
第 2回インターカレッジコンペティション 2015概要 

第 2回目となるインターカレッジコンペティションは、昨年同様に関西WMG2021の成功

へ向けて、産官学が連携した企画として関西経済の活性化をテーマにプレゼンコンペ形式

で学生から広くアイデアを集めるものである。今年度は特に大学がもつ資源の活用をベー

スとした提案を求めた。 

 

主 催：スポーツコミッション関西 

 

後 援：一般財団法人関西ワールドマスターズゲームズ 2021組織委員会 

：一般社団法人京都経済同友会 

：一般社団法人関西経済同友会 

：一般社団法人神戸経済同友会  

 

□2015年 7月 4日（土）インターカレッジコンペティション オリエンテーション 

 

 時 間：13：30-15：00 

 

 場 所：㈱電通テック関西支社会議室（大阪市北区堂島 2-3-5） 

 

 内 容：事務局からオリエンテーション 

 

 参加大学：関西大学 人間健康学部 西山ゼミ 

      神戸大学 発達科学部 長ケ原ゼミ 

      山口大学 経済学部 藤田ゼミ 

      龍谷大学 社会学部 久保ゼミ 

      龍谷大学 社会学部 大西ゼミ 

      龍谷大学 経営学部 松永ゼミ 

      同支社大学 スポーツ健康科学部 二宮ゼミ 

      近畿大学 経営学部 高橋ゼミ 

      大阪成蹊大学 マネジメント学部 植田ゼミ 

      関西学院大学 国際学部 榎本ゼミ 

 

□2015年 7月末 参加エントリー締め切り 

 参加各チームのメンバーおよびテーマの提出 

 

 



□2015年 9月 9日（水）インターカレッジコンペティション中間報告会 

 

 時 間：13：00-17：00 

 

 場 所：㈱電通関西支社 12階小ホール及びプレゼンルーム 

 

 内 容：2部屋を使い、各チームから 10分間の中間報告と 10分間の講評、質疑応答 

 

 コーディネーター：近畿大学 経営学部 教授 高橋一夫氏 

          神戸大学 発達科学部 教授 長ケ原誠氏 

 

 審査員：西日本電信電話株式会社 明谷卓哉氏 

     株式会社三井住友銀行 坂井潤一氏 

     スポーツコミッション関西事務局 森岡慎司 

     スポーツコミッション関西事務局 伊東睦啓 

 

 参加チーム：大阪成蹊大学 マネジメント学部 植田ゼミ 

       大阪成蹊大学 マネジメント学部 植田ゼミ 田村チーム 

       大阪成蹊大学 マネジメント学部 的地ゼミ 

       大阪体育大学 体育学部 冨山ゼミ 

       関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Aチーム 

       関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Bチーム 

       関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Cチーム 

       関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Dチーム 

       関西学院大学 国際学部 榎本ゼミ 

       神戸大学 発達科学部 長ケ原ゼミ 

       同支社大学 スポーツ健康科学部 二宮ゼミ 

       山口大学 経済学部 藤田ゼミ 

       龍谷大学 社会学部 大西ゼミ Aチーム 

       龍谷大学 社会学部 大西ゼミ Bチーム 

       龍谷大学 社会学部 久保ゼミ Aチーム 

       龍谷大学 社会学部 久保ゼミ Bチーム 

       近畿大学 経営学部 高橋ゼミ 第 1グループ 

       近畿大学 経営学部 高橋ゼミ 第 2グループ 

       立命館大学 スポーツ健康学部 長積ゼミ 

 



※中間報告会は、当日 9時 30分時点で台風による警報発令のため中止としました。 

 

□2015年 10月 20日（火）中間検討会の実施 

 中間報告会が中止となったため、各チームから中間発表時点の資料を、コーディネータ 

ー、審査員で検討し、ブラッシュアップのためのアドバイスを各チームへフィードバッ 

クしました。 

 

時 間：16：00-18：00 

 

場 所：㈱電通関西支社会議室 

 

参加者：近畿大学 経営学部 教授 高橋一夫氏 

     神戸大学 発達科学部 教授 長ケ原誠氏 

    西日本電信電話株式会社 明谷卓哉氏 

    株式会社三井住友銀行 坂井潤一氏 

    スポーツコミッション関西事務局 井上敬 

    スポーツコミッション関西事務局 伊東睦啓 

 

□2016年 1月 13日（水）インターカレッジコンペティション 2015予選、決勝 

＜予選＞ 

    時 間：10：30-13：30 

 

    場 所：大阪大学中之島センター 301講義室、304講義室 

 

    審査員：西日本電信電話株式会社 明谷卓哉氏 

        株式会社三井住友銀行 坂井潤一氏 

        （一財）関西WMG2021組織委員会 西影宗明氏 

        （一財）関西WMG2021組織委員会 長町哲治氏 

        スポーツコミッション関西事務局 森岡慎司 

        スポーツコミッション関西事務局 伊東睦啓 

 

    採 点：発想力、論理性、インパクト、オリジナリティ、事業性、実現可能性 

        テーマ設定力、プレゼンテーション力、情報収集力、地域貢献性 

        上記 10項目各 10点満点で採点。審査員 3：1学生代表のウエイトで集計。 

 

     



    参加チーム：大阪成蹊大学 マネジメント学部 植田ゼミ 2回生チーム 

    （発表順） 龍谷大学 社会学部 大西ゼミ Bチーム 

          関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Aチーム 

          近畿大学 経営学部 高橋ゼミ 第 2グループチーム 

          大阪成蹊大学 マネジメント学部 的地ゼミ Aチーム 

          関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Cチーム 

          山口大学 経済学部 藤田ゼミチーム 

          関西学院大学 国際学部 榎本ゼミチーム 

 

          関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Dチーム 

          龍谷大学 社会学部 久保ゼミ Bチーム 

          大阪成蹊大学 マネジメント学部 植田ゼミ 三回生 Groupチーム 

          神戸大学 発達科学部 長ケ原ゼミチーム 

          龍谷大学 社会学部 大西ゼミ Aチーム 

          近畿大学 経営学部 高橋ゼミ 第 1グループチーム 

          大阪体育大学 体育学部 冨山ゼミチーム 

          関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Bチーム 

 

     2 講義室を使い各チームから 10 分間のプレゼンテーション。採点は各講義室毎

に総得点の高い上位 2チームが決勝進出。 

     出席者：89名（学生、先生、見学含む） 

 

＜決勝＞ 

    時 間：15：00-17：00 

 

    場 所：大阪大学中之島センター 佐治敬三メモリアルホール 

 

    コーディネーター：近畿大学 経営学部 教授 高橋一夫氏 

             神戸大学 発達科学部 教授 長ケ原誠氏 

  

    審査員：広島経済大学 経済学部 教授 藤口光紀氏                                                                                                                                                                                             

        （一財）関西WMG2021 組織委員会 事務総長 木下博夫氏 

        （一社）アスリートネットワーク 理事長 柳本晶一氏 

        （一社）京都経済同友会 代表幹事  

京都信用金庫 理事長 増田 寿幸様 

 



        （一社）関西経済同友会 代表幹事 

株式会社三井住友銀行 取締役副会長 蔭山 秀一様 

        （一社）神戸経済同友会 代表幹事  

川崎重工業（株） 常務執行役員 成松 郁廣様 

        スポーツコミッション関西 代表理事 

（一社）関西経済同友会 代表幹事  

西日本電信電話株式会社 代表取締役社長 村尾 和俊様  

 

    採 点：発想力、論理性、インパクト、オリジナリティ、事業性、実現可能性 

        テーマ設定力、プレゼンテーション力、情報収集力、地域貢献性 

        上記 10項目各 10点満点で採点。総合計点で決定（予選点数は除外） 

 

   審査結果： 

   ＜最優秀賞＞ 

   山口大学 経済学部 藤田セミチーム 

   「WMG参加者の山口県への誘客」 

   ＜京都・関西・神戸経済同友会賞（審査員特別賞）＞ 

   近畿大学 経営学部 高橋ゼミ 第 1グループチーム 

   「インバウンドツーリズムにおけるアジアからの参加促進」 

   ＜関西WMG2021組織委員会賞（審査員特別賞）＞ 

   関西学院大学 国際学部 榎本ゼミチーム 

   「湯でつながるWMG交流プロジェクト」 

   ＜スポーツコミッション関西賞（審査員特別賞）＞ 

   関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Bチーム 

   「商店街との連携によるストリートスポーツプロジェクト」 

    

   ＜ネクストジェネレーション賞（特別賞）＞ 

   関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Cチーム 

   神戸大学 発達科学部 長ケ原ゼミチーム 

   ＜プレゼンテーション賞（特別賞）＞ 

   大阪成蹊大学 マネジメント学部 的地ゼミチーム 

   大阪体育大学 体育学部 冨山ゼミチーム 

 

   出席者：123名（会員、学生、先生、審査員、マスコミを含む） 

 

               



 

                                    以上 


