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別紙 

『UNIVAS AWARDS 2019-20』最優秀賞、優秀賞、入賞者および団体一覧 

 

以下の通り、『UNIVAS AWARDS 2019-20』最優秀賞、優秀賞、入賞者および団体を発表致します。 

また、最優秀賞受賞者のコメントなども合わせて記載させていただきます。 

※五十音順（受賞者もしくは受賞団体名） 

 

1. パーソン・オブ・ザ・イヤー 

表彰内容：文武両道を実践にし、他の模範となる運動部学生を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

藤井 達哉 青山学院大学レスリング部 青山学院大学 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

笠間 淳矢 九州産業大学準硬式野球部 九州産業大学 

川井 友香子 至学館大学レスリング部 至学館大学 

関谷 夏希 大東文化大学陸上競技部女子長距離 大東文化大学 

保利 憲之朗 中央大学ハンドボール部 中央大学 

間瀬 勇希 早稲田大学柔道部 早稲田大学 

米倉 英信 福岡大学体操競技部 福岡大学 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

上原 朋久 岡山商科大学ボウリング部 岡山商科大学 

浦田 新太郎 中京学院大学軟式野球部 中京学院大学 

浦下 陸 山梨学院大学男子ホッケー部 山梨学院大学 

児玉 梨央 高知工科大学卓球部 高知工科大学 

杉浦 真弥 武庫川女子大学陸上競技部 武庫川女子大学 

机  龍之介 順天堂大学スカッシュ部 順天堂大学 

能澤 美凪 佛教大学 Ultimate 会 佛教大学 

古井 里奈 国士舘大学女子新体操部 国士舘大学 

森脇 智哉 広島経済大学硬式野球部 広島経済大学 

矢村 健 新潟医療福祉大学サッカー部 新潟医療福祉大学 

最優秀賞受賞者：青山学院大学 藤井達哉さんコメント 

 最優秀賞という大きな賞を頂き、今までの行動、結果が評価されているようでとても嬉しいです。競

技面だけではなく、学業面でも成果を残したいと考えていたので、限られた条件の中での両立できるよ

う苦慮しました。自分で考えたことが上手くいくまでに何度も失敗しましたが、周りの人達の助言を貰

いながら少しずつ成果を積み上げていくことが出来ました。将来は今まで培ってきたものを後進に伝え

ていきたいと考えています。 
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2. ウーマン・オブ・ザ・イヤー 

表彰内容：文武両道を実践し、他の模範となる運動部女子学生を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

西後 実咲 大東文化大学テコンドー部 大東文化大学 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

公文 愛海 徳島文理大学女子サッカー部 徳島文理大学 

杉浦 真弥 武庫川女子大学陸上競技部 武庫川女子大学 

谷口 夢結 宮崎大学カヌー部 宮崎大学 

西村 水希 甲南大学体育会弓道部 甲南大学 

的場 斐那 山梨学院大学ホッケー部 山梨学院大学 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

新井 菜月 日本福祉大学女子バスケットボール部 日本福祉大学 

岩田 優奈 中央大学学友会体育連盟女子陸上競技部 中央大学 

岡村 麻未 九州国際大学体育会剣道部 九州国際大学 

小川 彩月 佛教大学空手道部 佛教大学 

片山 花女 九州産業大学空手道部 九州産業大学 

木村 円 日本体育大学学友会ゴルフ部 日本体育大学 

小泉 文那 中京学院大学女子空手部 中京学院大学 

髙良 綾音 岡山商科大学ボウリング部 岡山商科大学 

古井 里奈 国士舘大学女子新体操部 国士舘大学 

向田 真優 至学館大学レスリング部 至学館大学 

最優秀賞受賞者：大東文化大学 西後実咲さんコメント 

 このような素晴らしい賞を頂けたこと感謝しています。周囲が好結果を出していく中で、自分が思う

ように結果をなかなか出せない時期がありました。そうした中で、焦る気持ちを抑え、自分と向き合い、

どのように工夫し、変えていくか、答えが見つからない中でも自分を信じ抜くことが大変でした。これ

からは、スポーツの楽しさを実感していただけるような事に携わっていきたいです。 

 

3. パラアスリート・オブ・ザ・イヤー 

表彰内容：パラスポーツにおいて活躍した学生を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

喜多 美結  関西大学テニス部 
関西大学 

全日本学生テニス連盟 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

石田 駆 愛知学院大学陸上競技部 愛知学院大学 

川原 渓青 国士舘大学水泳部 国士舘大学 
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作田 祐也 熊本学園大学水泳部 熊本学園大学 

高橋 峻也 日本福祉大学陸上競技部 日本福祉大学 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

赤窄 大夢 九州産業大学 

学外クラブチーム 

ライジングゼファーフクオカ Wheelchair 

九州産業大学 

奥山 一輝 順天堂大学障がい者スポーツ同好会 順天堂大学 

長野 凌生 中央大学学友会体育連盟水泳部 中央大学 

兎澤 朋美 日本体育大学学友会陸上競技部 

パラアスリートブロック 

日本体育大学 

今井 悠翔 京都産業大学硬式庭球部 京都産業大学 

水田 光夏 桜美林大学 桜美林大学 

最優秀賞受賞者：関西大学 喜多美結さんコメント 

 私個人のみではなく、デフテニス界において光栄な賞をいただけたこと、とても嬉しく思っています。

また、世界選手権出場にあたってサポートしてくださった方々に、この場を借りて感謝申し上げます。

スポーツは障害の障壁を越え、人と人を結びつける力があると感じています。スポーツを通して「前向

きな思いを持つことができる人が一人でも増えたらいいな」という思いで、デフテニスに限らず障害者

スポーツを広めていきたいと思っています。 

 

4. サポーティングスタッフ・オブ・ザ・イヤー 

表彰内容：学生アスリートや運動部を支える活躍をした学生を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

稲井 勇仁 
公益社団法人日本トライアスロン連合 情報戦略医科学委員 

早稲田大学トライアスロンサークル 
公益社団法人日本トライアスロン連合 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

軍嶋 聡明 佛教大学硬式野球部 佛教大学 

五次 ほのか 日本体育大学ハンドボール部 日本体育大学 

白石 紗彩 大東文化大学陸上競技部女子長距離 大東文化大学 

髙田 有紀 九州産業大学硬式野球部 九州産業大学 

若林 希 中央大学学友会体育連盟応援部 中央大学 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

上田 奈々 公益財団法人全日本学生スキー連盟 

國學院大學 

公益財団法人全日本学生スキー連盟  

木村 寛大 九州国際大学 九州国際大学 

今野 桃佳 順天堂大学体操競技部 順天堂大学 

中馬 朋也 愛知学院大学バレーボール部（男子） 愛知学院大学 

深野 博貴 山梨学院大学ラグビーフットボール部 山梨学院大学 
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薮内 那々弥 武庫川女子大学バスケットボール部 武庫川女子大学 

最優秀賞受賞者：（公社）日本トライアスロン連合/早稲田大学 稲井勇仁さんコメント 

 このような名誉ある賞を頂き、大変光栄に思います。関わってくださったすべての皆様に感謝してい

ます。選手が求めていることに対して、「適切な情報量を」、「タイムリーに」、フィードバックすること

を常に意識し務めました。後もトップアスリートのパフォーマンスの向上やコンディショニングに関わ

っていきたいと思っています。 

 

5. スポーツパーソンシップ・オブ・ザ・イヤー 

表彰内容：スポーツパーソンシップ溢れるプレーや振る舞いを行った学生を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

宮﨑 優成 九州国際大学サッカー部 九州国際大学 

＜優秀賞＞   

該当なし 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

伊藤 黎次 九州産業大学空手道部 九州産業大学 

岡  勝輝 愛知学院大学硬式野球部 愛知学院大学 

齋藤 恵美 法政大学 HOSEI スポーツチャンバラクラブ 法政大学 

佐田 恵一郎 立命館大学トライアスロン部 立命館大学 

瀬戸 杏華 順天堂大学バレーボール部 順天堂大学 

最優秀賞受賞者：九州国際大学 宮﨑優成コメント 

 このような賞に選出いただけたことを、大変うれしく思っています。キャプテンとして、第一にチー

ムのことを考えて行動していくことを意識し、試合で 100％の力を出す努力は当たり前ですが、トレー

ニングでチームの雰囲気を盛り上げるために、自ら率先して行動を起こすように努めました。今は、消

防士を目指して勉強と部活に取り組んでいます。サッカーを通じて学んだ姿勢は、消防士になっても生

かせると思います。 

 

6. アルムナイ・オブ・ザ・イヤー 

表彰内容：卒業後、社会に貢献した OB・OG を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

 該当なし 

＜優秀賞＞  

該当なし 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属（現在：上段／在籍時：下段） 申請団体 

川井 梨紗子 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス 

至学館大学レスリング部 

至学館大学 

椎葉 司 NPO 法人九州プロレス理事長 

九州産業大学プロレス研究会 

九州産業大学 
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7. コーチ・オブ・ザ・イヤー 

表彰内容：人材育成や競技力向上に尽力した指導者を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属・役職 申請団体 

寺本 祐治  山梨学院大学ホッケー部 部長・総監督 
山梨学院大学 

日本学生ホッケー連盟 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属・役職 申請団体 

池田 浩二 中央大学準硬式野球部 監督 中央大学 

奥村 浩正 九州産業大学準硬式野球部 監督 九州産業大学 

髙栁 昌弘 中京学院大学軟式野球部 監督 中京学院大学 

山崎 一彦 順天堂大学陸上競技部 監督 順天堂大学 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属・役職 申請団体 

吉森 司 九州国際大学体育会バドミントン部 監督 九州国際大学 

案浦 知仁 
日本経済大学女子バスケットボール部 

部長・監督 

日本経済大学 

三橋 大輔 
全日本学生テニス連盟 

筑波大学庭球部 監督 

全日本学生テニス連盟 

最優秀賞受賞者：山梨学院大学 寺本祐治さんコメント 

 このような栄えある賞を受賞させていただき、光栄に思います。結果を残すことができるよう、全員

が試合に負けない自信と練習量で臨むことを意識して取り組みました。そのための練習メニューを全員

で考え、負けた時は次につなげるために何をするか。こういったミーティングの時間を特に重視し、大

切にしてきました。こういった取り組みが実績につながったものと思います。 

 

8. 学修機会確保に関する優秀取組賞 

表彰内容：運動部学生に対する学修機会の確保に関する先進的取り組みを表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

団体名 取組名 

青山学院大学 青山学院大学スポーツキャリアプログラム（AGU-SCP） 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

岐阜協立大学 サッカー部におけるアカデミー部門創設と活動 

順天堂大学 「勉強会」の開催 

武庫川女子大学 特別代替講義制度と自習支援制度の充実 

早稲田大学 早稲田アスリートプログラム（WAP) 

＜入賞＞ 

団体名 取組名 

九州産業大学 準硬式野球部の履修指導や学修・学習に対するアドバイス 
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最優秀賞受賞者：青山学院大学コメント 

 この度の受賞を大変光栄に思うと同時に、これまで関わっていただいた方々に、改めて感謝申し上げ

ます。スポーツ系学部を持たない大学だからこそできる、新たな「体育会学生像」を作りたいと思って

います。本プログラムを受講することで、競技能力の向上のみならず、それ以上に、卒業後に社会のさ

まざまな分野で活躍できるような人材に育って欲しいと思っています。 

 

9. 成績管理・対策に関する優秀取組賞 

表彰内容：運動部学生に対する成績管理・対策に関する先進的取り組みを表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

団体名 取組名 

早稲田大学 早稲田アスリートプログラム（WAP) 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

九州産業大学 アスリート奨学生への継続指導・支援 

順天堂大学 「入学前教育プログラム」と「フォローアップカード」による成績管理 

中京学院大学 学生アスリートの学修支援事業 

＜入賞＞ 

該当なし 

最優秀賞受賞者：早稲田大学コメント 

 この度は、最優秀賞を受賞することができたこと、大変光栄に思います。早稲田アスリートプログラ

ム（WAP わっぷ）での指導、成績基準等については、学内で議論を重ね、理解、支援を得ることがで

きるよう努めました。また、学業成績上位の部・個人に対しての褒賞制度を設け、部員のモチベーショ

ンの維持・向上の維持に配慮をしました。 

 

10. 安全確保に関する優秀取組賞 

表彰内容：運動部活動における安全対策に関する先進的取り組み事例を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

団体名 取組名 

国士舘大学 大学スポーツの安全・安心の確立に資するプラットフォームの構築事業 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

関西大学 学生による包括的な Safety System の取組 

順天堂大学 「スポーツクリニック」の充実 

日本体育大学 
日本一安全なクラブ運営を目指して 

―学友会ラクロス部における命の個人カルテ作成と安全管理システムの構築― 

福岡大学 学内スポーツ事故予防および、対応における多職間連携ネットワークの構築 

早稲田大学 競技スポーツセンターの取組 
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＜入賞＞ 

該当なし 

最優秀賞受賞者：国士舘大学コメント 

 最優秀として選出いただきましたこと、国士舘大学として誇りに感じています。大学アスリートにお

いては、競技両区の向上のみならず、学力の向上や、他者を思いやる気持ち、スポーツ全体を盛り上げ

る人材育成が重要と考えます。学生や家族が安心してこの大学なら任せられる、というような体制作り

が安全安心の最終目標だと考えています。 

 

11. 大会・プロモーションに関する優秀取組賞 

表彰内容：大会・競技の普及や活性化、集客・応援促進のための大会プロモーションに関する優良取り

組み事例を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

団体名 取組名 

福岡大学 
地域連携推進センター及びサッカー部 

「ふれあいスポーツフェスタ 2019 in 福岡大学」の取組 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

愛知学院大学 バレーボール部（女子）・心身科学部内藤ゼミ ホームゲームの取組 

甲南大学 体育会本部スポーツ応援ツアーの取組 

日本体育大学 
アスレティックデパートメントとスポーツマネジメントサークル学生の連携に

よる UNIVAS CUP 認知度向上のための取組 

早稲田大学 競技スポーツセンターおよび体育各部（運動部）の取組 

＜入賞＞ 

団体名 取組名 

九州産業大学 体育会サッカ一部『九産大サッカ一部ブランド確立』の取組 

全日本学生テニス連盟 慶應義塾大学體育會庭球部 

横浜慶應チャレンジャー国際テニストーナメント 2019 にお

ける大会プロモーション活動の取組 

順天堂大学 順大スポーツ編集部「順大スポーツ新聞」による競技の普及

や集客・応援促進に関する取組 

中央大学 学友会体育連盟ラクロス部の取組 

武庫川女子大学 一般学生・教職員の動員を目的としたホーム＆アウェイゲー

ム開催の取組 

最優秀賞受賞者：福岡大学コメント 

 精神障がい者サッカー大会からはじまり、デフ（聴覚障がい）、アンプティ（切断障がい）など４種類

の障がい者サッカー大会や体験イベントを開催しています。今後は、サッカーに限らず、インドアパラ

スポーツとも連係することを目指しています。この度は名誉ある賞に表彰していただき誠にありがとう

ございました。 
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12. スポーツ統括部局/SA 賞 

表彰内容：大学スポーツ振興に関する先進的取り組み事例を表彰する。 

＜最優秀賞＞ 

団体名 取組名 

鹿屋体育大学 日本初！地方自治体×大学のスポーツブランド創設：Blue Winds モデル 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

青山学院大学 The Ivy Green Match 開催 

国士舘大学 「国士舘スポーツ」の推進・発展に向けた取組 

中京大学 
中京大学子どもスポーツフェスタ 

（大学スポーツを通じた地域活性化×収益力向上に向けた試験的取組） 

武庫川女子大学 LAVYS Nation による応援文化の醸成および地域活性化の取組 

早稲田大学 競技スポーツセンターの取組 

＜入賞＞ 

団体名 取組名 

大阪工業大学 スポーツ教室の運営 

順天堂大学 「パラスポーツ」の普及 

玉川大学 TAP（Tamagawa Adventure Program)を取り入れた『リーダーズトレーニン

グ』の実践事例 

中央大学 中央大学杯スポーツ大会 

長崎国際大学 学生と地域の子どもたちが喜ぶスポーツ振興の取組 

最優秀賞受賞者：鹿屋体育大学コメント 

 最優秀賞という評価をいただき、大変光栄に思います。この評価は大学のみならず、地域の方々の支

えがあってこその受賞だと思います。イベントに関わる皆さんをいかに巻き込み、実現させるかに注力

しました。全国の学生アスリートの皆さん、チェスト！ 
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13. 「UNIVASCUP2019-20」上位大学 

表彰内容：総合ランキング 10 位以上、各部門賞 3 位以上の大学を表彰する。 

(1)総合ランキング（上位 10 大学） 

・指定 31 大会でのポイント獲得総数によって大学総合順位を決定し表彰する。 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 早稲田大学 12,263 ポイント 

第 2 位 日本体育大学 6,059 ポイント 

第 3 位 東海大学 6,045 ポイント 

第 4 位 立命館大学 3,537 ポイント 

第 5 位 近畿大学 3,292 ポイント 

第 6 位 山梨学院大学 2,965 ポイント 

第 7 位 東洋大学 2,958 ポイント 

第 8 位 中京大学 2,711 ポイント 

第 9 位 福岡大学 2,685 ポイント 

第 10 位 大阪体育大学 2,669 ポイント 

総合ランキング総合優勝：早稲田大学コメント 

 この度は、名誉ある賞をいただきまして、誠にありがとうございます。活躍した各部を代表しまして、

御礼申し上げます。部活動、学業と共に、早稲田アスリートプログラム（WAP）で実施しているボラン

ティア等の社会貢献活動にも積極的に参加し、社会で活躍できるような有為な人材になることを期待し

ています。 

 

総合ランキング第２位：日本体育大学コメント 

 「UNIVAS CUP」の初代総合ランキング 1 位を目指して取り組んで参りましたので、2 位という結果

については、悔しいという想いがあります。しかし、本学が有する限られた競技種目の中でそれぞれが

健闘し、3 部門で 1 位を獲得できたことは、次に繋がる快挙だったと思います。学生のみならず教職員

等の指導スタッフの日頃の努力に対し感謝申し上げたいと思います。今後の一層の奮励努力に期待して

います。 

 

総合ランキング第 3 位：東海大学コメント 

 総合ランキング 3 位を受賞しましたことは、大学として大変栄誉に思っております。この受賞は、「総

合」というとおり、特定の団体だけではなく、幅広い競技においての活躍が評価されているもので、大

学としても大変喜ばしく思っています。現在、社会は大変厳しい状況にありますが、大学としては学生

活動を支援し、次年度には、さらなる上位を獲得できるように激励したいと思います。本日はありがと

うございました。 

 

(2)男女別ポイント獲得数（第 1 位~第 3 位の大学） 

・指定 31 競技大会に関して、男子競技・女子競技の各々における獲得ポイント数により大学の順位を

決定し表彰する。 
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■男子競技部門 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 早稲田大学 9,167 ポイント 

第 2 位 東海大学 4,537 ポイント 

第 3 位 日本体育大学 3,103 ポイント 

■女子競技部門 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 日本体育大学 2,762 ポイント 

第 2 位 早稲田大学 2,555 ポイント 

第 3 位 東海大学 1,506 ポイント 

男女別競技優勝回数 女子競技部門第一位：東洋大学コメント 

 今回女子部門の優勝回数が１位という結果に大変うれしく思っております。学生アスリートもいずれ

は一人の社会人となります。学生アスリートの経験から、社会を引っ張っていけるような人材になるよ

う、指導者と連携を続け、大学としてもバックアップしていきたいと考えております。次年度以降も女

性アスリート躍進の先導役を担えるよう努力していきたいと思います。 

 

(3)男女別競技優勝回数（第 1 位~第 3 位の大学） 

・指定 31 競技大会に関して、順位決定の最低単位（例：団体戦は１単位、順位がつく個人戦も１単位）

における優勝数により大学の順位を決定し表彰する。 

■男子競技部門 

順位 大学名 優勝回数 

第 1 位 日本体育大学 14 回 

第 2 位 早稲田大学 13 回 

第 3 位 鹿屋体育大学 4 回 

第 3 位 仙台大学 4 回 

第 3 位 立命館大学 4 回 

■女子競技部門 

順位 大学名 優勝回数 

第 1 位 東洋大学 7 回 

第１位 日本体育大学 7 回 

第 3 位 至学館大学 6 回 

第 3 位 武庫川女子大学 6 回 

 

(4)８地区別ポイント獲得数（各地区第 1 位~第 3 位の大学） 

・会員大学をその所在地により８地区に分け、ポイント獲得数によりその地区における大学の順位を決

定し表彰する。 

■北海道地区 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 北海道大学 679 ポイント 

第 2 位 星槎道都大学 650 ポイント 

第 3 位 北翔大学 275 ポイント 
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■東北地区 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 東北福祉大学 2,180 ポイント 

第 2 位 八戸学院大学 1,100 ポイント 

第 3 位 仙台大学 1,024 ポイント 

■関東地区 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 早稲田大学 12,323 ポイント 

第 2 位 日本体育大学 6,059 ポイント 

第 3 位 東海大学 6,045 ポイント 

■中部地区 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 山梨学院大学 2,965 ポイント 

第 2 位 中京大学 2,711 ポイント 

第 3 位 福井工業大学 1,392 ポイント 

■近畿地区 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 立命館大学 3,637 ポイント 

第 2 位 近畿大学 3,292 ポイント 

第 3 位 大阪体育大学 2,669 ポイント 

■中国地区 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 環太平洋大学 1,690 ポイント 

第 2 位 広島大学 841 ポイント 

第 3 位 山口大学 70 ポイント 

■四国地区 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 高知工科大学 720 ポイント 

第 2 位 松山大学 210 ポイント 

第 3 位 四国大学 150 ポイント 

■九州地区 

順位 大学名 獲得ポイント数 

第 1 位 福岡大学 2,685 ポイント 

第 2 位 九州産業大学 1,320 ポイント 

第 3 位 鹿屋体育大学 951 ポイント 

８地区別ポイント獲得数（北海道地区）：北海道大学コメント  

 この度の受賞を大変うれしく思っております。学生アスリートの皆さんには、在学中のスポーツ活動

がより意義のあるものになるように期待しております。私たち関係職員も UNIVAS の活動を有効に活

用して、学生アスリートが可能な限り安心してスポーツ活動ができるように環境整備を行いたいと思っ

ております。 
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８地区別ポイント獲得数（東北地区）：東北福祉大学コメント 

 この度の受賞にあたり、地域の皆様、学内外の関係者の皆様の、ご理解とご協力に感謝申し上げます。 

本学は、学生が活動しやすい環境整備つくりを努めてまいりました。学生には、大学、競技で培った力

を活かして社会に貢献していただきたいと思っております。 

 

８地区別ポイント獲得数（中部地区）：山梨学院大学コメント 

 関係者一同、この一年の競技活動を振り返り、感無量です。競技活動に臨む学生ばかりでなく、これ

ら活動で得た知見・経験を他の学生、広くは社会に模範となれるような人材となってくれればうれしく

思います。 

 

８地区別ポイント獲得数（近畿地区）：立命館大学コメント 

 体育会所属学生が、勝利に向けて弛まぬ努力を惜しまず取り組んだことが結実したものであり、大変

嬉しく思います。立命館大学体育会のスローガンである「One for R」の精神が反映された大学全体とし

ての受賞であり、今後さらに互いに切磋琢磨しながら学生たちが取り組んでいくきっかけになればと思

っています。 

 

８地区別ポイント獲得数（中国地区）：環太平洋大学コメント 

 この度は、大変嬉しく思うとともに、地元地域のご理解ご協力に感謝申し上げます。今後のさらなる

飛躍を目指すうえで大きな励みとなります。真剣にスポーツに向き合い、厳しい練習に取り組む中にお

いて強い精神を育むとともに、将来の希望進路に向けても挑戦する学びを両立する文武両道の実践を期

待しています。 

 

８地区別ポイント獲得数（四国地区）：高知工科大学コメント 

 栄えある第一回目の『UNIVAS AWARDS』を受賞できたことは、大変嬉しく、名誉なことと考えて

おります。本学は、学生を育てるのではなく、育ってもらうための環境を整備することが大学の役目で

ある、と考えています。課外活動についても同様で、学生たちがスポーツを通じて、人間的にも大きく

育ってもらうための体制・環境整備は、大きな課題だと認識し、今後も支援をしてまいります。 

 

８地区別ポイント獲得数（九州地区）：福岡大学コメント 

 この度は、第一回の UNIVAS AWARDS におきまして、地区別優勝の表彰をしていただき誠に有難う

ございます。全国 9 位、西日本では 3 位、九州地区優勝という結果に満足することなく、更なる高みを

目指して努力して参ります。今後も卓越性のある人材育成にも精進していきます。 


