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「マニュライフ生命カップ 第 12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」 2月 18日（日）に開催！ 

47校の高校生が金融経済知力の日本一をかけて熱い戦いに挑む！！ 

 
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：東京都新宿区、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経済クイズ大会「マニュライフ生命カップ 第 12 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：認定 NPO法人 金融知力普及協会）が 2月

18 日（日）に開催されます。全国大会には地方大会などを勝ち抜いた 47 校（94 人）が出場し、金融経済についての知

識を競います。マニュライフ生命は 4年連続で同大会のメインスポンサーとなります。 

 

「エコノミクス甲子園」には、2006年に第 1回が開催されて以来、全国延べ 3,438校から 18,195人の高校生がチャ

レンジしてきました。また、前回大会に続き今回も海外からゲストチームを招いており、台北の高校生が出場します。全

国大会への出場校は、地方大会の優勝校、インターネット大会の優勝校、そして台北からのゲストチームの計 47 校と

なります。2017年 11月～12月に開催された 45の地方大会には、過去最多の 516校、1,296チームが参加しました。 

 

マニュライフ生命は、これから社会に羽ばたく高校生に、世の中がどのような金融経済の仕組みで動いているかを、

クイズを通じて楽しみながら学んでもらうという本イベントの趣旨に賛同し、次世代の金融知力の向上に貢献したいと考

えています。全国大会の優勝チームには、世界の金融経済のダイナミズムを肌で感じる機会として、ニューヨーク証券

取引所やウォール街の金融機関、また、マニュライフ生命のグループ会社ジョン・ハンコックの本社も訪問するニューヨ

ーク・ボストン研修旅行がプレゼントされます。 

 

また、昨年に引き続き、エコノミクス甲子園を企画・主催する認定 NPO 法人 金融知力普及協会は、返済不要の「エ

コノミクス甲子園 育英奨学金」を今回も給付します。全国大会参加者のうち、所定の条件を満たす希望者の中から最大

3名まで選考され、結果は全国大会にて発表されます。 

 

全国大会は、一般の方 200名まで無料でご観覧いただけます。また、途中入退場が可能です。 

全国大会および奨学金についての詳細は大会公式ウェブサイト（http://econ-koshien.com/）をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
報道関係者各位 TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945 

2018年 1月 24日 

 
 

本プレスリリースは、金融記者クラブ、兜倶楽部、文部科学記者会宛てに配布しております。 

 

日時： 2018年 2月 18日（日） 午前 10時～午後 4時半（予定） 

                     （午前 9時 30分開場） 

 

場所： 六本木ヒルズ ハリウッドビューティプラザ ハリウッドホール（5Ｆ） 

      東京メトロ日比谷線 六本木駅 C1出口 徒歩 0分 

      都営大江戸線 六本木駅 3出口 徒歩約 4分 

 

マニュライフ生命カップ 第 12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 

 

http://econ-koshien.com/
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今大会の出場校一覧 

出身地方大会 出場校 出場回数 出身地方大会 出場校 出場回数 

北海道大会 北海道札幌南高等学校 4年連続 4回目 滋賀大会 滋賀県立守山高等学校 初出場 

青森大会 青森県立青森高等学校 2年ぶり 4回目 京都大会 洛南高等学校 初出場 

岩手大会 
岩手県立盛岡第三高等

学校 
7年ぶり 2回目 大阪大会 大阪星光学院高等学校 3年連続 5回目 

宮城大会 
宮城県古川黎明高等学

校 
初出場 兵庫大会 神戸女学院高等学部 初出場 

秋田大会 秋田県立由利高等学校 初出場 奈良大会 東大寺学園高等学校 3年連続 6回目 

山形大会 
山形県立山形南高等学

校 
4年ぶり 2回目 和歌山大会 

智辯学園和歌山高等学

校 
初出場 

福島大会 福島県立福島高等学校 2年連続 6回目 鳥取大会 湯梨浜高等学校 2年ぶり 2回目 

茨城大会 
茨城県立土浦第一高等

学校 
2年ぶり 3回目 島根大会 

島根県立松江商業高等

学校 
3年ぶり 2回目 

栃木大会 
栃木県立宇都宮高等学

校 
4年連続 5回目 岡山大会 倉敷市立精思高等学校 2年ぶり 3回目 

群馬大会 
伊勢崎市立四ツ葉学園

中等教育学校 
初出場 広島大会 安田女子高等学校 初出場 

埼玉大会 栄東高等学校 2年ぶり 4回目 山口大会 大島商船高等専門学校 初出場 

千葉大会 
渋谷教育学園幕張高等

学校 
3年ぶり 5回目 徳島大会 徳島市立高等学校 2年連続 4回目 

東京大会 早稲田高等学校 2年ぶり 2回目 香川大会 香川県立高松高等学校 2年ぶり 8回目 

神奈川大会 栄光学園高等学校 初出場 愛媛大会 
愛媛県立今治西高等学

校 
初出場 

新潟大会 新潟明訓高等学校 3年ぶり 2回目 高知大会 高知学芸高等学校 2年連続 3回目 

富山大会 富山県立富山高等学校 2年連続 2回目 福岡大会 
福岡工業大学附属城東

高等学校 
初出場 

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 

4 年連続 10 回

目 
佐賀大会 弘学館高等学校 初出場 

福井大会 福井県立藤島高等学校 3年ぶり 4回目 長崎大会 
長崎県立長崎西高等学

校 
2年連続 2回目 

山梨大会 
山梨県立甲府南高等学

校 
2年ぶり 7回目 宮崎大会 

宮崎県立宮崎大宮高等

学校 
初出場 

長野大会 
長野県松本深志高等学

校 
3年連続 3回目 鹿児島大会 ラ・サール高等学校 5年ぶり 7回目 

岐阜大会 岐阜県立岐阜高等学校 4年連続 7回目 沖縄大会 沖縄県立球陽高等学校 初出場 

静岡大会 知徳高等学校 2年連続 3回目 
インターネット

大会 
島根県立横田高等学校 初出場 

愛知大会 東海高等学校 4年ぶり 3回目 
海外招聘チー

ム 

国立台湾師範大学附属

高級中学 
初出場 

三重大会 三重県立伊勢高等学校 初出場 
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過去の大会内容および優勝校 

回数 地方大会数 参加チーム数 参加学校数 優勝校 出身地方大会名 

第 1回 3大会 33チーム 25校 ラ・サール高等学校 福岡大会 

第 2回 10大会 237チーム 90校 開成高等学校 関東大会 

第 3回 15大会 425チーム 154校 東大寺学園高等学校 大阪大会 

第 4回 20大会 535チーム 201校 ラ・サール高等学校 鹿児島大会 

第 5回 23大会 600チーム 237校 灘高等学校 関西大会 

第 6回 25大会 647チーム 244校 東大寺学園高等学校 奈良大会 

第 7回 34
*
大会 860チーム 335校 東海高等学校 愛知大会 

第 8回 40
*
大会 1,023チーム 378校 千葉県立千葉高等学校 千葉大会 

第 9回 40
*
大会 1,134チーム 401校 宮崎県立宮崎西高等学校 宮崎大会 

第 10回 43
*
大会 1,121チーム 410校 新潟県立新潟高等学校 新潟大会 

第 11回 47
*
大会 1,170チーム 447校 

金沢大学人間社会学域学校教
育学類附属高等学校 

石川大会 

*インターネット大会を含む 

過去の全国大会の様子 

 

 

 

 

 
認定 NPO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。ウェブサイト：http://www.apfl.or.jp 

マニュライフ生命について 

マニュライフ生命は、130 年の歴史を持ち、カナダを本拠とする大手金融サービスグループ、マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレー
ション（マニュライフ）のグループ企業です。プランライト・アドバイザー（自社営業職員）、金融機関、代理店の 3 つの販売チャネルを通じ
て、法人ならびに個人のお客さまへ、先進的な商品と質の高いサービスを提供しています。ブランド・スローガン「今日を生きる。明日を
ひらく。」のもと、お客さまが自ら健康で豊かな未来を切りひらいていくためのサポートをしています。詳細はホームページ
（www.manulife.co.jp）をご覧ください。 

マニュライフについて 

マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションは、世界有数の大手金融サービスグループです。米国においてはジョン･ハンコックのブ
ランドで、その他の地域ではマニュライフとして事業を行い、お客さまの夢や志をかなえるための的確なアドバイスやソリューションをご
提供しています。マニュライフは個人・団体・機関投資家のお客さま向けに、ファイナンシャル・アドバイスや保険、資産運用・形成のため
の商品やサービスをご提供しています。2016年末現在、マニュライフは世界中で 35,000人の職員と 70,000人のエージェントおよび数
千の販売パートナーを擁し、2,200 万を超えるお客さまに商品やサービスをご提供しています。マニュライフの管理運用資産は、2017
年 9月末現在およそ 1兆カナダドル（8,060億米ドル）です。また、過去 1年の間にお客さまにお支払いした保険金、給付金および利息
は約 261億カナダドルとなりました。マニュライフは主にカナダ、米国、アジアで 100年以上にわたって事業を展開しています。カナダの
トロントに本拠を置き、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。 
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