
番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

1 倉石平 Bリーグにおける観戦者に関する一考察－観戦者研究からの示唆－ ジョン　ミニョン

2 倉石平 スポーツ基本法の理想とする運動部活動の在り方と現状の分析 内田　奈央

3 トンプソン　リー　Ａ．韓国と日本におけるSNS書き込みの分析 李　ミンキョン

4 鈴木克彦
2週間のタヒボポリフェノール投与がマウスの疲労困憊運動誘導性の肝障害および肝臓の酸化ス
トレスと炎症反応に及ぼす影響

小口　澄音

5 作野誠一 部活指導員制度の普及に向けた一考察；教員へのインタビュー調査から 鶴田　尚嗣

6 志々田文明 フィギュアスケート競技のルールにおける現代的課題ー観戦者との関係に着目してー 前野　美遊

7 石井昌幸 第二次世界大戦におけるフェンシングが剣道に与えた影響 安部　凌

8 武藤泰明 日本男子バスケットボールの発展と強化に関する考察-中国バスケットボールに着目して 李　庸宇

9 武藤泰明 韓国のeスポーツのビジネスモデル 崔　炯敏

10 堀野博幸 サッカー専用スタジアムが観戦者に与える影響 河　亨錫

11 田口素子 生活環境や生活習慣が高齢者の身体状況に及ぼす影響 相見　悠介

12 田口素子 高校生と大学生スポーツ選手のエネルギー消費量の実態 伊藤　和輝

13 原田宗彦 フットサルコートにおけるサービス・パフォーマンス研究 猪野　秀人

14 奥野景介 ソフトボールの打撃におけるスイングスピード向上のためのウォーミングアップ方法の検討 大内　佳那

15 間野義之 日中青少年スポーツ交流事業の実施状況と今後の展望 大塚　真理華

16 太田 章 キッズラグビーにおける理想的な在り方 大家　大周

17 西多昌規 運動学習における連続練習と分散練習との相違 奥田　悠

18 木村和彦 Xリーグの観客動員数を規定している要因 梶浦　嵩之

19 堀野博幸 ウォームアップが持続時間の短いゲーム能力の発揮へと与える影響 ?垂直跳びに焦点を当てて? 河田　史

20 宝田雄大 野球選手における上肢の筋力左右差と怪我の関係性 工藤　浩輔

21 金岡恒治 着地動作における筋活動・膝関節角度・着地音の関係 桑原　宏太

22 石井昌幸 日米のプロ野球文化比較 ～観客動員とその要因を通して～ 後藤　啓介

23 平田竹男 鉄鋼産業から見た中国及びインド両国の経済比較に関する研究 小谷野　吏

24 中村好男 若年層のプロ野球ファン獲得活動に関する考察と新提案 佐塚　昭彦

25 友添秀則 IoTにおける2020年東京オリンピックのテロリズム対策に関する一考察 白谷　洋樹

26 友添秀則 早稲田大学漕艇部の歴史と発展に関する一考察 竹内　友哉

27 松井泰二 ｢バレーボールにおけるスパイクサーブの動作解析に関する研究｣ 田中　健翔

28 中村千秋 あらゆるテンポにおけるツーバス奏法演奏時の筋活動変化の解明 中橋　昂志

29 太田章 46kgの減量に成功した実体験における体組成変化の分析 難波　聡

30 広瀬統一 東京六大学野球のインターネット視聴者の特性 早川　春菜

31 原田宗彦 日本における女子新体操の普及に関する研究 東山崎　雪乃

32 岡田純一 大学スポーツにおける不祥事の発生要因 廣島　聖也

33 岡田純一 ウエイトリフティング選手の形態と体格に関する考察 細貝　優希

34 石井昌幸 日本とアメリカの野球文化に関する比較研究 前川　陽祐

35 間野義之 小学生のフェンシング競技者増加についての研究～フェンシングクラブに焦点をおいて～ 松山　大助

36 川上泰雄 長距離ランニングが足部アーチ支持組織の形態的・力学的特性に及ぼす影響 溝口　朋裕

37 友添　秀則 スポーツ場面における男性指導者から女子選手へのセクシュアル・ハラスメントのメカニズム 八木　愛莉

38 石井昌幸 トルコサッカーに関する歴史的研究 ヤバシ　チャータイ

39 平田竹男 水球競技におけるゴールキーパーのポジショニングがシューターに与える影響 山田　留唯

40 間野義之 大学生におけるスノーボードの実施実態と実施阻害要因に関する研究 余川　友章



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

41 武藤泰明 社会の一員としての企業とスポーツの力 リ　ソンハ

42 武藤泰明 日本のアメリカンフットボールのメジャー化-国内メジャースポーツと比較して- 青木　夏貴

43 中村好男 日本サッカー発展へ向けたジュニア育成に関する考察～海外の育成システムと比較して～ 秋山　知樹

44 友添秀則 わが国におけるラクロスの普及と歴史に関する一考察 秋山　拓哉

45 広瀬 統一 風呂に入る事で筋肉を温めると筋出力に変化は起きるのか 秋山　陽介

46 金岡恒治 競泳クイックターン開始位置が泳速度に与える影響 阿久津　直希

47 金岡恒治 投球時における胸椎後弯角度と介入トレーニングによる変化 畔上　拓馬

48 田口素子 大学ラグビー部におけるプロテイン摂取に関する一考察 阿達　大地郎

49 松岡宏高 社会人の運動実施頻度と仕事に関する意識の関係性 安達　里奈

50 原田宗彦
スポーツすることへの関与およびプロスポーツチームのファンと地域愛着の研究:「湘南」と
「湘南ベルマーレ」

安部　卓弥

51 間野 義之 マイナースポーツに関する研究 ～ラクロスを対象として～ 阿部　翼

52 間野義之 女子大学生のスポーツ活動と生活満足度の関連に関する一考察―「移行」に着目して― 阿部　凪帆

53 宝田雄大
同好会カテゴリーサッカー選手における心理的競技能力の特徴―　怪我の受傷レベルの影響か
ら　―

阿部　雅哉

54 葛西順一 アイスホッケー選手のシュートスキルに関する研究 新井　遥平

55 鳥居俊 高校生における中学時代の心理的要因が故障に及ぼす影響 荒木　宏太

56 正木宏明 アドラー心理学から見たメンタルトレーニング 有路　友紀

57 木村和彦 19歳～22歳の若年層におけるJリーグの直接観戦者数増加を規定する要因 安藤　大起

58 平田竹男 早慶戦の分析と選手、観客、応援団の三者から考える応援の役割について 飯尾　紗映

59 堀野博幸
2016年度早稲田大学ア式蹴球部の得点傾向に関する研究-大学レベルと世界トップレベルとの比
較-

飯泉　涼矢

60 原田宗彦 スポーツ選手が消費者の購買行動に与える影響―好感度と消費者の性別に着目して― 飯沼　美森

61 広瀬統一 加速度センサーを用いた男子バスケットボール選手の暑熱環境におけるパフォーマンスの検討 井桁　緑

62 寒川 恒夫 早稲田大学水泳部稲泳寮の文化 池水　勇太

63 寒川恒夫 剣道の三所隠しの問題性 勇　大地

64 誉田雅彰 テニスのサービスエースを取るための条件について 石井　陸

65 樋口満 女子ボート選手の体組成と減量に伴うパフォーマンスの関係性 石上　璃奈

66 吉永武史 幼児の発達を促すための限られたスペースにおける運動遊びに関する研究 石川　久美子

67 堀野博幸 サッカーにおける世界強豪国と日本の差を明らかにし、育成指導に役立てるための研究 石川　大貴

68 間野義之 大学生のマラソン・駅伝競技の観戦阻害要因に関する研究 石川　裕一

69 正木宏明 短距離および長距離ランナーの内受容感覚に関する神経活動 石田　裕介

70 武藤泰明 日本の大学スポーツの現状からみる　“日本版NCAA”の創設に関する考察 石田　良知

71 鳥居俊
ブルガリアンスクワット動作時の前脚支持脚の位置による股関節伸展筋および股関節屈曲筋の
筋活動量の変化

石塚　海渡

72 葛西順一
ボート競技の競技力向上における研究-ローイングエルゴメーターでの適切なフォームとパワー
カーブ-

石橋　広陸

73 作野誠一 大学ラグビーサークルにおける練習環境の実態と満足度に関する調査研究 石原　拓郎

74 松岡宏高 プロ野球観戦者の顧客ロイヤルティによるセグメンテーション 磯部　千織

75 松岡宏高 国内体操競技におけるスポンサーシップの現状と企業のスポンサード決定要因 市川　はるひ

76 鳥居俊 小学生サッカー選手における身体特性とシュート速度の関係 一藤　未侑

77 堀野博幸 日本のスポーツ応援文化の形成についての研究:サッカーと野球に着目して 伊藤　康平

78 岡田純一 大学生アスリートに対するメンタルローテーションテスト 伊藤　奨

79 中村好男 現代の若者の煙草に対する意識調査 伊藤　信隆

80 堀野博幸 フィットネスクラブ市場における現状から利用者増加についての対策 伊藤　昌記
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81 彼末一之 肩関節の弛緩が手関節筋の皮質脊髄路興奮性に及ぼす影響 伊藤　優史

82 広瀬統一 トライアスリートにおける暑熱対策の意識調査と心体の継時的変化の検討 稲井　勇仁

83 中村千秋 フィールドホッケーにおける熟練度とドリブルスキルの関係 稲田　くるみ

84 吉永武史 教科体育における「体育嫌い」問題の解決に向けた方策に関する一考察 稲山　菜月

85 広瀬統一 視覚情報がフィールドホッケーのシュート成功本数に与える影響 井上　燦

86 原田宗彦 プロスポーツにおける女性観戦者の観戦動機に関する研究 －アルバルク東京を事例として－ 井上　愛

87 トンプソン　リー　Ａ．
金以外は負けなのか
～日本柔道のオリンピック報道から考える～

井上　稜介

88 松岡宏高 高校運動部活動を通して培われる資質と能力に関する研究～チアダンス部と他運動部の比較～ 猪俣　知佐

89 正木宏明 フィードバック関連陰性電位と運動学習との関係 猪俣　美彩

90 矢内利政 スクーバダイビングのフィンの種類が遊泳速度に及ぼす影響 今井　潤

91 作野誠一 日本男子空手競技の強化に関する一考察ー組手競技のルール変更に着目してー 今尾　光

92 岡浩一朗 受傷アスリートにおいて、他者とコミュニケーションをとることの重要性 今仲　杏奈

93 岡田純一 テニスにおける学生男女と男子プロのサービスの速度と回転数の違いについて 岩崎　歩

94 川上泰雄 ペダリング中の局所的なクランク回転制動が踏力および下肢筋群の筋活動に及ぼす影響 岩田　宗也

95 金岡恒治 女子ラクロス選手における傷害調査 岩田　菜央美

96 松岡宏高 なでしこリーグに対するイメージに関する研究-Jリーグとの比較を用いて- 岩辺　直樹

97 岡 浩一朗 ダンスによって獲得するスキルー生きる力に着目してー 岩本　彩那

98 岡 浩一朗 睡眠と運動とメンタルヘルスの関係性について：文献レビュー 上田　尚徳

99 石井 昌幸 オリンピック開会式のプログラム構成の変遷 上原　温

100 葛西順一 卓球競技における肩と腰の角度変化の分析 上村　慶哉

101 田口素子 クロスカントリースキー競技者におけるコンディション評価の事例的研究 宇田　彬人

102 岡田純一 ウエイトリフターによる各種スナッチハイプルの力学的比較 内門　沙綾

103 彼末　一之 弱い強度の収縮・弛緩が同肢内他筋の活動に及ぼす影響 打越　総太郎

104 彼末一之 バイオリン演奏における右手と左指の協調性について 内田　和憲

105 樋口満 睡眠の質および量と脂質異常症の指標であるコレステロール値の関連 内田　賢人

106 友添　秀則 日本におけるボート競技の普及・発展に関する一考察 内田　達大

107 松岡宏高 プロ野球観戦における飲食消費行動に関する研究 内田　友也

108 寒川恒夫 ハンドボールから派生した競技 内海　菜保

109 誉田雅彰 ピッチに着目したランニングの自動コーチングシステム 宇都　敬汰

110 石井昌幸 2016年リオ五輪でのロシアドーピング問題の歴史的背景に関する研究 江藤　怜央

111 深見英一郎 高校野球の甲子園大会におけるタイブレーク制導入の意義 海老澤　裕太郎

112 彼末 一之 筋の収縮 弛緩が同肢内他筋の活動に及ぼす影響と力発揮レベルの関係 黄田　昌太郎

113 岡田純一 ウエイトリフターにおけるハングパワークリーンの最適負荷 生頼　永人

114 松岡宏高
スポーツ動画がスポーツへの態度と行動意図に与える影響：
母国の卓球選手が活躍する動画について

大川　絢也

115 矢内利政 グラブの重量が投球に与える影響 大住　祐也

116 寒川恒夫
試合観戦契約約款と特別応援許可規程が私設応援団に与えた影響について～私設応援団を取り
巻く環境と団内における様々な考え方の変化の考察～

太田　和輝

117  葛西順一 野球において緩急がついたほうが打者を打ち取りやすいのか 大竹　耕太郎

118 木村和彦
フィンスイミング実施者の開始から現在に至るまでのプロセスの解明～ライフヒストリー分析
を通して～

大槻　海人

119 広瀬統一 テニス選手におけるTFCC損傷患者の練習時間と身体特性 大西　なぎさ

120 松岡　宏高 プロ野球観戦者における座席選択要因 ～座席位置による比較分析～ 大野　望
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121 正木宏明 叱咤激励がパフォーマンスモニタリング機能に及ぼす効果 大野　結衣

122 宝田雄大 ソフトボールにおける投打方向の違いと筋力の左右差の関係性 大庭　由乃

123 武藤泰明 今後の学生スポーツのスポンサーシップについて 大藤　伊織

124 田口素子 イヌリン含有食品の摂取が大学女子長距離選手のコンディションに及ぼす影響 大前　千晶

125 平田竹男 フィギュアスケートファンのロイヤルティとニーズに関する研究 大道　莉々香

126 松岡宏高
大学スポーツにおけるスポンサー企業のブランド認知とスポンサーシップ関係への認知度がそ
の企業の好意度と購買意図に与える影響

大森　葵

127 岡浩一朗 麹菌由来の食品の摂取が便通に及ぼす影響

128 志々田　文明
ヨット競技における全日本インカレで総合優勝するための条件：2014年度-2017年度勝・負因分
析

岡田　奎樹

129 川上　泰雄 運動介入が高齢者の歩行能力および認知機能へ及ぼす影響 尾方　紗良

130 中村千秋 大学女子ラクロスの試合における走パフォーマンスとシュート数の関係 緒方　優花

131 友添秀則
高等学校におけるバスケットボール授業に関する一考察　～シュートとゾーンディフェンスに
着目して～

小川　竜太朗

132 石井　昌幸 スポーツ教育現場におけるジェンダー問題についての研究 奥川　千沙

133 正木宏明 テニスプレーヤーにおけるルーティンの効果 小倉　孝介

134 武藤泰明 なぜ横浜DeNAベイスターズは強いのか

135 田口素子 男子大学生ラクロス選手におけるポジションによる栄養素等摂取状況の違い 小田　啓介

136 岡田純一 学生相撲選手における競技力と身体組成，体力テスト,及び等速性脚筋力との関係性 鬼谷　智之

137 太田章 メディアの動向を探る-2020年東京オリンピックに向けて- 小俣　滉

138 松岡　宏高
e-スポーツがプレイヤーのスポーツに対する関心度に与える影響
～プロ野球をテーマとした携帯ゲームに着目して～

柿久保　玄樹

139 鳥居俊 試合期における大学女子ホッケー選手の疲労因子-恋人の有無による検討- 片柳　陽加

140 礒　繁雄 陸上競技選手の全力疾走中のパフォーマンスと俊敏性テストの関係 加藤　修也

141 寒川恒夫 早慶戦、早明戦の歴史と大学選手権優勝の関係性 加藤　広人

142 誉田雅彰 バレーボール競技におけるデータ分析ソフトの作成 加藤　真理子

143 平田竹男 プロテニス観戦者の観戦動機に関する研究 金澤　千恵

144 宝田雄大 野球の投球動作が肩の等速性筋力に及ぼす影響 神谷　賢人

145 木村和彦
スポーツ観戦を目的とした有料多チャンネル放送・有料動画配信サービスへの加入要因に関す
る研究

瓶井　一志

146 深見英一郎 応援がテニス選手に与える影響 萱野　靖晃

147 石井昌幸 トップアスリートのセカンドキャリアに関する国際比較研究 香山　芳美

148 田口素子
大学生男子長距離選手における試合調整期の食事と身体活動量が主観的コンディションに及ぼ
す影響

河合　祐哉

149 寒川恒夫 早稲田大学女子ハンドボール部の戦略文化 川上　智菜美

150 吉永武史 現代社会で求められる資質・能力を育むための体育授業の在り方に関する一考察 川口　ひかる

151 木村和彦 Jリーグ観戦における　サッカー専用スタジアムと陸上競技場の比較 河田　尭之

152 岡田純一 筋肥大を目的としたトレーニングの変数 川野　愛起

153 樋口満 高齢者の生活リズムと肥満および栄養摂取の関係 河村　奈穂

154 松井泰二 バレーボールにおけるジャンプサーブ動作の比較～打球速度に着目して～

155 木村和彦 大学とスポーツメーカーの組織的提携が学生の企業イメージに与える影響 北原　達也

156 正木宏明 呼吸法が心身に及ぼす影響とその活用法 ～仏教史と東洋哲学史を踏まえて～ 木戸　悠聖

157 岡浩一朗
生まれた月による運動能力・運動有能感の差異－オリンピック選手及びボート選手における検
討－

木下　美奈

158 樋口満
持久性運動後の糖質飲料摂取が好中球数、血中ケモカインおよび好中球活性化マーカーに及ぼ
す影響

木野田　沙帆子

159 友添秀則 アスリートにおける環境への貢献に関する研究 木村　理沙

160 間野義之 競輪の変遷と展望の考察 清河　衆



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

161 倉石平 ラグビのルールの変遷と今後の発展 桐ヶ谷　稜介

162 広瀬統一 ライフセーバーにおける傷害調査及び傷害の監視活動への影響 串田　愛

163 友添秀則 学校体育における剣道の位置づけ-教育現場での指導に関する考察- 久田松　雄一郎

164 原田宗彦
プロスポーツチームのブランドイメージに関する研究
ケースステディー：北海道日本ハムファイタ―ズ

熊谷　遥楓

165 太田章
早稲田大学ア式蹴球部の降格シーズンにおける失点の理由-Dart Fish Connet Plus 8.0を用い
た分析により、被有効攻撃に着目して-

熊本　雄太

166 作野誠一
大学チームの国内トップリーグへの参加がもたらす影響に関する研究―高円宮牌ホッケー日本
リーグを事例として―

倉田　登志矢

167 正木　宏明 アーチェリーにおける写真観察の効果 倉坪　絢

168 中村好男 Jリーグ監督の楽観主義と成績の関係 倉貫　耕太朗

169 樋口　満 自己体型認識の誤りと減量の誤り 倉持　洵

170 中村好男 遠投と球速の関係 黒岩　佑丞

171 作野誠一 新日本プロレスの経営戦略に関する研究　～米国プロレス団体WWEとの比較から～ 黒澤　洸亮

172 トンプソン　リー　Ａ．スポーツマンガにみられるジェンダー・ステレオタイプ 黒田　愛莉

173 宝田 雄大 中学生サッカー選手の身体組成変化およびその特性 元治　翔太

174 葛西順一 日本人のサービス特性 河野　優平

175 トンプソン　リー　Ａ．トップアスリートにおけるSNSメディアの扱い方 小島　大地

176 矢内利政 野球の打撃におけるヘッド速度と地面反力の関係 後藤　広一

177 川上泰雄 高齢者に対する運動・栄養介入が筋量と筋機能に及ぼす影響 後藤　悠

178 岡浩一朗 女子大学生アスリートにおけるPMSとマインドフルネスの関連 後藤　玲奈

179 土屋純 運動強度とエネルギー代謝 小西　祥之

180 木村　和彦 登山届提出率向上のための方策

181 矢内利政 マウスピースが筋力発揮に及ぼす影響 小林　玄一郎

182 武藤泰明 欧州サッカーにおける移籍金、人件費高騰の原因分析と妥当性の検証 小林　拓輝

183 樋口 満 ストレスと食欲の関連性 小林　美輝

184 岡 浩一朗 関東テニスリーグの1部と3部の庭球部員におけるプレースタイルと実力の関連 小松　祐太

185 間野義之 大学生におけるスポーツ系サークルの機能 小山　稜

186 金岡恒治 ハムストリングがスキージャンプのテイクオフ動作に及ぼす影響 近田　隼人

187 寒川恒夫 南葛SCの発展～浦和レッドダイヤモンズと比較して～ 近藤　大介

188 土屋 純 体操競技におけるつり輪中水平のコーチング 近藤　宏紀

189 友添秀則 高等学校の運動部活動における筋力トレーニング指導に関する一考察 近藤　諒一

190 原田宗彦 女子水球の国体競技化における選手・スタッフの環境・意識変化 齋藤　有寿

191 吉永　武史 勝利至上主義傾向の運動部活動を改善するための方策に関する一考察 齋藤　光星

192 吉永武史 運動部活動における指導者問題とその解決策 齋藤　成利

193 木村和彦 個人競技のトップアスリートにおけるスポンサー獲得に至る経緯についての研究 西面　武志

194 金岡恒治 一流バタフライ選手の水泳時筋活動解析-経時的変化に着目して- 坂井　聖人

195 石井昌幸 なぜマレーシアはゴルフ大国となったのか 坂下　諒

196 平田竹男 早稲田大学水泳部におけるゴールセット記録が試合記録に与える影響 坂田　匠

197 木村和彦 ランニングにおけるアプリケーションの使用効果について 崎上　あやね

198 原田　宗彦 横浜DeNAベイスターズが横浜市民に与えた影響の研究 佐久間　徹

199 宝田雄大 ラクロスのルール・歴史と更なる発展・普及について 櫻庭　佳

200 倉石平 ソフトテニスがオリンピック追加競技に選出されるための一考察ー空手競技と比較してー 佐々木　聖花



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

201 中村千秋 大学ラグビー選手の夏期合宿における身体的・心理的疲労 佐々木　隆彰

202 川上 泰雄 エリートアスリートにおけるジャンプパフォーマンスと力発揮能力の関係性 佐々木　啓行

203 石井昌幸 ヨーロッパにおける馬と人との関わりの歴史と、スポーツとしての馬術の誕生 佐々　紫苑

204 間野義之
指導者ライセンス制度が指導者育成環境に与える影響～高校生年代における野球指導者とサッ
カー指導者を事例として～

佐藤　厚志

205 宝田　雄大 スノーボード競技とイップスの関連性について 佐藤　亜耶

206 松岡宏高 「健康」の系譜学 佐藤　智哉

207 木村和彦 トランポリン教室に子どもを通わせる保護者の動機調査 佐藤　美奈子

208 矢内利政 サッカー選手における方向転換走の左右差について 佐藤　萌

209 友添秀則 高校野球の投手における投球数制限に関する研究 澤口　太希

210 岡田純一 セット間のスタティックストレッチングが関節可動域，総仕事量に及ぼす影響 塩入　太一

211 中村良男 サイクリストと幸福度の関連性 塩田　航平

212 友添秀則 レクリエーションスポーツとしてのソフトボールの普及の可能性に関する一考察 塩沼　泰成

213 友添秀則 高等学校の運動部活動における外部委託のあり方に関する一考察 師子鹿　航

214 トンプソン　リー　Ａ．演じる身体による女性表象　―21世紀テレビコントの内容分析― 篠崎　沙恵

215 矢内利政 新体操選手の身体的特徴－バックルバランスにおける比較分析－ 清水　結衣

216 間野義之 スポーツの商業目的のルール改正－柔道のルール改正による影響－ 下田　将大

217 トンプソン　リー　Ａ．新聞報道における男子フィギュアスケーターのジェンダー表象分析 荘司　結有

218 誉田雅彰 スリーポイントシュートにおける回転数と成功率の関係 新川　敬大

219 トンプソン　リー　Ａ．人は踊りに何を求めるか～ジャズダンスサークルとストリートダンスサークルの比較～ 新宮　健太郎

220 深見英一郎 スポーツにおいて本番でベストパフォーマンスを出せる声～テニス競技を対象として～ 新谷　悠馬

221 寒川恒夫 現代空手における身体イメージ 末廣　祥彦

222 葛西順一 射撃の競技力向上を促すトレーニング法 末本　佳那

223 岡田純一 全身持久力向上のための高強度インターバルトレーニング 末吉　萌華

224 正木宏明 スポーツの同調動作におけるミラーニューロンシステムの機能的意義 周防　優花

225 正木　宏明 反復把握法におけるあがり防止研究 菅井　智之

226 松岡宏高 地域スポーツの担い手が抱える課題に関する質的研究―流山市を事例に― 菅原　靖巴

227 中村好男 大学生の職業選択と高校時代の進路選択 杉田　文香

228 志々田文明 日本におけるSNSを用いたスポーツ人気の拡大方法-武士道精神に着目して- 杉本　憲治

229 武藤泰明 ビーチラグビーをオリンピック種目にするには 杉本　頼亮

230 正木宏明 経頭蓋直流刺激が運動学習に与える影響 杉脇　麻侑子

231 寒川恒夫 テニスの歴史と早稲田大学庭球部女子の文化 助川　峰理

232 葛西順一 日本女子レスリング選手のタックルの成功率における要因

233 矢内利政 野球バットのスイングスピードが速い人の特徴―体幹と下肢の鉛直軸回りの回転に着目して― 鈴木　啓太

234 堀野　博幸
JR東日本カップ2016第90回関東大学サッカーリーグ戦1部における早稲田大学ア式蹴球部の失点
傾向

鈴木　準弥

235 岡田純一 プッシュアップ(Push-up)の運動強度の検討 鈴木　聡一郎

236 堀野博幸 男子新体操の競技者向上のための一考察 鈴木　百香

237 堀野博幸
大学サッカー部における高校サッカー部とJユースクラブにおける比較研究-精神、環境、社会
性の獲得、指導者との関係性に着目して-

鈴木　裕也

238 武藤泰明 ITを用いたスポーツ観戦についての考察: 今後の可能性を探る 鈴木　遼河

239 石井昌幸
ウォーミングアップとして行う体幹トレーニングが即時的にスポーツパフォーマンスに及ぼす
影響

須藤　駿介

240 間野義之
大学生がもつスポーツ・ボランティアのイメージに関する研究
―スポーツ・ボランティア非実施者への質的調査から―

関口　朋佳



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

241 礒 繁雄 アイスホッケーの試合におけるバッグスケーティング技術の重要性

242 葛西　順一
データ分析による早稲田大学と某大学の比較～2017年度秋季関東大学女子1部リーグ戦を対象と
して～

芹澤　友希

243 鈴木 克彦 持久性運動後の糖質飲料摂取が各種白血球と筋損傷マーカーに及ぼす影響

244 矢内利政 競泳競技におけるクロール泳と推進力の関係

245 鈴木克彦
高脂肪食摂取による肝傷害と酸化ストレスに対する運動トレーニングおよびポリフェノールの
影響

高野　一紀

246 彼末一之 加速度センサーを用いたランニングフォームの評価 高橋　風成

247 武藤泰明 ジャパンラグビートップリーグの今後についての考察

248 間野義之 スポーツにおけるリーダーシップ研究ー文献調査ー

249 原田宗彦
大学生・大学院生における競馬のイメージに関する研究
～ＣＭ動画の印象に関連付けて～

高橋　洋輝

250 奥野景介 女子日本フロアボールリーグ戦大会のゲームにおける得点と時間帯の勝敗に関する分析

251 志々田文明 戦前日本の体育・スポーツ政策の再検討:：ハーグリーブスのヘゲモニー論を用いて

252 鳥居俊 シューズの違いがランニング時の足圧中心軌跡と後足部アライメントに与える影響

253 岡浩一朗 日本におけるモダンバレエの位置づけ 高原　新葉

254 友添秀則
わが国のバスケットボールにおける育成システムに関する研究 -指導者の養成および選手の育
成に着目して-

高山　順

255 田口素子
アルペンスキーヤー及びクロスカントリースキーヤーの身体組成及び競技成績と体幹部の筋横
断面積及び脂肪面積との関連

滝沢　こずえ

256 太田章 マリノスユースと海外の育成組織を比較して導く日本のよりより育成組織 武　颯

257 岡田純一 跳躍方向の異なるドロップジャンプ試技中の下肢伸展筋群の筋活動量の違いについて 竹内　大輔

258 杉山千鶴 ダンス・コミュニティにおける事例研究 竹内　亮輔

259 葛西順一 日本卓球が世界一となるための方法論 竹岡　純樹

260 木村和彦 主将が抱える悩みの分類と検討ー早稲田大学体育会運動部を対象としてー 竹下　昇輝

261 田口素子 高校生アスリートのサプリメント使用実態 竹田　昌嗣

262 土屋 純 平行棒における「前振り上がりひねり倒立」のコーチング 竹中　貴一

263 平田竹男 鹿島アントラーズの強化と今後の展望 立野　光起

264 葛西順一 卓球競技における呼吸循環器系機能に関する研究 田中　千秋

265 矢内利政 投球動作においてステップ位置の違いが腕の振りに与える影響 田中　宏和

266 平田竹男 ボルダリングジムの使用状況に関する研究 田中　寛之

267 田口素子
ノルディックウォーキングにおけるポールの長さの違いと体組成が生理学的データおよび主観
的運動強度に与える影響

田中　聖土

268 誉田雅彰 野球の試合データに基づく配球の統計的分析 田邉　拓士

269 金岡恒治
ドロップジャンプの蹴り出し方向が下肢筋・体幹筋の活動に与える影響-アキレス腱断裂の受傷
機序推定に向けて-

田邊　環

270 鳥居俊 長距離選手において足関節捻挫受傷が下肢アライメントに及ぼす影響について 谷口　耕一郎

271 矢内利政 インステップキックを用いたシュート時の助走角度がボール速度に及ぼす影響 谷口　友哉

272 堀野 博幸 大学野球サークルにおけるリーダーとフォロワーの関係 谷澤　翼

273 彼末　一之 相撲選手の姿勢制御における脊髄反射回路の適応 谷本　将也

274 吉永武史
いじめ問題の解決に向けた体育授業の一考察
－成就感・満足感に着目して－

田谷　優貴

275 寒川恒夫 アメリカンフットボールの現状とルールがもたらす影響 丹保　公佑

276 岡浩一朗 病院、運動および交流施設が健康寿命に及ぼす影響 千田　脩斗

277 鳥居俊  スプリント中のキネマティクスに並走選手が及ぼす影響 塚本　弘樹

278 岡浩一朗
運動部活動におけるスポーツ経験がライフスキルの獲得に及ぼす影響－バスケットボール部員
に着目して－

土屋　海輝

279 松井泰二 サーブの位置とサーブレシーブの位置におけるサーブレシーブの返球率の関係 土屋　健太郎

280 広瀬統一
大学女子ハンドボール選手における異なるシューズでのジャンプ着地動作の動作解析による検
討

土屋　理子



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

281 金岡 恒治 大学テニス選手における腰部障害調査 鶴岡　美咲

282 石井昌幸 ドイツにおけるサッカー文化 出口　敬太

283 間野義之
居住地からスタジアムまでの所要時間と観戦者の消費行動の関係性について:FC今治を事例とし
て

寺崎　拓海

284 樋口満 日本人中高年男女のアイスクリーム摂取量と糖代謝指標の関係 寺西　実咲

285 武藤泰明 大学部活動における全寮制と競技成績の関係 徳井　希環

286 広瀬統一 足関節の可動域が跳躍高に及ぼす影響

287 礒 繁雄 曲走路のレーンの違いが疾走パフォーマンスに及ぼす影響

288 広瀬統一 足趾底屈運動が足圧中心動揺に与える影響 戸澤　悠輔

289 松井　泰二
2016年度日本プロ野球パシフィックリーグ公式戦における無死１塁での送りバントの有効性に
関する研究

冨岡　千寛

290 友添秀則 部活動指導員の資格化に向けた提言 -運動部活動を対象にして- 富田　剣志

291 鈴木克彦 一過性持久性運動による臓器別のIL-6産生の比較とグルコース投与の影響 冨永　貴輝

292 間野義之 総合型地域スポーツクラブの発展阻害要因 戸村　宏輝

293 平田竹男 関東の大学男子ラクロスにおける勝敗に影響する要素の研究 土本　達也

294 友添秀則 ソフトボール投球法におけるウインドミル投法習得に関する一考察 豊田　誉彦

295 武藤泰明 GDPと国際競技力の関連性-東京五輪に向けて豪州を参考に 鳥越　慎平

296 金岡恒治
立ち上がり動作における足関節角度・椅子の高さ・重りの有無が筋活動及び腰椎前弯角度に与
える影響

中井　琢

297 堀野博幸 なでしこリーグ1部における各選手の出身ルートに関する調査 中井　仁美

298 平田竹男 統計学史における歴史の変遷と今後の展望 中尾　斉義

299 寒川恒夫 日本版NCAA発足に向けた現状と課題 長尾　裕二朗

300 吉永武史 運動部活動における外部指導者活用に関する考察-コンタクトスポーツに着目して- 中川　圭介

301 倉石 平
バレーボールにおけるローテ別のレセプション・アタックに関する一考察ー早稲田大学女子バ
レーボール部に着目してー

中川　知香

302 原田宗彦 子どもの遊びにおける「勝ち負け」の捉え方に関する実態調査 中川　真菜

303 岡　浩一朗 喫煙習慣から見た社会人アスリートにおけるバーンアウトと日常競技ストレスの関係性 中川　雄太

304 原田宗彦 学生のアスリートアイデンティティと職業的アイデンティティに関する研究 中川　力輝

305 吉永武 「特別の教科 道徳」における保健体育科教員の専門性を生かした授業実践への一考察 中里　志穏

306 石井昌幸 バドミントンの普及～メディアとの関わりを通じて～ 中里　裕貴

307 木村和彦 大学生のスキー実施の阻害要因 永瀬　由

308 間野義之 日本の大学におけるスポーツ産業学の取り扱いの変化及び国策が大学に与える影響 中園　友輔

309 吉永武史 ソフトテニスのオリンピック競技化に関する一考察 永田　ちなみ

310 平田竹男 "影響を与えたモノ"からみるミュージシャンたちの構成要素 中舘　慶

311 岡浩一朗 高校生ボート部員におけるエルゴメーターの記録と新体力テストの指標との関係 中谷　理紗

312 中村好男 バドミントン混合ダブルスにおける強豪国との比較 中西　貴映

313 樋口満 高齢者の生活リズムと肥満度及び活動量の関連 長沼　園佳

314 堀野博幸 嗜好品の文化的意義への考察 中野　詩菜

315 武藤泰明 ヨット競技 OP級の競技人口減少の原因の考察 永松　礼

316 広瀬統一
高い予測能力は競技熟練度と注視方略に関係する ーハンドボールのディフェンス動作を対象と
してー

中村　統

317 正木宏明 バレーボールにおけるサーブの運動イメージに関する脳活動および顔面皮膚血流について 中村　航人

318 鳥居　俊 学生女子ラクロス選手における競技力とアジリティ能力との関係 中村　知世

319 平田竹男 大学女子サッカー選手の下肢筋力とパフォーマンスの関係性 中村　みづき

320 鳥居俊 男子長距離選手における上り走行の適正に関する検討 中山　智裕



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

321 金岡恒治 重量挙げ選手の障害の実態と第１肋骨疲労骨折 中山　桃花

322 宝田雄大 日本のバレエの現状と今後に関する一考察 ―世界と日本のバレエ史を比較して― 難波　千尋

323 田口素子 大学アルペンスキー選手における栄養摂取状況の現状と課題 新山　凪沙

324 岡田純一 ヒップスラストにおける股関節・膝関節・足関節角度の違いが筋活動に与える影響 西岡　卓哉

325 金岡恒治 肩甲骨周囲筋介入トレーニングによる姿勢の変化 西森　公亮

326 宝田雄大 アブローラーエクササイズ時の体幹筋筋活動解析 西山　洸大

327 原田宗彦 スポーツブランドとファッションブランドのコラボレーションに関する調査研究 新田　佑真

328 作野誠一
ダンス経験とコミュニケーションスキル―チアダンスとストリートダンスの比較を中心として
―

野口　春香

329 坂本静男 大学女子テニスプレーヤーにおけるフィールドテストの有用性の検討 野崎　真帆

330 トンプソン　リー　Ａ．スポーツ観戦においてOTTサービスを日本で普及させるためには 野澤　圭吾

331 宝田雄大 サッカー選手のポジション特性と競技レベル別スポーツビジョンの研究 野田　紘暉

332 中村好男 大学のテニスサークルに所属している人の満足度についての研究 芳賀　惇平

333 石井昌幸 プロ野球再編問題を読み解く 芳賀　雅実

334 岡浩一朗 バスケットボール選手におけるポジション別の性格特性 萩尾　千尋

335 木村和彦
スポーツブランドにおける企業Twitterの感情的コミットメントに及ぼす影響とその要因～NIKE
とasicsを事例に～

萩原　江梨

336 宝田雄大 学生アスリートによる全身振動トレーニングの跳躍高および筋力に与える影響 橋本　佳那

337 中村 千秋 短期間の片脚プライオメトリックトレーニングがラクロスのシュートスピードに及ぼす影響 橋本　春平

338 作野誠一 大学女子ハンドボールにおける受傷選手の競技復帰プロセスに関する一考察 橋本　澪

339 中村好男 ウォーキングが健康寿命延伸に与える影響 橋本　英武

340 作野　誠一 大学運動部における組織風土の違いが適応感に及ぼす影響―大学ゴルフ部員に着目して― 長谷川　和市

341 礒 繁雄 卓球とバドミントンの競技開始年齢の考察 長谷川　健一

342 鈴木克彦 疲労困憊運動後の血中インターロイキン6に対するポリフェノールの抑制効果の検討 秦　七菜子

343 彼末一之 手の運動が足の周期運動の安定性に及ぼす影響 八田　衛

344 田口素子 大学生少林寺拳法拳士における居住形態による食生活及び食意識の相違 英　日菜子

345 矢内利政 損傷した足関節における外側側副靭帯の可動域、筋力およびバランスの回復過程

346 木村和彦
カレッジアイデンティフィケーションがスポーツ消費行動に与える影響についての日米比較
―A大学とB大学を事例に―

原田　愛海

347 宝田雄大 サッカー選手のポジションとキャプテンの性格 春山　和輝

348 作野誠一
総合型地域スポーツクラブにおける20代から30代の若年層会員増加に向けたマネジメントに関
する研究ー埼玉県内の総合型クラブに着目してー

坂　かれん

349 木村和彦 卓球にみる中学校部活動満足感と高校部活動継続意思の関係性 坂内　拓也

350 吉永 武史 スポーツにおける審判の役割とその在り方に関する一考察 平賀　出雲

351 寒川　恒夫 日本と海外の女子サッカー文化の違いについての研究　～プレーヤーの視点から～ 平國　瑞希

352 岡浩一朗 子どもの外遊びへの意識に及ぼす男女差及び学年差の影響 比留川　翔太

353 宝田雄大 セーリング競技における適応能力を取り入れた選手育成について 深沢　瑛里

354 原田宗彦
eSportへのイメージ・認識の違いについて －日本人大学生と中国人・韓国人大学生を比較して
－

福田　拓也

355 作野誠一 山岳系運動部活動の指導の実際と今後の展望－長野県大町岳陽高校山岳部を事例として－ 福田　倫史

356 鳥居俊
ビーチフラッグス選手における起き上がり動作時間に関する要因の検討－骨盤の回旋に着目し
て-

福田　正樹

357 松岡宏高
レジャー産業におけるプロスポーツクラブのファン・マネジメント手法
―レジャー産業内の他業種との比較―

福田　真帆

358 中村好男 総合型地域スポーツクラブ発展における現状と課題 福本　唯

359 吉永 武史 野球・ソフトボールに対する関心を高めるための方策に関する一考察 藤井　美潮

360 中村好男 大学長距離選手の競技成績、走行距離と身体組成の関係 藤原　滋記



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

361 川上泰雄 自重を用いた下肢筋群のトレーニングが高齢者の下腿筋量、筋力および歩行能力に及ぼす影響 舟橋　茉希

362 礒繁雄 大学男女アルペンスキー選手における脚筋力と競技力との関係 降旗　一樹

363 石井昌幸 グローバル化に伴う野球移民の変容 古米　裕人

364 作野誠一
大学運動部におけるリーダー決定方法と組織風土および指導者リーダーシップの関係性－集団
競技を対象として－

星野　翔吾

365 木村和彦 大学フューチャーズのスポンサー獲得について 細沼　千紗

366 鳥居俊 大学生陸上選手におけるアキレス腱形態と競技成績の関係 堀　明日香

367 武藤泰明 特定の競技経験が個人に及ぼす心理的影響とその事例 堀切　彩夏

368 吉永武史 相撲の普及と今後の発展に関する一考察 堀越　豊輝

369 彼末一之 幼少期における走速度調整能力の発達 前田　淳

370 正木宏明 写真観察がスポーツ動作に与える影響

371 中村好男 バドミントン女子ダブルスのサーブ周りの分析 松岡　英美

372 原田宗彦 スポーツを活用した地域活性化事業についての考察～オガール紫波を事例として～ 松木　和花

373 金岡恒治 股関節屈曲筋と足関節底屈筋に対するトレーニング介入によるバランス能力改善効果 松島　寛治

374 田口素子 小・中学生のフィギュアスケート選手における保護者との食意識の違い 松嶋　那奈

375 誉田雅彰 ヒップホップダンスの動作解析と自動コーチングへの応用 松田　桜

376 作野誠一
大学運動部の組織風土が組織の一体感および部員のモチベーションに及ぼす影響‐バドミント
ン競技に着目して‐

松田　美架

377 吉永武史 体育授業におけるICT活用に関する一考察 松原　有沙

378 中村千秋 後脛骨筋腱炎既往のある長距離走者が有する下腿と足部の形態および機能の特徴 松村　芙侑香

379 中村好男 バドミントンと運動能力の関係性 松本　康平

380 礒繁雄  大学アルペンスキー選手における体力測定結果と競技成績の関連 松本　達希

381 葛西順一 ストリートダンスにおける世代間の印象差 松本　美帆

382 田口素子 女子大学生におけるサプリメント摂取状況と運動習慣との関連 丸山　みどり

383 広瀬統一 早朝練習による睡眠時間の短縮が情動・ストレスに及ぼす影響 三上　千沙

384 葛西順一 ボールの飛距離を伸ばすために必要な要素 三倉　進

385 中村千秋 アイシングの回数が筋疲労回復に及ぼす効果 水谷　優

386 吉永武史 高等学校ラグビー及びサッカーの強豪校指導者にみるコーチングの在り方 水本　京花

387 深見 英一郎
日本女子サッカーの歴史と発展
～なでしこリーグとJリーグを比較して～

三田村　桃子

388 礒　繁雄 ピッチ走法・ストライド走法の走速度の変化に伴うキネマティクス的特徴 光延　誠

389 鳥居俊 フィールドホッケーのゴールキーパーの下肢の動作と筋活動の関係性 南　有紗

390 中村千秋 硬式テニスにおける戦術的ピリオダイゼーション理論の応用 三村　智仁

391 松井泰二 ソフトボールの投球における主観的努力度とボールの速度・正確性の関係 宮川　眞子

392 作野誠一
大学運動部主将のリーダーシップ行動がチームの動機づけ雰囲気に及ぼす影響-ホッケー競技に
着目して-

宮口　和樹

393 堀野博幸 先頭打者の出塁と得点の関係 宮原　大樹

394 田口素子 女子大学生におけるインターネットの利用時間が食習慣と心理状態に及ぼす影響 宮原　つかさ

395 寒川恒夫 早稲田大学庭球部の歴史 三好　健太

396 川上泰雄 高齢者の運動介入が歩行能力に及ぼす効果 村井　汰成

397 誉田　雅彰 テニスのダブルス試合におけるフォーメーション分析 村松　歩

398 武藤泰明 Jリーグから学ぶ、今後のプロ野球地域密着活動について 村山　康介

399 金岡　恒治 バレーボールスパイク動作時の体幹筋筋活動解析 本　優希

400 中村好男 子どもスポーツの在り方に関する一考察 本村　真



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

401 中村千秋 大学アルティメット選手における慢性腰痛既往の有無とスローフォームの関係 森　宥斗

402 誉田雅彰 走行ドリブルの動作解析と自動コーチングへの適用 森井　健太

403 平田竹男
大学サッカー同好会カテゴリーにおけるスポンサーシップの効果測定に関する研究-アットホー
ム、新関東理工系リーグを事例に-

森井　貴弘

404 樋口満 間食の摂取が集中力に及ぼす影響 森川　未和子

405 岡田 純一 ウエイトリフティング選手におけるハングパワークリーンとハングハイプルのパワーの比較 森川　芳樹

406 矢内利政 バドミントンにおけるオーバーヘッドストロークから放つフェイントショットに関する一考察 森川　稜

407 岡田純一 初動負荷トレーニングに関する考察 森山　健太

408 彼末一之 小学生の疾走能力の発達に関する縦断的解析 森山　青空

409 葛西順一 大学野球選手におけるステップの有無と打球速度の関係 八木　健太郎

410 松岡宏高 Jリーグの二次データを用いた観客動員における先行要因の探索的研究 八木　大気

411 正木宏明 刺激前陰性電位を指標とした短距離および長距離競技選手における内受容感覚の検討 安井　雄一

412 作野誠一 大学運動部における挫折経験がライフスキルに及ぼす影響-男子サッカー部員を対象として- 安田　壱成

413 葛西順一 球速と身体との関係性について 柳澤　一輝

414 彼末一之 小脳皮質脳梗塞モデルマウスを用いた歩行の制御における小脳機能の解析 柳原　毬夏

415 葛西順一 大学レスリングにおける、大学別、階級別プレースタイルの特徴 矢野　富三家

416 吉永　武史 早稲田大学ソフトボール部女子部の全日本大学選手権大会優勝に向けた課題とその解決策 山内　実咲

417 樋口満 我が国の医療・健康情報の現状、及び、その誤解と危険性 山岸　達矢

418 平田竹男 バドミントン経験者の試合観戦・非観戦動機に関する研究 山口　博之

419 金岡恒治 ドルフィンキックとバサロキックの筋活動の比較 山口　真旺

420 間野義之
日本とアメリカの大学野球部の比較から見る日本のアマチュアスポーツの今後の可能性に関す
る考察

山口　将宏

421 間野義之 プロ野球の観客増員プロモーションの効果に関する考察

422 松井泰二 バレーボールにおけるスパイクの動作解析～異なるポジションでのAクイックに着目して～

423 金岡恒治 トライアスロン選手の傷害調査 山崎　晃

424 平田竹男 男子卓球における実力上位層の弱年齢化の要因分析及び今後の展望 山下　浩平

425 川上泰雄
男子長距離ランナーの足部形状、足底腱膜および足部内在筋・外在筋の形態的・力学的特性の
定量評価と左右差の検討

山下　亮

426 中村千秋 競技かるたにおける腰痛の実態と要因の分析 山田　翔

427 石井昌幸先生 現代社会がスポーツヒーローに求めているものはなにか 山根　周祐

428 宝田雄大 早稲田大学男子ラクロス部と社会人チーム間のゲーム分析-シュートシーンに着目して- 山本　康太

429 原田宗彦 埼玉に対する地域愛着と埼玉西武ライオンズに対する愛着の関係性について 山本　修平

430 宝田　雄大 運動動作別にみたシャウト効果が力の発揮に及ぼす影響 山本　新太郎

431 友添秀則 長野県の学校教育におけるスキー授業実施率向上に関する提言 湯本　啓太

432 トンプソン　リー　Ａ．スポーツ雑誌の表紙におけるジェンダー表象～Sports Graphic Numberを対象に～ 横山　圭香

433 寒川恒夫 早稲田ラグビーの歴史と考察 横山　陽介

434 寒川恒夫 ラグビー日本代表と外国人選手の歴史 吉岡　航太郎

435 田口素子 大学空手道選手における減量の実態 吉田　朋生

436 鳥居　俊 大学男子柔道選手の外傷の発生率と体組成の関係 吉田　秀一

437 金岡恒治 フィン装着時の水中ドルフィンキックにおける筋活動解析 渡邊　葵

438 作野誠一
スポーツ組織への参加動機が組織の集団凝集性に及ぼす影響～大学軟式野球同好会に着目して
～

渡邉　峻介

439 トンプソン　リー　Ａ．近年のハーフアスリートの報道傾向――親の競技歴と指導歴に関する内容分析から―― 渡辺　新平

440 武藤泰明
女性のライフステージとスポーツ参加―子育て期の就業特性に起因するスポーツ習慣の傾向と
実態―

渡部　美希里


