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Ⅰ．組織概要  
2016 年度に大学スポーツ振興関西地区検討会が有志教員により発足され、大学横断的、競技横断的

な取り組みを推進するために 2018 年 4 月 10 日に一般社団法人大学スポーツコンソーシアム KANSAI
（以下、KCAA）が設立された。KCAA は以下に示す５つの事業テーマに基づき運営を行っている。 

 
１．大学スポーツにかかわる多様なステークホルダー間の情報共有・連携・協力を促進するプラッ

トフォームの形成 
２．社会を牽引し、未来を託せる「人財」の育成 
３．大学スポーツの振興と発展に資するスポーツガバナンスの構築 
４．大学スポーツの社会的・事業的価値の向上 
５．応援促進プログラムの運営 
 
2020 年 3 月 31 日時点で、正会員 23 大学、賛助会員 25 社、パートナー会員 7 団体の加盟を受け、

前年比では大学については増えなかったものの、賛助会員 1 社減、8 社増、パートナー会員 2 団体増

となった。また 2020 年 4 月より 4 社が新規加入予定である。 
加盟団体については、表 1 に示す。 
 

表 1．KCAA 加盟団体一覧 ※2020 年 3 月 31 日時点 
正会員 追手門学院大学 

大阪経済大学 

大阪産業大学 

大阪電気通信大学 

関西学院大学 

甲南大学 

四国大学 

摂南大学 

天理大学 

阪南大学 

武庫川女子大学 

龍谷大学 

大阪学院大学 

大阪工業大学 

大阪体育大学 

関西大学 

近畿大学 

神戸学院大学 

四天王寺大学 

園田学園女子大学 

同志社大学 

びわこ成蹊スポーツ大学 

立命館大学 

 

賛助会員 

 

*印は 2020 年度 4 月

より加入 

アシックスジャパン株式会社 

一般社団法人 S.E.A（日本営業大学） 

大阪ガス株式会社 

株式会社学生情報センター 

関西電力株式会社 

NPO 法人関西を元気にする会 

京屋釦株式会社 

株式会社近畿日本ツーリスト関西* 

株式会社 Criacao 

株式会社クレディセゾン 

株式会社神戸製鋼所* 

株式会社サカイ引越センター 

株式会社 JTB 京都支店 

株式会社 STEAM Sports Laboratory 

株式会社スポーツフィールド 

セノー株式会社 

大日本印刷株式会社 

株式会社電通 関西支社 

東亜道路工業株式会社 関西支社 

株式会社ニチレク* 

一般社団法人日本アスリートフード協会 

日本製鉄株式会社* 

ぴあ株式会社 関西支社 

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 

株式会社報知新聞社 大阪本社 

株式会社マイナビ 

株式会社毎日放送 

まるごと大学スポーツメディア 4years.（運

営：朝日新聞社） 

株式会社三菱 UFJ 銀行 

パートナー会員 大阪商工会議所 

関西学生放送連盟 

京都大学体育会 

大阪弁護士会 

公益社団法人関西経済連合会 

公益財団法人ワールドマスターズゲーム

ズ 2021 関西組織委員会 
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正会員大学に関しては、SA 会議および企画委員会のもとにワーキンググループを設置、参加を促

し議論へ加わっていただいている。 

 
図 1.KCAA 組織図 

 

Ⅱ．運営体制 
KCAA の 2019 年度理事・監事の体制を以下に示す。 
会長（代表理事）伊坂忠夫（立命館大学 副学長・教授） 
副会長      藤本淳也（大阪体育大学 学長補佐・教授） 
理事      東 潤一（大阪商工会議所 経済産業部 課長） 
理事      上田滋夢（追手門学院大学 教授）*価値向上 WG 座長 
理事      川方裕則（立命館大学 学生部長・教授）*KCAA 事務局長 
理事      小林義彦（（公社）関西経済連合会 地域連携部担当部長） 
理事      齋藤好史（大阪産業大学 教授） 
理事      佐川和則（近畿大学 教授） 
理事      高田義弘（神戸大学大学院 准教授） 
理事      冨田英司（弁護士） 
理事      灘 英世（関西大学 准教授）*ガバナンス WG 座長 
理事      花内 誠（（一社）アリーナスポーツ協議会 理事） 
理事      藤林真美（摂南大学 准教授）*プラットフォーム形成 WG 座長 
理事      堀口直親（関西学院大学 学生活動支援機構スポーツ振興・統括課長） 
理事      松永敬子（龍谷大学 教授）*人財育成 WG 座長 
理事      柳田昌彦（同志社大学 教授） 
監事      岡本大典（弁護士） 
監事       神崎素樹（京都大学 教授） 

監事      橋詰 謙（大阪大学大学院 准教授） 

 
Ⅲ．2019 年度に実施した企画一覧（★印の企画についてはアリーナスポーツ協議会受託事業「大学スポ

ーツ振興ネットワーク化検討事業」によるものである） 
 

2019.05.25 KCAA アスリートコンディショニングセミナー 
① 学生企画第 2 弾「学生目線で語り合う大学スポーツ振興」★ 

 ②「アスリートの健康支援について」他 

2019.06.26 大阪ガス アスリート食・DO イベント協力 
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2019.07.07 大阪白門会シンポジウム「大学スポーツを考える」パネルディスカッション参加 

2019.07.19 KCAA 河田剛氏 講演会「日本の大学スポーツを再考する“スタンフォード大学に学

ぶ学生アスリート教育とスポーツ”」 

2019.08.08 大阪ガス NOBY T&F CLUB 未来アスリート食体験合宿協力（～9） 

2019.08.08 応援促進プログラム 「立命館大学×同志社大学 男子サッカー定期戦」  
＠宝ヶ池公園球技場 

2019.09.28 学生企画第３弾 ★ 
①学生交流会「大学スポーツにおける学生の“つながり”」 
②公開セミナー「新たな目線で大学スポーツの“価値”を考える」 

2019.10.05 KCAA 公開セミナー「CONNECT“学生と企業を結ぶものとは”」 
① 「学生アスリートと企業を結ぶ社会的価値とは？」パネルディスカッション 
② 「産学官が連携して、スポーツで輝く関西の実現を」講演＆グループワーク 
③ 正会員および理事・監事×賛助会員とのランチ交流会（非公開） 
④ SDGs 研修（SA 研修）「SDGs とは何か？」（非公開） 

2019.11.20 SPORTEC West 2019 ブース出展（～22） 
セミナー「大学スポーツの現状とその将来像～UNIVAS／KCAA 参加大学の具体的な

取り組みについて」登壇 

2019.12.14 学生企画第 4 弾 ★ 
公開セミナー「関西から始まる大学スポーツのイノベーション～大学・競技を超えた

学生組織をどうデザインするか？」 

2020.01.25 応援促進プログラム 「関西大学×武庫川女子大学 女子バレーボール交流戦」 
 ＠関西大学 

2020.02.02 大阪ガス アスリート食・DO イベント協力 

2020.02.29 KCAA 公開シンポジウム 
「CONNCT～つながり」（新型コロナウィルス感染症拡大の懸念により中止） 
KCAA 大学スポーツ奨励賞発表（HP 上にて） 

 
Ⅳ．実施した主な事業の紹介 
 
1． KCAA アスリートコンディショニングセミナー 

＜実施日＞ 2019 年 5 月 25 日（土）①10：00～12：00 ②13：00～16：30 
＜場 所＞ 大阪工業大学梅田キャンパス 
＜概要＞ 
① 学生企画第２弾「学生目線で語り合う大学スポーツ振興」★（アリーナスポーツ協議会受託事

業「大学スポーツ振興ネットワーク化検討事業」） 
2018 年度に開催した学生企画第１弾では、関西で大学スポーツ振興に取り組む学生たちがあり

のままの悩みや夢を語り、「関西から始まる新たな学生のネットワーク作り」に向け始動した。 
今回の第２弾は「学生が自らの大学を応援する」文化を育てる新しい大学産学連携スポーツイベン

ト：青山学院大学の”The Ivy Green Match”の視察報告が行われたほか、「大学スポーツへの思いや

日々の課題」「KCAA に期待すること」について、グループディスカッションが行われた。 
参加者数…約 40 人 



5 
 

② セミナー＆パネルディスカッション「アスリートの

健康支援について」 
「脊損からの復帰～前を向いて一歩ずつ～」 

摂南大学 金澤功貴さん 
「スポーツと月経不快症状の実際」 

四天王寺大学 長谷川穂波さん 
「アスリートの健康支援について～産婦人科医の立

場から～」こうむら女性クリニック医師 甲村弘子

氏 
  
パネラーとして金澤さん（摂南大学）、長谷川さん（四

天王寺大学）が登壇し、それぞれ自らの体験に基づく

話題提供が行われた。また、甲村弘子医師より「アス

リートの健康支援について～産婦人科医の立場から

～」と題して基調講演が行われ、そのあとのディスカ

ッションでは男女学生アスリート、プロトレーナー、

コーチを目指す男子学生からも活発な発言があった。 
参加者数…約 70 人 

 
 

 
 
2． 学生企画第３弾★（アリーナスポーツ協議会受託事業「大学スポーツ振興ネットワーク化検討事業」） 

学生交流会「大学スポーツにおける学生の”つながり”」 
公開セミナー「新たな目線で大学スポーツの“価値”を考える」 

＜実施日＞ 2019 年 9 月 28 日（土）①10:00～12:00  ②13：30～16：00 
＜場 所＞ 立命館いばらきフューチャープラザ 
＜概 要＞ 

大学スポーツの主体の一つとして学生の存在がある。その学生を支援する団体として体育会本

部、大学連盟（学連）、自主的な学生支援団体、各大学のゼミなどがあげられる。また、近年では

e-sports が雑誌、新聞、テレビなどの報道で注目を集め、学生連盟も設立されている。 
公開セミナーでは、従来の大学スポーツと異なる新たな活動を行う団体を招き、代表者の講演を

実施した。大学スポーツは「する」目線への比重が一般的に高く、「みる」「ささえる」目線へ関

心も高めてもらうため、これらの活動を行う団体に講演を依頼した。 
学生たちには、固定観念をほぐし、柔軟に広く考えてもらうきっかけと「関西における／関西か

ら始まる学生のネットワークづくり」に向けてのディスカッションの場となった。 
参加者数…約 50 人 
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① 学生交流会「大学スポーツにおける学生の“つながり”」 
グループディスカッション等 
 

② 公開セミナー「新たな目線で大学スポーツの“価値”を
考える」 
・KCAA 紹介、第一報告「スポーツとはなにか？近代

スポーツの発生から見る「する・みる・ささえる」

と e-Sports の議論をしよう！」（追手門学院大学教

授・KCAA 理事 上田滋夢氏） 
・第二報告「阪南大学スポーツマネジメント部につい

て」（阪南大学体育会スポーツマネジメント部 森

島佑太さん） 
・第三報告「一般社団法人学生 e-sports 連盟について」

（学生 e-sports 連盟 小澤行央さん） 
・パネルディスカッション 
 
 
 

 

 
 

3． KCAA 公開セミナー「CONNECT～学生と企業を結ぶものとは」 
＜実施日＞ 2019 年 10 月 5 日（土）①10：00～12：00 ②13：00～16：30 
＜場 所＞  立命館いばらきフューチャープラザ 
＜概 要＞ 

① 「学生アスリートと企業を結ぶ社会的価値とは？」パネル

ディスカッション 
（株）スポーツフィールド キャリアサポート推進室      

吉浦剛史氏 
（株）Criacao 井筒陸也氏 

 
主に体育会学生、スポーツ人材の就職活動を支援する株式

会社スポーツフィールドより吉浦剛史氏にご登壇いただ

き、学生アスリートの社会的価値について講演およびパネ

ルディスカッションを行った。 
② 「産学官が連携して、スポーツで輝く関西の実現を」講演

＆グループワーク 
関西経済連合会 地域連携部 担当部長 小林義彦氏 
 
2019 年以降、日本・関西ではラグビーワールドカップ、東

京オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲ

ームズ、さらには大阪・関西万博と、ビッグイベントが続
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き、世界への関西 PR、関西のさらなる発展に向け絶好の機会となる。そこで関西経済連合会よ

り、地域連携担当部長である小林義彦氏にご講演いただき、関西のスポーツ振興に向けた課題

や、スポーツが現代の社会さらには未来へもたらす影響や果たす価値について、垣根を越え様々

なステークホルダーの皆様とともに考え、議論を行った。 
参加者数①②…約 60 人 

 
 

③ 正会員および理事・監事×賛助会員とのランチ交流会（非公開） 
KCAA 正会員および理事・監事を交え、賛助会員の皆様とランチ交流会を行った。短い時間であ

ったにもかかわらず会話が盛り上がり、賛助会員からの意見のくみ取り、また、情報共有するこ

とができた。会員間での親睦も深まった。 
④ SDGs 研修（SA 研修）「SDGs とは何か？」（非公開） 

SDGs とは 2015 年に国連サミットで採択された「持

続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」

で、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に

掲げられた、2030 年までの国際的な行動指針のこと

である。SDGs におけるスポーツについては、国連広

報センター、東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会、そしてスポーツ庁もその重要性と行

動（活動）の必要性を示している。一方、SDGs への

取り組みは「どのような活動を展開するか？」が注目

されやすい傾向にあり、特にスポーツ分野では十分な

概念整理や理解が進んでいないことが危惧される。私たちが大学スポーツで豊かさを追求しながら

地球環境を守るにはいったいどういったことができるのか。大学スポーツを通して実現したい世界

とは？SA（スポーツアドミニストレーター）の役割とは？ 
まずは「SDGs とは何ぞや？」というところから始めるために、電通関西支社のご協力のもと、SDGs
カードゲームを開催した。参加者からは「SDGs について考える好機となった」「スポーツ SDGs の
具体化、取り組みを策定できる」「ぜひ学生にも体験させたい」と、好評を得た。また、参加者の

SDGs についての理解が深まった。 
 

 

4． SPORTEC West 2019 
＜実施日＞ 2019 年 11 月 20 日（水）～22 日（金） 
＜場 所＞ インテックス大阪 
＜概 要＞ 
① ブース出展 

SPORTEC は世界中から来場者・出展者が参加するアジア最大級のスポーツ・健康関連産業総合展

示会である。このたび大阪会場にて行われた SPORTEC West2019 において、UNIVAS×KCAA 特設パ

ビリオンが開設され、UNIVAS、KCAA ならびに KCAA 加盟校（大阪体育大学、立命館大学、龍谷大

学）がブース出展し、PR 活動を行った。来場者は全体で連日 5 千人を超え、KCAA に興味を持たれ
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た方に概要や事業内容の説明を行った。 
② セミナー「大学スポーツの現状とその将来像～UNIVAS／KCAA 参加大学の具体的な取り組みにつ

いて」登壇 
UNIVAS と KCAA の全体構想と各大学の具体的な事例を基に、受講者の方が大学スポーツの価値、

その価値を高めていく方法、今後の方向性について共有し、受講者の方々が自らの事業との関わり合

いなどを考えていくきっかけを作るために行われた。UNIVAS の紹介に続き、藤本副会長が KCAA
の紹介を行い、KCAA 加盟大学（大阪体育大学、立命館大学、龍谷大学）がそれぞれ具体的な取り組

み事例を紹介した。その後、パネルディスカッションでは各大学が感じる手ごたえ、また課題点など

が話し合われた。 
 

5． 学生企画第４弾★（アリーナスポーツ協議会受託事業「大学スポーツ振興ネットワーク化検討事業」） 
セミナー「関西から始まる大学スポーツのイノベーション：大学・競技を越えた学生組織をどう

デザインするか？」 
＜実施日＞ 2019 年 12 月 14 日（土）14:00～16:30 
＜場 所＞ 同志社大学今出川キャンパス 
＜概 要＞ 

大学スポーツの大学・競技横断組織のモデルケースである、アメリカの NCAA（全米大学体育協

会）やイギリスの BUCS（全英高等教育スポーツ機関）には、学生を組織化し運営に学生の意見を

反映する仕組みが制度化されている。KCAA では、これまで学生企画を複数回行い、同様の組織や

仕組みの必要性が認識されていた。 
本企画では、関西の大学スポーツにおける学生の組織化の可能性、組織のあり方や事業内容につ

いて幅広く議論を行った。これまでのイベントで意見交換を進めてきた、大学スポーツを「ささえ

る」ことに関わる学生や「する」「みる」立場の学生からも意見を募った。 
① 「KCAA の紹介と KCAA 学生委員会への期待」追手門学院大学教授・KCAA 理事 上田滋夢

氏 
② 「KCAA 学生委員会構想の紹介と本企画の趣旨」京都大学大学院 峰尾恵人さん 
③ 事例紹介 

A.「東京六大学体育会本部連合」東京六大学体育会本部

連合委員長・慶應大学 小林慶さん 
B.「七大戦実行委員会」全国七大学総合体育大会実行委

員長・九州大学 巽謙太朗さん 
C.「甲南大学応援ツアーの手ごたえと KCAA 学生委員会

への期待」甲南大学 福岡将伍さん 
D.「地方で活動する学生の思いと KCAA 学生委員会への

期待」四国大学 高木智帆さん 
E.「中小規模大学における体育会の実態と KCAA 学生員

会への期待」四天王寺大学 長谷川穂波さん 
④ パネルディスカッション 

 
参加者数…約 50 人 
 
 
 
 
 

6． KCAA 公開シンポジウム「CONNECT～つながり」  
 （新型コロナウィルス感染症拡大の懸念より中止） 

＜実施日＞ 2020 年 2 月 29 日（土）13:00～16:20（中止） 
＜場 所＞ 立命館いばらきフューチャープラザ 
＜概 要＞ 



9 
 

2019 年度は「学生同士のつながり」「学生と企業のつながり」など「Connect（つながり）」をテー

マに活動を行ってきたが、この一年の集大成となる公開シンポジウムでは、あらたに「学連とのつ

ながり」も加え、それぞれのステークホルダーとの関わり方を検討し、次年度以降の具体的な施策

につなげていく予定であったが、新型コロナウィルス感染症拡大の懸念により、開催を中止。 
なお、シンポジウムにて予定していた KCAA 学生部会 設立発表は、Youtube 上で行い、KCAA の

ホームページ、Facebook で告知を行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7． KCAA 大学スポーツ奨励賞 
＜概 要＞ 

本制度は各大学の大学スポーツ活動のモデルと成りうる実績を有する個人活動実績を顕彰し、今

後の活躍を奨励することを目的として設けたもので、推薦対象者はスポーツ活動を行っていれば学

生アスリート、主務、マネージャー、学生指導者等問わない。各大学より１名まで推薦できる。 
本年度は 18 名が受賞となった。発表と表彰式を 2/29 の公開シンポジウムと同日に行う予定であっ

たが、新型コロナウィルス感染症拡大の懸念より中止となり、HP 上で発表を行い、表彰楯を贈呈す

るのみとなった。（受賞者については別掲） 
 
 

8． 応援促進プログラム 
＜概 要＞ 

単なる大学間の非公式試合ではなく、会員大学が主催校として、地域住民や一般学生を巻き込み

実施される対抗戦を KCAA が支援する。 
① 「立命館大学×同志社大学 男子サッカー定期戦」 

＜実施日＞ 2019 年 8 月 8 日（木）～9 日（金） 
＜場 所＞  宝ヶ池公園球技場 
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＜参加費＞ 無料 
以前より開催していた定期戦をより拡大させ

て、子どもたち向けにサッカースクールを行

い、エスコートキッズを依頼するなど、卒業生、

地域住民の方々にも足を運んでもらい、応援文

化を醸成するようなイベントとすることを目

的とした。また子どもたちが両校のサッカー部

員と関わり関係性を築くことで、憧れを抱き、

将来両校のサッカー部に入部し、部を担う可能

性が生まれることを期待したい。 
サッカースクールは真夏の開催であったため、

参加者数は目標を下回ったが、子どもたちの健康、安全面において KCAA 企画委員会にて厳重

に注意するようアドバイスをし、練習時間の短縮、こまめな水分補給、休憩室の空調管理の他、

トレーナー資格者を待機させるなど危機管理に配慮した結果、一人も体調を崩さず無事に開催

することができた。また今まではクラブ間の横のつながりが希薄であったが、立命館大学映像学

部による PV 作成、立命館大学放送局による実況中継が行われたほか、立命館大学硬式野球部員

が応援に駆け付けてくれるなど、新たなステークホルダーとのつながりが構築できた。また両大

学の学生たちが自ら、企画、運営、広報活動を行うことにより、部員たちの人間的成長にもつな

がった。今回、広報を行うタイミングが遅かったこともあり、集客目標に達しなかったが来年は

今回の反省事項を踏まえ、営業部、集客部、広報部、企画部の４つの体制を敷き、早めに準備に

とりかかることとした。 
 サッカースクール参加人数…目標 100 人 → 実績 13 人 
 観客数…目標 1,000 人 → 実績 526 人 

 
② 「関西大学×武庫川女子大学 女子バレーボール交流戦」 

＜実施日＞ 2020 年１月 25 日（土） 
＜場 所＞  関西大学 
＜参加費＞ 無料 

一般学生と体育会学生の交流による学生の一体感を醸

成し、さらには地域の小中学生や一般市民との交流によ

り大学への理解と KAISERS（関西大学体育会のチーム

ネーム）ファンを増やすことを目的とした。バレーボー

ル教室では西宮市・吹田市から小中学生が参加し、両校

の部員が指導を行った。またその時間帯に平行して引率

保護者や一般市民を対象として 『美しい体を手に入れ

よう！』というテーマで健康セミナーを 2 つ行った。一

つ目は学生 S&C（ストレングス&コンディショニング）に

よる「正月太り解消」の講座、もう一つは学生トレーナ

ーによる「健康な体になろう」ストレッチ、コンディシ

ョニングセミナーである。バレーボール交流戦では試合

前の校歌斉唱を関西大学はグリークラブ、武庫川女子大

学はコーラス部が行った。この試合の LIVE 中継は

KAISERS TV が、司会・放送を関西大学放送研究会が行

い、セット間には KAISERS クラブチアが演技を行うな

ど、様々な学生団体が関わり作り上げたイベントとなっ

た。大変盛況であったので、来年もぜひ企画したい。 
バレーボール教室中学生参加人数 90 人 

 健康セミナー 参加人数 30 人 
バレーボール交流試合観客 300 人以上 
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Ⅴ．大学の競技団体内で発生した事件・事例の対応ガイドラインの作成 
 ガバナンス WG において、各大学では連帯責任処分・個人責任処分についてどのような傾向にあるか

をまとめることから始まり、団体処分に的を絞り、事例をまとめてきた。具体例とともに「団体処分

例」のみを記載することにしていたものの、「より詳細な事情（背景）を記載しなければ、何故その処

分例に至ったのか、その処分例が正しいかどうかを判断しかねるのでは」という意見があり、協議の

結果、処分例は記載せず、具体例と処分に至るまでの留意事項のみを記載することとし、将来的には

『不祥事対応ガイドライン（試案）』の刊行を目指したい。 
 

Ⅵ．KCAA 学生部会（Kansai Consortium for Student Athletes：KCSA）の設立 
 主に関西地区の大学が主体となり KCAA が 2018 年 4 月に設立され、全国的には大学スポーツ協会

（UNIVAS）が 2019 年 3 月に設立された。これらの動きに伴い、有志の学生たちが自分たちのアイデア

や声を反映させたいという思いを持ち、自主的に動き始めた。 
これまでに開催した 4 回の学生企画（①2019 年 3 月 KCAA 公開シンポジウムサブ企画・学生サミッ

ト「大学スポーツの現状と希望～関西から始まる学生による新しいつながりに向けて」②2019 年 5 月ア

スリートコンディショニングセミナーにて学生企画第２弾「学生目線で語り合う大学スポーツ振興」③

2019 年 9 月学生交流会「大学スポーツにおける学生の“つながり”」公開セミナー「新たな目線で大学

スポーツの“価値”を考える」④2019 年 12 月公開セミナー「関西から始まる大学スポーツのイノベー

ション～大学・競技を超えた学生組織をどうデザインするか？」）を実施した。 
これらの学生企画から、大学スポーツが社会とのつながりを強め、さらに盛り上がるためには、「す

る」（競技者）と「みる」（観戦者・サポーター）をつなげる「ささえる」学生の存在が不可欠である

ことを再確認した。 
そこで、2020 年 2 月価値向上 WG の中に「KCAA 学生部会」（Kansai Consortium for Student Athletes

：KCSA）が設立された。「Future First～大学スポーツの未来をつくる、大学スポーツで未来をつくる～」

をビジョンとして掲げ、①大学スポーツに関わる学生組織を横断的に結びつける、②関西の大学や

KCAA と学生の共同参画の場の創生、③他地域の学生組織との積極的な交流・情報交換、を活動の 3 本

柱とし、各 WG と協力しながら今後の事業を展開していく。 
 

 
 
 
 

Ⅶ．関西のスポーツ振興に向けた経済界との連携 
・関西経済連合会（以下関経連）は 2019 年から 2021 年にかけてのゴールデン・スポーツイヤーズを好
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機としてとらえ、スポーツで関西を元気にすべく、2018 年度に「関西スポーツ振興ビジョン」を打ち出

された。同ビジョンは「生涯スポーツの振興」「トップアスリートの育成」「スポーツイベントの招致」

「スポーツ産業の振興」という 4 つの柱に基づき様々な提案がなされているが、スポーツ振興のための

取り組みを具体化することをめざし、経済団体・自治体・スポーツ関係団体、大学等が一堂に会する「関

西スポーツ振興推進協議会」を 2018 年 12 月に設立され、KCAA 伊坂会長が一員として参画している。

2019 年 12 月 23 日の第 2 回総会に出席した伊坂会長からは、関西各地で開催されるワールドマスター

ズゲームズ 2021 関西の成功とレガシー創出に地元大学が協力するなど、KCAA および加盟大学も自治

体や経済界と連携して、関西のスポーツ振興に取り組んでいきたい旨の発言をさせていただいた。 
           

図 関経連 HP より 

また、9 月 3 日に関経連スポーツ振興委員会との第 1 回懇談会が開催され、関西のスポーツ振興に向け、

連携して取り組むべき課題等について意見交換し、まずは以下の 5 項目の事業候補を掲げ、具体化に向

け取り組んでいくこととなった。 
① 関西ワンボイスでの発信強化（短期） 

例：スポーツ庁や JSC、中央競技団体に向けて、トップアスリート育成・強化、拠点設置等、関

西ワンボイスでの発信強化 
② トップアスリートおよび生涯スポーツ人材の育成支援（中期） 

例：KCAA 加盟校が保有する施設、人材、研究等を利活用し、アスリートだけでなく、指導者、

審判も含めた人材育成 
③ All KANSAI Sports Fes の開催（中期） 

例：大学、企業、地域を巻き込んだスポーツイベントの開催 
④ Sports SDGs Conference KANSAI の開催（中期） 

例：スポーツをテーマとした Sports SDGs KANSAI アクションプランを産官学民共同で策定し、

大きな話題を醸成しながら All KANSAI のスポーツへの取り組みと意義を発信 

関西スポーツ振興ビジョン（目標：2025 年） 
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⑤ 関西における新たなスポーツの殿堂・聖地づくり（長期） 
例：2025 年大阪・関西万博とそれ以降を見据えたスポーツの総合的な集積地を創造 
 

なお、2020 年 3 月 30 日には第 2 回懇談会を龍谷大学深草キャンパスにて予定していたが、新型コロナ

ウィルス感染症拡大の影響により、延期となった。 
 
・2020 年 2 月 6～7 日に関西経済連合会と関西経済同友会共催により京都国際会館にて開催された「第

58 回関西財界セミナー」に藤本副会長が出席した。初日の午後から翌日の午前にかけて開催された 5 つ

の分科会のうち、第 5 分科会「スポーツ振興、時は今」に参加し、スポーツ施設やスポーツ観光による

地域活性化の取り組み、および産学官連携によるスポーツ新市場の創出やスポーツを通じた地域、人材

の活性化について討論が行われた。副会長からも大学によるスポーツ振興について、アスリート以外の

スポーツを支える「人財」にも光を当て、育成していくなど、企業、自治体との連携も視野に入れなが

ら発展させていきたい旨の発言をさせていただいた。 
 

 関西スポーツ振興推進協議会第 2 回総会（12/23）    第 58 回関西財界セミナー（2/6～7） 

 
以上 
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Ⅷ．2019 年度 KCAA 大学スポーツ奨励賞受賞者一覧 

大学名 氏名（敬称略） 学部 学年 団体名称 役割 

大阪学院大学 堀谷 香奈 国際学部 4 アメリカンフットボール部 
マネージャー／学連学生委

員／会計／主務 

大阪経済大学 杉岡 亜純 経営学部 3 体育会弓道部 選手 

大阪工業大学 原田 礼実 工学部 4 
体育会ラグビー部/体育会

本部 

ラグビー部マネージャー/

体育会本部財務部長(2018

年度）/学生メディカル 

大阪体育大学 福岡 歩 体育学部 4 なぎなた部 主将 

大阪電気通信大

学 
清水 仁美 医療福祉工学部 4 バスケットボール部 選手/キャプテン 

関西大学 喜多 美結 化学生命工学部 2 体育会テニス部 選手 

近畿大学 谷岡 倖志郎 経営学部 4 体育会相撲部 主将 

甲南大学 西村 水希  経済学部 4 体育会弓道部 主務 

神戸学院大学 芦田 翔 人文学部 4 ソフトボール部 主将 

四国大学 下地 真未 生活科学部 3 女子ソフトテニス部 選手 

四天王寺大学 山下 淳 人文社会学部 4 IBU クリケットクラブ 部長（主将） 

摂南大学 平畑 大輝 理工学部 4 アメリカンフットボール部 副主将 

園田学園女子大

学 
小池 颯紀 人間健康学部 4 テニス部 選手 

同志社大学 田中 希実 
スポーツ健康科

学部 
2 豊田自動織機 TruckClub 選手 

びわこ成蹊スポ

ーツ大学 
井上 直輝 スポーツ学部 4 サッカー部 主将 

武庫川女子大学 荒井 祭里 
健康・スポーツ科

学部 
1 

武庫川女子大学水泳部

/JSS 宝塚 
選手 

立命館大学 浦田 果菜 政策科学部 3 体育会ホッケー部 選手 

龍谷大学 冨田 直樹 文学部 4 学友会体育局陸上競技部 長距離主将・総副主将 

 
 
別添：KCAA 大学スポーツ奨励賞受賞者資料 
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⼀般社団法⼈
⼤学スポーツコンソーシアムKANSAI
［KCAA︓Kansai Collegiate Athletic Alliance］

2019年度⼤学スポーツ奨励賞受賞者

HORITANI KANA

堀⾕⾹奈
アメリカンフットボール部
主務 マネージャー
 4年間ほぼ全てのチーム運営業務に携わり、チームを⽀えてきた。
1つのことに多⾯的な⽅向から考え、チームでの勝利という⽬標に向
け4年間部活動に励んだ。

⼤阪学院⼤学
4年⽣
国際学部 国際学科

別添



原田 礼実
大阪工業大学
工学部
都市デザイン工学科
4年生

・ラグビー部 マネージャー

2019年度に関西大学ラグビーリーグ Bリーグ昇格！

※ラグビー部では・・・

チームの勝利に向けてテーピングをはじめ、スコアや会計管理などのサポートに

力を尽くした。

※大阪工業大学体育会本部では・・・

新入部員教育プログラムの企画・運営、リーダー（主将）研修プログラムの企画・

運営などを実施して体育会課外活動団体の活動の充実と人材育成に貢献した。

・大阪工業大学体育会本部
財務部長
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体育学部4年⽣
なぎなた部（主将）

第56回全⽇本学⽣なぎなた選⼿権⼤会 演技の部 優勝
第57回全⽇本学⽣なぎなた選⼿権⼤会 演技の部 優勝
第58回全⽇本学⽣なぎなた選⼿権⼤会 演技の部 優勝

⼤学での稽古に加えて、地元での稽古会や
強化練習にも参加し技術向上に努めてきた。
また、主将として部員ともよくコミュニ
ケーションを取り、練習計画の⽴案や稽古
指導も部の状況を把握しながら⾏っている。
なぎなたの普及活動にも精⼒的に参加する
など、多⽅⾯にわたり積極的に⾏動するこ
とから部員からの信頼も厚い。

バスケットボール部(キャプテン)

2019年度⼤阪府⺠スポーツ⼤会
⼥⼦の部 準優勝

下級⽣より主⼒として活躍し、
キャプテンとしてチームを引っ張り、
学業においてもトップの成績である。

清⽔ 仁美
⼤阪電気通信⼤学
医療福祉⼯学部 4年⽣



PROFILE

日本女子初！！
第2回世界デフテニス選手権

女子シングルス 優 勝

所 属：化学⽣命⼯学部２年・テニス部

受賞歴：第4回⽇本パラスポーツ賞 優秀賞受賞
（読売新聞社制定・2019年12⽉）

主な成績：第2回世界デフテニス選⼿権
⼥⼦シングルス優勝・⼥⼦ダブルス準優勝

（ 2019年10⽉）

喜多 美結
−Kita  Miyu−

デフリンピック優勝(2021年開催)

“デフテニスを通して聴覚障害への理解を広める”

今後の⽬標

近畿大学体育会相撲部
谷岡 倖志郎

Koshiro TANIOKA

経営学部 4回生

第68回 全日本相撲選手権大会
ア マ チ ュ ア 横 綱

・第43回 西日本学生相撲個人体重別選手権大会 無差別級

・第97回 全国学生相撲選手権大会

・第66回 全国選抜大学・実業団相撲

・第41回 全国学生相撲個人体重別選手権大会 115㎏未満級

・第27回 全国選抜大学社会人対抗相撲大会

・第42回 全国学生相撲個人体重別選手権大会 115㎏未満級

3位

2位

優勝
・第43回 全国学生相撲個人体重別選手権大会 無差別級 3位

優勝
・第44回 西日本学生相撲個人体重別選手権大会 無差別級

優勝
優勝
準優勝



甲南大学体育会弓道部

射道優秀賞受賞

第31回全国大学弓道
選抜大会団体優勝

西村水希

芦⽥ 翔
神⼾学院⼤学

⼈⽂学部４年次⽣
ソフトボール部（主将）
第11回世界男⼦ジュニアソフトボール
選⼿権⼤会では、１年次⽣ながら出場
を果たし、優勝に貢献しました。
また、⼤学では関⻄学⽣ソフトボール
1部リーグ戦４季連続優勝に貢献しました。

【主な実績】
第１１回世界男⼦ジュニアソフトボール選⼿権⼤会優勝
第４９回春季関⻄学⽣ソフトボール1部リーグ戦優勝
第４９回秋季関⻄学⽣ソフトボール1部リーグ戦優勝
第５０回春季関⻄学⽣ソフトボール1部リーグ戦優勝
第５０回秋季関⻄学⽣ソフトボール1部リーグ戦優勝



下地 真未

四国大学
生活科学部 ２年生

・ソフトテニス部

・２０１９年度ジュニアジャパンカップ優勝

・Ｕ-２０代表選考会も兼ねている

本大会で優勝を果たし、「令和２年

全日本U-２０チーム」に選出された。

・ＩＢＵクリケットクラブ
（ボウリングオールラウンダー(打撃・守備も兼ね備えた
投⼿)）

・2019年度 ⽇本代表強化選⼿としてオープニングボ
ウラー（投⼿）として活躍するほか、ベストフィールダー
(野⼿)、ベストバッツマン(打者)等、多数受賞

・全⽇本学⽣クリケット選⼿権チャンピオンズウィケット
への出場を果たした。

・クリケット競技普及活動も積極的に⾏っており、学内
外において精⼒的に且つ⾼い⽔準で活動している。

四 天 王 寺 ⼤ 学
⼈⽂社会学部4年⽣



摂南⼤学
理⼯学部 4回⽣

• 本学体育会アメリカンフットボール
部副主将として同部をリードし活躍

• クラブの自主的な地域貢献活動とし
て大学近隣の小学校における「フラッ
グフットボール」の指導を継続

• 本学課外活動応援プログラムに貢献

平畑 ⼤輝

⼩池颯紀
園⽥学園⼥⼦⼤学
⼈間健康学部総合健康学科４年⽣

★2019年度★

全日本学生選手権大会 （単）準優勝

全日本学生室内選手権大会（単）３位

全日本学生ランキング （単）2位

春季関西学生トーナメント（単）優勝

関西学生ランキング （単）1位

チュニジア国際大会（単）ベスト８（複）準優勝

テニス

◆４年間の学生生活を通して、自身最高のプレー

スタイルを追求し続けた姿勢は、東高西低に長らく

甘んじている関西学生テニス界に刺激を与えた。



田中希実
同志社大学

スポーツ健康科学部２回生

３０００
ｍ優勝

８‘５４“０１
当時の
PB！

Ｕ２０世界陸上競技
選手権大会２０１８

フィンランド
タンペレ

世界陸上競技
選手権大会２０１９

一志走伝

井 上 直 輝
びわこ成蹊スポーツ⼤学
スポーツ学部４年次⽣

・ 2017年度には、関⻄学⽣サッカーリーグ戦初優勝に
下級⽣ながら貢献した。

・2019年度関⻄学⽣サッカー連盟リーグ戦優秀選⼿賞
・本学サッカー部主将として、創部初となる第48回関⻄学⽣
サッカー選⼿権⼤会において優勝を成し遂げた。
280名の部員を統率し、関⻄学⽣リーグで3位に⼊賞し、
インカレでは、惜しくも2回戦で敗退した。

・２０２０シーズンより、Ｊリーグ（Ｊ３）の「ブラウブ
リッツ秋⽥」に
加⼊内定が決定。

サッカー部 主将



浦⽥ 果菜
⽴命館⼤学
政策科学部３年⽣
・第38回全⽇本⼤学ホッケー王座決定戦 優勝
・U-21（ジュニア）⽇本代表（2017・2018）
・さくらジャパン⽇本代表（シニア、2019〜）
・「FIH・シリーズ・ファイナル⼥⼦ホッケー
8ヵ国 国際⼤会 IN 広島」準優勝
シニア⽇本代表として初得点をあげ、世界の舞台でも活躍。
ホッケーの普及活動や地域貢献活動にも積極的に参加した。



冨田 直樹
龍谷大学

文学部４年生

陸上競技部・長距離主将

第86回京都学生駅伝競走大会

1区1位(区間新記録)
高校時代は全国大会に出場した実績はな

かったが、ひたむきに努力し続け、第51回
日本大学駅伝対校選手権大会で日本学連

選抜として出場するなど好成績を残した。

また、長距離主将としてチームを引っ張った。

受賞者のみなさん、
おめでとうございます

20


