
 

 

２０１９年９月９日 

                             Ｎｏ．１９̶２６５ 

株式会社 伊予銀行 

 

 

～金融知力で目指せ！ニューヨーク！！～ 

 

株式会社伊予銀行（頭取 大塚 岩男）は、第 14 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」愛媛大会を開催いたしますので、下記のとおりお知らせします。 

この大会は、愛媛県内の高校生の皆さんに金融経済の重要性を広く伝えることを目的に開催す

るものです。優勝チームは来年 2 月に開催される全国大会に出場し、ニューヨーク研修旅行のチ

ャンスを得ることができます。 

地域の皆さまに広くご観覧いただけるよう、昨年に引き続き、株式会社フジ様のご協力を得て、

大型ショッピングセンターのエミフルＭＡＳＡＫＩにて開催いたします。 

 

記 

  

○第 14 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」愛媛大会 

項  目 内  容 

日  時 2019 年 12 月 8 日（日） 10：30～15：00 

場  所 
エミフルＭＡＳＡＫＩ エミフルホール・グリーンコート 

※12：30 以降はグリーンコートにて自由観覧いただけます。 

募集総数 30 チーム（同じ高校の現役の生徒 2名 1チーム、先着順で受付） 

申込方法 

「エコノミクス甲子園」ホームページにてエントリー受付 

〔アドレス〕http://econ-koshien.com 

※当行ホームページに受付専用リンクバナーを掲示しております。

参加費用 無料 

主  催 当行 

共  催 認定ＮＰＯ法人 金融知力普及協会 

後  援 
愛媛県教育委員会、愛媛新聞社、南海放送、テレビ愛媛、 

あいテレビ、愛媛朝日テレビ、エフエム愛媛、愛媛ＣＡＴＶ 

以 上 

 

 

 

 

 

 

私たちはチャレンジします。みなさまの笑顔のために。        NEWS RELEASE 

株式会社 伊予銀行 愛媛県松山市南堀端町 1番地 〒790-8514 TEL(089) 941-1141 
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「エコノミクス甲子園」会場数・参加人数等の実績 

＜全国＞ 

○第 01 回大会 … 全国 03 会場   25 校    33 チーム     99 名参加 優勝校：ラ・サール高校 

○第 02 回大会 … 全国 10 会場   90 校  237 チーム    474 名参加 優勝校：開成高校 

○第 03 回大会 … 全国 15 会場 154 校   425 チーム    850 名参加 優勝校：東大寺高校 

○第 04 回大会 … 全国 20 会場 201 校   535 チーム  1,070 名参加 優勝校：ラ・サール高校 

○第 05 回大会 … 全国 23 会場 237 校   600 チーム  1,200 名参加 優勝校：灘高校 

○第 06 回大会 … 全国 25 会場 244 校  647 チーム 1,294 名参加 優勝校：東大寺学園 

○第 07 回大会 … 全国 34 会場  335 校  860 チーム 1,720 名参加 優勝校：東海高校 

○第 08 回大会 … 全国 40 会場 378 校 1,023 チーム  2,046 名参加 優勝校：県立千葉高校 

 ○第 09 回大会 … 全国 40 会場 401 校 1,134 チーム 2,268 名参加 優勝校：県立宮崎西高校 

 ○第 10 回大会 … 全国 43 会場 410 校 1,121 チーム 2,242 名参加 優勝校：県立新潟高校 

 ○第 11 回大会 … 全国 48 会場 448 校 1,171 チーム 2,342 名参加 優勝校：金沢大学付属高校 

○第 12 回大会 … 全国 47 会場 517 校 1,297 チーム 2,594 名参加 優勝校：県立長﨑西高校 

〇第 13 回大会 … 全国 46 会場 473 校 1,250 チーム 2,500 名参加 優勝校：県立藤島高校 

＜愛媛大会＞ 

○第 13 回大会 … 県内 12 校  35 チーム 70 名参加 優勝校：愛光高校 

○第 14 回大会 … 県内 13 校  37 チーム 74 名参加 優勝校：愛光高校 

○第 15 回大会 … 県内 12 校  37 チーム 74 名参加  優勝校：松山東高校 

○第 16 回大会 … 県内 16 校 27 チーム 54 名参加  優勝校：松山西中等教育学校 

○第 17 回大会 … 県内 18 校 23 チーム 46 名参加 優勝校：松山西中等教育学校 

○第 18 回大会 … 県内 17 校 19 チーム 38 名参加 優勝校：松山西中等教育学校 

○第 19 回大会 … 県内 10 校 29 チーム  58 名参加 優勝校：松山西中等教育学校 

○第 10 回大会 … 県内 19 校 23 チーム 46 名参加 優勝校：愛光高校 

○第 11 回大会 … 県内 17 校 13 チーム 26 名参加 優勝校：愛光高校 

○第 12 回大会 … 県内 16 校 30 チーム 60 名参加 優勝校：今治西高校 

〇第 13 回大会 … 県内 17 校 28 チーム 56 名参加 優勝校：松山東雲高校 

(注）第 3回から第 5回大会まで本店で開催。第 6回大会以降はエミフルＭＡＳＡＫＩで開催した関係で 30 チームを上限に募集。 



愛媛大会

全国で開催！
目指せ！

ニューヨーク！

共催主催参加チーム募集
「エコノミクス甲子園」ホームページ　http://econ-koshien.comエントリー
募集チーム数：先着30チーム（60名）程度

開催日 会場12.８［SUN］2019.

エミフルMASAKI
エミフルホール・グリーンコート
愛媛県伊予郡松前町筒井850番



愛媛県教育委員会、愛媛新聞社、南海放送、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、
エフエム愛媛、愛媛CATV

主 催 共 催

後 援

伊予銀行　広報CSR室
「エコノミクス甲子園」担当者
TEL　089-941-1141
（9：00～17：30　銀行営業日のみ）

お問い合わせ
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