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別紙 1  

『UNIVAS AWARDS 2020-21』の優秀賞／入賞の受賞者および受賞団体一覧 

 

表彰式では各部門の優秀賞の中から、最優秀賞を選出し、インターネット配信にて発表致します。 

※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（19 名） 

表彰内容：文武両道を実践し、他の模範となる運動部学生を表彰する。 

<優秀賞> 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

上原 惇 九州産業大学 準硬式野球部 九州産業大学 

柴田 佳歩 立命館大学 ホッケー部 立命館大学 

田中 啓左 青山学院大学 パワーリフティング部 青山学院大学 

田辺 陽太 岡山商科大学 ウエイト・トレーニング部 岡山商科大学 

奈良岡 寛子 早稲田大学 漕艇部 早稲田大学 

村上 惠右 国士舘大学 男子新体操部 国士舘大学 

安山 涼香 中京大学 女子ソフトボール部 中京大学 

<入賞> 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

飴谷 由毅 大東文化大学 男子バスケットボール部 大東文化大学 

岩佐 隆時 東海大学湘南校舎 陸上競技部投擲ブロック 東海大学 

大久保 泰成 専修大学  カヌー部 専修大学  

大竹 康平 広島経済大学 陸上競技部 広島経済大学 

大和田 郁馬 富士大学 サッカー部 富士大学 

乙黒 拓斗 山梨学院大学 レスリング部 山梨学院大学 

河村 説人 星槎道都大学 野球部 星槎道都大学 

北村 郁弥 順天堂大学 体操競技部 順天堂大学 

木村 太哉 甲南大学 サッカー部 甲南大学 

京井 杏樹 武庫川女子大学 サッカー部 武庫川女子大学 

永本 竜平 中京学院大学 レスリング部 中京学院大学 

野村 将人 愛知学院大学 馬術部 愛知学院大学 

 

2. ウーマン・オブ・ザ・イヤー（12 名） 

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。 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

木村 直 愛知学院大学 バレーボール部（女子） 愛知学院大学 

京井 杏樹 武庫川女子大学 サッカー部 武庫川女子大学 

田中 佑美 立命館大学 女子陸上競技部 立命館大学 

中原 みなみ 甲南大学 女子陸上競技部 甲南大学 

堀  美紀 中京学院大学 女子卓球部 中京学院大学 

山川 玲羅 岡山商科大学 ボウリング部 岡山商科大学 
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＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

秋山 祐妃 大東文化大学 陸上競技部女子長距離 大東文化大学 

氏丸 陽南 金沢学院大学 ソフトボール部（女子） 金沢学院大学 

鈴木 日奈子 山梨学院大学 女子サッカー部 山梨学院大学 

花田 咲絵 順天堂大学 陸上競技部 女子駅伝チーム 順天堂大学 

坂東 優衣 四国大学 女子バレーボール部 四国大学 

栁田 瞳 青山学院大学 競技ダンス部 青山学院大学 

 

3. パラアスリート・オブ・ザ・イヤー（4 名） 

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。 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

赤窄 大夢 
九州産業大学 

経済学部経済学科 

ライジングゼファーフクオ

カ Wheelchair（学外車いす

バスケチーム） 

九州産業大学 

江崎 駿 
法政大学 

通信教育部経済学部商業学科 
Brex 

法政大学 

瀬立   モニカ 筑波大学体育専門学群 江東区カヌー協会/筑波大学 全日本学生カヌー連盟 

兎澤 朋美 
日本体育大学 

体育学部社会体育学科 
 日本体育大学 

 

4. サポーティングスタッフ・オブ・ザ・イヤー（18 名） 

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。 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） サポート対象 申請団体 

今田 理子 全日本学生アーチェリー連盟 全日本学生アーチェリー連盟 

衛藤 実優 
国士舘大学女子新体操部 

東京女子体育大学新体操競技部 
国士舘大学 

小川 由貴奈 女子ソフトボール部 中京大学 

谷野 文史 日本学生オリエンテーリング連盟 日本学生オリエンテーリング連盟 

豊福 妙香 陸上競技部駅伝部 創価大学 

山本 陽祐 アメリカンフットボール部 立命館大学 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） サポート対象 申請団体 

石戸 大夢 陸上競技部 長距離ブロック 順天堂大学 

伊藤 黎次 空手道部 九州産業大学 

岸  大貴 全日本学生スキー連盟 一橋大学 

小林 陽奈 陸上競技部 四国大学 

四ヶ所 華歩 九州国際大学における体育会サークルの日常的活動 九州国際大学 
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髙木 彩衣 大東文化大学の運動部全般 大東文化大学 

田村 誠 野球部 福岡大学 

中村 高耀 硬式野球部／愛知大学野球連盟 名城大学 

西川 潤 男子バスケットボール部 東海大学 

藤井 結子 剣道部 武庫川女子大学 

安田 夏帆 女子ソフトボール部 富士大学 

山田 裕太 中央大学学友会体育連盟所属部会 中央大学 

 

5. スポーツパーソンシップ・オブ・ザ・イヤー（5 名） 

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。 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

藤田 海人 九州国際大学 トライアスロン部 九州国際大学 

水野 拓海 富士大学 サッカー部 富士大学 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

阿部 史博 立命館大学 卓球部 立命館大学 

伊藤 修平 星槎道都大学 男子バスケットボール部 星槎道都大学 

幸長 慎一 四国大学大学院 陸上競技部 四国大学大学院 

 

6.ルーキー・オブ・ザ・イヤー（12 名） 

表彰内容：運動部新入生として他の規範となる活動を行った学生を表彰する。  

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

栗  のどか 中京学院大学 女子卓球部 中京学院大学 

櫻井 つぐみ 育英大学 レスリング部 育英大学 

橋本 大輝 順天堂大学 体操競技部 順天堂大学 

薮田 みのり 武庫川女子大学 陸上競技部 武庫川女子大学 

山本 翔和 九州産業大学 空手道部 九州産業大学 

吉中 日向子 青山学院大学 陸上競技部（短距離ブロック） 青山学院大学 

＜入賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 申請団体 

蟻戸 一永 専修大学 スピードスケート部 専修大学 

古賀 若菜 山梨学院大学 柔道部 山梨学院大学 

古藤 愛理 四国大学 女子バレーボール部 四国大学 

本村 夏穂 金沢学院大学 ソフトボール部（女子） 金沢学院大学 

桃谷 惟吹 立命館大学  硬式野球部 立命館大学  

吉居 大和 中央大学 陸上競技部 中央大学 

 

7.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。 

後日発表とする。 
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8. コーチ・オブ・ザ・イヤー（13 名） 

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。 

＜優秀賞＞ 

氏名（敬称略） 所属 役職 申請団体 

小幡 邦彦 山梨学院大学 レスリング部 監督 山梨学院大学 

高鷹 雅也 富士大学 サッカー部 監督 富士大学 

信岡 沙希重 福岡大学 陸上競技部 短距離ブロックコーチ 福岡大学 

八戸 了 中央大学 スケート部 監督 中央大学 

山﨑 裕貴 熊本学園大学 ソフトテニス部 女子監督 熊本学園大学 

吉田 匡孝 中京大学 男子サッカー部 

サッカー部コーチ 

スポーツ振興部スポー

ツアドミニストレータ 

中京大学 

＜入賞＞ 

氏名 所属 役職 申請団体 

ジェフリー・ウ

ィリアムズ 
九州国際大学 合気道部 コーチ兼任部長 九州国際大学 

杉野 友厚 九州産業大学 空手道部 監督 九州産業大学 

高尾 憲司 立命館大学 男子陸上競技部 コーチ 立命館大学 

中嶽 誠 順天堂大学 バスケットボール部・学生寮 部長兼監督・総寮監 順天堂大学 

橋本 千晶 武庫川女子大学 カヌー部 強化コーチ 武庫川女子大学 

林  英司 四国大学 陸上競技部 コーチ 四国大学 

横谷 淳 中京学院大学 女子卓球部 監督 中京学院大学 

 

9. 学修機会確保に関する優秀取組賞（2 団体） 

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。 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

九州産業大学 アスリート奨学生に対する修学支援の拡充 

中京学院大学  コロナ対策を活用したスポーツ学生の学修機会の確保と教育改革の取組 

 

10. 成績管理・対策に関する優秀取組賞（2 団体） 

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。 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

武庫川女子大学スポーツセンター 
運動部新入生に対する「勉強法セミナー」の実施、オンライン授業体制 

における運動部学生へのフォロー体制の確立 

立命館大学  学業ガイドラインの制定および運用 
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11. 安全確保に関する優秀取組賞（7 団体） 

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。 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

至学館大学 

至学館大学短期大学部 
学内での PCR 検査実施による新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

順天堂大学 
アスレティックトレーニングルーム（ATR）における医療とスポーツ現場を結ぶ

包括的支援 

中京大学 安心・安全な体育会活動実現に向けた SA・AT を中心とした取り組み 

福岡大学 
福岡大学サッカー部における重症頭部外傷予防のための 

テーラーメイドベースラインの構築 

＜入賞＞ 

団体名 取組名 

九州産業大学 コロナ禍における KSU 体育会系学生への安全確保の取組 

東海大学 

スポーツ医科学研究所・スポーツ

教育センター・体育学部 

大学運動部活動再開における新型コロナウイルス感染予防対策 

日本体育大学  

学友会アメリカンフットボール部 
医師・医療機関等との連携 

 

12. 大会・プロモーションに関する優秀取組賞（4 団体） 

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。 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

愛知学院大学 
サッカーでつながるまちづくり「AGUCUP 2020」 

～SDGs の普及を目指して～の取組 

青山学院大学学生生活部 

スポーツ支援課 
秩父宮賜杯 全日本大学駅伝対校選手権大会オンライン応援イベント実施の取組 

関西大学体育会野球部  コロナ禍における学生による少年・少女にスポーツの楽しさを伝える取組 

国士舘大学女子新体操部 
コロナ禍における新体操オンライン二大学友好大会「第一回新体操藤楓杯」発足

の取組  

 

13. スポーツ統括部局/SA 賞（7 団体） 

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。 

＜優秀賞＞ 

団体名 取組名 

青山学院大学学生生活部  

スポーツ支援課 
青山学院大学フィットネスセンター主催オンラインフィットネスの実施 
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関西大学  

スポーツアドミニストレーター 

スポーツアドミニストレーターによる広報活動とメンタル面などトータル的な

サポート 

中京大学 ALL とよた（産官学連携）によるスポーツを通じた地域課題解決の取組み 

広島大学スポーツセンター 大学スポーツを通じた地域貢献「WEB スポーツ教室」実施 

名城大学 コロナ禍における組織一体的な大学スポーツの活性化への取り組み 

立教大学 
コロナ禍における各種キャンプ実施 

（フレッシャーズキャンプ/リーダースキャンプ） 

＜入賞＞ 

団体名 取組名 

長崎国際大学 「地域スポーツ振興」における新たな挑戦 

 

14. 「UNIVASCUP2020-21」上位大学 

表彰内容：指定大会終了後にポイント算出し、総合ランキング 3位以上、各部門賞 1位の大学を表彰す

る。 

(1)総合ランキング（上位３大学） 

・指定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。 

 

(2)男女別ポイント獲得数（各１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。 

部門 男子競技部門、女子競技部門 

 

(3)男女別競技優勝回数（各１大学） 

・指定大会に関して、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。 

部門 男子競技部門、女子競技部門 

 

(4)８地区別ポイント獲得数（各１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。 

地区 北海道地区、東北地区、関東地区、中部地区、近畿地区、中国地区、四国地区、九州地区 

 


