
『UNIVAS AWARDS 2022-23』 最優秀賞/優秀賞/入賞の受賞者および受賞団体一覧

1. マン・オブ・ザ・イヤー（25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

<最優秀賞 1名> 文部科学大臣賞

氏名（敬称略）

老野 祐平 帝京平成大学 男子柔道部

<優秀賞 7名>

氏名（敬称略）

安立 雄斗 福岡大学 陸上競技部

新井 啓太 青山学院大学 体育会水泳部

川元 莉々輝 立命館大学 男子陸上競技部

田村 圭梧 山梨学院大学 ホッケー部

仲村 太一 桜美林大学 弓道部

松井 謙 日本体育大学 レスリング部

山﨑 優希 広島経済大学 陸上競技部

<入賞 16名>

氏名（敬称略）

池下 航和 環太平洋大学 陸上競技部

今林 武志 大阪大学 体育会スポーツチャンバラ部

大塚 駿平 新潟医療福祉大学 ダンス部

大西 千匡 日本体育大学 少林寺拳法部

川中 健介 東海大学 ボディビル部

熊坂 光貴 国士舘大学 柔道部（男子）

佐田 征義 順天堂大学 陸上競技部

土山 雄大 名城大学 ハンドボール部

西岡 隆成 近畿大学 トランポリン

野口 恭佑 九州産業大学 硬式野球部

田中 友貴 愛知学院大学 男子バレーボール部

藤原 寛人 中央大学 陸上競技部

松田 康希 関西大学 体育会テニス部

村尾 三四郎 東海大学 男子柔道部

山本 大智 朝日大学 自転車競技部

山本 奨人 佛教大学 硬式野球部

ユエン 賢 早稲田大学 野球部

『UNIVAS AWARDS 2022-23』のすべての部門において最優秀賞、優秀賞、入賞の受賞者が決定しました。また「マ

ン・オブ・ザ・イヤー」「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」「パラアスリート・オブ・ザ・イヤー」の最優秀賞には文部

科学大臣賞、「スポーツ統括部局/SA賞」の最優秀賞にはスポーツ庁長官賞が授与されました。

所属

所属

所属
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2. ウーマン・オブ・ザ・イヤー（24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

<最優秀賞 1名> 文部科学大臣賞

氏名（敬称略）

入江 聖奈 日本体育大学 ボクシング部

<優秀賞 7名>

氏名（敬称略）

木下 鈴花 日本体育大学 ボクシング部

古賀 ひより 環太平洋大学 柔道部

鶴岡 由梨奈 早稲田大学 ヨット部

永井 ひかり 朝日大学 体育会相撲部

三原 舞依 甲南大学 フィギュアスケート部

宮道 りん 日本体育大学 レスリング部

山崎 莉奈 福岡大学 なぎなた部

<入賞 16名>

氏名（敬称略）

青野 朱李 山梨学院大学 陸上競技部

石川 さくら 長崎国際大学 女子硬式テニス部

石堂 陽奈 環太平洋大学 陸上競技部

大津 萌々 武庫川女子大学 競技スキー部

櫻井 つぐみ 育英大学 レスリング

白石 怜佳 立命館大学 トライアスロン部

滝川 聖奈 九州産業大学 テコンドー

玉置 菜々子 国士舘大学 陸上競技部

多屋 友布里 早稲田大学 スポーツチャンバラ剣隼会

津田 萌咲 新潟医療福祉大学 水泳部

中川 つかさ 東海大学 体育会女子バレーボール部

中尾 あゆみ 青山学院大学 陸上競技部短距離ブロック

野田 紗月 近畿大学 洋弓部

藤山 唯月 九州国際大学 剣道部

宮部 愛芽世 東海大学 体育会女子バレーボール部

山口 光 順天堂大学 陸上競技部

所属

所属

所属

2 / 8 ページ



3. パラアスリート・オブ・ザ・イヤー（8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

<最優秀賞 1名> 文部科学大臣賞

氏名（敬称略）

近藤 薫 岐阜協立大学 水泳部

<優秀賞 4名>

氏名（敬称略）

内田 峻介 大阪体育大学 アダプテッド・スポーツ部

梅本 綾也華 京都産業大学 女子バレーボール部

梅本 沙也華 京都産業大学 女子バレーボール部

藤原 芽花 佛教大学

<入賞 3名>

氏名（敬称略）

知野 光希 新潟医療福祉大学
新潟WBC（新潟車いすバスケットボー

ルクラブ）

森崎 可林 立命館大学

由井 真緒里 上武大学 水泳部

4. サポーティングスタッフ・オブ・ザ・イヤー（18名）

表彰内容: 運動部学生や運動部を支える活躍をした学生を表彰する

<最優秀賞 2名>

氏名（敬称略）

元野 里音 早稲田大学 スキー部

持田 温紀 中央大学 サッカー部

<優秀賞 5名>

氏名（敬称略）

篠澤 知英 桜美林大学 弓道部

住田 さくら 明治大学
体育同好会連合会スポーツチャンバラ

部碧剣会

髙橋 諒 環太平洋大学 硬式野球

中村 真優子
一般社団法人日本フライングディスク協会

東京学芸大学

アルティメットフリスビーサークル

BIG APPLE

割田 樹 新潟医療福祉大学 男子サッカー部

<入賞 11名>

氏名（敬称略）

安徳 颯人 専修大学 剣道部

柏 玲花 武庫川女子大学 競技スキー部

川田 真広 北陸大学 卓球部

近藤 みのり 愛知大学 準硬式野球部

中野 竜志 甲南大学 体育会硬式野球部

中村 太志 名城大学 硬式野球部

平井 快樹 山梨学院大学 ホッケー部

宮内 郁美 近畿大学 近大スポーツ編集部

宮崎 太陽 北陸大学 卓球部

宮本 ことみ 法政大学 野球部

山口 菜々子 立命館大学 体育会ラグビー部

所属

所属

所属

所属
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5. スポーツマンシップ・オブ・ザ・イヤー（10名）

表彰内容: スポーツマ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>該当なし

<優秀賞 5名>

氏名（敬称略）

麻生 樹 九州国際大学 ウエイトリフティング部

岡田 恵里佳 立命館大学 柔道部

田村 嶺奈 國學院大學
体育連合会スポーツチャンバラ部

武刀会

船田 茜理 武庫川女子大学 陸上競技部

松崎 裕樹 東海大学 男子バスケットボール部

<入賞 5名>

氏名（敬称略）

伊豫田 達弥 順天堂大学 陸上競技部

河野 甲斐 近畿大学 硬式庭球部

進藤 勇也 上武大学 硬式野球部

田口 涼太郎 近畿大学 硬式庭球部

森重 航 専修大学 スピードスケート部

6. ルーキー・オブ・ザ・イヤー（11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

<最優秀賞 1名>

氏名（敬称略）

金城 愛莉 横浜国立大学 スポーツチャンバラ翔剣会

<優秀賞 6名>

氏名（敬称略）

天野 開斗 東海大学 男子柔道部

小野 颯大 山梨学院大学 ホッケー部

清岡 もえ 育英大学 女子レスリング

林 七実 甲南大学 体育会女子陸上競技部

前田 陽向 環太平洋大学 陸上競技部

政野 志歩 青山学院大学 陸上競技部（短距離ブロック）

<入賞 4名>

氏名（敬称略）

清水 杏夏 新潟医療福祉大学 陸上競技部

髙木 藍 順天堂大学 体操競技部

田中 蓮 九州産業大学 水泳部（フィンスイミング）

正木 友海 東海大学 ライフセービングクラブ

所属

所属
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7. アルムナイ・オブ・ザ・イヤー（1名）

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 1名>

氏名（敬称略）

川淵 三郎

8. コーチ・オブ・ザ・イヤー（16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

<最優秀賞 1名>

氏名（敬称略）

松本 慎吾 日本体育大学 レスリング 部長兼監督

<優秀賞 2名>

氏名（敬称略）

小澤 翔 東海大学 男子バレーボール部 監督

片桐 夏海 環太平洋大学 女子柔道 コーチ

<入賞 12名>

氏名（敬称略）

伊丹 康治 羽衣国際大学 硬式野球部 監督

伊東 太郎 武庫川女子大学 陸上競技部 副部長兼監督兼跳躍コーチ

井上 翼 西日本工業大学 バドミントン部 監督・顧問

品田 直宏 環太平洋大学 陸上競技部 監督

竹山 瑞恵 九州産業大学 水泳部（フィンスイミング） 監督

千丸 大葵 立命館大学
立命館大学スポーツチャンバラサーク

ル、龍谷大学龍刃会 コーチ

豊田 昇平 中央大学 男子バレーボール 監督

長門 俊介 順天堂大学 長距離ブロック 駅伝監督

柳川 美麿 育英大学

女子レスリング レスリング部部長・監

督/教育学部学部長/学生支援部長（教

授）

山本 貴司 近畿大学 水上競技部 監督

吉永 慎也 国士舘大学 柔道部（男子） 監督

若月 弘久 新潟医療福祉大学 男子バスケットボール部 監督

<特別賞 1名>

山口 修一郎 立命館大学 体育会ホッケー部 総監督

9. マイナビ賞「人材育成支援に関する優秀取組賞」（7団体）

表彰内容: 運動部活の人材育成支援における先進的な取組みを表彰する

<最優秀賞 1団体>

団体名

八戸学院大学

男子ラグビー部・女子ラグビー部
DC ONLINE for TEAM（デュアルキャリア支援セミナー）

<優秀賞 2団体>

団体名

名城大学

武庫川女子大学

スポーツセンターウエルネス館
学生インストラクターによる実践的なプログラムの実施

<入賞 4団体>

強化クラブ等新年度ガイダンス

所属

所属

所属

取組名

取組名

早稲田大学卒業
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団体名

朝日大学

体育会所属各部

長崎国際大学

男子・女子テニス部

長崎国際大学

男子・女子バレーボール部

立命館大学

×スポーツ強化オフィス

大学部活動＝競技力向上＋地域スポーツ振興活動＋貢献活動（寄付金）＝「スポー

ツ系社会人基礎力」人材育成

大学部活動＝競技力向上（インカレ男子・女子ベスト16）＋地域スポーツ振興活

動：4件＋九州学連リーグ戦における大会運営サポートとリーグ戦誘致による地元

経済活性化＝「スポーツ系社会人基礎力」人材育成

教養プログラム

取組名

『「体育会キャリア通信」の運用』及び『体育会学生（内定者）を活用したキャリ

ア支援企画の実施 』
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10. KEIアドバンス賞「学修支援に関する優秀取組賞」（3団体）

表彰内容: 運動部学生に対する学修支援における先進的な取組み事例を表彰する

<最優秀賞 1団体>

団体名

羽衣国際大学 羽衣学生アスリートGPA向上プラン（AGP)

<優秀賞 2団体>

団体名

環太平洋大学体育会学生本部

甲南大学体育会サッカー部 サッカー部の文武不岐班における学修支援体制の構築

11. MS&AD賞「安全確保に関する優秀取組賞」（4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

<最優秀賞 1団体>

団体名

福岡大学 大学1年生アスリートを対象とした非観血的潜在性貧血調査

<優秀賞 2団体>

団体名

城西大学 陸上競技部 日本医療科学大学コンディショニングサポート

武蔵丘短期大学

<入賞 1団体>

団体名

新潟医療福祉大学 栄養サポート部

12. KDDI賞「大会・プロモーションに関する優秀取組賞」（6団体）

<最優秀賞 1団体>

団体名

西日本工業大学 バドミントン部

<優秀賞 2団体>

団体名

関西大学 第45回 総合関関戦における多種目同時LIVE配信

一般社団法人日本フライングディス

ク協会
大学生・社会人競技者と協働した持続可能性の高いライブ配信体制の構築

<入賞 3団体>

団体名

中央大学

名城大学

福岡大学

体育会勉強会

運動部活動安全安心の共有

「食・栄養」を通じた健康サポート

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秀取り組み事例を表彰す

る

ICT×Badmintonの普及と深化

学内におけるスポーツプロモーション

学生三大駅伝を契機としたオンライン・パブリックビューイング活用による中大ス

ポーツ応援ムーブメントの醸成

大学スポーツの普及や活性化、集客・応援促進のためのプロモーション整備

取組名

取組名

取組名

取組名

取組名

取組名

取組名

取組名
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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

<最優秀賞 1団体> スポーツ庁長官賞

団体名

早稲田大学 競技スポーツセンター 早稲田スポーツBEYOND125プロジェクト

<優秀賞 2団体>

団体名

中京大学 スポーツ振興部 産学連携によるスポーツ強化－CHUKYO6SPORTS－

武庫川女子大学 スポーツセンター 吸水ショーツを活用した「スポーツと生理の問題」への取り組み

<入賞 4団体>

団体名

長崎国際大学

スポーツ支援・振興室

羽衣国際大学

食物栄養学科・スポーツ振興課
スポーツ栄養学的補食の開発と強化クラブ選手への提供

福井工業大学

クラブ活動支援センター
有意義な学生生活の実現に向けたシンカし続ける支援

福岡大学

社会連携センター事務室
福岡大学スポーツ・健康まちづくりコンソーシアム

*各賞ごとの受賞者・受賞団体の並びは、応募書類の受付順です

SAにおける「大学、地方公共団体、強化指定部」との連携による「大学スポーツ」

をいかした「地域スポーツ振興活動他」について

取組名

取組名

取組名
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