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⽇本の⼤学スポーツにも
NCAAのような

活気を！

私たちが⾏いたいことは…
緒⾔



そもそもNCAAとは？

全⽶⼤学の2300校中1200校が
加盟している

⼤学スポーツ統括組織 

※⼤学のスポーツクラブ間の連絡調整・管理など、
さまざまな運営⽀援などを⾏う 



しかし、今の⽇本には

⼤学スポーツの統括組織は

無い。 



105,330⼈

54,090⼈



5,850⼈

300⼈



9,927⼈

21,916⼈



学⽣だけでなく
多くのファンに

⽀えられている
	



⼀⽅⽇本は…

愛校⼼のある割合、
41%

マイナビ学⽣の窓調べ  ⼤学⽣395⼈ 2017年6⽉



・地域の中で⼤学スポーツを応援しようという
 ⾵潮ではない
・⽶国と同規模の組織を作るには予算が⾜りない
・地域市⺠や社会のサポートが不⾜している
・⼤学スポーツへの世間⼀般の関⼼の低さ

でも今、⽇本にはNCAAを作るには…

これらの問題を抱えている！

現状



⽇本の独⾃のあり⽅が
必要！？

	

つまり、
NCAAを設⽴するには

	

現状



⽇本版NCAA設⽴にあたり
どのような⾔及をされている？

スポーツ市場規模 5.5 兆円を 2020 年に 10 兆円，2025 年に 15 兆円へ拡⼤。
スポーツツーリズム関連消費額を 2,204 億円→3,800 億円へ拡⼤。 
スポーツは共⽣社会や健康⻑寿社会の実現，経済・地域の活性化に貢献できる。
スポーツ指導者、スポーツ団体、保護者及び学校は、⽬先の⼤会等の結果のみに
とらわれることなく、スポーツキャリア全体を含めた⻑期的な視点に⽴ってアス
リートを育てていくことが必要。

トップアスリートとしての経験を有する優れたスポーツ指導者を学校の体育に関
して活⽤することは、児童⽣徒がスポーツに親しむ態度を涵養するにあたり⾮常
に有意義であると考える。（中略）今後、スポーツ指導者を活⽤する際の円滑な
受け⼊れに向けて体制を整える必要がある。

現状

引⽤元：
第2期スポーツ基本計画概要
（http://www.mext.go.jp/prev_sports/comp/a_menu/sports/micro_detail/__icsFiles/
afieldfile/2017/03/23/1383656_001.pdf）
7.スポーツ界における好循環の創出に向けたトップスポーツと地域におけるスポーツとの連携・
共同の推進 ⽂部科学省
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1319060.htm）



つまりまとめると…

１：新市場開拓
２：⼤学⽣のキャリア⽀援
３：地域における
  ⼤学スポーツ興隆

現状



実は⽇⽶のスポーツ予算にはこんなに違いがある！
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⽇本の年間スポーツ予算

⽶国NCAA年間予算

　　	

¥309,098,177   

※参照 2015-2016 NCAA Finances (http://sports.usatoday.com/ncaa/finances)
     スポーツ庁『平成30年度概算請求主要事項』
(http://www.mext.go.jp/sports/a_menu/kaikei/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/01/12/1381000_01_2.pdf)

\40,235,366

※10⽉18⽇23時現在

(千円)



　　　　　　　  質問内容 　　　　　結果

⾼校スポーツを応援しているか
はい:74.8%

いいえ:25.2%

⾃分の地元の⾼校が出場しているスポーツ
⼤会を応援したいか

はい:84.4%
いいえ:15.6%

⼤学スポーツを応援しているか
はい:66.2%

いいえ:33.8%

⾃分の地元の⼤学が出場しているスポーツ
⼤会を応援したいか

はい:65.6％
いいえ:34.4％



 

②世間⼀般の⼤学スポーツに対する
 ・応援をしたくなる雰囲気づくり

・認知度を⾼める
 ・地域社会との関わりを強化する

①⽇本版NCAAの予算の確保	

提⾔



私たちが解決のために⾏いたいことは…

①
⼤学スポーツの全国⼤会における

スポーツくじの導⼊
②

同⼤会にて併せて
スポーツ教室の実施

具体案



引⽤元：toto公式サイト（http://www.toto-dream.com）

⼤学サッカーの総理⼤⾂杯及び
インターカレッジにtotoとBIGの
システムを導⼊

具体案1



なぜサッカー？
…現在の法律では、スポーツくじはサッカー
 のみに限定されている

…全国規模で⾏う⼤学サッカー⼤会が
この２つのみ

なぜ総理⼤⾂杯とインターカレッジ？



このくじは、総理⼤⾂杯及びインターカレッジの決勝トーナメントにおいて実施する。
トーナメントの2回戦以降の対戦の組み合わせと勝敗を予想する。�
勝敗の選択肢は4つあり、90分での勝ちと負け、�
あるいは延⻑戦（PK戦も含む）での勝ちと負けのいずれかを予想し選択する。�

引⽤元：JFE.jp『第41回総理⼤⾂杯全⽇本⼤学サッカートーナメント』
(http://www.jfa.jp/match/prime_minister_cup_2017/schedule_result/pdf/Tournament.pdf)
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90分以内	

勝	 負	

勝	 負	

延⻑戦(PK含)	

勝	 負	

勝	 負	

90分以内	

延⻑戦(PK含)	

A or B	 C or D	



引⽤元：JAPAN SPORT COUNCIL (http://www.jpnsport.go.jp/)



・１等：すべての勝敗の決まり⽅と組み合わせが⼀緒

・２等：組み合わせは全て⼀致しているが、
    勝敗の決まり⽅が1つ異なる場合
・３等：勝敗の決まり⽅は全て⼀致しているが、
    組み合わせが１つ異なる場合

１等：配当⾦のうちの75％
２等：配当⾦のうちの15％
３等：配当⾦のうちの10％

１等が出なかった場合は
次回にキャリーオーバー



A B	 C	 D

90分以内	

勝	 負	

勝	 負	

延⻑戦(PK含)	

勝	 負	

勝	 負	

90分以内	

延⻑戦(PK含)	

A or B	 C or D	



      ⼋百⻑の防⽌のため、
⼤会に出場するチームの部員、コーチ、監督、

その他⼤会関係者、19歳未満も購⼊不可。	

販売ルール�
1⼝100円と300円
＊予想可能なtotoは100円、
 ランダムなBIGは300円	



過去
• H19年にBIGを導⼊して上昇したスポーツくじの

売上のデータを参考とする。

対策
• ⾃分で組み合わせと勝敗を予想できるtotoの⽅式と、機械

に全てを委ねるBIGの⽅式の双⽅を採⽤する。

未来
• 誰でも簡単に始められることから、⼤学サッ

カーに興味ない⼈も取り込む事が可能となる。



売上⾦の使い⽅

配当⾦ 経費 スポーツ助成 国庫納付⾦

50％

14％

24%

12%

引⽤元：JAPAN SPORT COUNCIL 『スポーツくじについて』 
http://www.jpnsport.go.jp/sinko/josei/tabid/61/Default.aspx



2001年の第1回売上⾦額は…
7653万600円

2017年第960回売上⾦額は…
12億5124万7200円

・続けていくことで利益が拡⼤！
・予算の確保に繋がる！



私たちの考える
スポーツ教室による”地域貢献”

とは！？

⻘少年の成⻑を促す
＋

多くの種類のスポーツについて
選⼿と共に「みる・する」機会創出	

↓
”⼤学と地域の⼤⼈や⼦どもを

つなぐこと”	

具体案2



したい!

代表の
活躍

観戦
応援

選⼿の育成強化



ボランティア部

NCAA

体育会学⽣
指導スタッフ

⼀般学⽣
運営スタッフ



全国の⼤学に存在する体育会の競技



ちょっとした運動も…

選⼿との座談会



スポーツ教室の対象者
   ⼩・中⾼⽣（約100名）　　　　　　　　　　　	



NCAAボランティア部で活動を⾏うと…

②デュアルキャリア育成
①⼤学の単位の付与

ü  将来教員になりたい学⽣にとって
 実際に教えられる機会に！
ü  学⽣の⼈格・キャリア形成にも
 寄与できる！



⼤学スポーツ興隆の第⼀歩！

応援の輪を広げる

当事者の⼤学⽣が活動



応援の⽇常化

スポンサー
スポーツの
しやすい環

境

⼤学スポーツの
付加価値

=応援したくなる
⼟台形成

集客が⾒込める
コンテンツ化

メディア収⼊を
u 設備投資

u アスリートの⼈格形成
に充てる⼤学スポーツの

価値向上！

まとめ



まとめ

１：新市場開拓
２：⼤学⽣のキャリア⽀援
３：地域における
  ⼤学スポーツ興隆



参考⽂献
・笹川スポーツ財団 スポーツ⽩書2017 スポーツによるソーシャルイノベーション
 
・笹川スポーツ財団 スポーツライフ・データ2016 スポーツライフに関する調査報告書
・スポーツ庁 平成30年度概算要求主要事項
・⻑⾕川誠(2010) ⼤学の地域貢献に関する⼀考察
 〜スポーツによる地域連携に注⽬して〜 佛教⼤学教育学部学会紀要代9号
・⽂部科学省(2017) ⼤学スポーツの振興に関する検討会議最終取りまとめ
 〜⼤学スポーツの価値の向上に向けて〜
・⽂部科学省(2017) スポーツ基本計画(第2期)

・カレッジスポーツとUIで⼤学を強くする (http://high190.hatenablog.com/entry)
・スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (http://law.e-gov.go.jp)
・2015-2016 NCAA Finances (http://sports.usatoday.com/ncaa/finances)
・⽇本スポーツ振興センター （http://jpnsport.go.jp)



画像出典	

・https://sports.yahoo.co.jp/m/column/detail 
 ”明⼤、51年ぶりの優勝を引き寄せた改⾰全⽇本⼤学サッカー選⼿権⼤会”
・http://www.waseda-s.jp “早慶、早明ラグビーと箱根駅伝”
・https://full-count.jp 
 “思わぬ形で脚光を浴びた早慶戦は2⽇間で6万超集客、話題沸騰のポスター裏話”
・http://kyungwookkam.blogspotｊｐ ”ノートルダム⼤学フットボール“
・http://financemgrdprs.hatenablog.com ”仕事はゲームだ“
・http://pippasac.jp ”TwitterやInstagramの表⽰”



ご静聴
ありがとうございました♪

	


