
公益財団法人日本電信電話ユーザ協会滋賀支部 2021年9月30日(木 )栗東芸術文化会館「さきら」小ホール

No 事業所名 氏名 カナ 記事

1 甲賀農業協同組合 井上 穂南 イノウエ ホナミ

2 甲賀農業協同組合 浦川 倭馬 ウラカワ カズマ

3 甲賀農業協同組合 大賀 雄介 オオガ ユウスケ

4 甲賀農業協同組合 大木 萌里 オオキ モエリ

5 甲賀農業協同組合 大平 香菜子 オオヒラ カナコ

6 甲賀農業協同組合 清水 翔太 シミズ ショウタ

7 甲賀農業協同組合 辻 優希 ツジ ユウキ

8 甲賀農業協同組合 松岡 来夢 マツオカ ライム

9 甲賀農業協同組合 渡 優果 ワタリ ユウカ

10 佐川急便株式会社 大津営業所 大山 麻里 オオヤマ マリ

11 佐川急便株式会社 大津営業所 山本 愛 ヤマモト アイ

12 佐川急便株式会社 長浜営業所 宮崎 智子 ミヤザキ サトコ

13 佐川急便株式会社 彦根営業所 吾妻 静香 アヅマ シズカ

14 佐川急便株式会社 守山営業所 熊谷 孝 クマガイ タカシ

15 佐川急便株式会社 守山営業所 長尾 香槻 ナガオ カヅキ

16 佐川急便株式会社 守山営業所 府川 絵美 フカワ エミ

17 佐川急便株式会社 竜王営業所 木下 早苗 キノシタ サナエ

18 株式会社滋賀銀行 飯田 智也 イイダ トモヤ

19 株式会社滋賀銀行 糸川 舞 イトカワ マイ

20 株式会社滋賀銀行 上田 虎太郎 ウエダ コタロウ

21 株式会社滋賀銀行 大前 裕也 オオマエ ユウヤ

22 株式会社滋賀銀行 小西 華子 コニシ ハナコ

23 株式会社滋賀銀行 佐野 由依 サノ ユイ

24 株式会社滋賀銀行 図師 美優 ズシ ミユ

25 株式会社滋賀銀行 竹内 雄貴 タケウチ ユウキ

26 株式会社滋賀銀行 東條 早恵 トウジヨウ サエ

27 株式会社滋賀銀行 野口 友里江 ノグチ ユリエ

28 株式会社滋賀銀行 東山 竜弥 ヒガシヤマ タツヤ

29 株式会社滋賀銀行 平塚 陽 ヒラツカ ヒナタ

30 株式会社滋賀銀行 古澤 斗也 フルサワ トウヤ

31 株式会社滋賀銀行 村井 藤磨 ムライ トウマ

32 株式会社滋賀銀行 八崎 奈央斗 ヤサキ ナオト

33 株式会社滋賀銀行 山中 亮嗣 ヤマナカ リヨウジ

34 滋賀県信用組合 井門 真由美 イド マユミ

35 滋賀県信用組合 長谷川 奈海 ハセガワ ナミ

36 滋賀県信用保証協会 池尻 奈穂 イケジリ ナホ

37 滋賀県信用保証協会 津田 宏太郎 ツダ コウタロウ

38 新旭電子工業株式会社 久保 菜那 クボ ナナ

39 ダイキン工業株式会社 島津 佐枝 シマヅ サエ

40 ダイキン工業株式会社 平山 政義 ヒラヤマ マサヨシ

41 ダイキン工業株式会社 星山 雅 ホシヤマ ミヤビ

42 パナソニック株式会社 アプライアンス社 奥村 郁未 オクムラ イクミ

43 パナソニック株式会社 アプライアンス社 堂城 有希 ドウジョウ ユキ

44 パナソニック株式会社 アプライアンス社 平山 実花 ヒラヤマ ミカ

45 みずほ証券株式会社 岡藤 沙紀 オカフジ サキ

46 みずほ証券株式会社 佐藤 貴之 サトウ タカユキ

47 みずほ証券株式会社 竹内 大 タケウチ ヒロシ

48 みずほ証券株式会社 三沢 龍児 ミサワ リュウジ

49 みずほ証券株式会社 山﨑 真美 ヤマサキ マミ

50 三井住友海上火災保険株式会社 彦根保険金お支払センター 松田 明日香 マツダ アスカ

2021年度　電話応対コンクール滋賀県大会　選手名簿（事業所五十音順）


