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インターカレッジコンペティション 2014概要 

インターカレッジコンペティションは、アジアで初めての開催となる関西WMG2021を成功させ、関西

を国内外に PRしていくために必要なアイディアを従来の思考にとらわれない、大胆かつユニークな発想

と豊かな感性を持つ学生からも広く集めるものである。産官学が連携した企画として関西WMG2021の

誘致による関西経済の活性化をテーマとしたプレゼンコンペ形式を採用致した。 

  

主 催：スポーツコミッション関西 

後 援：関西広域連合 一般社団法人関西経済同友会 

 

経緯は以下の通り 

 

□4月 16日（水）産官学連携「関西WMG2021」の招致を核とした支援企画（第 1回） 

 

   時間：14：00～16：00 

 

   場所：関西経済同友会 会議室 

 

   基調講演：「2021に向けた関西スポーツと経済を考える」 

            早稲田大学スポーツ科学研究科教授、内閣官房参与、 

内閣官房 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室長 

            平田竹男氏 

 

   ディスカッション：「関西WMG2021を通じた関西経済活性化に向けた課題と方向性」 

            コーディネーター 近畿大学 経営学部 教授 高橋一夫氏 

            アドバイザー   平田竹男氏 

            有識者      近畿大学水泳競技部監督 山本貴司氏 

            財界代表     サントリーホールディングス株式会社 

                     代表取締役副社長 鳥井信吾氏 

                     株式会社 JTB西日本本社営業部 

スポーツ・MICEセンター長 西村龍平氏 

                     新関西国際空港株式会社 

                     取締役兼執行役員 志村格氏 

                     株式会社電通 関西支社 

統合ソリューション局 犬飼立美氏 

            学生代表     関西大学（2名）、立命館大学（2名） 

                     近畿大学（2名） 

    出席者：78名（会員、登壇者含む） 

□7月 5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(第 2回) 



2 

 

    時間：14：00～16：00 

 

    場所：㈱電通関西支社 12階大ホール 

 

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 

 

参加大学：立命館大学 スポーツ健康科学部 長積ゼミ 

大阪体育大学 体育学部 冨山ゼミ 

龍谷大学 経営学部 松永ゼミ 

同志社大学 スポーツ健康科学部 二宮ゼミ 

大阪国際大学 人間科学部 船越ゼミ 

和歌山大学 教育学部 彦次ゼミ 

大阪体育大学 体育学部 中山ゼミ 

大阪成蹊大学 マネジメント学部 田村ゼミ 

神戸大学 発達科学部 長ヶ原ゼミ 

近畿大学 経営学部 高橋ゼミ 

 

 

 

 

□7月中 各大学でのオリエンテーション 

    SC関西事務局から説明 

    訪問大学：びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 吉田ゼミ 

関西大学 人間健康学部 西山ゼミ 

龍谷大学 社会学部 久保ゼミ 

神戸学院大学 経営学部 柳ゼミ 

関西学院大学 国際学部 榎本ゼミ 

和歌山大学 経済学部 厨子ゼミ 
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□9月 9日（火）インターカレッジコンペティション中間報告会（第 3回） 

 

   時間：10：00～17：30 

 

   場所：関西経済同友会 会議室 

 

   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：日本生命保険相互会社 桑畠 滋氏 

西日本電信電話株式会社 大石 直氏 

       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：関西大学 人間健康学部 西山ゼミ Aチーム 

（発表順） 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 

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 吉田ゼミ早田チーム 

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 吉田ゼミ長井チーム 

関西学院大学 国際学部 榎本ゼミ 

神戸学院大学 経営学部 柳ゼミ 

龍谷大学 社会学部 久保ゼミ井上チーム 

龍谷大学 社会学部 久保ゼミ阿部チーム 

大阪成蹊大学 マネジメント学部 桃李 Aチーム 

神戸大学 発達科学部 長ヶ原ゼミ 

 

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 片上ゼミ澤田チーム 

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 片上ゼミ山本チーム 

同社社大学 スポーツ健康科学部 二宮ゼミ 

和歌山大学 観光学部 出口ゼミ 

和歌山大学 観光学部 竹林ゼミ 

和歌山大学 経済学部 厨子ゼミ 

大阪体育大学 体育学部 冨山先生/レクⅢチーム 

大阪国際大学 人間科学部 船越ゼミ 

近畿大学 経営学部 高橋ゼミ A チーム 

近畿大学 経営学部 高橋ゼミ B チーム 

 

     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 
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□12月 2日（火）インターカレッジコンペティション 2014予選、決勝（第 4回） 

＜予選＞ 

 時間：9：30～13：30 

 

 場所：大阪大学中之島センター 702講義室、703講義室 

 

     審査員：日本生命保険相互会社         桑畠滋氏 

        西日本電信電話株式会社        大石直氏 

        関西ＷＭＧ２０２１準備委員会事務局  村上元信氏 

        関西ＷＭＧ２０２１準備委員会事務局  東直也氏 

        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 

        学生審査員（各チーム代表） 

 

        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学生のウエイトで集計。 

        

参加チーム：びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 吉田ゼミ 早田チーム 

（発表順） 関西学院大学 国際学部 榎本ゼミ 榎本ゼミチーム 

近畿大学 経営学部 高橋ゼミ Happy Tourismチーム 

関西大学 人間健康学部 西山ゼミ B「同窓会」チーム 

和歌山大学 観光学部 出口ゼミ 出口ゼミチーム 

龍谷大学 社会学部 久保ゼミ 井上チーム 

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 片上ゼミ チーム山居 

和歌山大学 経済学部 厨子ゼミ 厨子ゼミチーム 

立命館大学 スポーツ健康科学部 長積ゼミ 長積ゼミチーム 

大阪成蹊大学 マネジメント学部 植田ゼミ 植田ゼミチーム 

大阪国際大学 人間科学部 船越ゼミ 船越ゼミチーム 

 

神戸学院大学 経営学部 柳ゼミ 柳ゼミチーム 

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 片上ゼミ 澤田チーム 

大阪成蹊大学 マネジメント学部 桃李チーム 

龍谷大学 コミュニティマネジメント学部 久保ゼミ 阿部チーム 

関西大学 人間健康学部 西山ゼミ A「食と文化」チーム 

和歌山大学 観光学部 竹林ゼミ 竹林ゼミチーム 

近畿大学 経営学部 高橋ゼミ Flud Kraftチーム 

龍谷大学 経営・経済・政策・法学部 松永ゼミ 松永ゼミチーム 
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関西大学 人間健康学部 西山ゼミ C「家族ゲーム」チーム 

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 吉田ゼミ 長井チーム 

神戸大学 発達科学学部 長ヶ原ゼミ スポーツプロモーション研究室チーム 

和歌山大学 教育学部 彦次ゼミ 彦次ゼミチーム 

 

2部屋を使い各チームから 10分間のプレゼン。採点は部屋ごとに総得点の高い 2チーム  

が決勝進出。 

    出席者：133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：早稲田大学 スポーツ科学学術院 原田 宗彦氏                                                                                                                                                                                           

    徳島県 県民環境部文化スポーツ立県局長 小笠原 章氏 

    （一社）アスリートネットワーク 理事 巽 樹理氏 

    関西広域連合 本部事務局長 中塚 則男氏 

    （一社）関西経済同友会 常任幹事、 

株式会社三井住友銀行 代表取締役副頭取 蔭山 秀一氏 

    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 

    日本生命保険相互会社 代表取締役副会長 加藤 貞男氏 

 

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 
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審査結果： 

＜最優秀賞＞  

関西学院大学 国際学部 榎本ゼミ 榎本ゼミチーム 

「民宿斡旋プロジェクト」 

＜関西経済同友会賞（審査員特別賞）＞ 

立命館大学 スポーツ健康科学部 長積ゼミ 長積ゼミチーム 

「アパートの空き部屋・空き家を有効活用した宿泊コスト減と、 

それに伴う観光客インバウンドの増加」 

＜関西WMG 2021組織委員会賞（審査員特別賞）＞ 

関西大学 人間健康学部 西山ゼミ A「食と文化」チーム 

「祭り～スポーツ+文化（食・伝統）～」 

＜スポーツコミッション関西賞（審査員特別賞）＞ 

びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ学部 片上ゼミ 澤田チーム 

「リサイクルを目的としたエコステーション運営によるゴミ削減とエコ意識の醸成」 

 

＜ネクストジェネレーション賞（特別賞）＞ 

近畿大学 経営学部 高橋ゼミ Happy Tourismチーム  

神戸大学 発達科学部 長ヶ原ゼミ スポーツプロモーション研究室チーム 

＜プレゼンテーション賞（特別賞）＞ 

和歌山大学 観光学部 出口ゼミ 出口ゼミチーム 

関西大学 人間健康学部 西山ゼミ C「家族ゲーム」チーム 

 

出席者 149名（会員、学生、審査員、マスコミ含む） 

 


