
〜2 次審査進出サーバー各位〜 

■第 10 回 Ｓ１サーバーグランプリ２次審査のご案内■ 

 

2 次審査進出おめでとうございます！ 

第 10 回 S１サーバーグランプリ関東地区では、147 名のエントリー者中、60 名のサーバーが 2 次審査に進出致しました。11 ⽉ 25

⽇（⽕）に開催する地区⼤会のファイナリストを決定するため、10 ⽉ 28 ⽇（⽕）、10 ⽉ 29 ⽇（⽔）の 2 ⽇間で 2 次審査を開

催致します。皆様の普段の接客を充分に発揮し、ぜひこの審査を楽しんでください。サーバーの皆様の更なる成⻑のきっかけになりますよ

うに、私達も皆様にお会いできる事を楽しみにしております。 

 

【進出サーバーと審査⽇時】 

10 ⽉ 28 ⽇ 午前の部 

32 松村 康夫  ろばた焼き絶好調てっぺん 
33 ⽥中 将太  ろばた焼き絶好調てっぺん 
34 松本 はるな  炙縁 
35 ⼭岡 宏樹  ⿂串炙縁 
36 野⼝ 陽⼦  ⿂串炙縁 
791 ⼤城 武直  とり鉄池袋⻄⼝店 
793 後藤 連  とり鉄東久留⽶店 
472 佐藤 幸太  串カツ⽥中⼋王⼦店 
79 ⽯原 健三  じゃんぼ焼き⿃ ⿃貴族 鶴川店 
734 野村 拓  博多ほたる⿇布⼗番店 
462 ⽥家 まどか  名物すた丼の店国分寺店 
599 ⼩川 真優⼦  鍋ぞう 南池袋店 
357 ⾨間 亮  ピッツェリア ファンタジスタ ドゥエ 
141 飯⽥ 岳⼈ ガーデンレストランオールデイダイニング 

10 ⽉ 28 ⽇ 午後の部 

38 遠藤 夏穂  ろばた焼き絶好調てっぺん 
39 岩本 慎也  ろばた焼き絶好調てっぺん 
42 遠藤 和也  ROBATA 幸 
43 野⽥ 剛志  ろばた焼き絶好調てっぺん 
795 秋⼭  公汰郎  とり鉄⻄新宿店 
798 川崎 琢磨  とり鉄⼤⼿町店 
805 渡部  智芝  とり鉄池袋⻄⼝店 
708 清⽔ 博之  ごまや渋⾕店 
709 吉⾒ 薫  都夏⼤⼿町店 
710 中村 太郎  かき⼩屋新橋店 



712 本庄 隆  都夏本店 
473 中島 洋樹  東京⾺焼⾁ 三⾺⼒ 
602 ⽑利 ⼀也  ｺﾞｰｺﾞｰカレー池袋サンシャイン中央通りスタジアム 
221 ⽚岡 薫  ロッテリア JR 河辺南⼝店 
195 佐藤 柚希  居⼼伝 分倍河原駅前店 

10 ⽉ 29 ⽇ 午前の部 

439 光井 まどか  わらやき屋 ⽥町店 
477 横道 莉佳  銀座わらやき屋 
489 ⽚桐  愛  六本⽊今井屋本店 
248 伊藤  理恵  上島珈琲店 三軒茶屋店 
251 財前  佳世  UCC カフェメルカード 新宿⾼島屋店 
50 鈴⽊  雅⼈  ロッキーカナイ ⽥町店 
55 増⼦ 貴浩  炉端美酒⾷堂 炉とマタギ ⼋丁堀店 
22 禰宜⽥賢⼆  ＲＯＳＥ ＆ ＣＲＯＷＮ Ｊｒ. ⾚坂店 

525 沼⽥ 孝⼀郎  串カツ⽥中両国店 
527 江⼝ 暢  ゴールデンキッチン 
400 伊藤 愛⼦  塚⽥農場⽔道橋⻄⼝店 
726 鈴⽊ 裕伍  あばら⼤根 
532 駒ヶ峰  誉  てっぺん渋⾕男道場 
142 前⽥賢  ⿂串炙縁 

10 ⽉ 29 ⽇ 午後の部 

538 勝⼜ 愛  ベルサイユの豚 池袋 
556 宇⽥川 陽⼦  GLASS DANCE 浜松町 
492 服部  勝  ＭＡＩＭＯＮ ＥＢＩＳＵ  
558 松村 幸雄  熱中屋 浜松町 LIVE 
246 鎌⽥  綾乃  上島珈琲店 町⽥店 
238 佐瀬  遼介  珈琲館 ボックスヒル取⼿店 
54 中⼭ 公⼤  ビストロ ENZO BYO 
51 ⼩堀  敬  炉端美酒⾷堂 炉とマタギ ⻘物横丁店 

669 三宅 明⼦  有楽町ワイン倶楽部 
674 池尾 美穂  響 新宿店 
502 岡⽥ 達也  串カツ⽥中⽊場店 
401 前⽥ 千尋  塚⽥農場五反⽥⻄⼝店 
730 浅岡  めぐみ  炭⽕イタリアンバル Azzurro520＋Caffe 
534 上⽥ 希  てっぺん渋⾕⼥道場 
683 岩崎  俊治  鶏いざかや 炎丸 葛⻄店 
399 宮川 美紗⼦  ⼗勝塚⽥農場新宿京王フレンテ新宿３丁⽬店 
165 ⽥中 健太郎  SPAIN bar Refrain 

※ご⽒名、店舗名の間違いにお気づきの際は、お⼿数です事務局（03-6233-8138）までご連絡ください。 

 



【２次審査会場詳細】 

⽇にち：2014 年 10 ⽉ 28 ⽇（⽕）、 

10 ⽉ 29 ⽇（⽔） 

場所： 渋⾕区⽂化総合センター⼤和⽥ 

4 階 ⼤練習室 

〒150-0031 渋⾕区桜丘町 23 番 21 号 

（セルリアンタワー裏・渋⾕駅徒歩 5 分） 

 

 

 

 

【タイムテーブル】 （午前の部/午後の部） 

9:00/13:00 会場集合 ※到着後すぐにユニフォームへお着替えください（更⾐室はありません） 

9:30/13:30 オリエンテーション、審査順位のくじびき 

9:50/13:50 開会 

10:00/14:00 共通規定審査 （テーマ「緊急対応」、他サーバーの審査は⾮公開） 

⾯談（他サーバーの審査は⾮公開） 

選択規定審査（10 問からくじびき、他サーバーの審査は公開） 

※規定審査の内容は、S1 サーバーグランプリの HP に詳細と問題がアップされています。事前に⽬を通

しておいてください 

12:30/16:30 閉会（予定） 

 

※審査結果は後⽇、サーバー宛てに直接ご連絡致します。 

※当⽇の審査は、ユニフォームにて⾏います。他にこちらから指定する持参物はござません。 

※他のサーバーとの交流のために、名刺やショップカード等を持参する事をおすすめ致します。 

※ご⾃⾝の審査が終了するまで、2 次審査をご覧いただくことはできません。 

※全ての審査をご覧頂いた会場のお客様に、また逢いたいと思う No.１サーバーに投票する権利があります。ぜひ、⾝近な

⽅をお誘いくださいませ。（⼊場料 2,000 円） 



 

なお、今回２次審査に進出致しましたサーバーの皆様には、NPO 法⼈繁盛店への道認定「ブロンズハートライセンス」を付与致します。

２次審査当⽇、会場にて「認定証」を発⾏し、希望者には、認定バッチを当⽇会場にて、販売しております（3,000 円）。購⼊を希望

される⽅は、当⽇会場にてお申し出ください。 

 

【当⽇連絡先】NPO 法⼈繁盛店への道 関東地区本部 原 携帯 090-9378-3667 

以上 


