウォーク桶川 ライトオン 4年11ヶ月 木曜日 14時
15 吉越　彩乃 ラスカ平塚 ハートダンス 7年3ヶ月 金曜日 17時
16 佐藤　ゆい 小田急本厚木ミロード エメ 3年3ヶ月 金曜日 19時
17 難波　美咲 ビナウォーク エービーシー・マート 0年5ヶ月 月曜日 12時
18 林　美佑 リバーサイド千秋 ジンズ 0年3ヶ月 日曜日 14時
19 山崎　未奈 港南台バーズ ＬＥＰＳＩＭ 4年4ヶ月 金曜日 19時
20 尾上 佳那子 ジョイナス ジーナシス 10年0ヶ月 金曜日 19時
21 朝木　ひかり 三井ショッピングパーク　ららぽーとトーキョーベイ ４１７バイエディフィス/イエナスローブ 3年0ヶ月 - 14時
22 六川　綾乃 アトレ松戸店 ジーナシス 3年4ヶ月 金曜日 19時
23 上原　菜摘 三井アウトレットパーク 入間 ＴａｙｌｏｒＭａｄｅ 5年7ヶ月 金曜日 16時
24 内田　愛恵 ニューポートひたちなか　ファッションクルーズ ＬＥＰＳＩＭ 3年3ヶ月 水曜日 13時
25 吉永　拓史 あみプレミアム・アウトレット チャオパニックドゥドゥアウトレット 9年0ヶ月 - -
26 青山　阿佑美 ペリエ千葉 ハニーロア 4年0ヶ月 金曜日 13時
27 改田　光穂 アリオ上尾 ＫＩＲＡＴ 1年0ヶ月 日曜日 3時
28 寺島　悠太 三井ショッピングパークららぽーと横浜 フレディ　アンド　グロスター 4年4ヶ月 - -
29 佐久間　綾子 ららぽーと柏の葉 アフタヌーンティーリビング 17年0ヶ月 - -
30 田熊　さや子 ラスカ茅ヶ崎 アーバンリサーチ サニーレーベル 7年6ヶ月 水曜日 18時
31 村山　あかり ららぽーと湘南平塚 ＆シュエットギャラリー 3年4ヶ月 - -
32 坂井　雄一 ラゾーナ川崎プラザ ＢＥＡＵＴＹ＆ＹＯＵＴＨ　ＵＮＩＴＥＤ　ＡＲＲＯＷＳ 22年0ヶ月 木曜日 12時
33 飯田　きらり 三井ショッピングパークららぽーと新三郷 デシグアル 2年0ヶ月 - -
34 上田　央恵 たまプラーザ テラス ウンナナクール 6年5ヶ月 金曜日 17時
35 山下　美紀 ニッケコルトンプラザ ザボディショップ 11年1ヶ月 金曜日 18時
36 山口　紘未 三井ショッピングパーク ららぽーと海老名 ユナイテッドアローズ グリーンレーベルリラクシング 2年6ヶ月 月曜日 10時
37 熊倉　佳織 ココロ長岡 メトリーゼ 3年9ヶ月 金曜日 18時
38 秋田　恵美子 東武新越谷ヴァリエ キャサリンロス 24年3ヶ月 金曜日 19時
39 波木井　まなみ ランドマークプラザ レゴストア 8年0ヶ月 金曜日 18時
40 堀江　真衣子 ボーノ相模大野ショッピングセンター スタディオクリップ 8年0ヶ月 金曜日 19時
41 徳野　美沙子 酒々井プレミアム・アウトレット アンテプリマ 5年0ヶ月 - -
42 山本　薫 青葉台東急スクエア ゾフ 5年0ヶ月 水曜日 14時

競技設定
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関東･甲信越大会～5日目(9月7日(水))～ 

 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

山元 広美 (一社)日本ショッピングセンター協会  

関東･甲信越支部 運営委員 

イオンモール㈱ CX創造本部 営業統括部 関東・新潟事業部長 

(審 査 員) 

豊枝 享子 (有)トヨエダコンサルティング チーフインストラクター 

本川 晋 ㈱ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン 業務統括本部 人材開発部  

 宇山 伸之 東京商工会議所 中小企業相談センター 経営相談担当 主査 

 塚井 明彦 ㈱ストアーズ社 編集局 編集委員 
(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:10～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:20 競技№  ６～１０ 

12:20～12:55 競技№１１～１５ 

 

１２：５５～１３：３５(休憩…約40分間) 

 

13:35～14:10 競技№１６～２０ 

14:10～14:45 競技№２１～２５ 

14:45～15:20 競技№２６～３０ 

 

１５：２０～１５：３０(休憩…約10分間) 

 

15:30～16:05 競技№３１～３５ 

16:05～16:40 競技№３６～４０ 

16:40～16:55 競技№４１～４２ 

 

１６：５５ 競技終了 

 

１６：５５～１７：２５ 審査検討(約30分間) 

１７：２５～１７：５５ 表彰式･講評(約30分間) 

 
１７：５５ コンテスト終了 
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5日目（ファッション・物販部門）
競技順 氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 大島　優樹 ステラタウン ＬＥＰＳＩＭ 5年0ヶ月 金曜日 17時
2 飯田 彩 ランドマークプラザ イワキメガネ 12年0ヶ月 金曜日 14時
3 松﨑　美樹 シャポー船橋 ルロウグリーンレーベルリラクシング 3年9ヶ月 金曜日 18時
4 関　美幸 三井ショッピングパークららぽーと新三郷 ゾフ 5年1ヶ月 - -
5 青木　由実 シァル鶴見 ジョージズ 15年7ヶ月 金曜日 18時
6 鈴木　由帆 港北東急ショッピングセンター ライトオン 10年10ヶ月 水曜日 11時
7 齋藤　嘉顕 ニッケコルトンプラザ ライトオン 18年0ヶ月 土曜日 11時
8 西野　優 酒々井プレミアム・アウトレット ズッカ／プランテーション 4年10ヶ月 - -
9 比嘉　アミ―アナヒ マークイズみなとみらい メガスポーツ　スポーツオーソリティ　コーナーズ 1年4ヶ月 - -
10 松尾　教平 軽井沢・プリンスショッピングプラザ シップスアウトレット 5年5ヶ月 水曜日 20時
11 相沢　優美 横浜駅東口地下街ポルタ サマンサタバサプチチョイス 9年9ヶ月 土曜日 13時
12 松本　悦子 ラスカ平塚 セポスターチス 16年3ヶ月 木曜日 18時
13 岩井　彩斗 三井ショッピングパーク　ララガーデン春日部 ＧＬＯＢＡＬ　ＷＯＲＫ 1年9ヶ月 水曜日 -
14 庄司　龍ノ介 武蔵小杉東急スクエア ゾフ 0年4ヶ月 水曜日 15時
15 阿部　晃代 ジュンヌ フランフラン 17年1ヶ月 月曜日 12時
16 原田　万由美 ビナウォーク グローバルワーク 9年10ヶ月 火曜日 17時
17 長野　綾子 モラージュ柏 くまざわ書店 10年3ヶ月 水曜日 14時
18 川野　哲嗣 ペリエ稲毛 ゾフ 7年3ヶ月 土曜日 11時
19 小林　辰也 ららテラス 武蔵小杉 ｓｔｙｌｅ　ｔａｂｌｅ 1年6ヶ月 - -
20 小坂　優弥 ミドリ長野 マジェスティックレゴン 7年5ヶ月 - -
21 高橋　美香 ベニバナウォーク桶川 ジュエリーツツミ 14年8ヶ月 水曜日 15時
22 西村　沙耶子 青葉台東急スクエア ミュゼ・ド・ポゥ 10年7ヶ月 水曜日 14時
23 安井　理奈 たまプラーザ テラス ウォッシュ 6年3ヶ月 金曜日 19時
24 山本　晴香 ペリエ千葉 ザボディショップ 16年11ヶ月 土曜日 14時
25 髙井　睦 ラスカ小田原 アフタヌーンティーリビング 13年4ヶ月 火曜日 18時
26 金井　雪奈 横浜モアーズ 東急ハンズ 0年3ヶ月 金曜日 19時
27 彦根 沙有実 三井ショッピングパーク ららぽーと海老名 クイックシルバーストア 7年0ヶ月 金曜日 15時
28 菊地　裕美 イーアスつくば アフタヌーンティーリビング 15年3ヶ月 金曜日 18時
29 大﨑　エリナ あみプレミアム・アウトレット アシックスファクトリーアウトレット 3年2ヶ月 金曜日 17時
30 吉岡桜 レイクウォーク岡谷 ミルフローラ 4年3ヶ月 - -
31 手塚　めぐみ 三井アウトレットパーク木更津 カルクル ストック 12年0ヶ月 火曜日 13時
32 石倉　恵美子 佐野プレミアム・アウトレット サーモス 16年0ヶ月 月曜日 11時
33 若佐　美笛 ラスカ茅ヶ崎 アメリカンホリック 8年0ヶ月 火曜日 12時
34 山崎真子 ラブラ２ アーバンリサーチドアーズ 7年0ヶ月 - -
35 三木　春菜 イクスピアリ ロクシタン 8年4ヶ月 水曜日 15時
36 吉原　友理 酒々井プレミアム・アウトレット ビームス 12年0ヶ月 - -
37 倉持　紗羅 モラージュ菖蒲 ｆａｍ　ｂｙ　ａｌｅｉｒ 3年7ヶ月 土曜日 13時
38 野崎　浩二 イオンタウン守谷 まくらぼ 4年5ヶ月 金曜日 18時
39 後藤　陽子 三井ショッピングパーク　ららぽーとトーキョーベイ エテ 10年0ヶ月 日曜日 14時
40 木賀　美織 けやきウォーク前橋 メドック 12年3ヶ月 金曜日 18時
41 藤田　彰彦 ニューポートひたちなか　ファッションクルーズ ＪＩＮＳ 2年6ヶ月 火曜日 14時
42 小川　沙花 コクーンシティ ユナイテッドアローズ　グリーンレーベルリラクシング 6年3ヶ月 金曜日 18時

競技設定
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関東･甲信越大会～6日目(9月8日(木))～ 

 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

加藤 麻希 (一社)日本ショッピングセンター協会 

 関東･甲信越支部 運営委員 

 ㈱船場 執行役員 クライアントオフィサー 

(審 査 員) 

坂本りゅういち kocori 代表 

野瀬 勉 ㈱日本コンサルタントグループ 百貨・専門店研究所 副部長コンサルタント  

馬目 学 東京商工会議所 中小企業相談センター 所長 

中山 亮 ㈱トリニティーズ  代表取締役社長 
(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:10～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:20 競技№  ６～１０ 

12:20～12:55 競技№１１～１５ 

 

１２：５５～１３：３５(休憩…約40分間) 

 

13:35～14:10 競技№１６～２０ 

14:10～14:45 競技№２１～２５ 

14:45～15:20 競技№２６～３０ 

 

１５：２０～１５：３０(休憩…約10分間) 

 

15:30～16:05 競技№３１～３５ 

16:05～16:40 競技№３６～４０ 

16:40～16:55 競技№４１～４２ 

 

１６：５５ 競技終了 

 

１６：５５～１７：２５ 審査検討(約30分間) 

１７：２５～１７：５５ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１７：５５ コンテスト終了 
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6日目（ファッション・物販部門）
競技順 氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 安田　玲子 モザイクモール港北 島村楽器 0年3ヶ月 水曜日 14時
2 伊藤　さつき パルコ浦和店 アンテシュクレ 8年3ヶ月 金曜日 18時
3 ジャクソンオンドレル洋介 テラスモール湘南 アズール バイ マウジー 7年3ヶ月 - -
4 宇野　珠希 シァル鶴見 ミコア　ローリーズファーム 1年7ヶ月 金曜日 18時
5 山川　祐梨絵 イオンモール成田 ロデオクラウンズワイドボウル 12年1ヶ月 - -
6 庄子　瑶音 横浜モアーズ ユーキュースポット 1年5ヶ月 水曜日 18時
7 大門　慶子 佐野プレミアム・アウトレット ディーゼル 13年3ヶ月 木曜日 13時
8 髙川　奈穂 ららぽーと柏の葉 フランフラン 1年4ヶ月 - -
9 萩原　彩 アズ熊谷 ジンズ 5年4ヶ月 土曜日 13時
10 伊藤　未菜 レイクタウンmori ＃ワークマン女子 6年3ヶ月 火曜日 12時
11 亀井　朱加 みなとみらい東急スクエア ロクシタン 5年0ヶ月 水曜日 14時
12 菊地　亜莉沙 高崎モントレー ＭＯＵＳＳＹ 9年5ヶ月 月曜日 11時
13 大塚　唯 イオンタウン守谷 ジンズ 10年2ヶ月 月曜日 14時
14 寺田　直樹 ペリエ千葉 ユナイテッドアローズ　グリーンレーベルリラクシング 6年3ヶ月 月曜日 12時
15 林田　美紗 マークイズみなとみらい ボーネルンド　あそびのせかい 3年3ヶ月 水曜日 14時
16 廻谷　実奈 ララガーデン川口 エースコンタクト 3年2ヶ月 - -
17 黒島　早織 けやきウォーク前橋 島村楽器 7年3ヶ月 火曜日 11時
18 磯貝　美優 軽井沢・プリンスショッピングプラザ ユナイテッドアローズ　アウトレット 5年3ヶ月 水曜日 -
19 橋本　春香 ボーノ相模大野ショッピングセンター コーエン 6年10ヶ月 水曜日 11時
20 田中　幸永 ラブラ２ アーバンリサーチドアーズ 16年3ヶ月 水曜日 13時
21 宮澤　雅樹 ダイナシティ ねむりだいじ 21年10ヶ月 金曜日 18時
22 谷田　玲奈 アトレ松戸店 エービーシーマート 4年3ヶ月 月曜日 14時
23 小野寺　有妃 三井アウトレットパーク 入間 Ｂ．Ｃ ＳＴＯＣＫ 10年0ヶ月 月曜日 10時
24 河本　美香 ビナウォーク ライトオン 12年5ヶ月 日曜日 11時
25 齋藤　篤志 ココロ長岡 ジンズ 7年7ヶ月 水曜日 13時
26 皆川　綾 ラブラ万代 フランフラン 18年0ヶ月 - -
27 本宮　友幸 レイクウォーク岡谷 ライトオン 21年5ヶ月 - -
28 山本　俊幸 ルミネウィング リーガルシューズ 15年0ヶ月 - -
29 加藤　瞬 三井ショッピングパークららぽーと新三郷 コロンビアスポーツウェア 0年3ヶ月 - -
30 村上　真歩 川崎モアーズ 洋服の青山 3年6ヶ月 月曜日 19時
31 小縣　聡子 シャポー市川 ジンズ 16年3ヶ月 金曜日 18時
32 柴田　悠莉 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド シップスアウトレット 5年5ヶ月 土曜日 13時
33 片見　彩嘉 イオンモールつくば ｎｉｋｏ ａｎｄ… 8年0ヶ月 - -
34 二川　剛久 横浜ビブレ マンハッタンポーテージ 4年0ヶ月 火曜日 14時
35 前田　京子 ラスカ平塚 アーモワールカプリス 2年9ヶ月 金曜日 -
36 佐藤　祐樹 ラゾーナ川崎プラザ ＢＥＡＭＳ 10年0ヶ月 - -
37 関　真琴 港北東急ショッピングセンター シューラルー 4年10ヶ月 火曜日 11時
38 梅埜　春香 ルミネ横浜 ａｎｔｅ　ｂｙ　ｉｎｔｅｓｕｃｒｅ 2年3ヶ月 月曜日 19時
39 須永　奈央実 スマーク伊勢崎 ＳＣＯＴ　ＣＬＵＢ 1年8ヶ月 金曜日 18時
40 佐藤　和恵 三井アウトレットパーク木更津 シップス アウトレット 11年0ヶ月 月曜日 11時
41 軍場　美里 アトレ川崎 アルシーヴ 10年8ヶ月 月曜日 11時
42 金子　奈月 ららぽーと富士見 ｅａｒｔｈ　ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ　Ｌｉｖｉｎｇ　ｓｔｏｒｅ 7年8ヶ月 月曜日 11時
43 渡辺　恵 ココロ新潟 スタンドライフストア 11年5ヶ月 日曜日 15時

競技設定
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ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト 
見学者の皆様へのお願い 

 

 

本日は、SC接客ロールプレイングコンテストの見学･応援にお越しいた

だき、誠にありがとうございます。本会場内におきまして、以下のこ

とを皆様にお願い申し上げます。 

 

①競技時間中のスマートフォン・携帯電話等はマナーモードにお切り替えく

ださい。 

 

②個人情報保護の関係で、ご自分の企業の競技者、ご自分のＳＣに所属する

競技者以外の撮影はご遠慮ください。 

撮影場所を設定しておりますので、所定の場所以外での写真･ビデオ撮影

は厳禁です。こちらには出場者１名につき、その所属SCの方、専門店の方、

ご家族の方の３名しか入れません。 

撮影時のストロボ発光はご遠慮ください。 

なお、審査員関係者、プレス関係者、協会事務局はこの限りではありません。 

 

③応援のタイミングは、前の出場者が終わり、次の方の準備をしている時(司

会者が紹介する前)にお願いします。 

 

④長時間、荷物等を椅子に置いての座席確保は他の見学者のご迷惑となりま

すので、ご遠慮ください。 

多くの方が座って見学できますよう、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

⑤喫煙をされる方は、指定の喫煙場所でお願いいたします。 

 

⑥本支部大会開催中(競技開始前、審査結果公表後、休憩時間等も含む)、会

場内での審査員への接触は誤解を招きますのでご遠慮ください。 

 

SC接客ロールプレイングコンテスト事務局 

 

 

 


