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Unityユースクリエイターカップとは
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Unityユースクリエイターカップは全国の高校生や高専生、および

小・中学生によるゲーム開発の全国大会です。

2021年で通算8回目の開催となりました。

近年は中学生以下の参加者・受賞者も増加していることから

大会名やロゴを一新するとともに、ご協賛を集める運びとなりました。



開催概要
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大会は新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑みて

オンライン形式で行われる予定です。

参加者は開発した作品（ゲーム）をオンラインで提出し、

各審査員は自宅または職場で予選審査を行います。

12月12日の本選では司会と審査員のみが会場に集まり、

Zoomを使ったビデオ通話で参加者との質疑応答や表彰式が

行われます。



開催日程
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5月中旬 正式発表＆Web公開

8月31日 作品提出締切

9～11月 1次審査・2次審査

12月12日（日） プレゼン発表会本選・表彰式

12月13日（月） 大会結果速報を公開

12月下旬 リモートでの大会関係者懇親会

2022年1月下旬 大会結果詳細・受賞者インタビューを公開



前回（2020年度）大会
開催実績



開催データ
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エントリー数 153チーム

有効作品数 121作品

参加学校数 94校

ライブ配信最大視聴者数
348名（YouTube Live）
561名（Twitter Live）

YouTube累計視聴回数
※イベント終了の3日後

5,487回



YouTube視聴者アンケート結果
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回答数

79件



視聴者アンケート結果
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【年齢層】 【回答者区分】



視聴者アンケート結果
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【Unity使用歴】 ※一般視聴者のみ（57名）

※10代視聴者のみ（14名、出場者除く）



視聴者アンケート結果
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【イベント全体に対するご意見・ご感想（抜粋）】

とても楽しかったです。自分でもゲームを作っていますが、学生さんのパワフルで楽しい作品をみてもっと頑張らない
といけないなと思いました。楽しい時間をありがとうございました。

発想が大人と違っていて面白く感じました。会社で企画を検討しても市場にあるようなものしか生まれなかったので、
こういうイベントで発想のヒントがもらえると見ている側からしてもありがたいです！

本当に素晴らしい大会だと思って見ています。自分が中高生の頃にこういう大会があったらどれだけ熱中できたことか
……。これからも末永く続けていただきたいです。陰ながら応援しております。

今回初めて本選の様子を拝見したのですが、全作品ともクオリティが本当に高いですし、それだけじゃなく、審査員方
の質疑応答やフィードバックの質が本当に高くて、素直に素敵だなぁと思いました。



大会エントリー者アンケート結果
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回答数

38件



大会エントリー者アンケート結果
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【性別】 【Unityをどこで知りましたか？】

文化祭やイベント等でたまたま知った(0.00％)



大会エントリー者アンケート結果
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【作品を開発したメインのパソコンのスペックを教えてください。】

Windows 7(0.00％)

Windows 8(0.00％) OS CPU
Pentium(0.00％)

Core 2 

Duo(0.00％)

Core 2 

Quad(0.00％)

メモリ GPU



大会エントリー者アンケート結果
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【Unityインターハイに賞品（賞金は除く）があるとしたら、どんなものが欲しいですか？】

花束、フラワーボックス(0.00％)

その他(0.00％)



本選当日の様子（2020）

15

プレゼン発表会本選はYouTube Liveにて行う予定です。

2020年大会の様子はWebサイトおよびYouTubeにて公開しております。



ご協賛プラン一覧
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プラン 価格
※税別

枠数 ロゴ掲出 CM 企業賞
企業賞受賞者

1 on 1
Zoom

参加者への
メッセージ

掲載
特別講演

アセット提供＆
応援メッセー

ジ掲載

プラチナ 100万円 1 ✓（大） 60秒 ✓ ✓ ✓ 5分 ASK

ゴールド 70万円 3 ✓ 60秒 ✓ ✓ ✓ 2分 ASK

シルバー 30万円 5 ✓ 30秒 ASK

ブロンズ 10万円 10 ✓

機材協賛 0万円 1 ✓ 30秒 ASK ASK ASK



ロゴ掲出
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Webサイトに企業ロゴを掲出します。

（プラチナプランのみ）

配信会場では司会のバックにロゴの入ったバナーを設置します。



CM
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12/12のプレゼン発表会本選で、発表と発表の間にCMを放映します。

時間
プラチナ：最大60秒
ゴールド：最大60秒
シルバー：最大30秒

放映回数

本選開始前：1回
第1グループ終了後：1回
第2グループ終了後：1回
第3グループ終了後（表彰式前）：1回

ファイル形式 MP4、MOV



企業賞／参加者へのメッセージ掲載
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作品を審査いただき、スポンサー企業賞という形で賞を授与しま

す。

＜企業賞の設置＞

Web上でスポンサー企業賞があることを明示し、賞品内容と、スポンサーからのメッセージ（応援や審査基準な

ど）を掲載します。

＜作品審査＞

約110～140作品が提出され、うち約40作品が1次審査通過となる予定です。全ての作品を審査しても、1次審

査通過作品から審査いただいても構いません。審査用のファイルが入ったPCをお貸し出しします。

＜企業賞の授与＞

プレゼン発表会本選では司会から賞の授与をアナウンスさせていただきます。

また、Web上で受賞理由を記載いたします。

本選審査と並行して行われますので、他のアワードやスポンサー企業賞の作品と重複する可能性があることを

ご了承ください。

＜賞品＞

上限約10万円相当までの賞品をご用意願います。（内容は要相談）



企業賞の審査スケジュール
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9/20頃に約140作品をプレイできる審査用PCをご用意します。

その後、本審査側では10月中旬に約40作品、11月中旬に12作品に絞り込まれ、情報を共有します。

企業賞は全ての提出作品からお選びいただいても、1次/2次審査通過作品からお選びいただいても構いません。

約120作品

1次審査後・約40作品

2次審査後・12作品

9/1 12/110/1 12/3111/1 12/129/20

本選当日

選出締切・審査PCご返却

企業賞
発表

審査PCお貸出



企業賞に関する補足
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＜賞品＞

上限約10万円相当までのものをご用意ください。

• 1チームは1名から最大3名の代表メンバーで構成されます。賞品をチームリーダーのみとするか、最大3名にお送りするかは事前にご確

認願います。

• 賞金や金券はご遠慮ください。

• 実体のないデータでもお受けいたします。

• 自社製品であれば10万円を超えるものでもお受けする場合がございます（例：PCメーカーによるPCやソフトウェアメーカーによるライセ

ンス等）。詳しくはご相談ください。

• 賞品は運営事務局でお預かりのうえ、受賞者のご自宅（または本人のメールアドレス）へ発送させていただきます。

• トロフィーや賞状を運営事務局でご用意することはいたしません。ご了承ください。

＜賞の対象＞

基本的に1作品とさせていただいていますが、どうしても対象を増やしたい場合にはご相談ください。

＜賞の重複＞

他の企業賞や本審査での受賞と重複を認めるか、重複しないようにしたいかは事前にお知らせください。

＜受賞理由＞

200～400字で受賞理由をご用意ください。

受賞理由は12/12時点で受賞者にお伝えしますが、Webサイトで一般に公開されるのは2022年1月下旬となります。



企業賞受賞者 1on1 Zoom
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企業賞の受賞者（チーム）との1on1のZoom対話の場をご用意し

ます。受賞のお祝いや理由とともに、自社サービスや活動について

紹介するなどご自由にお話しください。

＜対話時間＞

最大1時間程度としてください。

＜日程＞

プレゼン発表会本選終了後（12月中旬～下旬）を予定しています。

詳しい日程についてはUnityユースクリエイターカップ運営事務局が間に入って調整いたします。

＜対話の参加者＞

数名程度であれば人数制限はありません（5名を超えるようならご相談ください）。

Unityユースクリエイターカップ運営事務局（ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンスタッフ）も1-2名同席させてい

ただきます。



特別講演
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12/12のプレゼン発表会本選で、表彰式直前の休憩時間に

事前に録画された特別講演を上映します。

時間
プラチナ：最大5分
ゴールド：最大2分

ファイル形式 MP4、MOV

録画方法
A）ご自身で録画・編集して用意する
B）所定の日時にUnityオフィスにお越し
いただき、プレゼン等を録画する

※Unityオフィスにお越しいただいて

録画することも可能です。



アセット提供＆応援メッセージ掲載
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参加者向けにアセットのご提供および応援メッセージ掲載を行います。

＜アセット提供＞

Unityでのゲーム開発に活用できる素材データ、音源、フォント、ツールやソ

フトウェア等をご提供いただき、参加者が自由に使えるようにします。

※詳しくはお問い合わせください。

＜応援メッセージ掲載＞

アセットの説明やプロモーションを兼ねた応援メッセージをWeb上に掲載し

ます。



機材協賛
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審査やイベントで使われるPCをお貸し出しいただく協賛プランです。

＜必須条件＞

13～15インチ程度のノートPC

OS: Windows 10

マウス、キーボード付属

モニタ約10台

＜スペック目安＞ ※2020年に使われたPCのスペックです。

CPU: Intel Core i7-7700

グラフィックボード: GeForce GTX1060 6GB

メモリ: 8GB

ストレージ：SSD500GB＋HDD2TB

＜貸出期間＞

2021年8月20日頃 ～ 2021年12月20日頃



お問い合わせ
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お申込みはフォームより受け付けております。

http://urls.unity3d.jp/uycc-2021-sponsorship

ご協賛についてご不明点などあればZoomでお打ち合わせいたしますので

お気軽にお声がけください。

Unityユースクリエイターカップ運営事務局

uycc@unity3d.co.jp

http://urls.unity3d.jp/uycc-2021-sponsorship
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Thank you. 
#Unity杯


