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2011年 第2回総会 感謝状
甲府鳥もつ隊

・第５回B-1グランプリin厚木
・2011関東B-1グランプリin行田
・2013関東・甲信越Ｂ－１
グランプリin勝浦の３大会において
「甲府鳥もつ煮でみなさまの縁を
とりもつ隊」が最高賞の
ゴールドグランプリを受賞！

http://www7b.biglobe.ne.jp/~torimotsu/



・2013年、京都市の西京極陸上競技場を発着点とする
第64回全国高校駅伝で男子の部(7区間､42、195キロ)を
2時間3分53秒で制し県勢初優勝

・平成28年度 男子第69回関東高等学校駅伝競走大会

2時間5分56秒で優勝

駅伝部員と優勝に導いた箱崎孝久監督にエール
を送ります｡この快挙は県民の多<に感動や希望を
与え、首都圏在住の人々にも大きな感動をあたえました｡

2014年 第5回総会 会長賞
山梨学院高校男子駅伝部



ポーランドから外国人初の女流棋士を
目指して山梨学院に留学している女性です｡
｢プロ棋士になるのはいつになるかわから
ないけど､絶対にプロになると決めている｣
という決意は固い｡異国でのご奮闘を応援
します。

2014年 第5回総会 会長賞
カロリーナ･ステチェンスカ様



｢大人ってなーに｣をテーマに子供の書いた
詩や作文､現地取材を構成してのひとり芝居
を東京と名古屋で10年連続公演｡その後
｢素敵な大人を求めて｣をテーマに樋ロー葉
を中心とした文芸作品の一人芝居､朗読
ライブを展開。日本橋の三越劇場での定期
公演は､毎回大好評を博しています｡
2014年は甲府を舞台にＮＨＫで放映された
朝の連続テレビドラマ｢花子とアン｣の
方言指導を担当されました。

2014年 第5回総会 会長賞 奥山眞佐子様



甲府市出身。甲府一高卒。早稲田大学社会科学部卒。
茂田オフィス所属。大学在学中より鴻上尚史
主催の「第三舞台」に参加。’94年映画「男ともだち」
（山口巧監督）で主演デビュー。以後、多彩な
作品に出演し、舞台をはじめ映画・テレビ・CMと多岐
にわたって活躍。鬼才と呼ばれる監督からのオフ
ァーも多く、気品ある女性の役から悪女役まで幅広く
演じられる名バイプレイヤーとして高く評価され
ている。2014年ＮＨＫ連続テレビ小説「花子とアン」
で嘉納家の女中頭・山元タミ役を好演。
主な映画出演作に「希望の国」（園子温監督）
「クワイエットルームにようこそ」（松尾スズキ監督）

「アキレスと亀」（北野武監督）「ヒーローショー」
（井筒和幸監督

2015年 第6回総会 会長賞 筒井真理子様

http://marikotsutsui.com/



山梨県立甲府工業高等学校機械科３年（2015年当時）
様々な職種の技能レベルを認定する難関な国家資格

の技能検定に挑戦して、2013年に「機械検定」
２級、2014年「機械加工普通旋盤作業」２級に夫々
優秀な成績で合格した。
社会人レベルの技能検定２級を複数取得したのは
山梨県の高校生として始めての快挙。将来への抱負は

「ものつくりの正確さとスピードをもっと身に
つけていきたい」

2015年 第6回総会 会長賞 一瀬勇人様



山梨県立甲府工業高等学校建築科３年
東京商工会議所認定の色彩の専門知識を問う

「カラーコーディネーター検定」２級、
医療、福祉、建築に関する体系的な知識が求められる
「福祉住環境コーディネーター検定」２級を取得。
高校生の受験者が急増している人気の資格で、
両資格共に２級の合格率は低く、難関である。

「将来は公務員になり都市計画に携わるのが夢。
資格と身に着けた知識を活用し、高齢者や障害者が幸
せに暮らせる街づくりに取り組みたい」

2015年 第6回総会 会長賞 中村梨乃様



山梨県立甲府工業高等学校建築科１年(2015年当時）
2014年前期国家試験の技能士建築大工３級に合格。
15歳での合格は山梨県で最年少。「高校生ものづ
くりコンテスト」木材加工部門山梨県大会に出場し、
建物の軒先部分を制限時間内で作る課題では５人
の代表の中の１人に選ばれ、関東大会に出場。
優秀な成績を収めた。

「出来なかったことが出来るようになるのが楽しみ。
高校在学中に建築大工２級合格と全国大会出場が目標」

2015年 第6回総会 会長賞 齋藤真子様



山梨県立甲府城西高等学校３年(2015年当時）
アーチェリー部

2013年佐賀県、2014年千葉県で開催された
全国高校総体（インターハイ）アーチェリー
で、史上初の女子団体二連覇を達成。
2014年秋の長崎国体少年女子団体優勝。
複数の公認記録会に挑戦して夫々優
秀な戦績を得て、全日本室内選手権出場
を目前に練習に精励中。
オリンピック代表を目指して頑張っている。

2015年 第6回総会 会長賞
小野綾香様 清水 遥様 村木友里様



2016年 第7回総会 会長賞 大村 智様

1935 年北巨摩郡神山村（現：韮崎市）生まれ。
1958 年山梨大学学芸学部卒業。都立墨田工業高等学校
定時制教諭。1963 年東京理科大学大学院修士課程修了。
薬学博士（1968 年）、理学博士（1970 年）。
＊微生物の生産する有機化合物の研究を45 年行い、

480 種を超える新規化合物を発見、感染症などの予防
・撲滅、創薬、生命現象の解明に貢献。

＊化合物の発見や創製、構造解析、新研究領域を開拓。
＊北里研究所の経営再建、女子美術大学の支援、大村美術館の建設（韮崎市へ寄贈）、

学校法人開智学園運営等、次世代をになう若者の育成、に貢献。
＊2015 年ノーベル生理学･医学賞受賞。受賞テーマは「寄生虫によって引き起こされる感染の

治療に関する発見」。アフリカでの毎年５ 万人以上の失明となる寄生虫の増殖を、発見した
抗生物質で抑え、失明原因、感染症の拡大を防いだ。文化勲章受賞

2015年ノーベル生理学・医学賞 受賞



2016年 第7回総会 会長賞 白須慶子様

都留市出身。県立桂高校、
甲府共立高等看護学院卒業。
在学中、第３回信玄公祭り湖衣姫コンテスト
グランプリ獲得、副賞でドラマに初出演し
VF 甲府クイーンを初代・２期務める。
＊2008 年ＮＨＫ時代劇「花の誇り」で

本格的デビュー。 ＮＨＫ 大河ドラマ
「八重の桜」で岡村すま子役、「花燃ゆ」

にレギュラー出演、「花子とアン」では国防婦人の役で出演。
＊2014年日本・ミャンマー国交樹立60 周年記念イベントに招待され、

ヤンゴンの大舞台で「武田節」を踊る。
＊山梨中央銀行わくわくカードローンのＣＭ、ポスター、各地の朗読会に参加。
＊やまなし大使、リニア見学センター広報サポーター、VF 甲府サポーター

として、広くふるさとのPR 活動に務めている。



2016年 第7回総会 会長賞
谷川あやの様, 代永妃那様, 初鹿佑衣様

甲府商業高校 ソングリーダー部
＊2015年３月、アメリカンドリルチーム・
インターナショナル2015 」米国テキサス州開催
（400 チーム出場）に日本代表として出場、

準優勝、国際交流でも大きな成果を果した。
＊７月ダンスドリル選手権全国大会ポン部門３位
＊8月JapanCup全国高等学校選抜大会

ポンポン部門2位（7年連続）
＊12 月第43 回バトントワーリング全国大会

高校の部 ポンポン編成 金賞 ２位
数々の大会で優秀な成績を収めた



甲府商業高等学校ボクシング
2015年６月 関東高校体育大会ピン級で優勝
12 月 全日本女子選手権大会ジュニアLF 級で優勝
甲府商業高校にはボクシング部がないため、普段は
市内のボクシングジムで練習に励んでいる。
豪快な左ストレートが得意技、フットワークを鍛え
試合経験を積んで強くなって、東京五輪出場が夢。

2016年 第7回総会 会長賞 仲田輪幸様



甲府工業高等学校電子科ロボットチーム
＊NPO法人WROJapan主催ロボット
コンテスト全国大会高校生レギュラー部門
エキスパート競技で3 位に入賞、2015年11
月カタール、世界大会に日本代表で出場、
79 チーム中24 位と健闘した。
国際ロボット競技会ＷＲＯ
（World Robot Olympiad ） は、自立型
ロボットによる競技会でとして2004 年
にシンガポールで始まった。当日会場で
ロボットを組み立て、課題を制限時間２分で
クリアし、ロボットが獲得したポイントと
スピードで競い合う。

2016年 第7回総会 会長賞 「ＫＫＴ+α」
杉山海斗様 、古屋 慧様 、岡田晴煕様



https://www.city.kofu.yamanashi.jp/daisuki/midokoro/ehara_knight_rio.html

リオ五輪競泳男子銅メダリスト
＊新田小１年時に本格的に水泳を開始
＊山梨学院高２年時に全国高校総体の100M自由形で優勝。
＊山梨学院大学へ進学。神田忠彦監督の下で練習を積む。
＊2016年８ 月に開催されたリオデジャネイロ五輪競泳

男子800M リレーで第２ 泳者として出場、
52 年ぶり銅メダルを獲得。山梨県勢が競泳男子で
メダルを獲得するのは初めて。

＊９ 月に行われた希望郷いわて国体では、成年男子400M
自由形で２連覇を達成

2017年 第8回総会 会長賞 江原騎士様

甲府大使



https://www.city.kofu.yamanashi.jp/daisuki/midokoro/sato_yuka_rio.html

甲府大使

リオ五輪トライアスロン女子 日本人最高１５位
＊３ 歳から水泳を始め、９ 歳の時、地元で行われた

トライアスロン大会に初めて出場し優勝。
＊中学では水泳部と陸上部に所属しながら競技を続ける。
＊高校進学と同時に、チームケンズに加入
＊2010年、第1回ユースオリンピック競技大会にトライ

アスロン女子日本代表で出場、大会第１号の金メダリスト。
＊2013年から所属チームが練習拠点を甲府移動、合せて移住。
＊2016年、第31 回オリンピック競技大会（2016/リオデジャ

ネイロ）にて、15 位（日本人最高位）

2017年 第8回総会 会長賞 佐藤優香様

＊ 2020年東京オリンピックではメダル獲得を目指し、甲府市を中心に活動



2015年6月7日 入賞記念コンサート：http://tvuch.com/social/163/

東京国際ヴィオラコンクール２位
＊1991 年甲府市生まれ。山梨大附属中、甲府南高を卒業。
＊パリ国立高等音楽院入学。
＊スーパーキッズオーケストラ、東京ジュニアオーケス

トラソサエティに在籍。
＊ソリストとして、イギリス「ライオネル・ターティス

国際ヴィオラコンクール」２位、チェコ「フラデツ・
ベートツヴェン国際コンクール」２位。

＊2015年、第３回東京国際ヴィオラコンクール２位に併せ、
聴衆賞等を受賞。これまで、小野富士（元NHK 交響楽団）、
パリ国立高等音楽院シャン・シュレムに師事し修士課程卒業。
現在はベルリンのパレス・アイスラー音楽院にて
タベア・ツィンマーマンに師事。

2017年 第8回総会 会長賞 東条 慧 様



https://www.shogi.or.jp/tournament/highschool_ryuo/

全国高等学校将棋竜王戦優勝
＊韮崎東中出身。山梨学院高等学校3年(2017年）

小学校低学年にルールを覚え、大会へ出場。
双子の大地（だいち）君と切磋琢磨。

＊中学3年時、第38 回中学生将棋名人戦で優勝
＊高校入学後は、同校将棋同好会所属

高等学校総合文化祭で、団体チームの主将で、
県代表として２年連続全国大会出場、３年次
には全国３位となる。全国高等学校文化連盟
将棋新人大会においても個人戦２年連続出場。
２年次には全国優勝。
全国高等学校将棋竜王戦では、3年次に全国優勝

2017年 第8回総会 会長賞 竹内広也様



http://gymnasticsnews.jp/archives/6775

全日本ジュニア体操競技選手権(2016年8月)個人総合優勝
＊2000年笛吹市生れ。甲府市立城南中学校卒、甲斐清和高等学

校１学年在籍（2017年当時）。
＊山梨ジュニア体操クラブにて体操を始め
＊2011年U12指定育成選手となる。
＊2014年にはＵ14ジュニアナショナル強化選手指定をうけ、

翌年国際ジュニア体操競技大会、個人総合７位。
＊2016年、環太平洋シニア大会個人総合８位、

ＮＨＫ杯個人総合９位、全国高等学校総合体育大会・
個人総合５位、全日本ジュニア体操競技選手権大会
にて個人総合優勝。オリンピック強化指定選手。
東京オリンピック出場をめざし日々邁進している。

2017年 第8回総会 会長賞 梶田 凪様



2017年 第8回総会 特別賞 石井ひとみ様
山梨県出身。甲府一高卒
唐十郎氏の状況劇場、新宿梁山泊を経て現在フリー。
近年は主にMODE と言う劇団でフランツ・カフカの
全作品に参加。 MODE解散後、佐々木譲さんの作品
をするグループ虎、映画監督の望月六郎さんのドガド
ガプラスに出演。海外公演は、韓国ソウル、清州、
釜山、中国北京、上海、フランスアビニョンフェス
ティバル、ドイツエッセン、カナダトロント、
ルーマニアシビウ演劇祭、ブカレスト、モルドバ、
チェコのプラハ等。海外旅行は芝居でしか行った
事ありません。映画『平成無責任一家東京デラ
ックス』詐欺師一家の長男のバカ嫁飴屋信子役
（崔洋一監督鄭義信脚本）
『1999 年のよだかの星』ナレーション（森達也監督）



甲府市出身
1990年11月10日生まれ、池田小卒

中学卒業後、高田川部屋入門
2006年春場所初土俵
2012年新十両九州場所で負傷、序の口
2016年九州場所、十両復帰
2018年初場所新入幕

10勝5敗の成績で敢闘賞受賞

http://www.takadagawa.com/index_main.html

甲府大使

2018年 第9回総会 会長賞 竜電剛至様



技能五輪全国大会 金賞
＊秋田県大潟村出身、高校卒業後、宝石技術習得の

ため、山梨県立宝石美術専門学校に進学。
＊2017年11月に開催された、第55回技能五輪

全国大会「貴金属装身具」部門で
最高賞の金賞を受賞。

＊卒業後は県内のジュエリーメーカーで働く予定。

http://www.pref.yamanashi.jp/houseki/jewelry/

2018年 第9回総会 会長賞 一ノ関美桜様



化学グランプリ 大賞
＊1999年生、山梨県立甲府南高校3年（1918年現在）
＊「化学グランプリ2016」銀賞、
＊「化学グランプリ2017」大賞（5名）受賞
＊第41回全国高等学校総合文化祭宮城大会

自然科学部門にて「スズ化合物の酸化被膜
についての研究発表

＊将来は、化学または工学研究者を目指す。

http://gp.csj.jp/

2018年 第9回総会 会長賞 小谷祐希様



ミスダンスドリルチーム
インターナショナル アメリカ大会優勝
＊甲府商業ソングリーダー部は1996年同好会として

発足、各種イベント、ボランティア活動に参加。
＊2017年3月米国で開催された世界大会

Pom/Songleaderで優勝、
＊2018年1月の全国大会ではﾗｰｼﾞ編成部門で念願の

日本一に

2018年 第9回総会 会長賞
甲府商業高等学校ソングリーダー部様



http://karen-niigata.com/index.php?event141101-profile

落語家：高杉‘jay’二郎、三枝亭二郎
＊六代目桂文枝の門下、

大阪市出身山梨在住唯一の落語家
やまなし大使、前山梨県社会教育委員
NHK土曜ドラマ主演、声優、FM放送局DJ、
VF甲府スタジアムDJ他スポーツ実況、等々
多彩な活動を行っている。
UTY出演のみなみのおばちゃんは遠縁とか

2018年 第9回総会 特別賞 三枝亭二郎様



http://www.mirainoarakawa.com/

2009年、荒川の清流を守り自然と
共存する社会づくりを目的に設立。
初代会長：堀内恒夫氏、現会長：飯野
正久氏。82回の定期河川清掃を行って
おり延べ7,000人が参加。
県から「若宮賞」を受賞、魚の放流、
こどもの水辺楽校、花壇整備、トイレ
設置などを行っている。

2018年 第9回総会 特別賞
認定特定非営利活動法人未来の荒川をつくる会様



https://yuri-flute.jimdo.com/プロフィール/

第35回日本管打楽器コンクール
フルート部門第一位
甲府生まれ 10歳よりフルートを
山梨大学付属小・中学校
甲府西高校
東京芸術大学音楽学部フルート専攻
リヨン地方音楽院
東京芸術大学大学院修士課程
第25回日本木管コンクールフルート部門第2位
第15回東京音楽コンクール木管部門第3位
文部科学大臣賞、東京都知事賞受賞
これまでに東京都交響楽団、東京シティ・フィル
ハーモニック管弦楽団と共演

2019年 第10回総会 会長賞 伊藤優里様



https://www.japan-wrestling.jp/2018/10/23/134587/

2018年レスリング世界選手権
日本男子最年少優勝

＊1998年甲府市生まれ
幼稚園年長からレスリング開始

＊石和南小、東京都稲付中
中学選抜選手権47k級2連覇

＊帝京高校・・・インターハイ3階級制覇
高校選抜大会2連覇

＊2017年山梨学院大学入学
全日本選抜選手権65k級優勝

東京オリンピックに向けて猛練習中

2019年 第10回総会 会長賞 乙黒拓斗様



https://sports.mikihouse.co.jp/profile/index/player_id/43/

2018年アジア競技大会 平泳ぎ50m/100m、
400mメドレーで金メダル

＊福岡県生まれ ミキハウス所属
4歳から水泳開始

＊2012年山梨学院大学4年生でロンドン五輪出場
平泳ぎ200m銀メダル、100m銅メダル、
400mメドレーリレー銅メダル

東京オリンピック 活躍を期待

2019年 第10回総会 会長賞 鈴木聡美様



http://www.kchs.city.kofu.yamanashi.jp/2018/09/1868/

全国高校簿記コンクール 優良賞

＊2001年生まれ
＊甲府商業高校情報処理科3年(2019年現在)
＊高校2年時に山梨県高等学校商業

実務協議会、「簿記」団体・個人優勝、
2連覇、全国大会では優良賞を受賞。

卒業後は、CPA会計学院に進学、
将来は税理士を目指す

2019年 第10回総会 会長賞 鈴木彩香様



http://www.kofutei.kai.ed.jp/php-bin/blog/bplus/index.php?e=698

2018年全国高等学校
定時制・通信制
サッカー競技大会準優勝

2002年全国大会初出場
以来、4年連続、9回目で
準優勝
・・・・山梨県勢最高成績

2019年 第10回総会 会長賞
甲府工業高校定時制サッカー部様



http://mille-printemps.com/

フレンチレストラン オーナー ソムリエ
「ビストロ・ミル・プランタン」

＊1965年中央市(旧豊富村)生まれ。
甲府南高校、調理師学校

＊1991年仏料理名店「銀座レカン」にソムリエ
＊1999年銀座レカングループ統括シェフソムリエ

この間フランスにて、研修。
ミシュラン三つ星店「銀座小十」,「遠藤利三郎商店」
＊2010年フレンチレストラン
「ビストロ・ミル・プランタン
（BISTRO Mille Printemps）」勝沼に開業。
県産ワインの啓発、山梨の美味しい物の情報発信
甲州市原産地呼称ワイン認定審査会委員。

2019年 第10回総会 特別賞 五味丈美様



ダンス全国大会優勝
5、6歳のときからダンス開始。

2018年小中高校生ボールルーム
ダンス全日本チャンピオンシップ
の小学生低学年の部で、
・上野さんは男女ペア
スタンダード及びラテンアメリカ
の2部門で優勝
・伊木さんと竹之内さんは
女子同士ペアラテンアメリカの部優勝

2019年 第10回総会 特別賞
上野綾花 様, 竹ノ内梨音様, 伊木心晴様



難病のこどもたちのための施設支援活動
＊「あおぞら共和国」とは

北杜市白州町に構築中レスパイト施設
認定NPO法人

「難病のこども支援全国ネットワーク」
が建設・運営

＊難病・障害を持つお子様及び家族の
ための日本で初の「レスパイト（一時休憩）

」施設 本会は2015年2月発足
現在会員は400名（一般方も約100名加入）

＊募金活動、イベント・あおぞら共和国の施設維持管理支援活動を行っている。
http://ymkp.net/aozora/

2019年 第10回総会 特別賞
甲府一高あおぞら会 様



http://fbyamana.fbmatch.net

食料支援活動
食品ロスを福祉に役立て、食を分
かち合い心豊かに暮す社会を創る
2008年に設立。2010年から行政と
連携して生活困窮家庭に月2回の
食料支援を行う「食のセーフティ
ネット事業」を開始し

これまで2万6000件の支援を実施した。2015年には、一日に栄養価の
ある食事が給食だけの子どもたちに、夏休/冬休中に食料支援・学習支
援・イベント開催、全国初の「フードバンクこども支援プロジェクト
を開始し、延べ6018件、子ども9034人を支援した。地域の課題を地域
で解決することを目指し、県内で広域に活動。

2019年 第10回総会 UTY賞
認定NPO法人フードバンク山梨 様



2019年 第10回総会 山日YBSグループ賞
サムライグループTAKEDA 様
日本通運 デュッセルドルフ海空支店

武田文化の海外普及活動
1979年、ドイツ人の合気道鍛錬者らが
ドイツ・デュッセルドルフにグループを立ち上
サムライにとっては武士道（＝人生の探索）が必要不可欠、
甲冑・武具・旗等を手作りして武士の装束をまとい、
武士道の精神性・行動を探索、
表現する活動を行っている。武田信玄公を崇拝し、
武士道精神と共に信玄公の偉業
や思想をドイツに広めている。
首都圏甲府会では「こうふ開府500年記念企画提案事業」
として今年の信玄公祭への招聘を提案、甲府市の
承認も経て、4月6日甲州軍団、こうふ開府500年隊に参加




