
平成２９年度電話応対コンクール千葉県大会競技番号順一覧 
※注：競技予定時間は、大会進行状況により前後する場合がありますので、ご了承願います。                                                （敬称略） 

競技順 地区協会名 出場者名 事業所名 競技予定時間 

1 成田・佐倉 村田 直子 山万ウィシュトンホテル株式会社 

10:30 

～ 

10:50 

2 松戸 富江 明子 株式会社江戸川 

3 千葉・市原・東金 飯野 由紀乃 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東日本カスタマーセンター 

4 千葉・市原・東金 水木 有希 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 カスタマーセンター統括本部 

5 千葉・市原・東金 荻野 奈津美 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東日本カスタマーセンター 

6 千葉・市原・東金 鳥井 宏和 株式会社ＱＶＣジャパン 

10:55 

～ 

11:30 

7 市川・浦安行徳 藤掛 紗矢香 株式会社ホテルオークラ東京ベイ 

8 成田・佐倉 八木 慶太 日本食研ホールディングス株式会社 

9 船橋・習志野・八千代・鎌ヶ谷白井 芳澤 千織 佐川急便株式会社 千葉営業所 

10 千葉・市原・東金 安川 紘子 佐川急便株式会社 千葉北営業所 

11 千葉・市原・東金 福田 奈緒美 株式会社ニュー・オータニ ホテルニューオータニ幕張 

11:30 

～ 

11:50 

12 市川・浦安行徳 平井 泉 株式会社ホテルオークラ東京ベイ 

13 茂原・夷隅 福山 さおり 佐川急便株式会社 茂原営業所 

14 千葉・市原・東金 関本 由美子 キヤノンカスタマーサポート株式会社 

15 柏・流山・我孫子・沼南 大橋 悠 佐川急便株式会社 柏営業所 

16 千葉・市原・東金 吉澤 恵 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東 サービス・サポート部千葉フロント 

11:50 

～ 

12:10 

17 千葉・市原・東金 森田 智英子 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東日本カスタマーセンター 

18 木更津・館山・鴨川 飯田 麻衣 佐川急便株式会社 木更津営業所 

19 千葉・市原・東金 村上 勉 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 カスタマーセンター統括本部 

20 茂原・夷隅 早川 さとみ 一宮町役場 

21 千葉・市原・東金 唐内 里実 佐川急便株式会社 千葉中央営業所 

12:10 

～ 

12:30 

22 銚子・香取・旭・匝瑳 伊東 恵子 佐川急便株式会社 銚子営業所 

23 千葉・市原・東金 熊崎 佑也 キヤノンカスタマーサポート株式会社 

24 千葉・市原・東金 小泉 樹弥 キヤノンカスタマーサポート株式会社 

25 市川・浦安行徳 新山 きぬよ 株式会社オリエンタルランド 

26 松戸 豊田 美保 佐川急便株式会社 松戸営業所 

昼 食 

27 千葉・市原・東金 坪田 恵子 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 カスタマーセンター統括本部 

13:30 

～ 

13:50 

28 木更津・館山・鴨川 北村 麻佐美 日本賃貸保証株式会社 

29 千葉・市原・東金 近藤 聡美 佐川急便株式会社 千葉南営業所 

30 千葉・市原・東金 竹内 弘子 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東日本カスタマーセンター 

31 市川・浦安行徳 中山 由花 株式会社ユービーエス 

32 市川・浦安行徳 山﨑 恵子 株式会社オリエンタルランド 

13:50 

～ 

14:10 

33 千葉・市原・東金 中村 綾菜 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東 サービス・サポート部千葉フロント 

34 松戸 葛山 陽子 株式会社江戸川 

35 柏・流山・我孫子・沼南 小山 由美子 ヤマト運輸株式会社 柏営業所 

36 千葉・市原・東金 川口 真衣 キヤノンカスタマーサポート株式会社 

37 千葉・市原・東金 渡部 真由美 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東日本カスタマーセンター 14:10 
～ 

14:25 

38 柏・流山・我孫子・沼南 鈴木 雅美 ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 

39 船橋・習志野・八千代・鎌ヶ谷白井 寺田 朋子 佐川急便株式会社 八千代営業所 

休 憩 

40 千葉・市原・東金 佐藤 昌代 株式会社ＮＴＴ東日本-南関東 サービス・サポート部千葉フロント 

14:40 

～ 

15:00 

41 船橋・習志野・八千代・鎌ヶ谷白井 直江 美智子 ヤマト運輸株式会社 船橋営業所 

42 茂原・夷隅 吉岡 篤良 いすみ市役所 

43 千葉・市原・東金 木村 孔哉 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 カスタマーセンター統括本部 

44 船橋・習志野・八千代・鎌ヶ谷白井 石川 亜弓 佐川急便株式会社 千葉営業所 

45 野田・関宿 小野 雅朗 佐川急便株式会社 野田営業所 

15:00 

～ 

15:30 

46 成田・佐倉 高橋 竜平 山万ウィシュトンホテル株式会社 

47 船橋・習志野・八千代・鎌ヶ谷白井 原田 一恵 ヤマト運輸株式会社 船橋営業所 

48 千葉・市原・東金 相馬 悠子 キヤノンカスタマーサポート株式会社 

49 千葉・市原・東金 大久保 春美 NTTファイナンス株式会社 南関東総合料金センター千葉料金部門 

50 木更津・館山・鴨川 今津 みどり 君津グレニスクラブ 

51 柏・流山・我孫子・沼南 上澤 奈津美 アートコーポレーション株式会社 


