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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 

 

2022 年 3 月 31 日時点で、正会員 24 大学、賛助会員 20 社、パートナー会員 8 団体となってい

る。前年比では国立大学として初めてとなる神戸大学が正会員として新たに加盟、また東大阪市が

自治体初のパートナー会員として加盟した。賛助会員は、昨年に続き新型コロナ感染症拡大の影響

による経済状況悪化事由により 3 社が退会した。 

加盟団体については、表 1 に示す。 

表 1．KCAA 加盟団体一覧 ※2022 年 3 月 31 日時点 

正会員（24） 追手門学院大学 

大阪学院大学 

大阪経済大学 

大阪工業大学 

大阪産業大学 

大阪体育大学 

大阪電気通信大学 

関西大学 

関西学院大学 

近畿大学 

甲南大学 

神戸学院大学 

神戸大学 

四国大学 

四天王寺大学 

摂南大学 

園田学園女子大学 

天理大学 

同志社大学 

阪南大学 

びわこ成蹊スポーツ大学 

武庫川女子大学 

立命館大学 

龍谷大学 

賛助会員（20） 

 

 

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） 

MG スポーツ株式会社 

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 

京屋釦株式会社 

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 

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 

日本製鉄株式会社 

株式会社報知新聞社 大阪本社 

株式会社マイナビ 

株式会社三菱 UFJ 銀行 
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パートナー会員（8） 大阪観光局 

大阪商工会議所 

大阪弁護士会 

関西学生放送連盟 

公益社団法人関西経済連合会 

京都大学体育会 

東大阪市 

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 

 

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設置されたワーキンググループに参加

を促し、議論へ加わっていただいている。 

 

Ⅱ．運営体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KCAA 組織図 

 

KCAA の 2021 年度理事・監事の体制（2021 年 5 月定時社員総会以降） 

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      中西純司（立命館大学 学生部長・教授）*KCAA 事務局長 

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 教授） 

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 教授）*ガバナンス WG 座長 

理事      花内 誠（（一社）スポーツと都市協議会 理事） 

理事      藤林真美（摂南大学 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） 
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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．2021 年度に実施した事業 

KCAA 

日付 事業内容 

通年 SA（スポーツ・アドミニストレーション）会議（9 回開催） 

2021.09.13 「CONNECT セミナー 〜海外とつなぐ」 

プラットフォーム形成 WG 主催 

2021.10.03 東大阪市 初心者向け体験型スポーツイベント「してみる」（協力） 

2021.11.01 学生アスリート・キャリアサポート企画第１弾 

「社会に出て数年の体育会出身の先輩と話そう！」 

人財育成 WG 主催 

2021.11.20 学生アスリート・キャリアサポート企画第 2 弾 

「CONNECT セミナー ～ここだけの話・学生アスリートが学生時代に磨いておきた

い能力」プラットフォーム形成 WG 主催 

2022.01.15 「体育会指導者のコンプライアンス研修会」 

ガバナンス構築 WG 主催 

2022.02.20 １．KCAA 大学スポーツ奨励賞表彰式  

２．KCAA カンファレンス 2022  

 

 

KCAA 学生部会事業 

日付 事業内容 

通年 KCAA Student Live（Instagram、You Tube） 

2021.08.29 第 1 回大学スポーツサミット～学生団体編 

2021.09.03 ゼロから始める動画編集（9/3,4,5） 

2021.10.03 東大阪市 初心者向け体験型スポーツイベント「してみる」（協力） 

2021.10.03 大学スポーツの未来を考える「30 年後の大学スポーツへ」 ワークショップ Part 1 

2021.12.29 大学スポーツの未来を考える「30 年後の大学スポーツへ」 ワークショップ Part 2 

2022.02.20 第 2 回大学スポーツサミット 

2022.02.26 日本スポーツ産業学会 冬季学術集会 ランチタイムセッション 

「大学スポーツの未来をより良くするためのアイデアを〇〇円で考える」アイデアソ

ン 
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Ⅳ．実施した事業の紹介 

１．プラットフォーム形成 WG 

1-1 「CONNECT セミナー 〜海外とつなぐ」（別添１） 

＜実施日＞ 2021 年 9 月 13 日（月）15：00～16：30 

＜方 法＞ Zoom 

＜概 要＞ 「海外でスポーツをする・学ぶ」ことに興味を持つ学生を対象に、オンラインセミナー

を開催。摂南大学ラグビー部のヴィリアミ・ツイドラキさん（フィジー出身）より、スポーツ留学

へ至った経緯や目的、日常で起きたいろいろな経験談を紹介していただいた。続いて、スポーツラ

イターの菊池慶剛氏より、これまで NCAA のトップ・ディビジョンで活躍した日本人アスリート

と、スポーツ強豪校の施設等についてお話しして頂き、 後にアスリート学生の留学サポートやス

ポーツビジネスツアーの企画・運営に携わっている三原卓也氏（LeadOff Sports）よりスポーツ留学

の方法とその心得などを紹介していただいた。 

 

ファシリテーター ：早⼄⼥ 誉 KCAA プラットフォーム形成 WG メンバー、阪南⼤学 准教授 

パネラー（登壇順） 

（敬称略） 

ヴィリアミ・ツイドラキ（摂南大学ラグビー部・副キャプテン） 

菊地 慶剛（スポーツライター、近畿大学非常勤講師） 

三原 卓也（LeadOFF Sports） 

 

 

1-2 学生アスリート・キャリアサポート企画第 2 弾（別添２） 

「CONNECT セミナー ～ここだけの話～学生アスリートが学生時代に磨いておきたい能力」 

＜実施日＞ 2021 年 11 月 20 日（土）13：00～15：00 

＜方 法＞ Zoom 

＜概 要＞ 運動部に所属する学生は、自分やチームの目標に向けて日々努力し、大学の授業だけ

では得ることのできない様々な経験を重ねている。学生アスリートが社会へ飛び立った後、大学時

代に本気で打ち込んだ経験を、心のうちにしまっておかず活かすことができないか、と考え、 

社会で活躍されている KCAA 賛助会員・パートナー会員の皆さんと、課外活動でがんばっている学

生たちが一堂に会し、対話する場を設けた。「学生時代に磨いておきたいこと、がんばっておくべき

こと」「スポーツ経験は社会のどんな場面で活きるのか？」を皮切りに、2 名のパネラーとともに参

加者全員が「社会人から実務や経験に基づいた考え×新しい時代における学生の考え」を討議した。 

 

ファシリテーター ：大野宏之 KCAA プラットフォーム形成 WG メンバー、四国⼤学 教授 

パネラー（登壇順）： 

（敬称略） 

中野佳代子（日本営業大学専任講師／大阪ガス株式会社） 

大地悠斗（摂南大学 2回生（アメリカンフットボール部／体育会・文化会

本部副部長） 

 

 

２．人財育成 WG 

2-1 キャリアとは将来設計を意味し、キャリア支援とは就職活動のみを指すものでない。学生アス

リートの多くは、大学進学時において、学部での学びと同時に競技種目の継続を念頭に進路を決定

しているケースが多い。しかし、大学卒業後にトップアスリートとして競技を続ける学生アスリー

トはほんの一部に過ぎず、多くは大学 4 年間で競技を引退したり、志向を変更したりするなど、一
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般学生と同様に競技を離れ、就職の道を選ぶことになる。そこで、学生アスリートが不安なく卒業

後の進路を選択できるよう、早い段階からキャリアおよびデュアルキャリアを考える機会やプログ

ラムの提供について検討する。また、協賛企業様や関西経済連合会に所属する企業の方々のご協力

のもと、学生アスリートへの新たなキャリア支援について検討する。 

自ら考え、成長する学生アスリートを育成するために、KCAA 正会員の各大学は SA などを中心

にさまざまな取り組みを実施している。自ら思考する力量に加えて、①タイムマネジメント②目標

設定③タフネス④コミュニケーションなど、組織（体育会）の中で涵養される力量は、社会の中で

求められる内容との共通項も多く、就職率が一般学生よりも高い実績がある。他方で、学業と競技

の両立により、インターンシップを含む就職活動にかけられる時間が限定的であることも特徴とし

て挙げられ、満足度の高い進路・就職決定となっていない場合も見受けられる。 

以上を踏まえると、社会人基礎力などを比較的持ち備えているにもかかわらず、企業やリクルー

ト担当者との接点が少なく、就活にかける時間も短いことから、入職後のミスマッチが生じるリス

クが高いことが懸念される。そこで、まずは各 KCAA 正会員大学において学生アスリートのキャリ

アに関する意識や行動変容を促すキャリア支援が重要となる。その上で、限られた時間の中で、学

生アスリートに業界や企業との接点を創出することは、学生・企業両者にとって有益な取り組みと

なることが期待される。 

しかしながら、そのサポートも業務の一部とする SA の研修等も含め、残念ながら 2021 年度も新

型コロナ感染症拡大の影響により、具体的な事業を予定通り進められていない状況にある。その中

で、協賛企業に就職した正会員大学卒業生と正会員大学在学生を対象とした新企画を実施すること

ができたことは１つの成果である。2022 年度もコロナ禍は続きそうであるが、引き続き新たな展開

について検討および実行をしていきたい。 

 
2-2 学生アスリート・キャリアサポート企画第１弾 

「社会に出て数年の体育会出身の先輩と話そう！」（別添３） 

実施日＞ 2021 年 11 月 1 日（月）19：00～20：00 

＜方 法＞ Zoom 

＜概 要＞「部活を頑張りたいけど就活も気になる」「将来どんな仕事がしたいのか、自分でもわか

らない」「部活動と就活をどうやって両立しようか…」「就活って、結局どうやってやるの？」「就

職先は決まったけど、なんとなく不安…」学生アスリートなら誰でも一度は就活について悩む事

があるのではないか。 

この座談会は「社会に出て数年（1～4 年）」の KCAA 加盟大学出身の身近な先輩たちと学生た

ちが気軽に話ができる機会として企画した。学生からは就活を始めた時期と企業の選び方、女性

の活躍状況、部活動と就活の両立について質問があり、先輩たちからは体験に基づいた丁寧なア

ドバイスがあった。 

 

ファシリテーター ：森田 卓 KCAA 人財育成 WG メンバー、大阪体育⼤学 SA 

協力企業：アシックスジャパン（株）、（株）サカイ引越センター 

 

３．ガバナンス構築 WG 

「体育会指導者のコンプライアンス研修会」 
＜実施日＞ 2022 年 1 月 15 日（土）10：00～12：00 

＜場 所＞ 関西大学梅田キャンパス 

＜概 要＞スポーツ指導者が法律と関わる場面において、指導者・コーチの責任が年々高度な義務

が要求されることから、危機管理対応について具体的事例の検討を通して「学ぶ」をテーマに行

った。 
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  今回の研修に際して、事前に KCAA 加盟大学所属の指導者を対象に課外活動における「指導に

あたって不安」に思われていることについて、アンケート調査を実施した。その結果、「部活動

中における事故」についての責任の所在や予防と「課外活動外（学生寮での生活等）において発

生した事故」について顧問等がどこまで責任を負うのかについて関心があった。それらの内容等

を中心にスポーツ事故の事例を提示しながら参加者に問題提起を行い、スポーツ事故における法

的責任と予防について、スポーツガバナンスに造詣が深く、著書も多く出版されている堀田裕二

弁護士（アスカ法律事務所）を迎えて講演いただいた。 

（内容）・指導者、コーチの責任について（民事責任、刑事責任、その他） 

     ・具体的事例の検討（スポーツ事故、インテグリティー、ドーピング、人権） 

     ・危機管理対応（リスク・マネジメント） 

   研修終了後のアンケート調査では、「個別の事例、判例について詳しく説明を頂けた」「自身

が指導するときに留意すべき点が理解できた」「事故の予見、予防を意識したい」「学んだ内容は

クラブ内でも共有したい」など、有意義な研修であった旨の回答が多く、実りのある研修であっ

たことと、改めて指導者に対するこのような研修の必要性が感じられた。また、定期的な開催を

望む声が多く聞かれたため、KCAA においても定例開催するなど検討し、安全・安心なクラブ活動

につなげていく。 

 

挨拶：灘 英世 KCAA ガバナンス構築 WG 座長、関西大学 教授 

講師：堀田裕二 弁護士（アスカ法律事務所） 

  

＜参加者＞ 33 名  

会場の様子                    堀田弁護士 

 

 

４．価値向上 WG 

4-1  一昨年度、電通関西支社のご協力のもと、SA 研修の一環として SDG's カードゲーム体験会

を開催した。このように近年ではアクティブな学習スタイルが主流となってきている。そこで、本

WG においても、学生アスリート教育、特に自らのキャリアに関する気づきと学びを得るためのカ

ードゲームの開発を進めている。対面型であるため COVID-19 の影響による延期を重ねる中、学生

アスリート教育にご賛同頂ける企業様との資金提供に関する大方の合意を得た。現在は 終的な

契約書作成作業と開発計画の再調整を行っている。 

 

 

4-2 KCAA学生部会 

 学生自身が、大学スポーツを盛り上げ、大学スポーツの価値を切り開くという活動には、学生自

身が取り組むからこその意義と、学生にとっての学びや楽しみがある。その学びや楽しみを元に、

大学や競技、立場を超えて学生が集い、さまざまな立場の人々とともに大学スポーツを盛り上げる
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活動に取り組むことができれば、大学スポーツは、社会の中で持続的に発展していく。 

関西には、大学スポーツを軸に、多様な取り組みをしている学生や学生団体が存在する。クラブ

で日々切磋琢磨し合う学生アスリートはもちろん、マネジメントを担う学生連盟や体育会本部、地

域連携や応援促進活動を行うボランティア団体、大学スポーツに関わる活動を行うゼミなどがあ

る。また、スポーツの身体性や社会・文化性を学ぶ学生や、指導者やスポーツに関わる仕事を目指

す学生も多くいる。 

それぞれの立場で多様な取り組みを行う学生たちが、その思いや知恵を持ちより、共有し、共に

行動し、力量を高め合うことで、大学スポーツの可能性は無限に広がると考え、価値向上 WG の

もとに「KCAA 学生部会」が 2020 年に立ち上げられた。大学スポーツに主体的に関わる関西の学

生／学生組織を横断的に結び付けるコアを目指す。 

 

ビジョン：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～ 

 

【活動の３つの柱】 

（１）関西の学生アスリートや大学スポーツに主体的に関わる学生組織の横断的な結び付け 

（２）関西の大学や KCAA と学生の共同参画の場の創生 

（３）関西から新たな英知を全国に発信し、他地域の学生組織との積極的な交流・情報交換 

 

【KCAA 学生部会活動報告】 

学生部会事業（再掲） 

日付 事業内容 

通年 KCAA Student Live（Instagram、You Tube） 

2021.08.29 第 1 回大学スポーツサミット～学生団体編 

2021.09.03 ゼロから始める動画編集（9/3,4,5） 

2021.10.03 東大阪市 初心者向け体験型スポーツイベント「してみる」（協力） 

2021.10.03 大学スポーツの未来を考える「30 年後の大学スポーツへ」 ワークショップ Part 1 

2021.12.29 大学スポーツの未来を考える「30 年後の大学スポーツへ」 ワークショップ Part 2 

2022.02.20 第 2 回大学スポーツサミット 

2022.02.26 日本スポーツ産業学会 冬季学術集会 ランチタイムセッション 

「大学スポーツの未来をより良くするためのアイデアを〇〇円で考える」アイデア

ソン 

学生部会の報告内容については別添参照。 

 

５．応援促進プログラム 

＜概 要＞ 

応援促進プログラムは⼤学スポーツをもっと身近に、もっと楽しく感じてもらえるよう、KCAA

が交流試合や地域を巻き込んだイベントに支援する（盛り上げる）プログラムである。 

今年度も昨年に引き続き、スポーツを「する」ことにこだわらない、学生による、学生を勇気づ

ける取り組み、⼤学スポーツの魅力発信を⽬的とした取り組みなどに協賛した。 

 

実績①「大阪体育大学×関西学院大学 アルティメット対抗戦ライブ配信」 
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企画：大阪体育大学女子アルティメット部（代表：西野 彩花） 

日時：2021 年 11 月 27 日（土） 

内容：アルティメットの国内における認知度は低く、競技人口も少ない。そこでアルティメット

の認知拡⼤、ファン獲得、そして大学の垣根を越えて大学スポーツを盛り上げるために、アルテ

ィメットの対抗戦を You Tube でライブ配信を行った。配信ではアルティメットの技、ルールや

選手の特性を実況中継し、アルティメットの事をよく知らない人が見ても楽しめるように工夫

した。また迫力ある動画配信を行うため、場所は舞洲スポーツアイランドの草原を使用し、撮影

・配信は MG スポーツ株式会社の協力を得た。また You Tube 配信アカウントは株式会社クラブ

ジュニアのものを使用した。 

 （配信での紹介例：フライングディスクを使った“スゴ技”、“映え”を狙った写真（カッコい

いプレーシーン）、“チーム”を感じさせる写真、選手への試合前後のインタビューなど） 

広報を行う複数の SNS ツールは、使用する年代層を考えて投稿を行い、視聴者増につながった。 

 

結果：当日ライブ配信視聴人数 25 人、アーカイブ視聴 658 回（1/9 時点）、 

   SNS 動画視聴（Twitter 2,900 回、Instagram 5,100 回）（12/18 時点）  

 

 

 

 

 

実績②「京都大学オンライン陸上教室」 

企画：京都大学体育会陸上競技部（代表：藤浦 敦士） 

日時：2021 年 12 月 12 日（日） 

内容：京都市内に住む中学生、高校生を対象に、オンラインにて陸上教室を開催した。内容は自

宅でもできるトレーニング、競技力向上につながるドリルを種目・パート別に紹介。普段の練習

で困っていること、練習メニューの組み立て方のほか、陸上以外の質問にも答えるようにした。

特に高校生には大学陸上（大学スポーツ）に興味を持ってもらい、進学後の部活動への入部推進
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につなげることを目的とした。また京大生と交流する機会を設け、文武両道に関する悩みの解決

を図った。地域の高校生との繋がりを深めることで、今後の大学スポーツ試合の観戦、イベント

の参加増が期待される。 

オンラインスケジュール：オープニング→短距離→ハードル→投擲→競歩→長距離→中距離→

クロージング 

結果： 大視聴人数 10 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．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に関わる活動のモデルと成りうる実績

を有する個人活動を顕彰し、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に関わる活動を行っていれば学生ア

スリート、主務、マネージャー、学生トレーナー、学生指導者等問わない。

各大学より１名を推薦できる。 

本年度は 16 名を表彰した。表彰式は 2/20 にオンラインで行い、受賞者に

は表彰盾を贈呈した。 

 

 

2021 年度 KCAA 大学スポーツ奨励賞受賞者一覧 

（表彰内容については巻末資料の別添 5（P45～）をご覧ください） 

  氏名（敬称略） 
所属大学 

（五十音順） 
学部 

学

年 
団体名称（競技種目） 役割 

1 植田 杏香 大阪学院大学 経営学部 4 ラグビー部 
マネージャー

（主務） 
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2 小川 圭吾 大阪経済大学 経済学部 4 準硬式野球部 選手・主務 

3 佐野 雄哉 大阪工業大学 知的財産学部 4 剣道部 主将 

4 武本 紗栄 大阪体育大学 体育学部 4 陸上競技部（やり投） 主将 

5 宗像 毅 大阪電気通信大学 工学部 2 卓球部 選手 

6 坂野 舞 関西学院大学 国際学部 2 ラグビー部 アナリスト 

7 
ムヤカバング・

フランシス 
近畿大学 経営学部 2 

バレーボール部/ 

バスケットボール部 
選手 

8 富田 幸生 甲南大学 法学部 4 
アメリカンフットボー

ル部 
主将 

9 木村 美海 四国大学 経営情報学部 3 陸上競技部 主将 

10 秦 陽太 摂南大学 法学部 4 ラグビー部 選手兼主務 

11 飯島 綾香 園田学園女子大学 人間健康学部 1 ソフトボール部 選手 

12 細川 朝香 同志社大学 
スポーツ健康科

学部 
3 

水泳部（アーティステ

ィックスイミング） 
選手 

13 高井 怜生 
びわこ成蹊スポーツ

大学 
スポーツ学部 2 

学友会競技スポーツ委

員会 
委員長 

14 杉原 愛子 武庫川女子大学 短期大学部 2 体操部 選手 

15 関 郁哉 立命館大学 政策科学部 4 
アメリカンフットボー

ル部 
主務 

16 菅沼 奈津美 龍谷大学 文学部 4 端艇部 漕手 

 

 

７．SA（スポーツ・アドミニストレーション）会議 

一般に、スポーツ・アドミニストレーター（Sport Administrator）とは、行政組織や高等教育機関

等の公的部門において、スポーツの文化的な普及と推進にかかわる業務等を計画的かつ継続的に

調整・管理・遂行していく人材を意味している。（一社）大学スポーツ協会（UNIVAS）は、「教育、

研究、課外活動および社会貢献を含め、学内のスポーツ活動に一定の知識・経験を有しつつ、大

学スポーツの事業開拓とブランド力の向上を推進する力を有し、学内のスポーツ活動の企画立案、

コーディネート、資金調達等を担う者」としてスポーツ・アドミニストレーターを定義している。 

それゆえ、大学は，スポーツの文化的享受を通じて学生の豊かなライフスタイルの形成とウェ

ルビーングの実現を図るために、スポーツ・アドミニストレーターを配置することによって、様

々なスポーツ環境を整備・充実するという業務（スポーツ推進事業）を計画的に展開していくこ

とが肝要である。こうした様々なスポーツ推進事業の計画的な運営は、「スポーツ・アドミニスト

レーション」（Sport Administration）と呼ばれ、関西の多くの大学の場合、学生部（学生課／学生生
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活課）がその役割を担っているものと思料される。そうした意味では、営利を追求する民間部門

などが実践する「スポーツマネジメント」（Sport Management）とは峻別される必要もあろう。と

はいえ、実際のスポーツ推進事業の実践レベルにおいては、両者の区別が難しいことは否めない。 

いずれにせよ、KCAA では、学生の豊かなライフスタイルの形成とウェルビーングの実現をめ

ざす学生支援部署の観点からスポーツ・アドミニストレーションの効果的かつ効率的な展開を図

っていくために、スポーツ・アドミニストレーション会議（通称；SA 会議）を定期的に開催して

いる。その構成メンバーは、会員大学において主に体育会学生の支援を担う部局（学生部やスポ

ーツ局など）の教職員であり、スポーツの専門的知識・知見を有する方や体育会以外の学生の支

援を担う方など、多岐にわたっている。しかしながら、多様な構成メンバー間には「大学スポー

ツに真摯に取り組む学生を本気で支援する」というパッション（熱意・意欲）とアクション（自発

的な行動）があることは共通しており、これこそが SA 会議の本質であると言ってもよかろう。い

うなれば、SA 会議は、学生の人間的成長支援の 前線にたつ現場教職員間での情報共有、および

ブレインストーミングの場として機能しているのである。 

2021 年度は、zoom を活用したオンライン会議形式で 9 回開催され（参加人数は概ね毎回 15 名

前後）、以下のような情報共有／ブレインストーミングと学習会（4 つのテーマ）を実施すること

ができた。 

［情報共有／ブレインストーミングの内容］ 

 ・コロナ禍における課外活動実施状況、合宿等の許可について（4、6、7、9、12、1 月） 

・運動部顧問、コーチ等の交通費負担（10 月） 

・課外活動活性化に向けての各大学の取組（10 月） 

・卒業生の放置物の扱い（12 月） 

・学舎の移転や改修時の際の体育施設の利用について（1 月） 

・外部指導者の傷害保険、損害賠償責任保険の加入状況（3 月） ほか 

 

［学習会のテーマ］ 

① スポーツにおいて「暴力」はなぜ悪いのか？～近代スポーツの誕生と発展から「暴力（的

行為）」根絶について学ぶ～（12 月） 

② スポーツはなぜ「人類共通の文化」と言われるのか？～スポーツ(Sport；単数形)の文化

性（文化的構成要素）について理解するとともに、スポーツの教育的側面を学ぶ～（1 月） 

③ 「スポーツの価値」は誰が決めるのか？ ～スポーツは「自家生産」が基本であることを

理解する～（2 月） 

④ 「大学スポーツ経営」をどのように考えればよいのか？～大学におけるスポーツ経営の

フレームワークを理解する～（3 月） 

 

 

８．KCAA「Next5 構想」の検討 

KCAA は、大学スポーツの発展と関西をより元気にする事業の充実と展開を目指して発足し

た。設立当時に掲げた「発展の３フェーズ」を鑑みれば、これまでの活動がフェーズ１であり、

2022 年度からフェーズ２に入る。 
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そこで、企画委員会内に「Next5 検討グループ」を設置して、フェーズ２における KCAA 活動

コンセプトを中心に下記に取り組み、議論した。 

① KCAA と大学スポーツに関する調査 

 加盟大学の教職員・運動部指導者・学生、賛助会員の担当者・関係者、パートナー会員の担

当者・関係者、その他 KCAA 活動への支援者を対象としたオンラン調査を実施し、６４人か

ら回答を得た。解答は KCAA や大学スポーツの関連カテゴリーに分類して集計し、現状と課

題の把握をおこなった。 

② KCAA の現状把握と課題の検討 

「KCAA と大学スポーツに関する調査」結果に基づき検討し、以下のような課題を確認した。 

 KCAA という大学スポーツのプラットフォームができたことは高く評価でき、今後にと

って重要である 

 加盟大学間の情報共有や交換は非常に有意義である 

 KCAA や大学スポーツの変革に期待しつつ、具体的案は未定といえる 

 大学スポーツのエコシステムを期待しているが、カンファレンス組織化は機が熟したと

言えない 

 KCAA には期待していたが、何をどこまで期待できるのか、まだはっきりわからない 

 

 検討結果として、フェーズ１としての「じゅんび」はできたが、産官学との協働や「みる」ス

ポーツとしての認知などのフェーズ２への発展への期待が大きいと考えられた。 

③ Next５検討結果 

 フェーズ２における具体的な施策について検討の結果、下記の「方向性」と「展開イメー

ジ」を策定した。 
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④ Next5 検討メンバーからの提言 

 KCAA の Next5（今後 5 年間）は、Action１を充実させつつ、Action２のプロジェクトを

スタートさせる。 

 Action１と２は、それぞれ独立した Action ではあるが、無関係ではない、相互に連動、

連携、循環が必要である。 

 それぞれの具体的なアクションは、企画委員会の下、従来の WG の見直しも含め、新た

に２つの Action でやるべきことを関係者で話し合いながら決めていく。 

 そのスタートとして 2022 年 2 月の総会で、「KCAA の Next５を考える」セッションをで

きる限り多くの人たちと行うことを提言した。 

以上 
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９．KCAA カンファレンス 2022「大学スポーツが創る関西の未来」～KCAA の Next5 を

語ろう～ 

＜実施日＞ 2022 年 2 月 20 日（日）13：00～16：30 

＜方 法＞ Zoom 

＜概 要＞ 

2020 年と 2021 年の「大学スポーツを Next Stage へ」繋げる取り組みは、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により、加盟大学、学生アスリート、賛助会員、パートナー会員にとって試

練の期間となった。その中でも、KCAA は加盟大学が蓄積してきた英知とコロナ禍で奔走した

経験値を「共通の財産」として分かちあいながら、関係者とも連携して大学スポーツの歩みを

止めずに進んできた。 

2022 年 4 月、KCAA が創設から 5 シーズン目を迎えるにあたり、次の 5 年、「Next 5」を、こ

れまでの成果・課題を振り返ると共に、仲間とともにディスカッションし、未来を見据えるカ

ンファレンスを開催した。 

 

＜プログラム＞ 

13:00- 開会挨拶 伊坂忠夫（KCAA 会長・理事、立命館大学） 

13:05- KCAA 大学スポーツ奨励賞表彰式 

13:35- KCAA 学生部会「30 年後の大学スポーツへ」 

 

【KCAA カンファレンス】 

13:50- 趣旨説明、KCAA「2018-2021 の歩み」と「Next5」構想 

14:20- カンファレンス 

 ACT １：歩みと成果・課題と解決策への取り組み 

 ACT ２：Next5 新プロジェクト（地域と Well-being）の取り組み 

15:45- 報告会 

16:15- 閉会挨拶 

 

総合司会：才川陽妃（関西学生放送連盟所属・立命館大学） 

 

＜参加者＞ 約 60 名 

 

 

Ⅴ．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 年からはじまるゴールデン・スポーツイヤーズを好機と

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。同ビジョンでは「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（図１、２）に基づき様々な提案がなされてお

り、スポーツ振興のための取り組みをオール関西で具体化・推進することをめざし、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」が 2018 年 12

月に設立され、KCAA 伊坂会長と藤本副会長が一員として参画している。 
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KCAA と関経連は、2019 年 9 月に第 1 回「関経連スポーツ振興委員会と KCAA との懇談会」を

開催し、関西のスポーツ振興に向けた連携を図っていくことを合意したが、新型コロナ感染症拡

大の影響もあり、具体的な連携の進捗は限定的であった。そういったなか、2021 年 10 月に関経連

の紹介等を通じて、KCAA、関経連、東大阪市が協働して、東大阪市主催の初心者向け体験型スポ

ーツイベント「してみる」にて、初の産官学連携事業が実現した。KCAA の学生部会が中心とな

り、KCAA の藤本副会長や事務局、関経連、東大阪市がサポートをしつつ、企画立案から運営ま

でを実施。事後アンケートでは参加者からは多数の好意的な意見が寄せられ、また、KCAA の学

生部会の学生からも貴重な経験を提供できる非常に効果的なスポーツイベントとなった。また、

この産官学連携事業を通じて、東大阪市とのリレーションが大きく向上したことで、東大阪市が

自治体初のパートナー会員に加入することとなった。 

 

2022 年 1 月 14 日には、コロナ感染症拡大の影響で長らく延期となっていた、第 2 回関経連ス

ポーツ振興委員会と KCAA の懇談会が、ハイブリット形式で開催された。 

関経連からは「関西スポーツ振興ビジョン」の４つの柱に基づき、アスリート派遣事業、スポ

ーツ応援企業表彰、医科学支援事業の具体的な取り組み等について、KCAA からはこれまでの事

業実績の紹介のほか、立命館大学と大阪体育大学の、スポーツに関する施設紹介とスポーツ科学

のサポートについて紹介を行った。また、KCAA と関経連が協働して取り組む事業（案）につい

ても、意見交換を行った。 

野崎スポーツ振興委員長からは双方の取り組みについて理解を深めた上で、連携事業の具体化

や新たな事業創出に期待しているとの発言があり、伊坂会長からも、産官学の連携をさらに深め

ながら、KCAA の発展、大学スポーツの価値向上、ひいては関西のスポーツ、日本のスポーツの

発展に貢献していきたい、と発言があった。そのほか、スポーツ振興委員、KCAA のメンバーか

らも活発な意見交換が行われた。 

今後の関経連との取り組みについては、関西広域連合も含めた広いネットワークを生かしなが

ら、産官学の連携事業の更なる拡大を図りつつ、地域貢献が図れる事業を実施していくこと、大

学スポーツの振興と発展を目指し、関西全体での人材育成、関西でのスポーツ振興のためにも、

連携を強化していくことが確認された。 

 

以上 

図 1 関経連が目指している姿 図２ ４本柱について 
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別添１．「CONNECT セミナー 〜海外とつなぐ」ポスター 
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別添２．「CONNECT セミナー ～ここだけの話～学生アスリートが学生時代に磨いておきたい能力」

（学生アスリート・キャリアサポート企画）ポスター 
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別添３．「社会に出て数年の体育会出身の先輩と話そう！」（学生アスリート・キャリアサポート企画）

ポスター 
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別添４．KCAA 学生部会活動報告 

 

令和 3 年度 KCAA 学生部会 今年度報告書 
文責：羽尾裕人 

目次 
1． 今年行った活動 
2． 各活動詳細 
3． 反省 
 
1. 今年度行った活動 
今年度も昨年度と引き続き、新型コロナウイルス感染症が終息せずほとんどのイベントがオンライ

ンでの実施になった。しかしながら、その中でも対面で実施することが出来たものもあったので良か

った。以下に今年度の主立った活動について記す。 
 

⑴ 東大阪イベント 
⑵ 動画編集セミナー 
⑶ 大学スポーツサミット 
⑷ 大学スポーツサミット② 
⑸ ３０年後プロジェクト（ワークショップ・書籍などなど） 
⑹ スポーツ産業学会ランチタイムセッション 

 
2. 各活動詳細 

⑴ 東大阪イベント 

 
1.開催日時 

2021 年 10 月 3 日（日） 9:00-12:00 

 

2.参加者 

こども：8名 

おとな：2名 

見学（保護者）：4名 

 

3.イベント内容 

東大阪アリーナで開催された東大阪市主催スポーツ体験型イベント「してみる」における 1 ブース

を近畿大学の学生団体「KINDAI BIG BLUE PROJECT」 (以下 KBP)と「KCAA 学生部会」の共催で担当

した。実施競技はモルックとハットラグビーを室内用かつ子ども向けに改良したもの。 
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4.当日の様子 
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※撮影時のみマスクをはずしています 

 

5.振り返り 

【良かったこと】 

・参加者はもちろんの事、スタッフ側も運営を楽しむことができた 

・組織の垣根を越えて、イベントを作り上げることができた 

・参加者からの意見に柔軟に対応できた 

・モルックの運営が完璧だった 

・KBP の Instagram に参加者の方からお礼のメッセージが届いた 

 

【反省点・改善点】 

・運営本部との当日打ち合わせをするべきだった 

・受付を通らず、入った人が数名いた→誘導役の配置に問題あり 

・参加者の受付後の流れが不明確すぎた 

・インターカムがあればよかった→次回からは、グループ通話などで対応 

・会場の装飾をしたかった 

・当日運営の動きをもう少し細かく決めておくべきだった 

・下見でもう少しイメージを膨らませておくべきだった 

・会場の BGM のことも考えておくべきだった 

・主催者とのすりあわせを企画序盤にしっかりしておくべきだった 

・もっとたくさんの方に参加してほしかった 

 

6.総括 

 まずは、本イベントを無事に終えることができたことを嬉しく思う。本イベントに協力していただ

いた皆様に厚くお礼を申し上げたい。 

加えて、関経連様にお声がけいただいたところから、KCAA のみならず、東大阪市様、KBP のみなさん

やサカイ引越センター様などと協力して 1つのイベントを作り上げることができたという事実は

KCAA 学生部会にとっても大きな実績となったのではないだろうか。 

本イベントは、『普段触れる機会が少ないスポーツを通じて、地域の方々の交流を促進し、活性化

につなげること』を目的としたイベントであった。このイベントを通して、大人もこどももモルック

やハットラグビーについて楽しみながら学び、交流できたため目的は達成できたのではないだろう

か。また、参加者の方々と学生との交流もできたことから、KCAA 学生部会や KBP という団体の認知

も少なからず広がったのではないかと感じている。 

 一方で、イベント運営上の改善点も散見された。次回以降は反省を踏まえ、イベントとしての完成

度をさらに高めていきたい。 

 
⑵ 動画編集セミナー 
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1. 開催日時 
令和 3 年 9 月 3 日(金) 19:00〜21:00 

9 月 4 日(土) 19:00〜21:00 
9 月 5 日(日) 17:30〜21:00 
※3 日程開催 

2. 参加者 
〇Zoom 
21 名（講師・学生部会メンバーを除く） 
〈参加者所属大学〉 
大阪電気通信大学大学 ２名 
神戸大学 1 名 
札幌国際大学 1 名 
四国大学 2 名 
徳島大学 1 名 
立命館大学 12 名 
生光学園高校 1 名 
社会人   1 名 
3.イベント内容 
１日目 大まかな編集の知識をつける 
２日目 使用したいソフトを選択し、講師による講義と共に個人ワーク 
３日目 講師による講義と個人ワーク＋作品のフィードバック 
 
4.参加者からの声（抜粋） 
・PC での編集について、実践を通して一から学ぶことができた 
・撮影のやり方の考え方や編集の大変さの目安が分かった。これから動画編集の予定があるので大い

に活用したい。 
・実際に動画編集の力がついたことを実感できた 
・講師の皆さんの説明が丁寧で分かりやすかった 
 
5.総括 
学生部会ディレクターである西田さんをはじめ講師の皆さんにご尽力いただいたおかげで、今回のイ

ベントを成功させることができた。今回の目標は「編集スキルと知識を身につけ、今後の活動に活か

す」ことであったが、3 日間参加していただいた方は全員達成することができた。動画編集セミナー

企画は、この 1 回で終わることなく、「スマートフォン編」等より学生団体にとって活用しやすく有

効な情報提供を今後も続けていきたいと考えている。 
またセミナー終盤にはリクルートメンバーの金澤さんから参加者に対して学生部会の紹介をいただ

き、複数名の学生に興味を持ってもらえた。地道なリクルート活動によって、少しずつでも大学スポ

ーツの輪が広がっていること、活動の意義を改めて感じた。 
そして事前準備から当日の運営まで、参加者に対するきめ細やかな配慮と的確な指導により、参加者

からは「本当に参加してよかった！」と何度も聞こえてきた。 
講師のお三方には心から感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 
 
 

以上 
次ページより詳細資料  
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詳細資料 

 

 

 

1． 運営反省 
〈よかったこと〉 
・当日欠席、飛び入り参加の対処がしっかりできた。 
・当日までの準備（配布資料・必要なソフトの案内や欠席者フォローなど）を漏れなく行えたことに
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よりスムーズにセミナーを進行させることができた。 
・リクルートユニットとの連携を取ることで、新メンバーの獲得戦略を積極的に行えた。 
・ターゲットの特徴をつかみ、適切な準備(説明内容・速度・補助資料)ができたことで、全参加者の

満足感が得られた。 
 
〈改善点〉 
・3 日間の開催で拘束時間が長いこともあり、申込者の募集が難しかった。また、全日程の参加が難

しい方が多数いた。 
・アンドロイド端末からは申し込みができなかったことへ迅速な対応ができなかった。 
・圧縮ファイルで資料を配布したが、開く作業に手こずる参加者が多かった。今後は「圧縮ファイル

の開き方」など画像付きの事前資料を添付する必要がある。 
 
 
⑶大学スポーツサミット① 
1．開催日時 
令和 3 年 8 月 29 日(日) 19:00~22:00 
 
2． 参加者 
〇Zoom 
18 名（KCAA 学生部会メンバーを除く） 
〈参加者所属大学〉 
慶應義塾大学 6 名 
摂南大学 3 名 
近畿大学 2 名 
東京大学 2 名 
同志社大学 1 名 
龍谷大学 1 名 
日本体育大学 1 名 
佐賀大学 1 名 
東北大学 1 名 
 
〇YouTube ライブ 
再生回数 121 回（9/4 現在） 
ライブ配信視聴申込 4 名 
https://youtu.be/CpX4O-NL9Fo 
 
 
3． イベント内容 
第1部 参加団体紹介 
 6 団体に 10 分の発表していただいた後、他の参加者の所属団体を簡単に紹介 
 
第2部 交流会 
 ブレイクアウト機能を用い、3～4 人で 20 分×3 セット実施 
 
また、イベント開催に際して、Slack に参加者を集めたワークスペースを作成した。 
 
 
4． 参加者からの声（抜粋） 
・交流会では、自身が抱える組織課題へのアドバイスなどをいただくことができ、非常に勉強させて

いただきました。 
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・関西地区の方々とお話できてよかった。 
・同じ目標を持った様々な人と話すことができ貴重な機会だった。 
 
 
5． 総括 
今回のイベントにおける目標は、「気軽に連絡を取り合うことが出来る関係性と環境を築く」であ

った。環境の構築の面では、Slack を活用することでいつでも連絡を取ることが出来る環境を整える

ことが出来た。引き続き、Slack での交流を続け、また新しい仲間も加えていく。一方で関係性の面

においては、第 2 部交流会のみでは「気軽に」連絡を取り合うところまでは持って行くことが出来な

かった。そのため、今後は大々的なイベントとして打ち出さずとも、定期的に交流する機会を設ける

べきだろう。 
 
また、今回のイベントでは KCAA 学生部会の仲間を増やすべくリクルートユニットのメンバーが素

晴らしい活躍を見せてくれた。すでに本イベント参加者から 1 名が仲間に加わり、加入とまではいか

ないまでも興味を持ってくれている学生も複数名いるようである。 
 
大学スポーツサミットの企画は、この 1 回で終わることなく、これからも大学スポーツを盛り上げる

輪を広げながら継続して行くことが望ましい。 
そのため、今後も月に一度、本イベントに集まったメンバーを中心に交流会を定期開催していく。 
 

以上 
次ページより詳細資料 
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詳細資料 
1．アンケート結果（回答数 17） 

① 本イベントの総合的な満足度を教えてください。 

 

 
② よろしければ 1 の回答の理由をお聞かせください。（任意） 

・同じ目標を持った様々な人と話すことができ貴重な機会だってから。 

・交流会では、自身が抱える組織課題へのアドバイスなどをいただくことができ、非常に勉強させていただ

きました。 

・団体ごとに、学校内での括りが違うことが結構あり(体育会・構成メンバーが体育会生・部活でもサークル

でもないなど)それぞれ、うまくやっている部分、逆にうまくいかない部分を聞くことができてとても面白かっ

た。なかなか調べてもいられないので活動内容を知る機会になったのもよかった。  

・関西地区の方々とお話できてよかった 

・経験者の話を聞けて今後の活動の為になると思った。 

・本来関われなかった人と知り合うことができた。 

・様々な団体の方の考え方や活動内容を知ることができたから 

・様々な団体と交流でき、その団体の紆余曲折から何からを聞けたのですごくためになったから。 
 
 
 
 
 
 
 
  

とても満⾜
53%

満⾜
47%
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③ 本イベントの各項目の満足度をお聞かせください 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．申込 
〈Zoom〉 
18 名 
・慶應義塾大学 5 名 
・摂南大学 4 名 
・近畿大学 3 名 
・東京大学 2 名 
・龍谷大学 1 名 
・同志社大学  1 名 
・日本体育大学 1 名 
・佐賀大学 1 名 
 
〈YouTube ライブ〉 
4 名 
 
 
3．運営反省 
〈よかったこと〉 
・当日欠席、飛び入り参加の対処がしっかりできた 
・当日までの準備（交流会の割り当て、登壇者のフォローなど）を漏れなく行えた 
・リクルートユニットとの連携を取ることで、新メンバーの獲得戦略を積極的に行えた 
 

とても満⾜
65%

やや満⾜
23%

普通
6%

とても不
満
6%

イベントの構成・内容

とても満
⾜
53%やや満⾜

35%

普通
0%

やや不満
6% とても不満

6%

開催⽇時

とても満⾜
76%

やや満⾜
18%

普通
0%やや不満

0%
不満
6%

スタッフの対応・司会進⾏
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〈改善点〉 
・第 1 部の各団体の発表時間をもう少ししっかり管理すべきだった 
・第 2 部交流会のロスタイムを考慮しておらず 10 分ほど時間が延びてしまった 
・Zoom のチャット欄を YouTube ライブでも見たかったとの声を多数いただいた 
・参加団体、大学に偏りがあった 
・飛び入り参加を受け入れた側が名簿と違って戸惑ったグループがあった 
 
 
⑷ 大学スポーツサミット② 
 
1．開催日時 
令和 4 年 2 月 20 日(日) 10:00~12:00 
 
 
2． 参加者 
10 名（うち KCAA 学生部会メンバー6 名） 
 
〈参加者所属〉 
追手門学院大学 2 名 
近畿大学 2 名 
龍谷大学 1 名 
京都大学 1 名 
神戸大学 1 名 
佐賀大学 1 名 
東北大学 1 名 
社会人  1 名 
 
 
3．目的・目標 
【目的】 
運動部活動はもちろんのこと、体育会本部や学友会、学連、学生団体など「大学スポーツに関わる

者」を集め、横のつながりを強めることで、全国各地の「大学スポーツを発展させたいという機運」

をより一層高めること。 
 
【目標】 
大学スポーツの発展を願う者同士で気軽に連絡を取り合うことができる環境を構築し、関係性を築

く。 
 
4． イベント内容 
アイスブレイクの後、メンバーを入れ替えて 2 度にわたるグループディスカッションを行った。 
 
グループディスカッション①テーマ 
「あなたが思う大学スポーツの課題は？」 
 
グループディスカッション②テーマ 
「大学スポーツを今よりちょっと良くしてください」 
 
資料 
https://docs.google.com/presentation/d/1rZakfSN3I2l9CtPrh13HOLrVozoE84yq-JuH66ce5g8/edit?usp=sharing 
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5．運営反省 
〈よかったこと〉 
・アイスブレイクがうまくいき、参加者全体の空気を和らげることが出来た 
・学生会メンバーのファシリテーションが見事だった 
・各参加者の色が良く出たアイデアが出てきた（資料参照） 
・参加者同士の交流を促進できた 
 
〈改善点〉 
・やむをえなかったが、体育会生の参加が厳しい日時での開催だった 
・ターゲットを広く設定しすぎたために、イベントの輪郭が掴みにくく、参加者が集まりづらかった 
・ディスカッションのテーマを早めに決めて、告知の際に公開するべきだった 
 
 
6． 総括 
今回も前回同様、「気軽に連絡を取り合うことが出来る関係性と環境を築く」ことを目標に開催し

た。参加してくれたメンバー間での関係性は少し深まったと考えられるが、ニューカマーを迎えるこ

とは叶わなかった。加えて、第 1 回と比較するとかなり参加者数が減少した。不参加の理由の多く

は、部活の練習と被ってしまっているというものであったため、次回以降は日曜日午前の開催は控え

た方が良いだろう。引き続き、Slack での交流は続け、また新しい仲間も加えていけるよう精進す

る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑸ 30 年後プロジェクト 
第1章 はじめに 

 
第 1 節 プロジェクトの背景 
 日本の大学スポーツ界は、2018 年に(一社)大学スポーツコンソーシアム KANSAI(以下

「KCAA」)、その翌年に(一社)大学スポーツ協会（以下「UNIVAS」)が設立されるなど、過渡期を迎

えている。 
その中で、KCAA 内の学生団体として様々なつながりを広げながら、関西から大学スポーツを盛り上

げるべく関西中の大学から集った学生による団体「KCAA 学生部会」により、30 年後の大学スポー

ツの未来に対するメッセージを発信するプロジェクトを行っている。 
本章では、1 年間をかけて 30 年後の大学スポーツの未来に関して議論・検討を進めた結果をお話し

させていただく。 



32 
 

 まず、読者の皆様は「大学スポーツ」と言われると何をイメージするだろうか。箱根駅伝・東京六

大学野球など、会場に多くの観衆が詰めかけ、スポーツ推薦で入ってきた学生が半ばプロ選手のよう

な環境で練習を重ね、そして夕方のニュースで試合結果が報道されて大衆の目にするところに露出す

る、そのようなイメージを持たれる方々が多いであろう。 
でも、一度立ち止まって考えてみよう。本当にそれが大学スポーツのすべてなのか。必ずしもそうと

は言い切れないのではないだろうか。大学生当人たちは、どんな世界を見ながら、そしてどんな世界

を描きながら大学スポーツに関わっているのだろうか、そして大学生の目の前に広がる大学スポーツ

の景色とはどのようなものだろうか。そのような生の声を発信し集めながら、誰の目にも見えていな

い大学スポーツの未来像を考察し、未来をより良いものにするための方策を論じていく。 
 

第 2 節 プロジェクトの流れ 
 さて、本プロジェクトはシナリオプランニングという手法を用いて行った。プロジェクト全体の流

れは図 1 の通りである。今回のシナリオプランニングは、大学スポーツの未来という不確実なものに

対し、起こりうる未来の姿やシナリオを複数想定することで、そのシナリオが迎えるグッドエンドを

推進し、かつバッドエンドを避けるためにすべきことを考え、行動に移すことを主眼に置いて行った

ものである。 
 本プロジェクトは、主に以下の 3 フェーズに分けられる。 
 
フェーズ 1：大学スポーツもしくはスポーツに対するフリートーク 
フェーズ 2：ワークショップを中心としたシナリオプランニング 
フェーズ 3：シナリオプランニング結果の考察とアクションの検討 
 
 フェーズ 1 では、大学スポーツやスポーツにまつわる様々な話題を学生やその場に集った社会人で

議論し、スポーツや大学スポーツに関する知見や考えを深めた。毎週 1 回、1 つのテーマに対して 90
分程度のトークを 15 回程度実施し、現在の大学スポーツに対しての理解を深め、かつ未来への思索

を行いやすい環境を構築した。トークテーマは図 2 の通りである。 
 フェーズ 2 以降については、第 2 章以降で詳しく説明することにする。 
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・体育会と体育会系 
・体育会と連帯責任 
・大学スポーツとライフワークバランス 
・ポストコロナ時代の新歓 
・七大戦の未来の姿 
・未来の体育会本部と学連について 
・学生団体の話を聞いてみよう 
・スタジアムについて 
・東京オリンピックと大学スポーツ 
・している層としていない層のギャップ 
・大学スポーツが「盛り上がっている」とは 
・大学スポーツと定期試験 
・30 年後の大学スポーツと地球温暖化 
・30 年後の大学スポーツと 新テクノロジー 

 
 
 
 
第2章 フリートークとワークショップ 

 
第 1 節 clubhouse でのフリートーク 
 2021 年の 2 月から、KCAA 学生部会では clubhouse で 15 回にわたって大学スポーツの未来につい

て様々な観点から意見交換を行ってきた。 
 clubhouse とは音声のみでコミュニケーションをとるソーシャルネットワーキングサービス（SNS)
で、ラジオのように配信を行うものである。各個人が配信するためのインスタントルームを作成し、

そのルームに入ってホストの話を聞いたり、話しに参加したりするのが基本的な形式である。大きな
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特徴は、一方的に配信を聞く形式ではなく、だれでも配信に入り、会話が可能である点だ。KCAA 学

生部会では、この特徴を活かして、多様なバックグラウンドを持つ参加者とともに大学スポーツの未

来についてディスカッションしてきた。 
 具体的には、毎週日曜日に大学スポーツの未来を変容し得る要素を様々な観点から 15 週にわたっ

て洗い出してきた。大学スポーツと学生との関わり方がどう変化しているかや、30 年後の大学生活

は現在と何が変わっているのか、社会の変化に合わせた大学スポーツのあり方などの視点で、”大学

スポーツの未来”に影響を与えるであろう要素を熟考した。  
 
第 2 節 ワークショップの開催 
 clubhouse でのディスカッションをもとに、シナリオプランニングを行ううえで多数の者の意見を

必要とする 2 つの段階において計 2 回のワークショップイベントを行った。2021 年 10 月に行った 1
回目のワークショップでは、10 名程度で大学スポーツの未来を変容し得る要素の棚卸しを行った。2
回目のワークショップは 2021 年 12 月に開催した。2 回目のワークショップでは、1 回目で棚卸しを

した要素をもとに、同様のメンバーで 30 年後の大学スポーツの姿をシナリオとして構想した。ワー

クショップの詳細については第 3 章に記載する。 
 
第3章 シナリオ形成までの事前準備 

 
第 1 節 未来を変容し得る要素の抽出 
 シナリオプランニングを進めるにあたって、まず大学スポーツの未来を変容し得る要素を洗い出す

必要がある。これは様々な観点から網羅的に洗い出すことが重要であるため、様々な価値観やバック

グラウンドをもった複数人で取り組むことが望ましい。そのため、本プロジェクトではオンラインイ

ベントという立て付けでワークショップを開催した。 
 ワークショップでは、5 人 1 チームの 2 グループに分かれ、30 年後の大学スポーツについて考える

ために設定したテーマでディスカッションを行った。このディスカッションの内容をもとに、要素を

抽出した（図 3）。 
 

・格差（地域・部活間） 
・クラブチーム化 
・部活のレベル感の変化（レクリエーション・アスリート） 
・学年、年代をこえた活動 
・地域、学校をこえた活動 
・活動内容の多様化 
・練習時間の規制 
・大学生の学業レベルの低下 
・ミーティングや勉強の時間が増加 
・「スポーツ＝教育」という価値観の変化 
・テクノロジーの進化にともなうトレーニングの効率化 
・大学の入学 or 卒業が難化 
・少子化によるスポーツ人口の減少 
・スポーツをする場所の減少 
・配信技術の向上により見るスポーツとして発展 
・就職活動の複雑化 
・サークル活動の発展 
・部活動の規模によって異なる持続可能性 

 
 

第 2 節 未来を変容し得る要素の選抜 
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 そして抽出した要素を、縦軸に「大学スポーツへの想定し得る影響（大小）」、横軸に「実現可能

性（高低）」をとり、2×2 マトリクスで分類した（図 4）。さらに図 4 の第 1 象限にある 5 つの要素

の中から、「部活のレベル感」と「クラブチームとして存続」の 2 つを想定しうる影響の大きさ、実

現可能性の低さの観点から選抜し、本シナリオプランニングで扱うメインの要素として設定した。 
 この 2 つの要素を用いて、図 4 とは異なる 2×2 マトリクスを作成し（図 5）、それぞれの象限に仮

名を付け、シナリオを形成していった。完成したシナリオとそれぞれのシナリオに対するアクション

は第 4 章以降で詳しく述べる。 
 
 

 

 

 さらに分類した「兆し」の中で「想定し得る影響が大きく、実現可能性が低いもの」に分類された

ものから 2 つを選び、新たに 2×2 マトリクスを作成し、各象限に名前をつけた（図〇）。選択した

「兆し」は「部活動のレベル感」と「クラブチームとして存続」である。以降の章では、4 つそれぞ

れの象限が指し示す未来のシナリオを言語化し、それに対するアクションを策定していく。 
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第4章 第 1 象限：レクリエーションクラブ型 
 

第 1 節 シナリオの説明 
 第 1 象限は、大学スポーツがクラブチームとして存続しており、かつ競技レベルはゆるめになって

いるという想定の象限である。この想定のもと作成したシナリオは次の通りである。 
 
「企業もしくは総合型地域スポーツクラブが、大学などの学校施設や自治体施設にて、大学生をはじ

めとした幅広い層の世代による Well-Being としてのスポーツを行っている」 
 
 本シナリオにおいて、2022 年現在で広く定義されている大学スポーツという概念は実質的に消滅

していると推測される。少なくとも、30 年後の大学スポーツが現状の運動部活動という形で行われ

ていないケースを想定した上で、本シナリオについて言及する。 
 
第 2 節 シナリオについての考察 
 この場合において大学が大きく果たす役割は 2 つの場「スポーツに触れる場」「コミュニティをつ

くる場」である。地域におけるスポーツ振興のハブとして大学が存在し、その場に集う人々、大学生

を中心とした地域の人々の間でスポーツに触れ合いながらコミュニティを構築する。このことによ

り、このシナリオにおける大学スポーツは、大学生の QOL の向上、そして地域と大学との密接な関

係の構築という大きな役割を果たすことになる。またその密接な関係は大学生にとっても、地域での

雇用のきっかけになるなどの良い影響を及ぼすことになる。 
 日本において高齢化が進んでいる以上、このような全年齢がスポーツに触れられる場を地域のシン

ボルである大学を舞台に提供、構築することができることは社会全体においても大きな意味を果たす

ことになる。 
 一方で大学の存在しない地域においては、地域振興に対し大きな役割を果たすきっかけとなる大学

に代わり自治体が同様の役割を果たすと考えている。しかしながらそこに多くの大学生は存在しない

ので、そのスポーツの中心は大学あるいは大学生の領域から外れて行くことになる。今回定義した大

学スポーツから少し離れてしまうが、この形での地域振興も考えられ、大学を用いたケースをひとつ

のモデルとして場を変えた形で同様の地域振興、スポーツ振興の姿が描かれていくことを期待する。 
 

第 3 節 学生の役割 
 さて、この場合において大学生は、もちろんそのスポーツをプレイする立場として存在するが、そ

の中でもコミュニティの中核としての役割を持つことが期待されている。そしてスポーツをプレイす

るだけではない役割も同時に持つことが重要であると考える。スポーツにプレイすること以外の形で

関わることも、他世代と協働しながら行うこと、そしてそのことを目的とした学生コミュニティも従

来の学連や体育会(学友会)本部などに代わり存在することになる。 
 ここで検討したシナリオにおいてボトルネックになるのが、競技スポーツとシンボルスポーツにつ

いての議論を(敢えてではあるが)していないことにある。このことに関しては、今後改めて検討と議

論(もちろん我々の勉強も)を重ねていくこととする。 
 
第 5 章 第 2 象限：アスリートクラブ型 
 
第 1 節 シナリオの説明 
 第 2 象限は、大学スポーツがクラブチームとして存続しており、かつ競技レベルはきびしめになっ

ているという想定の象限である。この想定のもと作成したシナリオは次の通りだ。 
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「プロチームやプロクラブの下部組織、民間企業、自治体など多種多様な運営主体のもと、それぞれ

の主体が保有する施設を使って、技能に秀でている大学生世代の者が集まり、リーグを形成してい

る。」 
 
 このシナリオにおいて、2022 年現在で言うところの大学スポーツという概念はかなり変化してお

り、部活動という形式では行われていない。そうなると 1 つの可能性として、大学という法人がスポ

ーツチームを保有するということは考えられるが、スポーツに打ち込みたい者の多くは大学には行か

なくなってくる。一方でレクリエーションとしてスポーツを楽しみたい学生は大学というフィールド

でスポーツをする態勢が整えられておらず、有志で集まり、自分たちで活動資金を出し合って活動し

ているはずだ。「大学スポーツは大学生がスポーツに関わること」と定義するのであれば、この場合

の大学スポーツとは、レクリエーションとしてスポーツに取り組む層と言える。 
 

第 2 節 シナリオについての考察 
 この世界線では、大学生世代のスポーツは盛り上がりを見せており、日本のスポーツレベル自体は

向上している。また、地域密着型の経営スタイルをとるチームが現在よりもさらに増加していること

から、拠点となっている地域の活性化にも一役買っている。 
 一方で、存在するスポーツチームの多くが都市部に拠点を設けることが問題視されており、地方と

の様々な格差は広がっていくばかりである。また、レクリエーションとしてスポーツを楽しみたいと

いう学生は場所を追われ、スポーツをする機会が著しく減少してしまっている。 
 

第 3 節 学生の役割 
 よって、アスリートクラブ型の 30 年後の世界において、大学生はレクリエーションとしてスポー

ツを楽しみたい層へ、スポーツをする機会と場所を持続的に提供できるよう、大学へはたらきかけ、

環境を整備するような活動を行う必要がある。また、スポーツをすることに囚われるのではなく、ア

スリートとしてスポーツをしている者達を応援する文化の醸成やチームの一員として支える者の存在

の発信といったスポーツへの様々な関わり方を尊重する活動も積極的に行っていくことが望まれる。 
 
第5章 第 3 象限：アスリート部活型 

 
第 1 節 シナリオの説明① 
 第 3 象限は、大学スポーツが部活動として存続しており、かつ競技レベルはきびしめになっている

という想定の象限である。この想定のもと、第 3 象限は、シナリオを形成していく過程で相容れない

2 つのシナリオが完成したため、2 つのシナリオに基づいてアクションを考察した。 
 
 1 つ目のシナリオは次の通りである。 
 
「学生を主役としながらも、民間企業がチームやリーグの運営に参入しており、国立競技場をはじめ

とした 2020 東京オリンピックレガシーを活用して、娯楽コンテンツの一環として社会的にも経済的

にも発展を遂げている。」 
 
 このシナリオにおいて、「する」学生は技能に秀でている者に絞られるが、その影響もあり「み

る」学生は試合に熱狂し、注目度が高まっている。「ささえる」学生の関わり方は、大きく変化こそ

していないが、枠は拡大しており、2022 年現在よりも一層大学スポーツに関わる人口が増加してい

ると考えられる。 
 

第 2 節 シナリオについての考察① 
 この世界線では、大学スポーツの露出が増え、たくさんの人に注目されているため、大学生未満の

アスリートたちにとって国立競技場が大学スポーツの聖地として憧れの的となっている。人気に後押
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しされ、プレー・練習環境、ガバナンスなどが充実したり、「する」だけでなく「みる・ささえる」

方面に携わる学生の数が増加したりと社会的にも存在感を大きくしている。 
 
第 3 節 学生の役割① 
 この状況に対して大学生は、さらにこの流れを大きなものにするために「みる」層を拡大し、「さ

さえる」層を増やすための発信を中心に行っていくのが良いだろう。関西圏の大学スポーツを中心に

取り扱うメディアとして日本全国に向けて大学スポーツの真実を伝えたり、ファンコミュニティを形

成したりといった活動に取り組んでいく。 
 

第 4 節 シナリオの説明② 
 2 つ目のシナリオは次の通りである。 
 
「運動部活動が法人化するなどし、それぞれ部活単位で独立して大学施設を使用しながら活動してい

る。チームには留学生が複数名おり、強化費用が増加し、設備も充実している。」 
 
 このシナリオにおいて、大学スポーツに関わる学生は技能に秀でた、スポーツをする者のみに限定

される。その影響で、高いレベルで競技をすることが難しい者やそれを望まない部活動は存在しなく

なっている。さらに、大学スポーツに対して「する」以外の大学生の関わり方は限りなくないに等し

くなり、運動部活動生とそうでない者の溝は極端に大きく深くなっている。 
 

第 5 節 シナリオについての考察② 
 この世界線では、大学生アスリートがより希少でハイレベルになっている。そのため大学スポーツ

の競技レベル自体は向上し、アスリート 1 人 1 人が大学の広告塔の役割を担っている。一方で部活と

して活動できるほどの戦力がないチームや個人、スポーツをレクリエーションとして楽しみたい学生

が肩身の狭い思いをしている。また、スポーツをするのではなく、支える側で携わりたいと考える者

たちの居場所もほとんどなくなってしまっている。 
 

第 6 節 学生の役割② 
 これに対して大学生は、部活として活動できるほどの戦力がないチームや個人、スポーツをレクリ

エーションとして楽しみたい学生へ、第 2 象限同様スポーツをする機会と場所を持続的に提供できる

よう、大学へはたらきかけ、環境を整備するような活動を行う必要がある。また、大学スポーツに支

える側から関わることができる様に、自分たちの活動を発信し、仲間を増やしていくことも重要な役

割である。 
 

第6章 第 4 象限：レクリエーション部活型 
 

第 1 節 シナリオの説明 
 第 4 象限は、大学スポーツが現代に引き続き運動部活動として存続しているが、競技レベルはゆる

めであるという想定の象限である。この想定のもと作成したシナリオは次の通りだ。 
 
「学友会・体育会本部などの管理組織の下に学生有志で集まった組織があり、その有志組織が大学や

自治体の施設を活用して、学生のみならず教職員や地域住民を巻き込んで、気軽に運動ができ、楽し

く交流を図ることが出来るコミュニティを形成している。」 
 
 このシナリオにおいて、大学スポーツはレクリエーションの色が濃いことから、現在のような運動

部活動のような強制力はなく、学生や地域住民が集まりたいときに集まり、一緒になって活動を行っ
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ている。そのため、参加者の年齢を問わないのが特徴で、大学スポーツという位置付けながらも

well-being を実現するための一翼を担うことも出来ると考えている。 
 

第 2 節 シナリオについての考察 
 この世界において、大学スポーツは大学の枠を飛び出し、大学周辺の地元住民らと共に活動を行っ

ている。そこから大学スポーツによる地域活性化に繋がり、その活動が評価されることで大学へのロ

イヤルティが上昇したり、地元企業と良好な関係を築くことが出来たりするのではないか。更には、

大学スポーツのコミュニティをきっかけに、生涯にわたってスポーツを楽しむ者の人口増加も期待で

きる。 
 一方で、レクリエーションがメインになっているが故に、大学生でプロを目指して活動する者の居

場所はなくなるため、大学スポーツそのもののメディア露出が減少する。従って、大学本部として

は、運動部活動がただの負債となってしまう可能性がある。 
 

第 3 節 学生の役割 
 よって、レクリエーションクラブ型の 30 年後の世界において、大学生には各大学に存在する有志

団体のサステナビリティを担保するための創意工夫を行っていくことが求められる。具体的には、団

体運営ノウハウの共有、年齢や性別の垣根を超えて活動できるようなルール設定、団体間・大学間で

の連携・交流などがあげられる。 
 
第7章 おわりに 

 
第 1 節 課題 
 ここまで、我々がどのような未来をどのように描いてきたのか、さまざまな方面から話してきた。

ただし、この議論では 2 つの固定観念に囚われてしまっていた。 
 1 つ目は、大学スポーツをどう定義するかについてである。一般的に認知される大学スポーツの定

義とそう大差ないものではあると認識しているが、今回の議論では、『大学スポーツは大学生が「す

る」スポーツである』と無意識的に設定していたと感じた。しかし、本当に大学スポーツとは、大学

生が「する」スポーツに限られるのだろうか。大学生がスポーツに関わるだけで、それは大学スポー

ツと言えるのではないだろうか。現にそのような学生も一定数存在し活躍している以上、このことを

念頭に置きながら議論を進めていかなければならない。 
 2 つ目に、「する」スポーツに固執してしまっていたことについてである。スポーツを「する」

「みる」「ささえる」と分類した場合に、どうしても「する」スポーツのウェイトが強くなってしま

うのは致し方ないのではないかと認識している。しかしながら、それだけに拘った議論になることは

広く大学スポーツの可能性を考えるにあたって大きな障壁になりうるのではないだろうか。 
 

第 2 節 KCAA 学生部会の今後の展望 
 一方で、プロジェクトそのものは大学スポーツを盛り上げるべく活動する我々にとって非常に有意

義なものとなり、今後の活動していくうえでの指針が三つ浮かび上がってきた。一つ目は「発信す

る」こと、二つ目は「つながる」こと、そして三つ目が「プレイすること以外でかかわる」ことであ

る。どのようなシナリオを描くにあたっても、上記三点は欠かせない要素である。もちろん現状の大

学スポーツに対して、各競技団体や学連、体育会(学友会)本部、スポーツにかかわる学生団体など、

各々でアプローチ方法は異なるかも知れないが、それぞれがこの三点を意識しながら、そして行動に

移しながら活動することが将来の大学スポーツに対して も重要なことであり、かつやらねばならな

いことであるという結論に至った。 
 その中でも我々KCAA 学生部会は、そのモデルケースとなるべく活動を続け、関西をはじめとした

日本の大学スポーツが次なるステージへ進むための火付け役とならなければならない。そのような信

念を持ちながら、この三点を体現する存在として、大学スポーツにかかわる全ての人々にとっての先

駆者として邁進していく次第である。 
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 1 年間にわたる本プロジェクトは、スポーツ、特に大学スポーツに対する思索を繰り返すことで柔

軟な思考を身につけることができ、スポーツに関する認識と価値観を大きく変容させる良い機会とな

った。 
 時が経つにつれ大学スポーツの様相は変化する。それに伴い未来に対する思索もその時々に応じた

アップデートをしなければならない。さらに、KCAA 学生部会に所属するメンバー個々人の成長、そ

して団体として成長を続けるべく本プロジェクトは発展的に継続していかなければならない。今後の

我々の姿に乞うご期待。というメッセージで本章を締めさせていただく。 
 
謝辞 
 
 後に、本プロジェクトをはじめるきっかけをくださり、毎週のようにアドバイスやサポートをし

てくださった花内様、2 度にわたるワークショップの開催と運営に多大なご協力を下さった上林先生

(追手門学院大学)をはじめとした全ての皆様、そして 1 年間ともに考え、ともに未来像を創り上げて

きた KCAA 学生部会のメンバー全員に深く感謝の意を表し、お礼を申し上げたい。 
 
 
(6)スポーツ産業学会ランチタイムセッション 
 
1．開催日時 
令和 4 年 2 月 26 日(土) 12:15~13:40 
 
2．参加者 
24 名（うち KCAA 学生部会メンバー6 名）(社会人含) 
 
〈参加者所属〉 
同志社大学・大阪成蹊大学・帝京大学など 
 
3．目的・目標 
【目的】 
大学スポーツを盛り上げるためのアイデアについて具体的目標を持ちながら考えることで、より大学

スポーツを自分ゴト化し、その上で大学スポーツを盛り上げるために必要なアイデアを検討する。 
 
【目標】 
大学スポーツに対する各々の考えやアイデアをアウトプットしながら深め、そのアイデアを実行に移

せる可能性を模索する 
 
4． イベント内容 
主旨説明の後、2 度のグループセッションを行った。(グループの入れ替えは無し) 
 
グループセッション①テーマ 
「大学スポーツの良いところと課題は？」 
 
グループディスカッション②テーマ 
「〇〇円で大学スポーツを今より良くしてください」 
※金額は、グループごとに異なる金額(500 万円~500 億円)を事前に指定 
 
 
資料 
(進行スライド) 
https://docs.google.com/presentation/d/1LtneqwPghP69f-
f7CxpINGJHW7YxPu8A/edit?usp=sharing&ouid=108782516687290428110&rtpof=true&sd=true 
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(グループセッション発表スライド) 
https://docs.google.com/presentation/d/1lp-
EN6WzxU1dLZU4YsQs_Qe1ssFlZfi3gWQJBJ39b6U/edit?usp=sharing 
 
 
5．運営反省 
よかった点 
・手持ちのアイデアを上手く噛み砕いて消化できた 
・運営面以外でのトラブルが特段無かった 
・社会人/教員の方々含め、様々な立場の方と議論が出来た 
 
改善点 
・事前準備が足りていなかった 
：5 日前本格始動では遅い 

・一台の PC で複数人参加されることを想定した対応 
・飛び入り参加警戒/不参加者の把握 
：急な人数の増減を事前に想定したイベント構成にすることで対応 

・グループディスカッションの時間設定 
：倍くらいあっても全然足りないくらいの内容だった 

・グループディスカッション中に無言の時間を作ってしまった。 
：メンバー各々がファシリテーションの経験を積む必要性 

 
6．総括 
本イベントでは、大学スポーツに対してより具体的に考えを深めるコンセプトのもと、あらゆる立場

の方々と有意義な議論を行うことができた。 
また学会内という平時と違う形であったからこそ運営面でも想定外のトラブルが多発したように課題

は当然ながら残存しているが、引き続き大学スポーツに対して考える機会を作りながら、自らも引き

続き精進せねばならないと再認識した。 
本イベントで浮上したアイデアを具現化しアウトプットすることを次の目標に据え、活動を続けてい

くことが今後の KCAA 学生部会に対する使命である。 
 
(参加者集合写真) 

 
 
(以下、グループセッション(2)発表スライド) 
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３．反省点 
今年度の活動の反省点は、各企画のタスクや先生方とのやり取りが法花先輩や西田先輩に偏ってしま

ったことにあると思う。したがって、お二方がいない今後は各メンバーにタスクの割り振りや先生方

との連絡の割り振りを行い、全員で一から新しい KCAA 学生部会を作っていきたいと思う。また多

くのメンバーが就職や大学院進学により学生部会を卒業しメンバーが少ない状態なのでリクルートを

行い、メンバーを増やしていく事にも力をいれていきたいと思う。 
 

以上 
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別添５．KCAA 大学スポーツ奨励賞受賞者紹介資料 

 

  氏名（敬称略） 
所属大学 

（五十音順） 
学部 

学

年 
団体名称（競技種目） 役割 

1 植田 杏香 大阪学院大学 経営学部 4 ラグビー部 
マネージャー

（主務） 

2 小川 圭吾 大阪経済大学 経済学部 4 準硬式野球部 選手・主務 

3 佐野 雄哉 大阪工業大学 知的財産学部 4 剣道部 主将 

4 武本 紗栄 大阪体育大学 体育学部 4 陸上競技部（やり投） 主将 

5 宗像 毅 大阪電気通信大学 工学部 2 卓球部 選手 

6 坂野 舞 関西学院大学 国際学部 2 ラグビー部 アナリスト 

7 
ムヤカバング・

フランシス 
近畿大学 経営学部 2 

バレーボール部/ 

バスケットボール部 
選手 

8 富田 幸生 甲南大学 法学部 4 
アメリカンフットボー

ル部 
主将 

9 木村 美海 四国大学 経営情報学部 3 陸上競技部 主将 

10 秦 陽太 摂南大学 法学部 4 ラグビー部 選手兼主務 

11 飯島 綾香 園田学園女子大学 人間健康学部 1 ソフトボール部 選手 

12 細川 朝香 同志社大学 
スポーツ健康科

学部 
3 

水泳部（アーティステ

ィックスイミング） 
選手 

13 高井 怜生 
びわこ成蹊スポーツ

大学 
スポーツ学部 2 

学友会競技スポーツ委

員会 
委員長 

14 杉原 愛子 武庫川女子大学 短期大学部 2 体操部 選手 

15 関 郁哉 立命館大学 政策科学部 4 
アメリカンフットボー

ル部 
主務 

16 菅沼 奈津美 龍谷大学 文学部 4 端艇部 漕手 
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別添６．KCAA カンファレンス 2022「大学スポーツが創る関西の未来」～KCAA の Next5 を語ろう～ 

ポスター 
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 大学スポーツコンソーシアム KANSAI（KCAA） 
事務局 

 
525-8577 滋賀県草津市野路東 1-1-1 

立命館大学スポーツ強化オフィス内 

TEL：077-561-5734 

MAIL：kcaajimu@kcaa-jp.org 


