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2015 年 2 月 25 日 
 
 

マニュライフ生命カップ 

第九回 全国高校生金融経済クイズ選手権 エコノミクス甲子園 全国大会 

宮崎代表 宮崎西高校が優勝！ 

 
マニュライフ生命保険株式会社（代表執行役社長兼CEO：ギャビン・ロビンソン、本社：東京都調布市、以下     

「マニュライフ生命」）がメインスポンサーとして協賛する高校生対象の金融教育クイズイベント、「マニュライフ
生命カップ 第九回 全国高校生金融経済クイズ選手権 エコノミクス甲子園 全国大会」（主催：特定非営利活
動法人 金融知力普及協会）が、2015 年 2 月 15 日（日）に開催され、宮崎代表の宮崎県立宮崎西高等学校
（以下「宮崎西高校」）が、熱戦を制し優勝しました。 

 
 大会当日は、39 の地方大会とインターネット大会を勝ち抜いた 40 組（80 人）が、アベノミクスなどの時事問

題や様々な金融商品に関するクイズなど、幅広く金融経済知識を競いました。今大会に参加した 401 校 1,134
組（2,268 人）の頂点に立ち、大会初の女子優勝者となった宮崎西高校 3 年生の井上桃子さんと宝蔵（ほうぞう）
花穂さんには、優勝トロフィーと副賞としてニューヨーク研修旅行が贈られました。 

 
優勝した井上さんは、「女子ペアとしての初優勝を誇りに思います。クイズの準備で金融経済の勉強をしたの

で、今後も経済をより深く理解していきたいです。」と感想を述べられました。 
 
会場となった国立オリンピック記念青少年総合センターには、出場校の学生や保護者など多くの方々が応援

に駆けつけ、出場者と一緒にクイズを楽しみました。 
 
マニュライフ生命のギャビン・ロビンソン代表執行役社長兼CEOは、「当社は、社会に羽ばたく前の高校生に、

クイズを通じて楽しみながら、金融経済知識の基礎を学んでもらうことを目的に開始された本イベントに賛同し、
今回のメインスポンサーとなりました。今後も、次世代を担う若者たちの金融知力の向上に貢献し、自ら未来を
切りひらく為の応援をしていきたいと思います。」と述べています。 

 
全国大会の開催概要は添付資料をご参照ください。 
 

全国大会決勝戦の様子 
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回数 地方大会数 参加チーム数 参加学校数 学校名
出身地方
大会名

第一回 3大会 33チーム 25校 ラ・サール高等学校 福岡予選

第二回 10大会 237チーム 90校 開成高等学校 関東大会

第三回 15大会 425チーム 154校 東大寺学園高等学校 大阪大会

第四回 20大会 535チーム 201校 ラ・サール高等学校 鹿児島大会

第五回 23大会 600チーム 237校 灘高等学校 関西大会

第六回 25大会 647チーム 244校 東大寺学園高等学校 奈良大会

第七回 34大会 860チーム 335校 東海高等学校 愛知大会

第八回 40大会 1023チーム 378校 県立千葉高等学校 千葉大会

＜マニュライフ生命カップ 第九回高校生金融経済クイズ選手権 エコノミクス甲子園 全国大会 開催・結果概要＞ 
 

日時：   2015 年 2 月 15 日（日）午前 10 時～午後 4 時半 

場所：   国立オリンピック記念青少年総合センター 

結果：  優勝  – 宮崎代表 宮崎県立宮崎西高等学校 （3 年生 井上桃子さん、3 年生 宝蔵花穂さん） 

  準優勝 – 北海道代表 札幌南高等学校（1 年生 寺内一記、1 年生 中駄勇太さん） 

  第四（準決勝）ラウンド進出校  

   - 埼玉代表 栄東高等学校、山梨代表 山梨県立甲府南高等学校、 

    長野代表 長野県諏訪清陵高等学校、愛知代表 滝高等学校、 

    山口代表 山口県立宇部高等学校、香川代表 香川県立高松高等学校 

全国大会出場校一覧： 
出身地方
大会名

学校名
出身地方
大会名

学校名

北海道大会 北海道札幌南高等学校 静岡大会 静岡雙葉高等学校

青森大会 青森県立青森高等学校 愛知大会 滝高等学校

宮城大会 宮城県仙台二華高等学校 三重大会 三重県立川越高等学校

秋田大会 秋田県立秋田西高等学校 大阪大会 開明高等学校

福島大会 福島工業高等専門学校 奈良大会 智辯学園奈良カレッジ高等部

山形大会 山形県立山形東高等学校 鳥取大会 鳥取県立鳥取西高等学校

茨城大会 茨城県立水戸第一高等学校 島根大会 島根県立松江商業高等学校

栃木大会 栃木県立宇都宮高等学校 岡山大会 倉敷市立精思高等学校

群馬大会 群馬県立高崎女子高等学校 広島大会 修道高等学校

埼玉大会 栄東高等学校 山口大会 山口県立宇部高等学校

千葉大会 渋谷教育学園幕張高校 徳島大会 徳島市立高等学校

東京大会 渋谷教育学園渋谷高等学校 香川大会 香川県立高松高等学校

神奈川大会 神奈川県立横須賀高等学校 愛媛大会 松山西中等教育学校

新潟大会 新潟明訓高等学校 高知大会 高知県立高知小津高等学校

富山大会 富山県立高岡高等学校 福岡大会 福岡県立筑紫丘高等学校

石川大会 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 長崎大会 精道三川台高等学校

福井大会 福井県立藤島高等学校 宮崎大会 宮崎県立宮崎西高等学校

山梨大会 山梨県立甲府南高等学校 鹿児島大会 鹿児島県立鶴丸高等学校

長野大会 長野県諏訪清陵高等学校 沖縄大会 昭和薬科大学附属高等学校

岐阜大会 岐阜県立岐阜高等学校 インターネット大会 京都府立洛北高等学校   
 

プログラム： 第一ラウンド  「取引開始！オープニングベル 早押しクイズ」 （全 40 組）   

  第二ラウンド  「摘発せよ！風説の流布クイズ」 （全 40 組→20 組） 

  敗者復活ラウンド 「市場淘汰！サバイバルクイズ」 （敗者 20 組→4 組復活） 

  第三ラウンド  「クイズ！Time is Money」 （第二ラウンド勝者 20 組＋敗者復活 4 組→8 組） 

  第四（準決勝）ラウンド 「放て 3 本の矢！アベノミクスクイズ」（8 組→2 組） 

  決勝ラウンド  「一騎打ち！クロージングベル論述クイズ」 （2 組→1 組） 

 

過去の優勝校： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は、同大会ウェブサイト http://econ-koshien.com/index.php をご覧ください。 

http://econ-koshien.com/index.php
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認定特定非営利活動法人 金融知力普及協会について 

金融知力普及協会とは、全ての人々に金融知力の重要性ならびにその必要性を知っていただき、その金融知力を身につけていただ

くためのお手伝いをする特定非営利団体です。消費者、財界、教育界、金融界などから広く知恵を集め、会の趣旨に賛同する会員に

より支えられ、すべての人に金融知力を養ってもらうために活動します。<http://www.apfl.or.jp/index.html> 

 

マニュライフについて 

マニュライフ生命は、マニュライフのグループ企業です。 

 

マニュライフは、カナダに本拠を置く大手金融サービスグループです。主にカナダ、米国、アジアを中心に事業を展開し、カナダおよび

アジア地域ではマニュライフとして、米国においてはジョン･ハンコックのブランドで事業を行っています。マニュライフは、お客様から

の信頼と信用に支えられ、力強さに満ち、明日を切りひらく企業として、お客様のニーズにあったファイナンシャル・ソリューションを提

供しています。また、職員、エージェントおよび販売パートナーの国際的なネットワークを通じて、数多くのお客さまに経済的保障や資

産運用・形成のための商品・サービスをご提供し、機関投資家のお客さまには、資産運用サービスもご提供しています。 

マニュライフ及びその子会社の管理運用資産は、2014 年 12 月 31 日現在およそ 6,910 億カナダドル（5,960 億米ドル）です。トロント

証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびフィリピン証券取引所においては｢MFC｣の銘柄コードで、また、香港証券取引所では

｢945｣で取引されています。詳細はウェブサイト(www.manulife.com) をご覧下さい。 

 


