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コンテストである意味
スポーツのように選ばれた人が舞台に立ち 勝ち負けを競いあうのでなく、
「身体格差」「体力格差」「年齢格差」をなくし、全ての人が主役になれる場をつくりたい、平等に同じステー
ジに立てるものは何かと考え、今まで誰かのために頑張ってきている人に文字通りスポットライトを当て
たいと思い、このHANAMICHISELECTIONを考えました。
この大会を通して、皆様の日常が今よりさらにわくわくしたものになるきっかけの１つになれたら本望です。

大会にかける想い
家族を守り支えていて頑張っている人が正当な評価をされにくい世の中は何なんだろう。
日々誰かのために頑張っている人こそが、
称賛され、スポットライトを浴びて主役になれる場をつくりたい。
国内だけなく、海外に対して日本人が働ける場をつくりたい
そんな個人的な想いから、スタートしたHANAMICHI SELECTIONですが、多くの有力者と協力者のお
かげでだんだんと大きくなって参りました。
日本は近年は数々の災害に見舞われ、一向に良くならない景気、コロナウイルスによる自粛ムード
次から次へと迫りくる脅威に負けず、『今』と『未来』に希望を持ってほしい。
あなたの目標に向かって頑張っている姿を、周りの家族や友人子供たちへの発表の場としております。
人生はいつだって『今』が1番楽しい！という人達で溢れた世の中にしたいと思い、今回の企画をしました。

誰もがスポットライトを
浴びれる世の中を創りたい。

株式会社 ドン.キホーテ　店舗開発事業部　経営戦略企画室　室長
株式会社メタップス　クーポン事業責任者　ラクーポン戦略担当を経て28歳で起業。前職である株式
会社メタップスの経験から安売り戦略を否定し、それぞれの個性や価値を生かしたブランド戦略を提
唱。企業の販売戦略やプロモーションなどを手がけるideal Design協会を立ち上げ、大手企業や医療
法人など複数の企業顧問勤める。日本一のアスリートスポーツマッサージの治療院オーナーである(株)
ケッズトレーナー代表取締役・大竹健一氏に出資を受け、医療とスポーツ業界の発展のための(株)ケッ
ズトリニティを設立。大竹健一氏との出会いをきっかけに自身が起業に至った経緯から“人と人との繋
がりやご縁が大切なのだ”ということに気付き、人と人との繋がりが国や社会を変えて行くと考えたこと
から、 マレーシア・アジア、そして世界へと繋がる国際交流を目的としたHANAMICHI SELECTIONを
企画し、主催運営を指揮する。

運営事務局 理事長  大野 寛文
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パートナー企業ご紹介

立つ・歩く・走る いつもの靴に「入れるだけ」
普段履いている靴に入れるだけで辛い痛みや
疲労を軽減し、快適な歩行を手助け、体のバラ
ンスを正しく保ちます。健康は足元から。と言
われる程、足は身体にとって極めて重要な場
所です。足裏のバランスを崩してしまうと身体
に様々な悪影響を及ぼしてしまう事があります。
「IRERUDAKE」はしっかりと足裏のアーチを
支え、歩行時やスポーツ時の全身のバランスを
サポートします。さらに、人体に無害な金属を
使用した暗所イオン触媒の作用で、抗菌・防臭。
様々な雑菌から足元をガードします。
「IRERUDAKE」はサイズも豊富に揃えていま
す。キッズからご年配の方まで幅広い年代の方
の毎日のサポートをします。
https://www.irerudake-shop.com/

株式会社ロコモーションはグルジアワイン、今
でいうジョージアワインの輸入・販売事業を行
っています。ワイン発祥の地として知られてい
るジョージアという国は8000年前にワインを
酒造していた遺跡が見つかり、その遺跡が世
界最古のワイン製造の地としてユネスコにも
認定されています。ジョージアワインの特徴は
飲み口がとても素直で悪酔いせず、とても良い
酔い方が出来るという点です。ワインの事業を
行うことに関して、最も大切にしていることは
良いものをきちんと提供することです。ジョー
ジアワインが持つ特色が生きているものを届
けること。そしてワインを通じて人との繋がりを
濃くしていきたいと思っています。1人でも多く
の人にリーズナブルで高品質なジョージアワ
インをお届け致します。
https://mobile.twitter.com/locomotion_
wine

「より自由に、自分らしく、人生を楽しむ」ために
は、ココロもカラダも健康であることが必要不
可欠です。私たちはすべての女性たちの負のス
トレスから守る、ケアするべく、独自のプロダク
トやサービスの開発を進めています。その根本
にあるのは「選択肢を増やす」という自由です。
grigryは選択肢を増やすお手伝いをしていき
ます。自分の意志で前向きに人生を選択し人
生を謳歌する女性が増えれば、この世界は今
よりももっと良い場所になると信じています。
一人でも多くの女性が、より自由に、自分らしく
人生を楽しみ、笑顔に溢れた毎日を過ごせます
ように。
https://www.grigry.com

「社是」お客様を第一とし　誠実を売り努力を怠らず　信頼を得るを旨と
する。1966年の創業以来、社是にある「誠実」「努力」「信頼」を主軸とし、
「伊藤園ブランド」の価値を一層高めてまいります。経営理念である「お客
様第一主義」は、伊藤園グループの企業倫理の基本的な考え方です。
お客様のご意見やご要望に真摯に向き合い、常にお客様の立場に立った
対応をとることを経営の根幹としています。伊藤園グループはこの理念に基
づき、全てのお客様の信頼に応え、全役員及び全従業員一丸となって積極
的に推進します。自然・健康・安全・良いデザイン・おいしい」の製品開発コ
ンセプトに基づき、お客様にお喜びいただける製品の開発と、お客様に密
着したサービスに努めています。　https://www.itoen.co.jp

言語化タイムズは、ただ辞典・図鑑を紹介するだけにとどまらず、見る人を
楽しませ興味をいだいていただけるようなコンテンツを多数掲載していま
す。人と人とのコミュニケーションには場に応じた〝ことば〟の行き来が必
要です。しかし、ことばはひとりでに得られるものではありません。豊かな
表現を行うには語彙の貯蓄をしなくてはいけません。なので、学研の辞典・
図鑑が、あなたの“貯蓄”を増やす一助となります。これ以上のよろこびはあ
りません。ただ勉強の為では無く、読み物として学研の辞典・図鑑を手に
取って日常に、ほんの少しの非日常（辞典）が交わる瞬間をお楽しみくださ
い。　https://gengokatimes.gakken.jp

たくさんの人に、最高のエステをお届けしたい。お客様に安心して通って頂きたい。
結果がしっかりと出るサロンを作りたい。最先端技術を搭載した最新リフトアップマシンや
SMAS層（筋膜層）をターゲットに高エネルギーを照射する施術等、最先端かつ最高級のマシ
ンを取り揃えております。結果にこだわり、他のサロンにはないお手頃な価格でご提供します。
結果にご満足いただけましたらぜひまたご来店ください。エステを日常に。
リリーオンはこれまでにない次世代のエステサロンを目指します。　https://rillee-on.com
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パートナー企業紹介

「ユアプロ」は遺伝子検査の結果を活用したお客様それぞれの体質に合わせたパーソナル栄養プログラムです。プロスポーツチームや現役トップアスリートを
始め、多くのJr.アスリートも活用を始めています。細やかな情報の分析から知識と経験豊富な国家資格を有した管理栄養士が、お客様個人個人に寄り添っ
てサポートをさせて頂く事にユアプロの大きな価値があると自負しています。　https://www.keymine.co.jp

大正7年創業。現在、式典用の金屏風を制作している会社です。
泰山堂は品質が高く、安定していると、お客様から高く評価をいただい
ております。2000年から、国宝など文化財を「デジタル保存」する技術に
いちはやく注目し、「文化財の複製技術を活用した屏風製作」に取り組
みを開始。 画像処理・印刷の協力会社を構築しており、今後、商品化の
予定をしております。　https://byoubu-ya.com

希少価値の高いピンクダイヤモンドを中心に数々の宝石を扱う卸業者
です。713は　PureHappiness　永遠の幸せがテーマです。
713があなたの幸せのお手伝いをさせていただきます。
https://www.713pinkdiamond.com

ドレス・ワンピースを主とするお洋服の会社です。全ての商品がウェブ店舗
にてご購入出来ます。デザインは全てオリジナルの自社ブランドで制作し
ており、いつも異なるデザインをお客様にご提供しています。お洋服のライ
ン重視を心がけ美しいシルエットを企画、製造し、多種多様なお客様のニ
ーズに答え生産をしています。また、製造、販売まで全てダイレクトに行う
事によりリーズナブルな価格でのご提供、更にお洋服のサイズの対応も致
します。一人でも多くの女性が、より自由に、自分らしく人生を楽しみ、笑顔
に溢れた毎日を過ごせますように。　https://www.cream-ivony.com

竹下通りの真ん中にある世界最大級のアイテム数を誇るロリータ・パン
ク・コスプレブランド『BODYLINE』
ロリータファッションを中心に、季節によって様々なアイテム、コスプレ、
ウィッグ、カラコン等を販売している。
https://www.bodylinetokyo.co.jp
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HANAMICHI SELECTION
メインコンテスト ファイナリスト紹介

参加者は、30代～60代以上の4部門

50代
部 門

クラシック
部 門

30代
部 門

40代
部 門

(60代以上)
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30代部門ファイナリスト

No.1 久保田亜衣子
東京都

私を一言で表すと【繋】です。
人と話す事や、人と関わる仕
事が大好きです。りんごの皮
むきが得意。

No.2 元山万規子
大阪府

国宝や重要文化財の保存修
復を手掛けた15キロダイエッ
ト成功のパワー溢れる元漆職
人

No.3 上坂レイナ
神奈川県

美容と社交ダンスとお洒落マ
スク作りが趣味のOL。
持ち前の好奇心で輝く舞台に
挑戦！

No.4 中町愛
神奈川県

天国の夫から教わったこと
『毎日は小さな奇跡の積み重
ね』私の使命を世界へ届ける
！！

No.5 林奈美子
石川県

女性の生き方に精神と経済
の自律をそして7代先の子ど
もたちへ美しい地球を残す

No.6 向山奈津子
三重県

自己流の食べて痩せる方法で
半年１２キロ減！
なつこ式を世界に広め女性を
輝かせたい！

No.7 富田百合
兵庫県

本来の自分に戻る為、個性の
素晴らしさを伝える為にマヤ
暦鑑定をしております。

No.8 山本麻美
名古屋

なにものでもない名古屋の
OL♡「なにものでもない」は
「なんにでもなれる」

No.9 多賀あき子
大阪府

保育士歴12年 子ども達の心
からの純粋な笑顔に触れられ
ることに幸せを感じています。

No.10 福井悠香
岡山県

日本文化（神社、アニメ)と日
本企業をこよなく愛するペン
習字日本一の証券アナリスト

No.11 葉月
埼玉県

魅了の催眠術師 葉月です。
ハナミチ会場にいる全員に催
眠術をかけます！お楽しみに！

No.12 河野祥子
大分県

日本各地とアジアの伝統的職
人技を集結させ染織で創意
するファッションブランドを経
営

No.13 曾羅はる海
岐阜県

人はきっかけがあれば必ず変
われる!私、美の製造師はる海
が貴方のきっかけになります!

No.14 飯野真里子
群馬県

人生のコンセプトは『わくわく
ファースト！！！』

No.15 根本真弓
東京都

今日は息子もダンスのオーデ
ィション。親子で人生転機と
なる大切な日にします!!!

No.16 米田 詩音
中国

4カ国語を話せることを活か
し、今だからこそ異文化交流
に貢献したい！

No.17 高井明日香
大阪府

昔からみんなを笑顔にする事
が大好きでした。愛と笑顔で
世界を繋げたいと思います♡

No.18 森口尚子
新潟県

こんな時代だからこそ。体操
でリアルな元気を届けます。
今日も、明日も、元気つづけ！

No.19 沼尻夢
神奈川県

建築関係の会社員です。ただ
いま12月の着物の資格試験
に向けて特訓中です！

No.20 力久由利子
神奈川県

司会業の私の定位置は端。今
回はステージ中央から、笑顔・
笑声・言葉をお届けします！
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40代部門ファイナリスト

No.21 谷島真里子
千葉県

元CA、現役ナース。後悔しな
い人生の過ごし方を笑顔と癒
しで応援する目標達成コーチ

No.22 新野見博子
東京都

お顔を変えて人生を変えよう！
人生100年時代！ワクワクす
るお顔は自分でつくろう！

No.23 白金奈美
広島県

「真の美脚」を極め、世界の女
性たちへ広めます。この溢れ
出る情熱を伝えたい！

No.24 中馬恵子
埼玉県

コンプレックスを自身の思考
と強みで克服。夢と希望を人
に与える子供4人の営業ウー
マン

No.25 森陽子
京都府

歌のお姉さんとして20年のス
テージ経験を生かして芸術・
文化・美を伝えたい！

No.26 鍵麻由
高知県

2度の乳がんを乗り越えた笑
顔の講演家。「今を笑顔で生
きる」を伝える事が私の使命
です。

No.27 稲子メグ美
東京都

雑穀食の素晴らしさとゆるフ
ァスティングから健康の大切
さを世界に伝えたいデザイナ
ー

No.28 外山ユミ
東京都

4回の結婚と8人の子どもを
産んだゴッドマザー
Instagram『toyamayumi
0926』を見てね！

No.29 さいが(うらら)はるか
東京都

★宝石や布等を用いたジュエ
リーアーティストの第一人者
★第9代横浜スカーフ親善大
使

No.30 相沢京子
埼玉県

３つのポイントで簡単に着物
を着る方法で健康とアンチエ
イジングを伝える笑顔の着付
師

No.31 日下裕子
神奈川県

笑顔の花の道を世界中にたく
さん作りたい！皆さん、私と繋
がってください。

No.32 宮本倫子
栃木県

最貧国バングラデシュで、ス
ーパーポジティブに人間潤滑
油として活動中！！

No.33 猿子美那
千葉県

耳が聴こえない花アーティス
ト。聴こえる世界でガチで生
き、花の魅力と勇気を与える！

No.34 遠藤綾
東京都

幹細胞普及を目的に次世代
のエイジング、健康、美容の可
能性でチャレンジしました。

No.35 木村由香
東京都

幾つになってもチャレンジす
る私でいたい…そしてそのワ
クワクを電波させたいです！

No.36 望月千恵
山梨県

趣味はパラスポーツの応援 
目標は日本インクルーシブ活
性化。世界視野で学べる機会
に全力します

No.37 田中麻生
滋賀県

滋賀の魔女です。毎日を
120%で生きる！ハッピーオ
ーラ満載でみんなを巻き込み
ます。

No.38 池知はるか
東京都

自由に輝く姿でみんなを元気
にしたい！病院にいる両親に
も届きますように。

No.39 篠原美智子
新潟県

御縁とチャレンジ精神を大切
にして「人生を切り拓く楽しさ
★」を体現していきます♪

No.40 高橋久美恵
宮城県
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No.41 松波利佳
東京都

私は趣味で、和太鼓を叩いて
います！和太鼓文化を今度は
マレーシアで広めたいです！

No.42 本間栄美子
秋田県

特技のお花とお料理の経験を
生かし、日本文化を紹介し両
国の架け橋になりたいです。

No.43 村井美紀
埼玉県

ミドルエイジセラピスト協会
設立、シルバー世代の健康作
りを世界に発信する為に活動
中

No.44 宮下けい子
東京都

留学と海外勤務で得たコミュ
ニケーション能力と笑顔で人
を繋ぎ貢献出来る仕事に挑
戦中

No.45 大島ましろ
島根県

アラブ人夫と国際結婚。夫の
国で疎外感を感じ、海外居住
者の為に日本人村の必要性
を痛感

No.46 飯田美樹
東京都

いつも今を精一杯生きて来た
私。史上最高な自分の花道を
マレーシアそして世界へ‼

No.47 志岐美佳
宮崎県

独学と仕事で培った大好きな
英語で日本の魅力を世界に
発信していく事が目標です！

No.48 瓜生明美
静岡県

大病を患うもベリーダンスに
出逢い自信と女性性を取り戻
す社会保険労務士35年歴

No.49 長坂亜由美
東京都

コンプレックスを個性に変え
常に前向きでポジティブ！歌
う事と人との触れ合いが大好
きです

No.50 本堂裕紀子
東京都

海外の方専門ゲストハウス運
営。簡単着物着付アレンジ発
案者。マレーシア移住が夢。

No.51 小泉理香
東京都

在日韓国人である私がマレー
シアの素晴らしさを日本へ、
そして世界へ伝えます。

No.52 山本明子
東京都

日本人女性の奥ゆかしい美を
マレーシアに届けたいカウン
セラー兼大人の色気トレーナ
ー

No.53 三澤幸子
東京都

MrsAsiaUsa世界大会受賞！
歌って踊れるハートフルな美
活プロデューサー。

No.54 菊地美喜恵
神奈川県

「輝く女性が世界を変える」ま
ずは自分が輝くために世界の
ランウェイを歩きます

No.55 竹内幸子
東京都

着物や和文化を伝えていく事
で、ワクワクと幸せを感じられ
る世界を創ります‼

No.57 清水浩子
東京都

福祉生活支援員として日々人
の為に生き、自分の可能性と
笑顔の女性を増やす為に挑
戦！

No.58 高橋貴子
大阪府

時は止まってくれません。人
生の後半戦で「細胞から若返
る！」と本気で目指す美容研
究家です。

No.59 前田京子
埼玉県

これから風の時代、日本と世
界の調和にわごころ心理コン
サルタントの私がひと役かい
ます！

No.60 森ひかり
名古屋

シンガポールでのパン教室運
営の経験を活かしパン作りを
通して笑顔を広げていきます。

No.61 鈴木美佳
埼玉県

心と体の不調から鬱病と診断
されるその後アロマセラピス
トに転身。現役サンバダンサ
ー

50代部門ファイナリスト50代部門ファイナリスト
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No.62 横川紀子
東京都

「1日２万歩のウォーキング」
と「シニアハッピー体操サポー
ター」の活動で毎日がイキイ
キ

No.63 福澄満子
神奈川県

看護師として３５年間勤務し
日本とマレーシアの医療健康
若返りについての架け橋にな
る

No.64 伊田育世
東京都

笑顔でアクティブに楽しく過
ごすことで、若さを保ち場を明
るく和やかに致します。

No.65 上形さつき
東京都

明るい笑顔と白い肌、健康な
身体と虫歯のない歯が自慢で
す

No.66 岡本よしみ
富山県

人生死ぬまでチャレンジ。夢と
限界がない事を伝える為にユ
ーチューバーデビュー。

No.67 粉川みちよ
静岡県

今までのナースの経験を生か
し、人の為に役立ちたいとの
思いで健康管理士指導員とし
て活躍をのぞみます。

No.68 石谷千枝
東京都

ヨーロッパ滞在10年の経験
と乳癌克服の体験を生かし、
健康と勇気と希望を伝え続け
ます。

No.69 跡部宗子
神奈川県

ピラティス・ヨガインストラク
ターで、年齢を重ね更に元気
なジェロントロジストです。

No.70 吉田さち子
東京都

視覚障害者と催眠術師の二
人の娘からパワーをもらい３
人で花道コンテストを楽しみ
ます。

No.71 増山志津子
群馬県

36歳で渡伊、オペラ歌手とし
てミラノで24年間活動。帰国
後第二の人生を楽しむ決意

クラシック部門（60代以上部門）ファイナリスト

No.86 星名利咲
東京都

日本と世界を繋ぐエンジェ
ル。輝く未来を実現する為に
アベンジャーズを作りたい！

No.73 齋藤千尋
山形県

「リンパマッサージで、美と健
康と経済力を手に入れるお手
伝いをしています」

No.74 元山万規子
大阪府

国宝や重要文化財の保存
修復を手掛けた15キロダイ
エット成功のパワー溢れる
元漆職人

No.76 秋葉由美子
東京都

日本の物語を愛する舞台演
出家＆着物姿で西洋占星術
とタロットを行う和洋折衷
占い師。

No.79 櫻庭瑠璃子
宮崎県

幼い頃から和服との関わり
が深く、今後国内外で和文
化を広める活動をしたいと
考えます

No.78 林奈美子
石川県

女性の生き方に精神と経済
の自律をそして7代先の子
どもたちへ美しい地球を残
す

No.77 稲子恵
東京都

雑穀食の素晴らしさとゆる
ファスティングから健康の
大切さを世界に伝えたいデ
ザイナー

No.84 坂本和美
神奈川県

未来創造カウンセラー、絵
本作家日本舞踊（藤間流）
名取り
日本の伝統を世界へ発信

No.80 牧村暢子
大阪府

私の人生を変えてくれた花
魁姿で花道を歩きこれから
の私の人生をもっと輝かせ
ていきます

No.81 村咲るな
東京都

「人に見られる程キレイにな
れる！」そう言い聞かせなが
ら、このコンテストにエント
リー致しました。

No.82 神田みどり
神奈川県

自分の殻を破り着物と日舞
で世界を駆け巡り日本文化
を伝えたくて参加いたしま
した。

No.85 田中美子
新潟県

No.85 田中美子
新潟県

和文化継承と和と輪の心を
大切にしています。美しい日
本の民族衣装着物を世界
へ発信致します。

和文化継承と和と輪の心を
大切にしています。美しい日
本の民族衣装着物を世界
へ発信致します。

和服部門ファイナリスト
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メイン審査員 鈴木 セリーナ
20歳で上京し、銀座高級クラブ、銀座老舗クラブで売上ナンバー
ワンとなる。 政財界でも顔が広く、現在はビジネスの世界でも成
功を収める。鉄人社から書籍「おじさんの取扱説明書」を出版。
misono、あべこうじ、みかんetc...有名人の本音を引き出す⁉ 対
談や、日本製の高品質な文房具を扱うショップなど、コンテンツ
盛りだくさんのSerenadeTimes 主宰。
■SerenadeTimes 　https://serenadetimes.com/

審査員紹介

特別審査員

秦 亜衣梨
フリーの編集ライターとして独立し、
『GINGER』(幻冬舎)の創刊メンバ
ーとして参加。2017年11月よりフ
ァッション動画マガジン『MINE(マ
イン)』の編集長を務め、2020年に
独立。

臼井 久美子
皆さんがAll Winの精神を保ちなが
ら、向上心をさらに洗練させたいと
いう意識の高い女性たちが集まる
コミュニティであるハイクラス女子
交流会主宰。

ダティン・晴代・ロー
「Do」をモットーに企業家として、又
ダンス競技会等にも参戦し勇往邁
進中。数多くのテレビ番組にも出演
し、日々丹念に積み重ねることで芸
術的に生きる思考の現代的文化人。

増田 大介
プロフェッショナル・ボールルーム・
ラテンダンサー。
JBDFラテンアメリカンSA級。
バルカーカップ統一全日本チャンピ
オン。統一全日本ショーダンスチャ
ンピオン。
世界ショーダンス選手権 第4位。

谷口 智治
一般社団法人全国経営者団体連
合会 理事長。人脈コミュニケータ
ー。1983年全国経営者団体連合
会設立。発足以来45年にわたり、
人と人を結ぶ〝人脈コミュニケータ
ー〟として、日夜人脈形成に精力を
注ぐ。

本岩 孝之
バスの音域から、バリトン、テノール、
カウンターテナーまで、4オクター
ヴにわたる驚異的な音域と幅広い
レパートリーを、類い稀な美しい声
で歌いこなす、唯一無二のクラシッ
ク歌手。

高橋 恵
一般社団法人おせっかい協会会長。
42歳で長女と共に株式会社サニ
ーサイドアップを創業。その後、長
女に託した同社は2018年東証1
部上場を果たした。

MAIKO
2009年Julietのメンバーとしてデ
ビュー。現在はアーティストのレコ
ーディングコーラスや、サーフ系フ
ァッションブランドROXY GIRLSと
して様々なイベントへ参加中。
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10:15  開場

11:00  大会スタート（オープニング）

11:20  和服部門スタート（11名）

11:40  コスプレ部門（3名）

11:50  休憩（10分）

12:00  30代部門スタート（20名）

13:00  グループ部門（6組み）

 フリーウォーク 部門（15名）

 障がい者部門（3名）

13:40  休憩（15分）

13:55  40代部門スタート（20名）　

14:40  50代部門 スタート（20名）

15:30  60代部門 スタート（20名）

16:30  審査票数集計　開始

17:00  web投票受付終了　　　

18:00  アフターパーティ開始

18:30  授賞式予定（集計次第）

19:30  ビンゴ大会予定

20:20  お客様退場

20:30  会場撤収

タイムスケジュール
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主催：株式会社ケッズトリニティ


