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このたび、第7回「ご当地！絶品うまいもん甲子園」の決勝大会を2018年11月2日に、
表彰式を11月2日に、実売イベントを11月3・4日に行い、合計３日間にて開催いたしました。

全国の高校生が主役となって地域の活性化を目的とした当企画は、
浅草のまるごとにっぽんで開催された決勝大会・翌日丸の内仲通りで行われた表彰式・実売イベントと合わせて
大盛況のうちに終えることができました。

今年からは全国の高校が募集対象となり応募の総数は100校、352チームのご応募をいただきました。

昨年同様、１次審査の書類選考を行ってから、全国6エリアにて2次審査のエリア選抜大会、
また沖縄県での単独大会を開催、その後ダイドードリンコ㈱様による特別企画「ダイナミックチャレンジ」ではシェフによ
る決勝大会までのブラッシュアップ調理研修の後、決勝大会に臨み、昨年よりもレベルの高い戦いとなり、
更なる広がりを見せることが出来ました。

今大会は新しい取組みを２つ行いました。一つは、㈱マイナビ様のクラウドファンディング「クラウドマルシェ」と連動し、
「うまいもん甲子園ＴＶ」としてネット番組で生放送される仕組みを作り、11月3日に開催された表彰式を動画配信を
行いました。東京での決勝大会を見学することが出来ない親族・関係者の方に見ていただくという夢を実現することが
出来ました。
もう一つはＬＩＮＥを利用しての応援投票を行い、敗者復活枠として１チームを選出いたしました。

沖縄県大会は今年で3回目の開催となりましたが、単独開催を行うことにより、地元の方の応援・観覧もあり、
県代表として応援してもらいながら頑張る姿が印象的でした。
また、昨年同様㈱沖縄ファミリーマート様のご協力のもと、沖縄県大会で優勝したメニューを商品化し県内の店舗にて
販売するという、「夢の商品化」を実現することが出来ました。

今大会も㈱ＪＴＢ様の主催にて学生同士の交流会を行った「ＪＴＢうまいもんサミット」の開催、
また㈱ＪＴＢ様の実施運営にて沖縄県大会を行うことが出来ました。

11月2日の決勝大会は、浅草のまるごとにっぽんの施設にて開催し、ご家族の応援や一般の方にも観覧いただき、
会場がとても賑わいました。選抜大会・一般投票を勝ち抜いた8校によるオリジナルメニューの試食・プレゼンテーショ
ンを8名の審査員に審査していただき、企業賞の発表を行いました。

11月3日の表彰式では、農林水産大臣賞・生産局長賞・水産庁長官賞・食料産業局長賞の他、協賛企業様による
企業賞を授与をいただきました。

そして実売イベントは、約15万人が来場した農林水産省主催の食と農林漁業の祭典「JAPAN HARVEST 2018」と
連動し、協力会社により各学校のレシピを再現されたメニューの実売イベントを行いました。
全商品が2日間ともに早い時間で完売するという大盛況で終わる事が出来ました。

第7回ご当地！絶品うまいもん甲子園の模様は、各地域のTV局、新聞社を中心に、エリア選抜大会から決勝大会、
商品開発まで密着取材として様々な情報が発信された他、決勝大会以降の現在も多くのメディアに取り上げていただ
いております。

このような形で、第7回大会を実施出来た事は、当社団法人にとって、とても貴重な財産となりました。
そして、何よりご参加いただいた生徒の皆さまを始め、学校、先生、そして、当企画にご協力いただきました企業・団体
の皆様のご支援・ご協力の賜物であると深く感謝しております。

今後も高校生の夢を応援する食企画として「夢の舞台の創造」「地域活性化」「人材育成」をコンセプトに、各分野で
頑張っている高校生の姿を沢山の方に届けて、日本を元気にしていく企画にしていきたいと考えております。本企画を
通じて、ご当地のオリジナル商品開発や生産者と消費者を結ぶ場や学生の夢を叶える場が提供できる取り組みも予
定しておりますため、今後もご期待下さい。

第8回「ご当地！絶品うまいもん甲子園」は2019年4月頃に応募を開始する予定です。
ぜひ、第8回大会へのご応募をご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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目標 食や農林水産業を通じて、高校生の夢を応援し、
地域を盛り上げ日本を元気にする

藤田 志穂（ふじた しほ）
一般社団法人全国食の甲子園協会 会長 兼
Office G-Revo株式会社 相談役

千葉県出身。1985年生まれ。
高校卒業後ギャルのイメージを一新させる「ギャル革命」を掲げ、19歳で起業、
ギャルの特性を活かしたマーケティング会社を設立した。
2008年12月末に社長業を退任、現在は高校生の夢を応援する食の甲子園「ご当
地！絶品うまいもん甲子園」を企画し、全国の高校生との交流を通じて、人材育
成や地域活性化を行っている。

名 称 第7回ご当地！絶品うまいもん甲子園
主 催 農林水産省、一般社団法人全国食の甲子園協会
協 賛 株式会社ＪＴＢ、ダイドードリンコ株式会社、株式会社マイナビ、株式会社日本アクセス、

株式会社船昌、株式会社タニタ、サントリーフーズ株式会社、株式会社サカタのタネ、
株式会社タテノコーポレーション、株式会社J-オイルミルズ、日清オイリオグループ株式会社、
カゴメ株式会社、エスビー食品株式会社、キユーピー株式会社、正田醤油株式会社、
伊藤忠商事株式会社、貝印株式会社、

後 援 文部科学省、全国農業高等学校長協会、全国水産高等学校長協会、全国商業高等学校長協会、
全国高等学校長協会家庭部会、日本学校農業クラブ連盟

協 力 東京メトロ、株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント、西部ガス株式会社、広島ガス株式会社、
仙台市ガス局、京都府長岡京市

対 象 全国の高校
概 要 オリジナルメニューの考案・調理・プレゼンテーションによる料理コンテスト大会
テ ー マ ご当地食材を使ったオリジナルメニュー
特 典 優勝 ・・・1校 農林水産大臣賞

準優勝・・・3校 生産局長賞・水産庁長官賞・食料産業局長賞
特別賞・・・11校 企業賞、食戟のソーマ賞、凱旋レストラン賞

期 間 2018年4月～2019年3月
企 画 趣 旨 「ご当地!絶品うまいもん甲子園」は、将来の農林漁業の担い手となる若者の夢を応援し、農山漁村の

6次産業化を通じて地域活性化に繋げていくことを目的として、全国の農林漁業に関わる高校生が、
日本の「食」や「食材」、「食文化」の素晴らしさや奥深さを理解し、地域の特産物を創意工夫して
調理した「ご当地!絶品うまいもん」の日本一を決める料理コンテストです。

コンセプト
（１）夢の舞台を創造

高校生が夢を持ち、叶えられる舞台
（２）人材育成

商品の開発、製造、宣伝、販売等のビジネスの流れを経験し今後、食・農業に関する分野で活躍する人材育成
（３）地域活性化

各都道府県にある名産物、特産物を活かしたPRを行う事で「地産全消」を目指し地域活性化のキッカケ作り

募集期間
応援投票
期間

4/20～7/10 7/13 9/4～9/10

決勝
大会

11/3～4

表彰式
実売ｲﾍﾞﾝﾄ

11/2

調理研修

9/1～10/31

商品発売
研修旅行

1月～3月

企画概要

大会の流れ

発起人

書類選考
発表

選抜大会
期間

8/1～8/31
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日時 2018年7月13日 11：00～14：00
場所 農林水産省
審査員 農林水産省、食の甲子園協会、㈱ＪＴＢ、㈱日本アクセスより各１名が出席
内容 全国より応募があった100校352チームの応募書類を元に、農林水産省で書類選考を開催しました。

審査員による審査にて、選抜大会に出場する各エリア5チーム、全35チームを選出しました

各校３０分で調理・盛付けを行い審査員が試食、5分間のプレゼンテーションの点数と

合わせて、各審査員の採点を合計した１位のチームが決勝大会に進出いたします。

1次審査 書類選考会

2次審査①北海道・東北エリア選抜大会

出場校＆メニュー

日時 2018年8月10日 12：00～14：30
場所 仙台市ガス局ショールーム 「Gas Salon」
審査員 ① 東北農政局 次長 佐藤 秀夫（サトウ ヒデオ）様

② 株式会社ＪＴＢ 法人事業本部 事業推進部 旅行事業チーム（仙台駐在）
推進担当部長 大久保 毅彦（オオクボ タケヒコ）様

③ ホテルJALシティ仙台 総料理長 佐藤 晃一（サトウ コウイチ）様
④ ダイドードリンコ株式会社 東北第一営業部 地区担当部長 武田 雅彦（タケダ マサヒコ）様

① 北海道帯広南商業高等学校
「豚丼スティック」

② 北海道小樽水産高等学校
「辛いカリー鰈ボーン」

③ 宮城県水産高等学校
「ピリッと魚豚塩つけ麺」

④ 宮城県農業高等学校
「M’s芹ワッフル飯」

⑤ 福島県立あさか開成高等学校
「福島ビビンバ」
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日時 2018年8月20日 12：00～14：30
場所 渋谷区文化総合センター大和田（渋谷）
審査員 ① 関東農政局 経営・事業支援部長 青戸 直哉（アオト ナオヤ）様

② 株式会社ＪＴＢ 法人事業本部 事業推進部 旅行事業チーム 推進担当マネージャー
酒井 雅人（サカイ マサト）様

③ ホテル日航立川東京 総料理長 塚本 伸次（ツカモト シンジ）様
④ ダイドードリンコ株式会社 東京営業部 地区担当部長 向井 正訓（ムカイ マサクニ）様
⑤ 株式会社日本アクセス 執行役員 海外事業・マーケティング管掌兼マーケティング・ＲＳ部長

松本 隆司（マツモト タカシ）様

2次審査②関東甲信越エリア選抜大会

2次審査③東海北陸エリア選抜大会

出場校＆メニュー

① 長野県 学校法人外語学園松本第一高等学校

「松本一本ねぎの宝箱」

② 栃木県立那須拓陽高等学校

「うめぇヤシオキッシュ」

③ 群馬県立大泉高等学校

「シュラスコさん」

④ 東京都 駒場学園高等学校

「蕎麦ゴーレ」

⑤ 神奈川県 学校法人桐蔭学園高等学校

「神奈川の幸凝縮焼売」

出場校＆メニュー

日時 2018年8月7日 12：00～14：30
場所 東邦ガス リベナス今池
審査員 ① 東海農政局 地方参事官 廣瀬 勝士（ヒロセ カツシ）様

② 株式会社ＪＴＢ 教育旅行名古屋支店 支店長 青島 一典（アオシマ カズノリ） 様
③ ホテル日航金沢 副料理長 前田 伸也（マエダ シンヤ） 様
④ ダイドードリンコ株式会社 中京第一営業部 地区担当部長 山田 哲生（ヤマダ テツオ） 様

① 岐阜県立加茂農林高等学校

「各務原のちぎりサンド」

② 愛知県立古知野高等学校

「しゃちほこバーガー」

③ 静岡県立焼津水産高等学校

「身崩れしない鰹つけ麺」

④ 静岡県立伊豆総合高等学校

「伊豆シカップ飯」

⑤ 三重県立四日市農芸高等学校

「みえさん²ぼうる」
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2次審査④近畿エリア選抜大会

2次審査⑤中国四国エリア選抜大会

出場校＆メニュー

日時 2018年8月8日 12：00～14：30
場所 長岡京市中央生涯学習センター（京都府長岡京市）
審査員 ① 近畿農政局 次長 小林 博行（コバヤシ ヒロユキ）様

② 株式会社ＪＴＢ 法人事業本部 事業推進部旅行事業チーム 推進担当マネージャー
草刈 徹（クサカリ トオル）様

③ ホテル日航プリンセス京都 総料理長 中埜 智史（ナカノ サトシ）様
④ ダイドードリンコ株式会社 西日本第一営業部 地区担当部長 塚原 世幣（ツカハラ ヨヘイ）様

① 滋賀県立湖南農業高等学校

「かれいな琵琶湖カレー」

② 学校法人淑徳学林 福知山淑徳高等学校

「肉茶がバーガー」

③ 京都府立桂高等学校

「京御菜バーガー」

④ 京都府立海洋高等学校

「サメラップ」

⑤ 兵庫県神戸市立六甲アイランド高等学校

「ナイスライスタコス」

出場校＆メニュー

日時 2018年8月27日 12：00～14：30
場所 広島ガス ショールーム ガストピアセンター
審査員 ① 中国四国農政局 次長 志知 雄一（シチ ユウイチ）様

② 株式会社ＪＴＢ 法人事業本部 事業推進部 旅行事業チーム（広島駐在）
推進担当部長 西尾 一輝（ニシオ カズテル）様

③ ホテル日航姫路 総料理長 前田 裕司（マエダ ユウジ）様
④ 株式会社 船昌 代表取締役 関野 裕（セキノ ユタカ）様

① 島根県立浜田水産高等学校

「舌をマカレルサンド」

② 岡山県玉野市立玉野商工高等学校

「桃太郎の鬼切り」

③ 広島県立海田高等学校

「魚っ！と驚くさつまん」

④ 高知県立安芸桜ヶ丘高等学校

「ゆずの彩り田舎寿司」

⑤ 山口県立西市高等学校

「山口を知っちょるる？」

特別支援企業

株式会社船昌様より、中国四国エリア選抜大会に出場し
た5校それぞれに全校生徒分「長崎恋みかんジュース」
を、また優勝チームには生徒・先生全員に「旬の果物詰
合せセット」を授与いただきました。
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2次審査⑥九州エリア選抜大会

2次審査⑦沖縄県選抜大会（JTB主催）

出場校＆メニュー

日時 2018年8月14日 12：00～14：30
場所 西部ガスショールーム ヒナタ熊本

審査員 ① 九州農政局 次長 佐竹 健次（サタケ ケンジ）様

② 株式会社ＪＴＢ 法人事業本部 事業推進部 旅行事業チーム（福岡駐在）

推進担当マネージャー 加倉井 良多（カクライ リョウタ）様

③ ホテル日航熊本 調理部洋食レストラン調理グループ

アソシェッドチーム シェフ 卜部 裕一（ウラベ ユウイチ）様

④ ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 アシスタントマネージャー

梅垣 真哉（ウメガキ シンヤ）様

① 宮崎県立宮崎海洋高等学校

「宮崎海洋情熱の冷汁！」

② 熊本県立鹿本農業高等学校

「あげあげキンパ」

③ 鹿児島県神村学園高等部

「鶏飯トルティーヤ」

④ 長崎県瓊浦高等学校

「幸せの黄色い巾着！」

⑤ 福岡県立福岡農業高等学校

「キクイモのキッシュ」

日時 2018年8月4日 12：00～15：00
場所 おきでん那覇ビル カエルぴあ 1Ｆ
審査員 ① 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部長

田中 晋太郎（タナカ シンタロウ）様
② サントリーフーズ沖縄株式会社 企画部長

谷合 竜太（タニアイ リュウタ）様
③ 株式会社沖縄ファミリーマート 商品デリカ・食品課 課長

仲村渠 忠（ナカンダカリ タダシ）様
④ ホテルＪＡＬシティ那覇

総料理長 喜屋武 直彦（キャン ナオヒコ）様
⑤ 株式会社JTB沖縄 代表取締役社長

杉本 健次（スギモト ケンジ）様
⑥ 藤田 志穂

司会 エリナ（きゃら沖縄）、ニッキー（FEC）

①沖縄県立宜野湾高等学校 「カメー！ウチナーの巻」

②沖縄県立中部農林高等学校「うるまワイドバーガー」

③沖縄県立浦添高等学校 「島んちゅバーガー」

④沖縄県立那覇商業高等学校「ヘルシーもずく餃子」

⑤沖縄県立読谷高等学校 「チャンプルー焼きそば」

特別協賛企業

出場校＆メニュー
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2次審査⑧大逆転！応援投票復活企画
投票期間 9月4日（火）12：00～9月10日（月）21：00 結果発表 9月10日（月）21：00

参加人数：6,269名 1位駒場学園高等学校2,087票、2位学校法人神村学園高等部1,237票、3位安芸桜ケ丘高等学校739票

海外特別企画 全家料理王（台湾FM 共催）

うまいもん甲子園特別企画として、台湾ファミリーマートと台湾大会を開催！

第１回全家料理王

書類応募 2018年4月16日～6月15日 書類選考会 6月28日（木） 全国大会 10月5日（金）

優勝チームは、2018年11月2日～11月3日に開催する第７回ご当地！絶品うまいもん甲子園全国大会および実売イベントにゲストとして招待

8
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決勝大会進出8校+台湾1校 紹介

１．北海道・東北代表
北海道帯広南商業高等学校 「豚丼スティック」

2．関東甲信越代表
桐蔭学園高等学校 「神奈川の幸凝縮焼売」

3．東海北陸代表
三重県立四日市農芸高等学校 「みえさん²ぼうる」

9
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決勝大会進出8校+台湾1校 紹介

4．近畿代表
福知山淑徳高等学校 「肉茶がバーガー」

５．中国四国代表
山口県立西市高等学校 「山口を知っちょるる？」

６．九州代表
熊本県立鹿本農業高等学校 「あげあげキンパ」

10
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決勝大会進出8校+台湾1校 紹介

８．応援投票代表
駒場学園高等学校 「蕎麦ゴーレ」

7．沖縄県代表
沖縄県立宜野湾高等学校 「カメー！ウチナーの巻」

９．台湾大会 優勝
私立同徳高級家事商業職業學校 「客家懷舊飯篼」

11
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「ご当地！絶品うまいもん甲子園」の決勝大会では、学校間で交流する余裕はほとんどないため、
出場校間のインプット・アウトプットが出来る様に、交流する機会が必要だと考えました。

それぞれがプレゼンし、聞くことに加え、「ご当地！絶品うまいもん甲子園」を通じて自分がどう変
わったかについて確認し合える時間を作ることが、新たな学びとなると考え、生徒同士の交流を目
的に「JTBうまいもんサミット」を開催しました。

普段交わることのない他の地方の高校生同士の交流の場としてはもちろん、

今年は「みんなで作ろう！ご当地ミックスメニュー」ゲームを行うことで、

地元の食や他の地方の食に関する新しい発見をする場ともなりました。

先生・生徒ともに大変盛り上がりました。

特別企画～うまいもんサミット～

「うまいもんサミット」は、決勝大会に進出した参加校同士の交流を目的
に今年で第4回を迎え、決勝大会後の懇親会として開催しました。

概要 企画提供企業

12
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概要

㈱JTB実施運営 沖縄県選抜大会

うまいもん甲子園の拡大を図るため、株式会社JTB沖縄が主体となり
サントリーフーズ株式会社様をメインスポンサーに迎え、沖縄県で3回目とな
る単独大会を行いました。県内の企業、マスコミ、行政との繋がりを深め、
また一般の方の観覧も可能にし、大盛況のうちに終えることが出来ました。

メインスポンサーであるサントリーフーズ株式会社の試飲スペースや商品ＰＲタイム、
会場提供・ご協賛をいただいている沖縄電力様のＰＲタイムを設けるなど、

様々なイベントを開催しました。

特別協賛企業日程：2018年8月4日（土） 場所：カエルぴあ なは

大会ポスターの制作・掲載沖縄県選抜大会を実施運営していただいた
株式会社JTB沖縄 杉本健次 社長に
審査員としてご出演いただきました。

13
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「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。その実現のためにDyDoグループは、
ダイナミックにチャレンジを続ける。」というグループ理念を掲げる
ダイドードリンコでは、飲料とも密接に関わる食の分野で活躍する次世代の育成、
地域社会の活性化を図るべく、高校生による料理コンテスト「ご当地！絶品うまいもん甲子園」の活動
を2014年より応援しております。
特別企画「ダイナミックチャレンジ」では、各地のエリア選抜大会を勝ち抜いた高校に対して、プロの
シェフを派遣し、決勝大会に向けて、オリジナルメニューのブラッシュアップを図る特別調理研修を実
施しています。第7回大会では、決勝大会に進出した全8校で「ダイナミックチャレンジ」を実施しました。

参加した高校生も想いが沢山詰まったメニューを更に良くするために、
熱心に研修に取り組んでいました。

特別企画～ダイナミックチャレンジ～

概要

プロならではの観点から、レベルの高い研修を実施頂きました。

企画提供企業

14



©S-koshien inc.

受賞校 三重県立四日市農芸高等学校 メニュー名「みえさん²ぼうる」

「高校生の考案したオリジナルメニューを食べてみたい」という地元の方々
からの声にお応えし、オリジナルメニューを地元の方々に振る舞う1日だけの
レストランを開催する企画です。応援してくれる地域の皆様に、感謝の気持
ちを添えて、オリジナルメニューをお届けします。

特別企画～凱旋レストラン～

概要

2018年12月16日（月）開催！！

お世話になった地元の方々や、学校の先生、生徒へオリジナルメニューを振る舞いました。
美味しいという笑顔と共に、地元食材の使い方に感心する声も多く聞こえました！

企画提供企業

決勝大会にてダイドードリンコ株式会社コーポレートコミュニケーション部 課長 正本 肇 様より

副賞パネルの授与をいただきました。

15
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特別企画～うまいもん甲子園TV～

16

×

新企画 インターネット番組「うまいもん甲子園TV」

農業・地域おこし専門のクラウドファンディング「クラマルbyマイナビ農業」にて、第７回ご当地！絶品うまいもん
甲子園決勝大会、表彰式における配信「うまいもん甲子園TV」の制作プロジェクトを行いました。
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特別企画～うまいもん甲子園TV～

17

企画提供企業

高校生の笑顔（頑張る姿）を少しでも多くの人に見てもらいたい！をコンセプトに、

株式会社マイナビ様とのコラボ企画として実施。

農業・地域おこし専門のクラウドファンディング「クラマルbyマイナビ農業」にて、支
援金を募り、 11月2日（金）に東京で開催した「第７回ご当地！絶品うまいもん甲子
園決勝大会」と11月3日（土）「表彰式」の模様をインターネット番組として配信。

概要

うまいもん甲子園
TV

放送日時 2018年11月3日（土） 12：30～13：30
12：30～13：00 ①11/2決勝大会の模様を編集して放送
13：00～13：30 ②11/3表彰式の模様を生放送
掲載メディア 「うまいもん甲子園オフィシャルHP」

全国約3,000人の方が
映像を視聴いただきました！
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株式会社船昌様提供による優秀賞を受賞した3校を対象に行う
国内特別研修旅行企画。高校生が地元を飛び出して普段の環境とは
異なる地域で農業体験、農作物の生産～出荷までの過程を体験し、
全国の最先端農業・水産業、流通を学ぶ取り組み。日本の農作物の
素晴らしさを農家・学生同士の交流や地元の料理から学び、
農水産系ビジネスにおけるヒントや、高校生の将来の夢の実現へ繋げる夢の課外授業です。

①JA長崎せいひ
大西海選果場見
学・生産者の皆様
との交流

選果場にて出荷から手元に届くまでの過程を学び、交流会では地元料理を頂いたりオリジナルメニューの紹介を行
いました。

特別企画～ドリームスクール～

概要

第6回大会 研修内容要

第7回大会国内研修旅行は2019年2月22日～24日実施予定！

特別協賛企業

主 催 株式会社船昌
日 時 2018年2月20日（火）～2月23日（木） 2泊3日
研修先 長崎県、福岡県
協 力 JA長崎せいひ大西海、長崎県西海市の生産者の方々
参 加 準優勝３チーム

②生産者さん宅へ
民泊・農作業体験

③地元食材を使
用した石窯ピザ作
り体験

農作業体験以外にも、郷土料理をご家族とつくったり地元の名所を巡ったりなど、充実した時間を過ごしました。

エコヴィレッジさいかい元気村」にて地元食材を使用した創作ピザ作りを行いました。

「ハウステンボス」の観光、「有名レストラン」での食事などその他の内容も盛りだくさんです！！

18
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メイン審査員

サポート審査員

MC サブMC

「食戟のソーマ」原作者
附田 祐斗 様

株式会社オリエンタルランド
フード本部 フード仕入開発部
フード開発グループ
三浦 千佳子様

農林水産省
食文化・市場開拓課長
西 経子 氏

「オテル ドゥ ミクニ」
オーナーシェフ
三國 清三 様

株式会社日本アクセス
執行役員
海外事業・マーケティング管掌
兼マーケティング・ＲＳ部長
松本 隆司 様

株式会社JTB
法人事業本部 事業推進部
旅行事業推進担当部長
教育マーケット統括
松村 幸博 様

株式会社マイナビ
農業活性事業部 事業推進部
部長
田川 和俊 様

ダイドードリンコ株式会社
コーポレートコミュニケーション部
課長 正本 肇 様

トータルテンボス
大村様、藤田様

発起人 藤田志穂

決勝大会 出演者一覧
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選手宣誓は、北海道帯広南商業高等学校 商業科３年小池菜月（こいけ なつき）さん
そして、審査員を代表して附田先生からコメントを頂き、大会がスタートしました。

たくさんのお客様と報道陣が駆け付けた中、
司会を務めていただいたトータルテンボスの2人に高校生の緊張をほぐしていただきました。

決勝大会 開会式＆選手宣誓

開会式

選手宣誓

日程：2018年11月2日（金）
場所：東京浅草まるごとにっぽん3Fイベントスペース
来場者：一般＆関係者含め約1,000人

20
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各チームユニークで個性あふれるプレゼンテーションを披露！！
同時に審査員による試食審査を行い、それぞれの観点でコメントを頂きました。

各校決勝大会の緊張感溢れる雰囲気の中、制限時間３０分間で調理をしました！

決勝大会 調理

決勝大会 プレゼンテーション

21
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決勝大会 特別賞

企業特別賞

審査員特別賞

北海道帯広南商業高等学校

桐蔭学園高等学校 三重県立四日市農芸高等学校

桐蔭学園高等学校

駒場学園高等学校

私立同徳高級家事商業職業學校

三重県立四日市農芸高等学校熊本県立鹿本農業高等学校

山口県立西市高等学校

沖縄県立宜野湾高等学校福知山淑徳高等学校

22
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福知山淑徳高等学校 「肉茶がバーガー」

表彰式

優勝 農林水産大臣賞

準優勝
食料産業局長賞

準優勝
水産庁長官賞

準優勝
生産局長賞

山口県立西市高等学校

「山口を知っちょるる？」

桐蔭学園高等学校

「神奈川の幸凝縮焼売」

三重県立四日市農芸高等学校

「みえさん²ぼうる」

日程：2018年11月3日（土） 時間： 13:00～13:30
場所： 東京都丸の内仲通りJAPAN HARVEST2018 イベントスペース
来場者数： 約200名

23
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家族連れから外国人観光客まで、大好評！
各校の再現メニューはもちろん、各地域のおすすめ商品「うまいもんセレクション」

も合わせて完売しました。

自分たちのメニューが完売したら、他校の商品の販売もお手伝い。
ご参加いただきました高校生、担当の先生、本当にお疲れ様でした。

実売イベント

日時：2018年11月3日～4日 11：00～16：00
場所：東京丸の内仲通り 来場者：2日間で約15万人（JAPAN HARVEST2018会場）

24
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優 勝 １校

準 優 勝 ３校

「ダイドードリンコmiuシリーズ」
全校生徒分

ハワイへの海外研修旅行
チーム全員分

「サントリー伊右衛門」
学年全員分

「国内研修旅行ドリームスクール」準優勝３チーム分

「まぐろ花削り＆さぬきうどん」
学年全員分

受賞校特典一覧

オテル・ドゥ・ミクニ フルコース
生徒・先生分

「デュアルタイプ体組成計」
チーム全員分

25
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第7回大会 制作物一覧

約2,000校へ配布（1校3枚）

全国約2,000校へ配布（1校1部）■オフィシャルHP

■募集用ポスター（A2）

■応募書類（24ページ A4）

■選抜大会用ロールアップバナー

■決勝大会用エプロン 21枚 ■決勝大会用パックパネル

■東京メトロ用ポスター（B1サイズ）

掲示駅（都内約60駅）6エリア選抜大会で掲示

26
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第7回大会 企業様物品提供

エリア選抜大会

決勝大会（11月2日）
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第7回大会 メディア掲載

11月3日、4日 週プレNEWS

Yahoo! 芸能トピックス掲載！

テレビ：31社、新聞：47社 ラジオ：1社、雑誌：3回、WEB：4回
（昨年 テレビ：24社、新聞：29社、ラジオ2社、雑誌：1回、WEB：2回）
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うまいもん甲子園発起人 藤田志穂 活動

元ギャル社長、ノギャルプロジェクト発起人、うまいもん甲子園発起人
大人と子供、文化と伝統、地方と都会を結ぶ掛け橋としての活動中

高校卒業後、ギャルでも出来る事を
証明する為に、マーケティング会社
「シホ有限会社G-Revo」を設立。

ギャル革命、ギャル社長（19歳～）

環境・エコへの取組み（21歳～）

ノギャルプロジェクト（24歳～）

藤田が行う清掃活動は全国のギャル
に伝わった。エコライフ・フェア2006
では当時環境大臣だった
「小池百合子氏」を迎えイベントに出席。

若者が食や農業に興味を持つキッカケを作る為に立ち上げた。秋田県大潟村でのシブヤ
米作り、ギャルママ親子野菜収穫ツアーや、ＥＤＷＩＮとイケてる作業着の開発など様々
な角度から若者目線での農業プロジェクトを行った、「ノギャル」と言葉は2009年の流行語
大賞にもノミネートされ大きな話題になった。

★現在★ うまいもん甲子園発起人（26歳～33歳）

イベント活動と並行して、ギャルマーケティング会社でのギャル社長時代からノギャル、

そして現在の文化起業家としての経験で感じたこと・若者・大人への「きっかけ作り」を伝えるために、

全国の学校・企業・行政でのイベントや講演会も国内・海外へと年間を通して精力的に行っています。

藤田志穂 講演会のご相談・お問合せ・・・03－6450－5845

Office G-Revo株式会社

横浜ＪＣ 台湾 南方農業論壇 いばらき看護の祭典 農村活性化フォーラム 福岡農業高校

一般社団法人全国食の甲子園協会 会長 兼
Office G-Revo株式会社 相談役
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2019年４月
第8回大会始動

ご当地！絶品うまいもん甲子園


