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このたび、第6回「ご当地！絶品うまいもん甲子園」の決勝大会を2017年11月4日に、
実売イベントを11月5日に、合計2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124校、398チームと過去最多のご応募をいただきました。

また、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、福島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。

今年は新しい取組みとして、福島県大会の単独開催を実現いたしました。
沖縄県大会は今年で２回目の開催となりましたが、各県での単独開催を行うことにより、地元の方の観覧もあり、
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㈱ファミリーマート様のご協力のもと、メニューを商品化し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。今年は8メニューが商品化することとなり、
2018年2月上旬より発売されました。（福島県のメニューのみ3月27日よりエリア限定にて発売）

今大会も㈱ジェイティービー様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」開催し、
また㈱ジェイティービー様の実施運営にて沖縄県大会、福島県大会を行うことが出来ました。

そして新しい取組みとして㈱伊藤園様のご協力でＨＰ内の一般投票にて１チームが決勝大会に進出するという
特別企画を行い、盛り上がりました。

11月4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、初めて一般の方にも観覧いただき、
会場がとても賑わいました。エリア選抜大会を勝ち抜いた9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、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、審査員による特別賞を授与をいただきました。

そして実売イベントは、約20万人が来場した農林水産省主催の食と農林漁業の祭典最大のイベント「JAPAN 
HARVEST 2017」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6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6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7回「ご当地！絶品うまいもん甲子園」は2018年4月頃に応募を開始する予定です。
ぜひ、第7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6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 株式会社ジェイティービー、ダイドードリンコ株式会社、株式会社日本アクセス、株式会社船昌、

サントリーフーズ株式会社、森永製菓株式会社、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、実践女子大学、株式会社伊藤園、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、株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント、
貝印株式会社、株式会社マイナビ、ライオン株式会社

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 ㈱ファミリーマート、東京メトロ
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 水産庁長官賞、食料産業局長賞、生産局長賞
特別賞・・・3校 食戟のソーマ賞、サカタのタネ賞、凱旋レストラン賞

期 間 2017年4月～2018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
一般投票
期間

4/20～7/10 7/15 9/4～9/10

決勝
大会

11/5

実売
イベント

11/4

調理研修

9/1～10/31

商品発売
研修旅行

2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 2017年7月14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、㈱ジェイティービー、㈱ファミリーマートより各１名が出席
内容 全国より応募があった124校398チームの応募書類を元に、農林水産省で生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40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・東北選抜大会

出場校＆メニュー

日時 2017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 阿部 勲 様 （農林水産省 東北農政局 次長）

中村 盾一 様 （ 株式会社ファミリーマート 商品本部 デリカ食品部 米飯グループマネジャー）
佐藤 晃一 様 （ホテルJALシティ仙台レストラン 料飲部 洋食調理長）
伊沢 洋平 様 （株式会社JTB東北 取締役営業部長）

司会 爆笑コメディアンズ 半澤弘貴様/秀作様 （よしもとクリエイティブエージェンシー所属）

①北海道標茶高等学校
「Ei！Yo！満点！鹿肉ベジラップ」

②青森県立青森商業高等学校
「シーフーDOカレー」

③宮城県農業高等学校
「パリッと閖上おにしらす」

④山形県立村山産業高等学校
「ごろっと芋煮丼」

⑤山形県立天童高等学校
「山形の味☆芋煮風どんどん焼き☆」
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日時 2017年8月1日 12：00～14：30
場所 実践女子学園中学校高等学校（渋谷）
審査員 瀬川 雅裕 様 （関東農政局 次長）

赤荻 達也 様 （株式会社ファミリーマート デリカ食品部 部長）
中野 匡己 様 （ホテルJALシティ田町 東京 宴会・ピシーズ 料理長）
向田 淳 様 （株式会社ジェイティービー 国内事業本部法人事業部 法人事業企画担当部長）

司会 テゴネハンバーグ 松村惇史 様/弓場雄二郎 様（よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）

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茨城県立坂東総合高等学校

「坂東ねッぎー（ねぎの風味を味わいたくない？！）」

②埼玉県立杉戸農業高等学校

「ガ王～それがガパオ~」

③千葉県立館山総合高等学校
「房総の恵ぎゅっとピタ」

④東京都蒲田女子高等学校

「キノコと小松菜ソースのオムライス」

⑤神奈川県立海洋科学高等学校
「磯焼けバーガー（イソヤケバーガー）」

5

出場校＆メニュー

日時 2017年8月7日 12：00～14：30
場所 東邦ガス リベナス今池
審査員 廣瀬 勝士 様 （農林水産省 東海農政局 地方参事官）

佐久間 浩史 様 （株式会社ファミリーマート 商品本部 地区ＭＤ部 中日本地区ＭＤグループ
マネジャー）

花村 健一 様 （株式会社JTB中部 教育旅行名古屋支店 営業一課長）
河上 左門 様 （ホテル日航金沢 宴会コール シェフ）

司会 カツラギ 石井肇 様/石井彰 様（よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）

①岐阜県立加茂農林高等学校

「いのちあ・バーガー」

②愛知県立田口高等学校

「八丁味噌の焼きうどん」

③愛知県立渥美農業高等学校

「愛情入れました❤あつみポークバーガー」

④静岡県立静岡農業高等学校

「まぐろの竜田揚げバーガー」

⑤三重県立四日市農芸高等学校

「ふるさと愛ギュウッ！まこもドッグ」
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2次審査④近畿エリア選抜大会

2次審査⑤中四国エリア選抜大会

出場校＆メニュー

日時 2017年8月24日 12：00～14：30
場所 大阪ガス ハグミュージアム
審査員 橋本 尚文 様 （農林水産省 近畿農政局 経営・事業支援部 部長）

山岡 美奈子 様 （株式会社ファミリーマート 商品本部デリカ食品部 調理パン・調理麺グループ
マネジャー）

佐々野 真一 様 （株式会社JTB西日本 取締役）
西村 徹 様 （ホテル日航大阪 料飲部 宴会調理グループ 料理長）

司会 span！ 水本健一様/マコト様 （よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）

①滋賀県立湖南農業高等学校

「親鳥及び愛彩菜のかき揚げバーガー」

②和歌山県立神島高等学校

「紀州うめどり・うめたまごの２種盛パスタ

～合わせて食べると梅ぇカルボナーラ～」

③京都府立桂高等学校

「もちカリ！京野菜たっぷりカルツォ～ネ♪」

④兵庫県神戸市立六甲アイランド高等学校

「ゴロッとたこ煮まん」

⑤大阪市立鶴見商業高等学校

「天下統一！城？白？カレー」
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出場校＆メニュー

日時 2017年8月25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 北池 隆 様 （農林水産省 中国四国農政局 次長）

赤荻 達也 様 （株式会社ファミリーマート シニアオフィサー 商品本部 デリカ食品部長）
原田 知治 様 （株式会社JTB中国四国 本社営業部 シニアプロデューサー）
吉川 正登 様 （ホテルJALシティ広島 料飲部料理長）

司会 松浜心（よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）

①島根県立浜田水産高等学校

「カフェかれいバーガー～ どんちっちの音にのせて～」

②岡山県玉野市立玉野商業高等学校

「もんげーうめー ～岡山の魅力丼～」

③広島県立海田高等学校

「海田町さつまＤｅ魚ロッケドッグ」

④高知県立安芸桜ヶ丘高等学校

「あきまるごトルティーヤ

～和醤油とフルーティー柚子のコンビ～」

⑤高知県立高知中央高等学校

「土佐藩ならぬ土佐パン」
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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 2017年8月15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 百﨑 賢之 様 （農林水産省 九州農政局 次長）

藤嶋 賢一 様 （株式会社ファミリーマート 商品本部 地区ＭＤ部 九州地区ＭＤグループ

マネジャー）

加倉井 良多様 (株式会社JTB九州 本社営業部 法人営業課長）

江崎 雄一 様 （ホテル日航熊本 調理部洋食調理グループ 料理長）

司会 もっこすファイヤー 山本 記央 様/山田 拓 様（よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）

①福岡県立宇美商業高等学校

「明太子とこんにゃくの美人麺」

②福岡県立三井高等学校

「ベリーてりやきチキンバーガー」

③熊本県立鹿本農業高等学校

「あげオム」

④長崎県瓊浦高等学校

「お好みPEACE（ピース）」

⑤鹿児島城西高等学校

「わっぜさつま！！甘辛タルト」
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出場校＆メニュー

日時 2017年8月26日 12：00～15：00
場所 おきでん那覇ビル カエルぴあ 1Ｆ
審査員 遠藤 順也 様 （沖縄総合事務局）

大村 正美 様 （サントリーフーズ沖縄株式会社）
小林 健祐 様 （株式会社沖縄ファミリーマート）
喜屋武 直彦 様 （ホテルJALシティ那覇）
杉本 健次 様 （株式会社JTB沖縄 社長）

司会 エリナ（きゃら沖縄）、ニッキー（FEC）

①沖縄県立読谷高等学校

「これが沖縄！読谷紅イモマーサンド♪」

②沖縄県立沖縄工業高等学校

「バジTACOめん！」

③沖縄県立宮古総合実業高等学校

「グルっと♪そばゲッティ！～ガーリックソース和え～」

④沖縄県立南部商業高等学校

「うちなーBURGER」

⑤沖縄県立向陽高等学校

「わったーぬTACOそば。 」

特別協賛企業
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2次審査⑧福島県選抜大会（JTB主催）

2次審査⑨大逆転！一般投票復活企画（伊藤園企画）

特別企画企業

投票期間 2017年9月4日（月）12：00～9月10日（日）23：59
結果発表 2017年9月11日（月）12：00
内容 エリア選抜大会に出場した、優勝チーム以外の各エリア4チーム、

合計24チームを対象に、WEBを使った一般ユーザーからの投票を
用いた敗者復活チームを選定、優勝チームは決勝大会に進出します。
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日時 2017年8月21日 12：00～14：30
場所 郡山女子大学（郡山市）
審査員 阿部 勲 様 （東北農政局 次長）

藤田 志穂 （一般社団法人 全国食の甲子園協会 会長）
赤荻 達也 様 （株式会社ファミリーマート デリカ食品部 部長）
佐藤 晃一 様 （ホテルJALシティ仙台 料飲部 洋食 調理長）
伊沢 洋平 様 （株式会社JTB東北 取締役営業部長）

司会 市川こいくち様 （よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）

出場校＆メニュー

①福島県立ふたば未来学園高等学校
「ＷＡ二サンド（わにさんど）」

②福島県立安達東高等学校
「彩り夏野菜の冷やし桑の葉うーめん」

③福島県立郡山商業高等学校「会津彩り蕎麦三昧」

④福島県立湯本高等学校「iwakiの羽衣」

⑤福島県立小野高等学校
「美女伝説到来! 魔法のサラダうどん りこぴんぴん」

特別協賛企業
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決勝大会進出9校・メニュー紹介

１．北海道・東北エリア代表
宮城県農業高等学校「パリッと閖上おにしらす」

２．福島県代表
福島県立小野高等学校「美女伝説到来！魔法のサラダうどん りこぴんぴん」

３．関東甲信越エリア代表
千葉県立館山総合高等学校「房総の恵ぎゅっとピタ」

9
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決勝大会進出9校・メニュー紹介

４．東海北陸エリア代表
三重県立四日市農芸高等学校「ふるさと愛ギュウッ！まこもドッグ」

５．近畿エリア代表
和歌山県立神島高等学校
「紀州うめどり・うめたまごの２種盛パスタ～合わせて食べると梅ぇカルボナーラ～」

６．一般投票代表
兵庫県神戸市立六甲アイランド高等学校「ゴロッとたこ煮まん」

10
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決勝大会進出9校・メニュー紹介

８．九州エリア代表
鹿児島城西高等学校「わっぜさつま！！甘辛タルト」

７．中国四国エリア代表
岡山県玉野市立玉野商業高等学校「もんげーうめー ～岡山の魅力丼～」

９．沖縄県代表
沖縄県立向陽高等学校「わったーぬTACOそば。」

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、

今年も「ご当地！絶品うまいもんクイズ大会」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3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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株式会社ファミリーマート様による、商品化という夢を実現することで、
これからの日本の未来を切り開く高校生を元気にする特別企画です。
地域の食材をできるだけ活用し、地域の食文化に根差したメニューを商
品にすることで、高校生の住む街・地域の活性化に貢献していきます。

特別企画～夢の商品化計画～

高校生のレシピを基に優勝校は全国発売。エリア選抜大会で選ばれたチームは地域限定発売として
ファミリーマート様の店舗で発売されました。

概要 企画提供企業

【発表会及び店頭販売会用ポスター】

ファミリーマートオフィシャルツイッター
で期間中、応援したい高校をツイート
した方から抽選で40名に、出場校に
ゆかりのある商品が当たる「うまいもん
甲子園応援キャンペーン」を開催。

13
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ダイドードリンコ株式会社は、“こころとからだにおいしいものを“を
コーポレートスローガンに、高い品質にサプライズを添えて、飲料を中心とする
商品をお客様にお届けしております。ご当地！絶品うまいもん甲子園では、
「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に則り未来の料理人である高校生の育成支援と地域の活性化をサポートするこ
とで、おいしい料理と飲料を社会に提供することを支援いたします。

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。

各エリア選抜大会で審査員を務めた計8名のシェフが決勝進出9校へ出張授業で熱血指導！
激戦を勝ち抜いた高校生がプロからの指導を受け「食の甲子園」の頂点を目指します！

企画提供企業

14
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受賞校 福島県立小野高等学校 商品「美女伝説到来！魔法のサラダうどん りこぴんぴん」

「優勝メニューを食べてみたい！」という地域の声に応えて、報告会&試
食会を実施。応援してくれる地域の皆さんに感謝の気持ちと共に日本一
の美味しい感動を届けます！！

特別企画～凱旋レストラン～

概要

2018年12月21日（木）開催！！

地元のお世話になった方々や、学校の先生や生徒さんへアイディア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！

取材メディア一覧

企画提供企業

決勝大会にてダイドードリンコ株式会社取締役執行役員コーポレートコミュニケーション本部長

長谷川直和様より副賞パネルの授与をいただきました。

15
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概要

JTB主催 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２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、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：2017年8月26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企画運営していただいた
株式会社JTB沖縄 杉本健次 社長に
審査員として出演いただきました。

16
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概要

JTB主催 福島県選抜大会

うまいもん甲子園の拡大を図るため、株式会社JTB東北が主体となり
株式会社タテノコーポレーション様をメインスポンサーに迎え、福島県で
初の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
深め大盛況のうちに終えることが出来ました。

特別協賛企業

福島民報11月1日掲載

日程：2017年8月30日（土）
場所：郡山女子大学・郡山女子大学短期大学部

福島大会を企画運営いただいた
株式会社JTB東北 取締役営業部長
伊沢 洋平様にご挨拶いただきました

特別企画 ×

楽 し く 学 ぼ う 食 と 農

日程：2017年9月30日（土）
主催：株式会社タテノコーポレーション
参加：小野高等学校13名 郡山商業高等学校2名
内容：福島エリア選抜大会に応募があった高校対象にツアーへの参加募集を行ない、「より農業や
食に関して興味を持ってもらう」「応募高校生の交流」ことを目的とした体験型研修。
ツアー場所： TO-FU Café おおはたや（豆腐工場見学等）＠三春町、エンゼルフォレスト（昼食

BBQ）＠天栄村、安田農園（キャベツ収穫体験、堆肥工場見学等）＠天栄村

17
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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。

1日目・・・１．ハウステンボス見学 2．JA長崎せいひ大西海選果場 3．見学、生産者との交流

JA長崎せいひ大西海にて選果場の見学を行い、普段食べている物がどのように出荷され、自分たちの手に届けられているのか学びました。
また地元生産者の皆様との交流会の際、高校生は考案したオリジナルメニューの紹介や地元の説明も行いました。

茅乃舎では地元食材をふんだんに使用したコース料理を頂きました。地元の異なる高校生同士の交流を図ると共に、料理を頂
く際は一つ一つの料理に込められた想いや、シェフへの質疑応答のお時間を頂き、高校生の将来へ繋がる時間となりました。

特別企画～ドリームスクール～

概要

第5回大会 研修内容要

2日目・・・4．民泊した農家さん宅で農作業体験 5．地元野菜でのピザ作り体験

3日目・・・.6．太宰府天満宮見学 7．茅乃舎で食事 4日目・・・8．海中魚処 萬坊で食事

第6回大会国内研修旅行は2018年2月20日実施予定！

特別協賛企業

主 催 株式会社船昌
日 時 2017年2月21日（火）～2月24日（金） 3泊4日
研修先 長崎県、福岡県、佐賀県
協 力 JA長崎せいひ大西海、茅乃舎、長崎県西海市の生産者の方々
参 加 栃木県立宇都宮白楊高等学校3名、長崎県瓊浦高等学校3名、沖縄県立宮古総合実業高等学校3名

民泊体験では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。
また「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以外にも各々でもピザ作りを行い、長崎ならではの海鮮を食べた
り地元では体験できない遊びや体験を行いました。
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特別企画～お菓子総選挙～

概要 特別協賛企業

高校生に森永製菓株式会社様の商品を実際に試食してもらい、男性ラ
ンキング、女性ランキング、全体ランキングを発表。
また、全体ランキング１位の商品は、第6回ご当地！絶品うまいもん甲
子園決勝大会にて、準優勝の水産庁長官賞を受賞した千葉県立館山
総合高等学校に学年全員分としてプレゼントいただきました。

高校生が選んだ今1番の森永製菓のお菓子

男性ランキング 女性ランキング 全体ランキング

決勝大会で森永製菓株式会社広域営業部 マネージャー伊藤立様から、千葉県館山総合

高等学校の生徒に副賞パネルを授与いただきました。

１位 小枝
2位 ハイチュウプレミアム
3位 ベイク
４位 おっとっと
５位 チョコボール

１位 小枝
２位 ベイク
３位 ハイチュウプレミアム
４位 おっとっと
５位 チョコボール

１位 小枝
２位 ベイク
３位 ハイチュウプレミアム
４位 おっとっと
５位 チョコボール

小枝
【ミルク】

ベイク
【ショコラ】

ハイチュウプレミアム
【赤ぶどう】

おっとっと
【うすしお】

チョコボール
【ピーナッツ】

19
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特別企画～大逆転！一般投票復活企画～

概要 特別協賛企業

エリア選抜大会に出場した、優勝チーム以外の各エリア４チームを対象に、WEBを使った一般
ユーザーからの投票を用いた敗者復活チームを選定。一般投票で選ばれた１チームは決勝大会
に進出！

20

大逆転！
一般投票復活企画とは？

応募総数25,737票で大激戦を勝ち抜いた、
兵庫県六甲アイランド高等学校は、第6回ご当地絶品うまいもん甲子園決勝大会に
進出しました。
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メイン審査員

サポート審査員

MC

よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属
パンサー（菅 良太郎様、向井 慧様、尾形 貴弘様）

サブMC

決勝大会 出演者一覧

料理研究家・管理栄養士
森崎友紀 様

「食戟のソーマ」原作者
附田祐斗 様

グランドニッコー東京台場
料飲部部長 統括料理長

古屋公祥 様

イタリア料理研究家
小崎陽一 様

株式会社日本アクセス
審議役 海外事業・マーケティング管掌

付 兼 マーケティング・RS部長
松本隆司 様

株式会社ファミリーマート
商品本部 デリカ食品部 部長

木下紀之 様

株式会社ジェイティービー
グループ本社国内事業本部

法人事業部法人事業企画チームマネージャー
山田仁二 様

ダイドードリンコ株式会社
取締役 執行役員

コーポレートコミュニケーション本部長
長谷川直和 様

松下恵美様

21
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選手宣誓は、福島県立小野高等学校 総合学科 ２年 松崎 愛美さん。
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。

初めて一般来場者向けに開催。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パンサーのお三方が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

22

日程：2017年11月4日（土）
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2,000人
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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

23
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宮城県農業高等学校 「パリッと閖上おにしらす」

三重県立四日市農芸高等学校

「ふるさと愛ギュウッ！まこもドッグ」

千葉県立館山総合高等学校

「房総の恵ぎゅっとピタ」

福島県立小野高等学校

「美女伝説到来！

魔法のサラダうどん りこぴんぴん」

決勝大会 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

特別賞
食戟のソーマ賞

特別賞
サカタのタネ賞

特別賞
凱旋レストラン賞

24

福島県立小野高等学校

「美女伝説到来！

魔法のサラダうどん りこぴんぴん」

福島県立小野高等学校

「美女伝説到来！

魔法のサラダうどん りこぴんぴん」

沖縄県立向陽高等学校

「わったーぬTACOそば。」
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家族連れから外国人観光客まで、大好評でした！
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」

も合わせて最速の２時間で完売しました。

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、ご担当の先生、本当にお疲れさまでした。

実売イベント（JAPANHARVEST2017会場内）

25

日程：2017年11月5日（日） 場所：東京丸の内仲通り
来場者：2日間で約20万人（JAPANHARVEST2017会場）
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優 勝 １校

準 優 勝 ３校

特 別 賞 ３校

①食戟のソーマ賞

「ダイドードリンコmiuシリーズ」全校生徒分の商品ハワイへの海外研修旅行 3名分

①「サントリー伊右衛門」学年全員分の商品①②③国内研修旅行ドリームスクール

ファミリーマート全国展開展商品化

（株）船昌様より、各優秀賞の副賞として授与頂きました。

②「森永製菓小枝＜ミルク＞」学年全員分の商品 ③「まぐろ花削り＆信州そば」学年全員分の商品

②サカタのタネ賞 ③凱旋レストラン賞

受賞校特典一覧

26

声優サイン入り台本 3名分 モンベル フィールド
ウエストエプロン 3名分

凱旋レストラン開催の権利
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第６回大会 制作物一覧
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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 21枚 決勝大会用（沖縄） 3枚 決勝大会用（福島） 3枚

■エプロン各種

■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）
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第６回大会 メディア掲載
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No 掲載日 種類 媒体名 概要 タイトル
1 8月1日新聞 茨城新聞 関東甲信越エリア選抜大会前
2 8月4日新聞 静岡新聞 東海北陸エリア選抜大会前 うまいもん甲子園 静岡農高生“しずまえ”で勝負
3 8月4日新聞 岐阜新聞 東海北陸エリア選抜大会
4 8月4日新聞 中日新聞 東海北陸エリア選抜大会
5 8月5日新聞 伊勢新聞 東海北陸エリア選抜大会前 うまいもん甲子園東海北陸大会 四日市農芸高が出場 〝三重県産食材ドッグ〟で挑戦
6 8月6日新聞 毎日新聞 東海北陸エリア選抜大会前 まこもドッグで全国目指す 四日市農芸高が地区大会へ意欲
7 8月10日テレビ KHB 東日本放送 北海道・東北エリア選抜大会 高校生が地元の食材で料理コンテスト
8 8月10日新聞 河北新報 北海道・東北エリア選抜大会 ＜宮城農高＞「閖上おにしらす」で、うまいもん甲子園決勝へ
9 8月11日新聞 房日新聞 関東甲信越エリア代表 うまいもん甲子園で全国へ（一面）
10 8月16日テレビ 熊本朝日放送 九州エリア選抜大会 夕方ニュース
11 8月15日テレビ 宮城テレビ 北海道・東北エリア選抜大会後
12 8月15日テレビ 熊本県民テレビ 九州エリア選抜大会 夕方ニュース
13 8月17日新聞 西日本新聞 九州エリア選抜大会 南関あげ使い「あげオム」 鹿本農高チームが準Ｖ うまいもん甲子園九州大会 [熊本県]

14 8月21日テレビ 福島中央テレビ 福島県選抜大会 夕方ワイドニュース
15 8月21日テレビ テレビユー福島 福島県選抜大会 Nスタふくしま 夕方ニュース
16 8月21日テレビ KFB福島 福島県選抜大会 報道ニュース取材
17 8月21日新聞 福島民報 福島県選抜大会
18 8月21日ラジオ FMいわき 福島県選抜大会
19 8月21日新聞 福島民友新聞社 福島県選抜大会 小野高が『初代王者』輝く うまいもん甲子園・福島県選抜大会
20 8月25日新聞 中国新聞社 中四国エリア選抜大会
21 8月25日新聞 山陽新聞 中四国エリア選抜大会 玉野商高「岡山の魅力丼」で勝負 うまいもん甲子園中四国に出場
22 8月25日テレビ 広島テレビ 中四国エリア選抜大会
23 8月25日テレビ テレビ新広島 中四国エリア選抜大会 みんなのテレビ
24 8月26日新聞 紀伊民報 近畿エリア選抜大会 梅料理で神島全国へ うまいもん甲子園
25 8月29日新聞 琉球新報 沖縄県選抜大会前 ご当地！絶品 うまいもん甲子園・沖縄県大会 ２６日、５校代表競う
26 8月30日新聞 沖縄タイムス 沖縄県選抜大会 辛さ絶妙、沖縄らしさ十分「タコソバ」 向陽高、うまいもん甲子園全国へ
27 8月30日新聞 宮古毎日新聞 沖縄県選抜大会
28 8月30日テレビ 沖縄テレビ 沖縄県選抜大会
29 8月30日テレビ 宮古テレビ 沖縄県選抜大会
30 8月30日新聞 琉球新報 沖縄選抜大会 絶品「タコソバ」うまいもん甲子園で全国へ、向陽高生が開発
31 9月15日新聞 紀伊民報 近畿ダイナミックチャレンジ 高校生にシェフが指導 うまいもん甲子園前に
32 9月15日新聞 毎日新聞 近畿ダイナミックチャレンジ
33 9月15日新聞 読売新聞 近畿ダイナミックチャレンジ
34 9月20日テレビ 鹿児島テレビ 九州ダイナミックチャレンジ KTSみんなのニュース
35 9月20日テレビ MBC南日本放送 九州ダイナミックチャレンジ MBCニュースナウ
36 9月22日テレビ 福島中央テレビ 福島ダイナミックチャレンジ ニュース
37 9月20日テレビ 鹿児島放送 九州ダイナミックチャレンジ スーパーJチャンネル
38 9月22日テレビ 福島放送 福島ダイナミックチャレンジ ニュース 17：30～18：30の間
39 9月22日新聞 福島民報社 福島ダイナミックチャレンジ
40 9月22日テレビ 福島テレビ 福島ダイナミックチャレンジ 9/22 18：14～19：00（予定）
41 9月26日テレビ NHK岡山 中四国ダナミックチャレンジ 9/26 18：00～ニュース
42 10月4日新聞 中日新聞 東海北陸ダイナミックチャレンジ
43 10月4日新聞 伊勢新聞 東海北陸ダイナミックチャレンジ
44 10月6日新聞 房日新聞 関東甲信越ダイナミックチャレンジ
45 10月4日新聞 朝日新聞 中四国ダイナミックチャレンジ 「もんげーうめー」岡山の魅力丼、高校生が考案
46 10月12日新聞 毎日新聞 東海北陸ダイナミックチャレンジ四日市農芸高「まこもドッグ」で優勝を！ 本番向けプロが指導 ／三重
47 10月10日テレビ KHB 東日本放送 北海道東北ダイナミックチャレンジ
48 10月10日テレビ 宮城テレビ 北海道東北ダイナミックチャレンジ
49 10月18日新聞 中日新聞 東海北陸ダイナミックチャレンジ うまいもん甲子園決勝へ 四日市農芸高の３人
50 10月31日テレビ OHK 中四国決勝大会前 OHKみんなのニュース
51 11月1日新聞 福島民報 決勝大会前 広告下段
52 11月3日WEB 週プレNEWS 決勝大会前 あの“ギャル社長”藤田志穂が今、振り返る――益若つばさや小森純が羨ましかった？

53 11月4日WEB 週プレNEWS 決勝大会前
“ギャル社長”で注目された藤田志穂が消えたくなかった理由「ここで潰れたら『ギャルだった
からね』で終わるから…」

54 11月5日新聞 沖縄タイムス 決勝大会 うまいもん甲子園 やったね！｢TACOそば｣特別賞 沖縄・向陽高
55 11月5日WEB dmenuニュース 決勝大会 うまいもん甲子園決勝大会 小野高が準優勝 特別賞含むトリプル受賞
56 11月7日テレビ 日テレ 決勝大会 ニュースエブリ
57 11月15日テレビ 東日本放送 決勝大会 「突撃！ナマイキTV」
58 未定 業界誌 フードウィークリー 決勝大会
59 11月17日ラジオ FMいわき 決勝大会 がちラジ！エンタ
60 2018年2月テレビ 福島中央テレビ 決勝大会 ゴジてれChu！Ⅲ部

11月7日 OA 日テレ「news evry.」（関東ローカル）

第6回ご当地！絶品うまいもん甲子園決勝大会（約6分）

11月3日、4日 週プレNEWS

Yahoo! 芸能トピックス掲載！
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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～32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 東京都渋谷区渋谷1－12－2 クロスオフィス渋谷7F

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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2018年４月
第7回大会始動

ご当地！絶品うまいもん甲子園
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