
回数

第１回 甲府市副市長 山本　知孝

第２回 甲府市長 樋口　雄一

第３回 アスれと総合型クラブ　代表 花輪　和志

第４回 テレビ山梨　アナウンサー 小嶋　優

第５回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第６回 プロ野球選手 井口　資仁

第７回 山梨放送スポーツ報道制作部長 前田　真宏

第８回 山梨クィーンビーズ　監督 水上　豊

第９回 NPO法人やまなしサイクルプロジェクト理事長 青木　茂樹

第１０回 トライアスロン選手 佐藤　優香

第１１回 山梨放送スポーツ報道制作部長 前田　真宏

第１２回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第１３回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第１４回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第１５回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第１６回 山梨学院大学経営情報学部　准教授 長倉　富貴

第１７回 プロトレイルランナー 石川　弘樹

第１８回 山梨放送スポーツ報道制作部長 前田　真宏

第１９回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第２０回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第２１回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

エフエム甲府「こちら甲府スポーツビューロ」出演者一覧

ゲスト



第２２回 元水泳選手 萩原　智子

第２３回 テレビ山梨　アナウンサー 小嶋　優

第２４回 レーシングドライバー 名取　鉄平

第２５回 山梨学院大学女子テニス部　選手
寺見　かりん
吉富　夢子

第２６回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第２７回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第２８回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第２９回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第３０回 サッカー指導者 羽中田　昌

第３１回 全国野球振興会　理事 木村　竹志

第３２回 テレビ山梨　アナウンサー 小嶋　優

第３３回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第３４回 山梨クィーンビーズ　選手 横井　美沙

第３５回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第３６回 山梨学院大学経営情報学部　准教授 長倉　富貴

第３７回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第３８回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第３９回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第４０回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第４１回 山梨学院大学ホッケー部　監督 寺本　祐治

第４２回
山梨学院大学女子サッカー部　監督
山梨学院大学女子サッカー部　マネージャー

田代　久美子
鷹野　祐菜

第４３回 山梨クィーンビーズ　選手
飯島　早紀
エンルー

第４４回 ヴァンフォーレ甲府　運営担当　兼　強化担当 長田　圭介



第４５回 山梨学院大学経営情報学部　准教授 長倉　富貴

第４６回 テレビ山梨　アナウンサー 小嶋　優

第４７回
山梨学院大学女子サッカー部　監督
山梨学院大学女子サッカー部　選手

田代　久美子
又吉　果奈

第４８回
サッカー指導者・元プロサッカー選手
水泳選手

須藤　大輔
江原　騎士

第４９回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第５０回 レーシングドライバー 名取　鉄平

第５１回 甲府工業高校自転車部　選手 清水　貴梨

第５２回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第５３回 水泳選手 鈴木　聡美

第５４回 ヴァンフォーレ甲府　代表取締役社長 輿水　順雄

第５５回 山梨学院大学スポーツ科学部　教授 高田　裕司

第５６回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第５７回
プロトレイルランナー
自転車ロードレース選手

石川　弘樹
水野　恭兵

第５８回 パラリンピック　走り高跳び選手 鈴木　徹

第５９回 ヴァンフォーレ甲府　広報担当 鷹野　智裕

第６０回 山梨クィーンビーズ　選手
磯谷　未来
外山　紅音

第６１回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第６２回 プロトレイルランナー 石川　弘樹

第６３回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第６４回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第６５回 甲斐清和高校体操部　選手 梶田　凪

第６６回 テレビ山梨　アナウンサー 小嶋　優

第６７回 山梨学院大学空手部　選手 田中　美佐稀



第６８回
サッカー指導者・元プロサッカー選手
山梨学院大学女子サッカー部　監督

須藤　大輔
田代　久美子

第６９回
ヴァンフォーレ甲府　広報担当
ヴァンフォーレ甲府　マスコット

鷹野　智裕
ヴァンくん

第７０回 サッカー指導者 羽中田　昌

第７１回 山梨学院大学経営情報学部　特任准教授 倉澤　一孝

第７２回 レーシングドライバー
中山　友貴
松下　信治

第７３回 元水泳選手 萩原　智子

第７４回 野球指導者・元プロ野球選手
四條　稔
山村　宏樹

第７５回 元Ｆ１ドライバー 片山　右京

第７６回 平成国際大学ボクシング部　選手
仲田　幸都子
仲田　輪幸

第７７回 元トライアスロン選手 足立　真梨子

第７８回 山梨英和高校水泳部　選手 長田　友唯

第７９回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第８０回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第８１回

第８２回 山梨クィーンビーズ　選手
星田　美歩
水野　菜穂

第８３回 甲府工業高校自転車部　選手 依田　翔大

第８４回 ヴァンフォーレ甲府　チケット担当 山地　渚

第８５回
山梨学院大学経営情報学部　准教授
テレビ山梨　アナウンサー

長倉　富貴
小嶋　優

第８６回 プロデュアスロン選手 栗原　正明

第８７回
山梨学院大学空手部　メンタルトレーナー
山梨学院大学空手部　選手

古屋　佑樹
中村　隆聖

第８８回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第８９回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第９０回 元水泳選手 萩原　智子

甲府商業高校　ソングリーダー部



第９１回 サッカー指導者 羽中田　昌

第９２回 アスれと総合型クラブ　クラブマネージャー 大崎　恵介

第９３回 自転車ロードレース選手 水野　恭兵

第９４回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第９５回 チーム平野卓研　監督 平野　真理子

第９６回 ヴァンフォーレ甲府　チケット担当 山地　渚

第９７回 甲府工業高校自転車部　選手
矢光　孝輔
依田　翔大

第９８回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第９９回 山梨学院大学硬式テニス部　選手 野田　凌輔

第１００回 水泳選手 鈴木　聡美

第１０１回 山梨クィーンビーズ　マネージャー 鐘ヶ江　かおり

第１０２回
山梨学院大学女子サッカー部　監督
山梨学院大学女子サッカー部　選手

田代　久美子
又吉　果奈

第１０３回 ヴァンフォーレ甲府　選手 堀米　勇輝

第１０４回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第１０５回 山梨学院大学柔道部　選手 新添　左季

第１０６回 レスリング選手 高橋　侑希

第１０７回 サッカー指導者 羽中田　昌

第１０８回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第１０９回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第１１０回 山梨学院大学経営情報学部　准教授 長倉　富貴

第１１１回 トライアスロン選手
佐藤　優香
久保埜　南
瀬賀　楓佳

第１１２回 プロトレイルランナー 石川　弘樹

第１１３回 レーシングドライバー 名取　鉄平



第１１４回 山梨学院大学陸上競技駅伝部　選手 上田　健太

第１１５回 アスれと総合型クラブ　クラブマネージャー 大崎　恵介

第１１６回 テレビ山梨　アナウンサー 小嶋　優

第１１７回
山梨学院大学女子サッカー部　監督
山梨学院大学女子サッカー部　選手

田代　久美子
又吉　果奈

第１１８回 山梨クィーンビーズ　選手 水野　菜穂

第１１９回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第１２０回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第１２１回 山梨学院大学経営情報学部　准教授 長倉　富貴

第１２２回 プロトレイルランナー 石川　弘樹

第１２３回 元プロサッカー選手・VF甲府アンバサダー 石原　克哉

第１２４回 フェンシング選手 敷根　崇裕

第１２５回 パラリンピック　走り高跳び選手 鈴木　徹

第１２６回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第１２７回 甲府工業高校空手部　選手 米山　悠介

第１２８回 甲斐清和高校体操部　選手 梶田　凪

第１２９回 山梨学院大学柔道部　選手 泉　真生

第１３０回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第１３１回 山梨クィーンビーズ　選手 関　彩未

第１３２回 サッカー指導者 羽中田　昌

第１３３回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第１３４回 山梨学院大学レスリング部　選手 藤波　勇飛

第１３５回 テニス指導者 石井　弘樹

第１３６回 山梨学院大学ラグビー部　監督 吉田　浩二



第１３７回 山梨学院大学レスリング部　コーチ 小幡　邦彦

第１３８回 ヴァンフォーレ甲府　広報担当 鷹野　智裕

第１３９回
山梨学院大学自転車競技部　顧問
山梨学院大学自転車競技部　選手
山梨学院大学自転車競技部　選手

倉澤　一孝
続木　龍偉
鈴木　媛子

第１４０回 バスケットボールスターズ　理事長 澤田　昌宏

第１４１回 山梨学院大学女子柔道部　監督 山部　伸敏

第１４２回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第１４３回 山梨学院大学水泳部　選手 陶山　周平

第１４４回
山梨学院大学経営情報学部　准教授
長倉ゼミナール生徒

長倉　富貴
有泉　隆
松岡　大輝

第１４５回 山梨クィーンビーズ　選手 内堀　紫菜

第１４６回 テニス指導者 石井　弘樹

第１４７回 元プロ野球選手 四條　稔

第１４８回 駿台甲府高校ハンドボール部　選手
佐藤　陽太
久保寺　歩夢

第１４９回 カーリング選手 小穴　桃里

第１５０回 ヴァンフォーレ甲府　選手 堀米　勇輝

第１５１回 山梨学院高校サッカー部　選手
保坂　紘生
山土井　拓海

第１５２回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第１５３回 山梨学院大学経営情報学部　特任講師 大崎　恵介

第１５４回 山梨学院大学ホッケー部　選手 高野　雄介

第１５５回 サッカー指導者 羽中田　昌

第１５６回 水泳選手 鈴木　聡美

第１５７回 甲府商業高校弓道部　選手 中澤　乃悟

第１５８回 山梨クィーンビーズ　選手 星田　美歩

第１５９回 山梨水球倶楽部　選手
郷田　大地
塩澤　愛莉



第１６０回 自転車ロードレース選手 平井　光介

第１６１回 水泳選手 江原　騎士

第１６２回 トライアスロン選手 佐藤　優香

第１６３回 プロトレイルランナー 石川　弘樹

第１６４回 自転車ロードレース選手 今中　大介

第１６５回 山梨学院大学陸上競技部　長距離コーチ 大崎　悟史

第１６６回 山梨県なぎなた連盟 志藤　綾香

第１６７回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第１６８回 自転車ロードレース選手 倉澤　公弘

第１６９回 山梨大学馬術部　選手
山中　皐雨
平岡　望

第１７０回 サッカー指導者 羽中田　昌

第１７１回 日本航空高校サッカー部　選手
中島　偉吹
篠原　靖

第１７２回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第１７３回 山梨クィーンビーズ　選手
瀬山　楓
後藤　優

第１７４回 ヴァンフォーレ甲府　選手 太田　修介

第１７５回 駿台甲府高校陸上競技部　選手 古屋　日奈子

第１７６回

第１７７回 山梨学院大学経営情報学部　准教授 長倉　富貴

第１７８回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第１７９回 山梨県山岳連盟 小林　孝臣

第１８０回 山梨学院大学スケート部　選手
堀内　祐実
山名　里奈

第１８１回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第１８２回 パラリンピック　走り高跳び選手 鈴木　徹

甲府商業高校　ソングリーダー部



第１８３回 山梨学院高校野球部　選手
相沢　利俊
野村　健太

第１８４回 山梨クィーンビーズ　選手
岡　萌乃
若原　愛美

第１８５回 プロトレイルランナー 石川　弘樹

第１８６回 トライアスロン選手 望月　満帆

第１８７回 山梨学院大学陸上競技部部　長距離コーチ 大崎　悟史

第１８８回 山梨学院高校女子ソフトボール部
中込　向日葵
今野　陽加里

第１８９回 東海大甲府高校アーチェリー部　選手 若尾　真弥

第１９０回 甲府工業高校卓球部　選手
望月　貴文
横塚　大和

第１９１回
山梨学院大学女子サッカー部　監督
山梨学院大学女子サッカー部　選手

田代　久美子
小山　由梨奈

第１９２回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第１９３回 甲府工業高校新体操部　選手
松本　光生
塩釜　広都

第１９４回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第１９５回 山梨学院高校陸上競技部　選手 鈴木　凜

第１９６回 甲府商業高校女子ソフトテニス部　選手
並木　瑚白
齋藤　愛夢

第１９７回 山梨クィーンビーズ　選手
内堀　紫菜
渡邉　まりい

第１９８回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第１９９回 カーリング選手 小穴　桃里

第２００回 水泳選手 鈴木　聡美

第２０１回 山梨学院大学経営情報学部　准教授 長倉　富貴

第２０２回 レーシングライダー 渡辺　一樹

第２０３回
山梨学院大学女子サッカー部　監督
山梨学院大学女子サッカー部　選手

田代　久美子
小山　由梨奈

第２０４回 山梨県なぎなた連盟 志藤　綾香

第２０５回 山梨学院大学ラグビー部　監督 梶原　宏之



第２０６回 山梨クィーンビーズ　選手 瀬山　楓

第２０７回 元Ｆ１ドライバー 片山　右京

第２０８回 柔道選手 出口　クリスタ

第２０９回 ヴァンフォーレ甲府　スタッフ 藤島　伯任

第２１０回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第２１１回 よしもとクリエイティブ・エージェンシー　スポーツＤＪ 高杉’Jａｙ’二郎

第２１２回 山梨学院大学ゴルフ部　選手 斉藤　俊輔

第２１３回 城南中学校体操部　選手
中川　陸斗
竹澤　薫子

第２１４回 トライアスロン選手 酒井　美有

第２１５回 山梨学院大学ホッケー部　選手
浦下　陸
的場　斐那

第２１６回 レーシングドライバー 名取　鉄平

第２１７回 ヴァンフォーレ甲府　選手 小林　岩魚

第２１８回 山梨英和高校水泳部　選手 長田　友唯

第２１９回 ホッケー選手 高野　雄介

第２２０回 水泳・パラローイング 成嶋　徹

第２２１回 国際交流員 ファニー　オランジュ

第２２２回 山梨学院大学陸上競技駅伝部　選手 森山　真伍

第２２３回 山梨クィーンビーズ　選手
星田　美歩
瀬山　楓

第２２４回 アイスホッケー選手 長谷川　聖奈

第２２５回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第２２６回

第２２７回 山梨学院大学経営情報学部　准教授 長倉　富貴

第２２８回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹
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第２２９回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第２３０回 元プロサッカー選手 小椋　祥平

第２３１回 パラリンピック　走り高跳び選手 鈴木　徹

第２３２回 山梨学院大学経営情報学部　教授 長倉　富貴

第２３３回 自転車ロードレース選手 武山　晃輔

第２３４回 山梨学院大学ラグビー部　監督 梶原　宏之

第２３５回 ヴァンフォーレ甲府　広報担当 小野　博信

第２３６回 トライアスロン選手 佐藤　優香

第２３７回 山梨大学教育学部長 中村　和彦

第２３８回 山梨クィーンビーズ　選手 水野　菜穂

第２３９回 日本ダブルダッチ協会公認インストラクター 清水　虎太郎

第２４０回 レーシングドライバー 名取　鉄平

第２４１回 ヴァンフォーレ甲府　選手 中山　陸

第２４２回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第２４３回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第２４４回 山梨学院大学陸上競技部　選手
中沢　航大
村本　龍彦

第２４５回 山梨学院大学ラグビー部　選手
梶原　優里
延山　敏和

第２４６回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第２４７回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第２４８回 国際交流員 ファニー　オランジュ

第２４９回 レーシングライダー 渡辺　一樹

第２５０回 山中湖サイクリングチーム　選手
塚本　一樹
山之内　壮真

第２５１回 甲府市役所野球部　選手 鈴木　悠介



第２５２回 山梨クィーンビーズ　選手 若原　愛美

第２５３回 東海甲府高校野球部　選手
伊達　大我
渡部　海夢

第２５４回 山梨学院高校野球部　選手
功刀　史也
渡邉　嵩馬

第２５５回 城南中学校体操部　選手
中川　耀太
山寺　健太

第２５６回

第２５７回 元プロサッカー選手 小椋　祥平

第２５８回 山梨県なぎなた連盟 志藤　綾香

第２５９回 山梨学院大学女子サッカー部　選手
鈴木　日奈子
大城　聖奈

第２６０回 自転車ロードレース選手 平井　光介

第２６１回 スピードスケート・ショートトラック選手 神長　汐音

第２６２回 山梨学院大学陸上競技部　選手 瀬戸口　大地

第２６３回 山梨学院大学陸上競技部　選手
森山　真伍
橘田　大河

第２６４回 山梨学院大学柔道部　選手 古賀　若菜

第２６５回 山梨学院高校サッカー部　選手
熊倉　匠
一瀬　大寿

第２６６回 フィギュアスケート選手 鈴木　なつ

第２６７回 山梨クィーンビーズ　選手 渡辺　愛加

第２６８回 城南中学校陸上部　選手 橘山　莉乃

第２６９回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第２７０回 プロサッカー選手 堀米　勇輝　

第２７１回 山梨学院大学女子サッカー部　選手 鈴木　日奈子

第２７２回 山梨学院大学ラグビー部　監督 梶原　宏之

第２７３回 山梨学院大学陸上競技部　選手
松倉　唯斗
遠藤　雅也

第２７４回 山梨学院高校サッカー部　選手
熊倉　匠
一瀬　太寿
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第２７５回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第２７６回 東海甲府高校野球部　選手
三浦　涼太
若山　恵斗

第２７７回 ヴァンフォーレ甲府　選手 小林　岩魚

第２７８回 レーシングドライバー 名取　鉄平

第２７９回 山梨クィーンビーズ　選手 水野　菜穂

第２８０回 山梨学院大学ラグビー部　選手 安東　菜桜

第２８１回 野球指導者・元プロ野球選手 四條　稔

第２８２回 スピードスケート・ショートトラック選手 小池 　克典

第２８３回 自転車ロードレース選手 武山　晃輔

第２８４回 山梨学院大学ラグビー部　監督 梶原　宏之

第２８５回 山梨学院大学サッカー部　選手
小澤　恭也
本多　啓佑

第２８６回 甲斐清和高校体操部　選手 竹澤 　薫子

第２８７回 山梨学院大学女子サッカー部　監督 田代　久美子

第２８８回 パラリンピック　走り高跳び選手 鈴木　徹

第２８９回 山梨クィーンビーズ　選手
瀬山　楓
若原　愛美

第２９０回 山梨学院大学女子ホッケー部　選手
小林　久留海
中込　紅莉

第２９１回 プロサッカー選手 広澤　灯喜

第２９２回 甲斐清和高校フェンシング部 石川　凌雅

第２９３回 スノーボード・ハーフパイプ選手 菊地原　小弥汰

第２９４回 山梨県ボッチャ協会　副会長 田中　千晶

第２９５回 サッカー指導者・「蹴農人」代表 阿佐美　宗平

第２９６回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第２９７回 元陸上選手 佐野　夢加



第２９８回 アルペンスキー選手 矢野　育帆

第２９９回 山梨英和高校水泳部　選手 長田　友唯

第３００回 元バレーボール選手・山梨中央銀行バレー部　監督 辻　知恵

第３０１回 山梨学院大学ホッケー部　監督 寺本　祐治

第３０２回 剣道選手・剣道指導者 有賀　真紀

第３０３回 国際交流員 ファニー　オランジュ

第３０４回 山梨学院大学陸上部　選手 中込　空

第３０５回 山梨クィーンビーズ　選手
山本　由真
土田　帆香

第３０６回 山梨学院大学サッカー部　選手
大嶌　宏汰
一瀬　大寿

第３０７回 レスリング選手 高橋　侑希

第３０８回 城南中学校体操部　選手
中川　耀太
山寺　健太

第３０９回 自転車ロードレース選手 今中　大介

第３１０回 山梨学院大学スケート部　選手 吉岡　詩果

第３１１回 テニス審判員・テニス選手 矢崎　仁

第３１２回 自転車ロードレース選手 平井　光介

第３１３回 山梨学院大学陸上競技部　選手
木山　達哉
髙田　尚暉

第３１４回 山梨学院大学女子サッカー部　選手
岩下　胡桃
伊藤　楓

第３１５回 山梨学院高校野球部　監督 吉田 　洸二

第３１６回 山梨学院高校ソフトボール部　選手
細谷　杏
中込　楓

第３１７回 元プロバスケット選手・バスケットボール指導者 早川　大史

第３１８回 野球指導者・元プロ野球選手 山村　宏樹

第３１９回 山梨学院高校サッカー部　選手
谷口　航大
小林　士恩

第３２０回 山梨学院大学水泳部　選手 田中　大貴



第３２１回 元プロサッカー選手 小椋　祥平

第３２２回 サッカー指導者・元プロサッカー選手 須藤　大輔

第３２３回 山梨学院高校男子ホッケー部　選手
飯野　明駿
窪田　幸輝

第３２４回 山梨学院大学ラグビー部　監督 梶原　宏之

第３２５回 自転車ロードレース選手 武山　晃輔

第３２６回

第３２７回 自転車ロードレース選手 水野　恭兵

第３２８回 山梨学院大学柔道部　選手 古賀　若菜

第３２９回
甲府アイスホッケー・モンキーズ　コーチ
アイスホッケー山梨県少年　監督

小山　訓弘
鶴田　佳祐

第３３０回 山梨学院大学スケート部　選手 山名　里奈

第３３１回 山梨クィーンビーズ　選手
池松　ほのか
渡辺　愛加

第３３２回 山梨学院高校サッカー部　監督 長谷川　大
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