
 

 

報道資料 
平成 30 年 12 ⽉ 吉⽇ 

⼀般社団法⼈ミス⽇本酒 

     2019 年 1 ⽉ 15 ⽇（⽕）18:30〜20:00  東急プラザ銀座キリコラウンジ  
 

⽇本の伝統ある⽂化「⽇本酒」の魅⼒を発信するアンバサダー 
『2019 ミス⽇本酒（Miss SAKE）ファイナリスト発表会』 

『2019 ミス⽇本酒（Miss SAKE）海外⼤会発表会』 
開催のご案内 

このたび⼀般社団法⼈ミス⽇本酒（東京都千代⽥区神⽥神保町 1-14-1、代表理事  

愛葉宣明）は、来る 1 ⽉ 15 ⽇（⽕）に『2019 ミス⽇本酒（Miss SAKE）ファイナリスト発
表会 』を開催致します。当⽇発表される各県の代表は、⽇本酒の魅⼒を世界へ繋ぐアンバサダ
ーの役割を担う「2019 ミス⽇本酒」を⽬指し、3 ⽉ 15 ⽇(⾦)にウェスティン都ホテル京都で
開催される「2019 ミス⽇本酒 最終選考会」に出場いたします。会場では 2018 ミス⽇本酒 須
藤亜紗実をはじめとする歴代のミス⽇本酒、歴代のファイナリスト達も皆様をお出迎え致しま
す。「2019 ミス⽇本酒 ファイナリスト」発表の瞬間に、是⾮お⽴会い下さい。 
 

【2019 ミス⽇本酒 (Miss SAKE) ファイリスト発表会開催概要】 

【⽇程】2019年 1 ⽉ 15⽇（⽕）18時30分〜20 時 00 分（18 時メディア受付 ） 

【会場】東急プラザ銀座６F「キリコラウンジ」（東京都中央区銀座５丁⽬２１６F） 

【主催】⼀般社団法⼈ミス⽇本酒  

 
参考画像︓2018 ミス⽇本酒 ファイナリスト発表会 



 

 

 
【2019	ミス日本酒	（Miss SAKE）	ファイナリスト		21名】	

	
	

代表県	 氏名	 年齢	 身長	 職業	

1	 北海道	 塚原	菜実香（ツカハラナミカ）	 20	 163	 早稲田大学法学部 3年	

2	 青森	 櫻庭	梨夏（サクラバリカ）	 21	 156	 介護福祉士	

3	 山形	 平木	美穂（ヒラキミホ）	 29	 167	 モデル	

4	 新潟	 鈴木	聖袈（スズキセイカ）	 24	 165	 新潟大学大学院 1年	

5	 茨城	 中野	皐月（ナカノサツキ）	 27	 168	 看護師	

6	 埼玉	 冨田	梨花（トミタリカ）	 26	 159	 看護師	

7	 千葉	 前田	茉衣子（マエダマイコ）	 29	 160	 会社員	

8	 東京	 粕谷	汐里（カスヤシオリ）	 22	 158	 上智大学総合グローバル学科 4年	

9	 神奈川	 水谷	さやか（ミズタニサヤカ）	 23	 168	 フリーアナウンサー	

10	 長野	 丸山	友理慧（マルヤマユリエ）	 28	 163	 自営業秘書	

11	 岐阜	 池田	里美（イケダサトミ）	 30	 163	 会社員	

12	 石川	 山崎	綾夏（ヤマザキアヤカ）	 27	 155	 金沢大学 3年	

13	 愛知	 豊田	佳穂（トヨダカホ）	 21	 158	 慶應義塾大学法学部 3年	

14	 三重	 水谷	南里加（ミズタニナリカ）	 20	 160	 関西学院大学 3年	

15	 京都	 春田	早重（ハルタサエ）	 20	 171	 同志社大学英文科 2年	

16	 大阪	 豊川	栞那（トヨカワカンナ）	 24	 157	 女優	

17	 兵庫	 石田まり（イシダマリ）	 27	 163	 会社員	

18	 広島	 三木	茉李安（ミキマリア）	 20	 158	 広島国際大学 2年	

19	 高知	 森下	智恵（モリシタサトエ）	 26	 158	 薬剤師	

20	 愛媛	 今川あかり（イマガワアカリ）	 20	 155	 南山大学 3年	

21	 熊本	 草野	遥（クサノハルカ）	 27	 163	 フリーレポーター・タレント	

 
 
                                                                                                                                                 ※年齢は 12月 26日現在 



 

 

 
「ミス日本酒（Miss SAKE）」のこれまでの活動  
 ミス⽇本酒（Miss SAKE）は、伝統ある⽇本酒と⽇本⽂化の魅⼒を、⽇本国内外に発信する
美意識と知性を⾝につけたアンバサダーを選出する⽬的で⼀般社団法⼈ミス⽇本酒が主催、
2013 年 9 ⽉よりスタート致しました。外務省、農林⽔産省、国税庁、観光庁、⽇本酒造組合
中央会等の後援のもと開催された 2013 年 10 ⽉開催の選考会において、初代の「2014 ミス
⽇本酒（2014 Miss SAKE）」が誕⽣。それより６年間、⽇本国内だけでなくハワイ、ニュー
ヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、⾹港等、世界各国において、⽇本酒を切
り⼝にした⽇本の⾷・⽂化に関する啓発や、⽇本への観光誘致活動を年間 400 件以上⾏って
おります。 
 2016 年度には、海外初となる Miss SAKE USA（http://misssakeusa.org/）がニューヨ
ークで選出されました。2020 年開催予定の Miss SAKE 世界サミットに向けて 2019 年は⾹
港、台湾、べトナム、オーストラリア各地での Miss SAKE コンテストを予定しています。⽶
国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「⽔着審査のない⼥性の尊厳
と平等をうたった⽂化事業」と報じられ、⾼く評価されました。6 年⽬となる 2019 ミス⽇本
酒（Miss SAKE）では、地⽅⼤会、海外の⼤会開催の拡充とともに⽇本酒を軸とした新たな⽂
化事業として、発展し続けていきます。 
 
[2018 年 12 ⽉現在までの活動実績例] 
（国内）「⽇本酒フェア」／「IWC 表彰式」／「⽇本臨床細胞学会」／「伊勢志摩サミット」
／「第 8 回太平洋・島サミット 歓迎レセプション」／「第 3 回閣僚級世界患者安全サミッ
ト」／「東北・夢の桜街道推進協議会」／ 「ツーリズム EXPO ジャパン」／ 各酒造組合・酒
蔵イベント／ 各種産業展 ／ 各企業レセプション／各学会レセプション／ 各警察署飲酒運転
注意イベント ／ 各⾃治体⽥植え・稲刈りイベント等 
（海外）「ブラジル W 杯」／「ミラノ万博」／「ユネスコ本部表敬訪問」／在中⽇本国⼤使館
「⼤使公邸 春の交流会」／「在印⽇本⼤使館 ⽇本酒 PR イベント」／「Salon du Sake in 
Paris」／「Salon del Manga in Barcelona」／「JAXA︓Space Symposium in Cololado」
／「Monaco Yacht Show」／『2018 東京国際映画祭』プロモーションイベント at カンヌ国
際映画祭／「THE JOY OF SAKE︓Honolulu, New York, Las Vegas, London」／「Japan 
Culture Festival in Sri Lanka」／「Sake Dinner in Phnom Penh」／「Washu Fes at 
Hong Kong」／「Matsuri in Sydney」／「Sake Reception at Shanghai」／「アジア国際
美酒コンテスト in China」／「在印⽇本⼤使館 ⽇本酒 PR イベント」等 
 
詳細な活動内容は HP 内のブログにてご覧頂けます。 
https://www.misssake.org/blog/ 



 

 

 
誠にお⼿数ではございますが、【取材のお申し込み】につきましては 1 ⽉ 11 ⽇(⾦)までに下
記「取材申込書」をお送りいただけますと幸いです。 

何卒宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

取材申込書 
2019 ミス⽇本酒 ファイナリスト発表会 事務局 宛 

ご出欠	 ご出席			・		ご欠席	 ※○でお囲み下さい	

貴社名	 	

貴媒体名	 	

部署名	 	

ご芳名	 	

お電話	 	

Email	 	

カメラ	 スチール			・		ムービー			・	無	 ○でお囲み下さい	

ご同行者	 有（	 名）	 ・	 無	 ○でお囲み下さい	

 
 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

⼀般社団法⼈ミス⽇本酒  担当︓⼤⻄ 

〒101-0051 東京都千代⽥区神⽥神保町 1-14-1  KDX 神保町ビル 2F  

TEL: 03-6869-1700（代表） / FAX: 03-6800-3513 

E-mail : sake@misssake.org 

FAX：03-6800-3513	 E-mail：sake@misssake.org 



 

 

【⽇時】 2019 年１⽉ 15 ⽇（⽔） 

 18 : 00  報道受付開始・メディアブリーフィング 

 18 : 30  開場 

 18 : 40〜20 : 00  

l 「2019 ミス⽇本酒 ファイナリスト発表会」 

l 「2019 ミス⽇本酒 海外⼤会発表会」（⾹港、台湾、ベトナム、オーストラリア） 

 

【会場】東急プラザ銀座６F「キリコラウンジ」（東京都中央区銀座５丁⽬２１６F） 

【問合せ先】⼀般社団法⼈ミス⽇本酒   （担当︓⼤⻄）        TEL︓03-6869-1700 

 

 誠にお⼿数ではございますが、1 ⽉ 11 ⽇ (⾦) までにご返信いただけますと幸いです。 

 報道資料に記載されている情報は発表⽇現在のものです。 

 このため、時間の経過あるいは後発的な  様々な事象によって、 内容が予告なしに変更される

可能性があります。あらかじめご了承下さい。 


