
番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

1 石井昌幸 スポーツが持つちからによる考察 岩田　翔吉

2 広瀬統一 バットの重心点の差異が筋活動に及ぼす影響 大城　亮

3 武藤泰明 世界の競技大会の比較から考える、日本の障がい者スポーツの課題 小谷　海知

4 広瀬統一 ウォーミングアップにおいて太陽礼拝が及ぼす効果検証ー動的ストレッチにおける効果と比較ー 丹　凜プラティウィ

5 田口素子  様々な条件下における糖質制限の有用性検討と解明 前田　舜介

6 堀野博幸 スポーツ現場でのスポーツ観戦の商業的価値及び付加価値研究～Jリーグを事例として～ 粟倉　拓哉

7 平田竹男 Jリーグにおける長期政権後も成果を出す要因 石田　雄輝

8 田口素子 韓国男子大学生アスリートにおける基礎代謝量推定式の妥当性の検討 奥村　幸一郎

9 鳥居俊 大学生ダンサーにおける心理特性の調査-アスリートとの比較- 竹田　恭一朗

10 宝田 雄大  かわし動作をおこなわない初動負荷運動は関節可動域を増大させるか？ 藤江　醇成

11 間野 義之 大学スポーツ協会(UNIVAS)による大学スポーツの一括管理・運営化に関する研究 美浦　秀太

12 武藤 泰明 スポーツスポンサーシップにおける企業の思惑 三皷　優介

13 葛西 順一 現代ラグビーにおける戦術についての考察 宮里　侑樹

14 倉石平 Bリーグにおける観客者の増加に向けた－考察－Jリーグの観戦者調査を参考にしてー 矢作　香穂里

15 杉山千鶴 土方巽の作品群の研究 山口　雷太

16 葛西順一 片手打ち練習によってゴルフショットの安定性を高める方法 石川　雅人

17 平田 竹男 韓国E-Sportsの発展に関する研究 文　星閏

18 松岡宏高 スポーツウェアの購買決定要因の研究 森山　航

19 川上泰雄 自転車競技経験者および未経験者における、引き動作と生理学的効率の関係 田島　一彦

20 松岡宏高 日本競馬の今後～競馬のギャンブル性とレジャー性の観点から～ 河野　貴大

21 松本泰介 大学スポーツをテーマにしたアニメーションに関する現状と課題 千葉　絢音

22 平田竹男 リオデジャネイロオリンピックにおけるメダリストのメディア露出量と認知度に関する研究 塚脇　愛理

23 深見英一郎 中学校における「現代的なリズムのダンス」の効果的な授業方法 増子　健太朗

24 堀野博幸 スポーツ現場でのスポーツ観戦の商業価値及び付加価値研究-Jリーグのスタジアム集客を事例として- 粟倉　拓哉

25 岡浩一朗 高齢者の運動および身体活動の認知症予防に関する研究動向 池本　朱里

26 彼末一之  広範な速度域における走運動の筋シナジー解析 井上　敬博

27 中澤篤史 競技としての奇術考察 太田　優吾

28 リー・トンプソン ボクシング映画の中で描かれるアメリカン・ドリーム～映画“ロッキー”の影響～ 大西　修平

29 石井昌幸 日本の運動部活動システムと体罰に関する研究 河田　航太郎

30 リー・トンプソン eスポーツの発展のための課題と展望について 木村　宇良

31 中村好男 男子マラソン日本代表の成績と箱根駅伝出場経験の関係性 車田　颯

32 堀野博幸 サッカーにおける戦術意識とトレーニング内容が競技力向上に及ぼす影響 小島　亨介

33 奥野景介 子供の野球人口減少の要因と打開策の研究 後藤　啓之

34 堀野博幸 Jリーグとプレミアリーグの胸スポンサーの変遷と成長戦略の構築 佐藤　翔斗

35 木村和彦 台湾プロ野球の観戦動機に関する研究 佐藤　麗奈

36 鳥居 俊 大学ボート選手における足関節の可動域がローイング動作および筋活動に及ぼす影響 鈴木　大雅

37 正木　宏明 チアリーディング選手の競技レベルとミラーニューロンシステムの関係 生野　朱美

38 澤田亨 インドネシア人におけるマスクアンギン感染易罹患性と感染予防行動および感染リスク行動 種岡　幹大



39 堀野 博幸 サッカーにおける心理的競技能力－プロチームとアマチュアチームの比較、検証－ 玉川　由

40 中村好男 認知症初期症状の改善方法と免許返納に至るまで 千葉　朔海

41 堀野博幸 早稲田大学内の野球サークルにおける応援が選手にもたらす心理的効果 富田　和泉

42 木村和彦 寮生活を送りながら運動部に所属する高校生の相談に関する考察 中村　将大

43 金岡恒治 バレーボールブロックジャンプ時の体幹・下肢筋群の筋活動解析 中村　透

44 松本泰介 4側面から見た長野オリンピックのレガシー　～2020東京オリンピックレガシー活用のために～ 中村　優之介

45 中澤篤史 ウォーキングのフィードワーク調査 畑田　萌香

46 葛西順一 アイスホッケーのスティックの硬さとシュートスピードの関係性についての研究 ハリデー　慈英

47 松岡宏高 訪日外国人のツアー参加動機、満足度、スポーツ実施頻度に関する研究～シェアサイクルツアーに着目して～ 福田　将太郎

48 川上泰雄 自転車競技熟練者と未経験者における ペダリングの引き局面の踏力と下肢筋群の筋活動量の比較 福田　有輝

49 石井昌幸 武士道と騎士道～日本とヨーロッパにおける精神文化の比較研究～ 松山　恭助

50 作野誠一 大学フェンシング部員のスポーツ参与に影響する諸要因の検討－社会化の概念に着目して－ 茂木　雄大

51 礒 繁雄 「世界と比較した日本のラケット競技の現状」～コーチを取り巻く環境に着目して～ 山根　幹太

52 正木宏明 アイスホッケー競技における「気持ちが切れた」現象の考察 青木　孝史朗

53 堀野博幸 サッカーのプレー中における非利き脚の使用頻度－プレー種類ごとに分類して－ 青山　悠吾

54 平田竹男 インターネット検索動向から見た高校野球地方大会のライブ配信の促進に関する研究 秋田　佑亜

55 志々田文明 日本剣道の未来～日韓剣道の比較から～ 秋山　健太

56 田口素子 大学女子サッカー選手における糖質摂取とサッカーの競技パフォーマンスに関する検討 秋山　由奈

57 矢内利政 投手の投球動作における全力投球をした時とコントロール重視で投球した時での身体の開きの早さの違いと運動連鎖に及ぼす影響について 明　竜也

58 金岡恒治 フットサルにおけるトーキックの筋電解析 朝倉　拓己

59 土屋　純 バドミントンにおける上級者と初級者によるスマッシュのフォームの比較 淺原　大輔

60 平田竹男 早稲田大学駅伝チームの強化戦略　～一般入試入学部員の育成～ 尼子　風斗

61 熊井司 ハムストリングス肉ばなれ復帰後の主観的コンディションと期間別リハビリ指導項目内容との関係 鮎川　五朗

62 岡浩一朗 中高年者における客観的に評価した身体活動・座位行動パターンの分布および社会人口統計学的要因との関連 荒井　大地

63 鈴木克彦 疲労困憊運動による脳における炎症の発生および抗酸化システムについて 荒谷　真由

64 松岡宏高 神宮球場ナイトヨガ2019の参加理由の検討 有賀　瞳

65 矢内利政 野球の投球動作における投手と野手の違い 安瀬　篤志

66 平田竹男 現役大学生のスポーツ観戦時の利用メディアに関する研究　～Bリーグ無関心層から観戦者へのカスタマージャーニー～ 安藤　友里恵

67 中村好男 スポーツフードビジネスの勝機 飯島　渉太

68 間野義之 運動部マネージャーの役割とその変容に関する研究～一大学野球部を事例として～ 飯島　匠太郎

69 鳥居俊 陸上競技選手権の足部・下腿障害既往脚と足圧分布の関係－復帰時期に着目して－ 飯島　陸斗

70 葛西順一 競泳競技のバタフライにおける主観的努力度とストローク速度、及び泳速度の関係性に関する研究 池江　毅隼

71 熊井司 農業従事者の農作業状況と健康状態の関係性-アンケート調査およびロコモ度テストを用いた検討- 池谷　あかり

72 中澤篤史 就職活動において人物本位主義が隠す学歴・体育会系～採用基準の変化に着目して～ 石井　将大

73 正木宏明 スピードスケート競技中の思考と感情に関する研究  石川　将之

74 広瀬統一 日本人アルペンスキー選手を対象としたフィジカルトレーニングの実情に関する調査研究 石島　瑶子

75 原田宗彦 現役大学馬術部員の満足度に関する調査  石山　晴茄

76 宝田雄大 POFトレーニングはDVRトレーニングと比較して筋の長さ方向に一様ではないが大きな筋断面積増加を引き起こす？~JOC優勝若年エリートボディビルダーの場合~ 泉　風雅

77 金岡恒治 野球打撃動作時に利き手をバットから放したフォロースルーが体幹筋筋活動へ及ぼす影響 イタザキ　ユウマ



78 西多昌規 ビーズ型ソファが仮眠に及ぼす生理学的影響について 市瀬　敦士

79 武藤泰明 スポーツ放映権のこれから 市原　幹也

80 武藤泰明 プロ野球（NPB）球団におけるホームスタジアムの利用状況の違い 一柳　大和

81 中澤篤史 「サッカーにおける数的不利は本当に不利なのか？」 井出　健太

82 中村好男 仕事中における座りすぎが抑うつとワーク・エンゲイジメントに及ぼす影響 伊藤　彰歩

83 葛西順一 卓球競技における腰の位置の変化が安定性に与える影響 伊藤　鮎美

84 堀野博幸 優れた指導者のもつメンタルモデルと学習者の熟達過程に関する研究?世界的ヴィオラ奏者のライフストーリーから? 伊藤　健汰

85 正木宏明 学生柔道選手のあがりと競技不安について 伊藤　哲

86 平田竹男 早稲田大学ア式蹴球部の選手獲得策 ～部員の経歴及び入学動機調査～ 伊藤　彰吾

87 松本泰介 メディアミックス化における原作への影響 伊東　壮十郎

88 木村　和彦 ラグビーにおける具体的スポーツ観戦能力の抽出 稲川　瑠

89 作野誠一 サブチームメンバーのラクロスに対するコミットメントがトップチームの競技成績に及ぼす影響ー大学女子ラクロスに着目してー 稲田　初絵

90 木村和彦 東京オリンピック・パラリンピック大会における政策と住民の要求ー江東区に着目してー 井上　智貴

91 矢内利政 テニスのサーブにおいてトスの高さが打撃フォームに与える影響に関して 井上　瞭

92 吉永武史 中学校における特別支援教育推進のための方策に関する一考察 今長谷　彩実

93 西多 昌規 スペインサッカー留学生の心理的特徴 今村　亮太

94 松岡宏高 余暇活動と幸福度に関する検討 井村　雄大

95 太田章 スポーツ組織から考えるハラスメント撲滅への提言 入江　裕太

96 石井昌幸 違法賭博がもたらす影響の国際比較：スポーツ賭博の事例から 岩澤　侃

97 熊井司 拡散型体外衝撃波が疲労課題後の筋機能に及ぼす影響 岩山　亜里奈

98 石井昌幸 レスリングシニア世界選手権グレコローマンスタイルにおけるスコア分析とその傾向 宇井　大和

99 広瀬統一 アメフト選手のバーナー症候群受傷者の頸部筋力 魚住　玲央奈

100 宮下政司 地域在住高齢者におけるロコモティブシンドロームと身体機能について 薄井　花音

101 木村和彦 総合型地域スポーツクラブ会員のスポーツ価値意識とボランティア参加意欲 内田　光平

102 礒繁雄 日本男子ソフトテニスの国際競技力向上に関する一考察～日本代表合宿練習メニューと対韓国戦の試合内容に着目して～ 内本　隆文

103 吉永武史 学校教育におけるイマージョン教育導入の可能性に関する一考察 内山　洋

104 松本　泰介 未利用魚の活用が魚介類離れを阻止する有効性の検討 宇津橋　昂弥

105 松本　泰介 ラグビーのティア１とティア２のラグビー環境を比較し、ワールドカップでの結果を見て今後のラグビー普及を分析する 宇野　明彦

106 礒繁雄 ラグビーにおけるスクリューパスの学習効果 梅津　友喜

107 松井泰二 日本女子サッカー競技人口の伸び悩みの原因および、競技人口増加が及ぼす影響について 遠藤　優

108 松本泰介 中学・高等学校時の指導方針が与える野球競技の継続意識についての研究 及川　啓

109 宮下政司 若年健常男性における主観的食欲とエネルギー摂取量との関連 大芦　知央

110 志々田文明 学生野球における武士道精神の内容とその活用 大岩　周平

111 木村和彦 巨大マラソン大会におけるスポーツツーリズムに関する考察 大河　真由

112 礒繁雄 加速度計を用いた大学長距離選手の走動作分析に関する研究 大木　皓太

113 リー・トンプソン オリンピックとパラリンピックの語られ方の比較～リオデジャネイロ大会新聞記事から～ 大久保　美佳

114 葛西　順一 大学生の女子ハンドボール競技におけるゲーム分析 大沢　アビ　直美

115 礒繁雄 主観的努力度によるスプリント走の疾走能力の変化 -長距離選手を対象にして- 太田　智樹

116 志々田文明 早稲田大学剣道部女子部の歴史 太田　麻友



117 石井　昌幸 日本版NCAA実現の課題 太田　優佑

118 広瀬統一 大学チアリーディングの現状 大竹　愛

119 田口素子 大学男子アメリカンフットボール選手における年間での体組成の変動と食意識の関係について 大塚　のどか

120 岡浩一朗 テレビドラマで放映された性関連情報の内容分析 大野　絢乃

121 広瀬統一 サッカー選手の練習強度と筋硬度の関係性とコンディショニングにおいての筋硬度測定の可能性 大桃　海斗

122 原田宗彦 フットサル経験者の、Jリーグ・Fリーグのライブ観戦に関する研究 小笠原　瑞穂

123 誉田雅彰 AI技術を用いたバスケットボールにおける選手とボールの動きに焦点を当てたゲーム分析 岡田　健佑

124 志々田文明 剣道の歴史と今後の国際化について～柔道との比較～ 岡田　悠貴彦

125 鈴木克彦 運動とうつ病とオーバートレーニング症候群について―神経内分泌系に注目して― 岡本　和茂

126 石井昌幸 卓球競技の現在までの歴史及び将来的傾向の推測 小川　遥太

127 田口素子 大学生男子競泳選手の試合準備期における朝食の炭水化物摂取量が朝練習中および朝練習後の主観的疲労度に及ぼす影響 奥田　千尋

128 礒繁雄 現役大学アスリートにおける今まで受けてきた指導と競技成績との関連性 押切　凌

129 原田宗彦 日本男子プロゴルフツアーの観戦者の実態 押田　凌大郎

130 田口素子 高校生ゴルフ選手における栄養摂取状況とコンディションの実態 小田　修一郎

131 岡浩一朗 学生テニスサークルの現状と今後の発展要因 小田　駿

132 友添秀則 歴史的変遷からたどる現代スポーツの格差・不平等に関する一考察 尾見　華子

133 広瀬統一 ストレッチ介入前後のスプリントタイムと筋電図との相関について 織部　雅之

134 平田竹男 アイスホッケーにおけるジュニア世代の海外挑戦促進に関する研究 加賀美　俊介

135 原田宗彦 スポーツホスピタリティの認知度・需要に関する研究 加賀見　玲奈

136 葛西順一 卓球競技における打球フォームの正確性と比較 硴塚　将人

137 中澤篤史 ラグビーはサッカーを超えるか 景山　亜月

138 葛西 順一 体操競技における「懸垂前振り伸身背面飛び越し懸垂」の比較研究 柏木　寅冶

139 平田竹男 B.LEAGUE（Bリーグ）クラブ専属チアリーダーにおけるスポーツおよびダンス歴の特徴 ～幼少期から大学期までの軌跡調査～ 柏木　舞波

140 松岡宏高 フットサルを行う学生の競技志向度とFリーグ観戦視点の関係 片岡　竜大

141 岡浩一朗 青少年期アルペンスキーヤーの成長に及ぼす親子関係の影響 片桐　成海

142 作野　誠一 地域社会人クラブチームがフィールドホッケーの競技継続に及ぼす影響に関する研究 片倉　優季

143 岡田純一 大学女子ハンドボール選手における各体力要素の関係性 加藤　凪紗

144 吉永武史 アダプテッド・スポーツの教育的価値と体育授業への導入に向けた方策に関する一考察 加藤　美和

145 堀野博幸 アメリカンフットボールにおけるルーティンとの関係性-SCAT法によるテキストデータ分析の試み- 香取　大勇

146 礒繁雄 ジャンプトレーニングと走動作の関係性ーリバウンドジャンプと垂直跳びに着目してー 金井　直

147 志々田文明 ナショナリズムの消失とともに失われた武士道精神と大和魂 金澤　優太

148 松本泰介 体育会水泳部マネージャーにおける入部要因と部での成長について 金澤　陸哉

149 吉永武史 中学校の体育授業における運動への動機づけを高めるための学習方法に関する一考察 金森　博至

150 葛西順一 卓球競技におけるフォアハンド打ちと全力フォアハンドドライブ打ちの「腰のひねり」の違い 金子　碧衣

151 金岡　恒治 フェンシング（エペ）の突き動作時における上肢の筋活動量 加納　虹輝

152 リー・トンプソン 見るスポーツにOTT化が与える影響 - DAZNとJリーグに着目して - 鎌田　慎平

153 葛西順一 卓球競技の打球動作における上体の役割について 鎌田　那美

154 間野義之 Ｊクラブがホームタウンでのサポーター獲得、またサポーターのクラブへのロイヤルティを高めるための施策 亀井　大祐

155 原田宗彦 女子プロ野球選手のファンサービスが観客の観戦動機に与える影響に関する研究 粥川　ひかる



156 志々田文明 タグラグビー普及の課題 河合　俊太郎

157 友添秀則 日本のソフトボールの普及・発展に関する一考察 川上　卓也

158 宮下政司 咀嚼回数が消化、吸収、代謝、食欲に与える影響 河崎　羽珠愛

159 金岡恒治 大学女子ラクロス選手における８週間のヨガプログラム介入による下肢筋柔軟性の変化    カワサキ　カナコ

160 友添秀則 体育授業評価に関する一考察 カワサキ　ラブ

161 松井泰二 2019年度日本プロ野球公式戦における抑え投手のセーブ機会、各点差による投球結果の変化および抑え投手に求められる適性 川島　倭夫

162 松本　泰介 「共創」の観点から整理するJリーグの地域貢献活動 カワセ　タツキ

163 松岡宏高 民間フィットネスクラブ会員の会員継続のための考察：過去の文献から得られた様々な観点から 河原　鯨介

164 鳥居俊 ソフトテニス選手における走能力とストローク能力の関連性について 川村　虎大

165 友添秀則 ドーピング禁止論・容認論における一考察 河村　南風見

166 広瀬統一 大学男子バスケットボール部員における主観的運動強度の差異と身体機能の関連性 菊池　雄大

167 中村　好男 　スポーツアスリートの高齢化の実態について ―３０代以上で活躍するスポーツアスリートの調査― 木佐貫　香

168 礒繁雄 アルビレックス新潟レディース観戦者の特性調査研究 北川　ひかる

169 堀野　博幸 月経が競技パフォーマンスに及ぼす影響 北村　早紀

170 葛西順一 ローイングエルゴメーター?トレーニングがボート競技力に及ぼす影響 木下　弥桜

171 石井昌幸 スポーツマンガ・アニメの形成過程とその社会影響に関する研究　 ー 表現技法・脚本・時代表象に着目して ー キノシタ　ユウノスケ

172 岡 浩一朗 非健康系企業による介護予防への取り組み  ー航空業界の重要な役割ー 木原　彩

173 原田宗彦 学生アスリートに対するキャリア教育のインパクトに関する研究 貴船　魁

174 武藤　泰明 各国のスポーツ動画配信サービス（OTT）～アメリカ、日本、韓国を中心に～ 金　恩煥

175 リー・トンプソン 平昌オリンピック大会の新聞報道におけるジェンダー表象 木村　功兵

176 リー・トンプソン オリンピックの新聞報道から見る「日本人らしさ」の変容 久保　颯馬

177 平田竹男 日本のラグビーにおける競争均衡度合の高いリーグ設計に関する研究 熊部　翼

178 熊井司 大学アメリカンフットボール選手における外傷・障害調査～膝蓋腱症に関する治療法の検討～ 熊本　夏海

179 作野誠一 東京六大学野球におけるコアファンの観戦動機研究　　　～早稲田大学応援席を対象として～ 雲見　恭光

180 平田竹男 デンマークの成長要因から見る日本ハンドボールの強化策 栗林　修平

181 礒繁雄 GPS測定を用いた大学ラグビー選手の運動能力分析に関する研究 桑山　淳生

182 リー・トンプソン なぜ日本はeスポーツの発展で遅れをとっているのか～新聞報道分析から～ 見城　右京

183 堀野博幸 女子サッカーのシュートシーンにおけるラストパスとディフェンスの関係性について－早稲田大学女子サッカー部と日テレ・ベレーザを比較して－ 源関　清花

184 矢内利政 野球の試合における投球内容と動作に関する観測的報告 河野　友里

185 宮下政司  運動前のミネラルサプリメントの摂取が疲労感、クレアチニンキナーゼ濃度及び白血球数に及ぼす影響 郡山　さくら

186 広瀬統一 サープスピードとジャンプ高の関係 古賀　大貴

187 友添秀則 日本におけるアイスホッケー普及に関する一考察 小澤田　匠

188 正木宏明 ルーティンがパフォーマンスとエラーモニタリングに及ぼす効果－スポーツ競技不安の異なるアスリートを対象として－ 兒玉　彩希

189 熊井司 バレエ経験者と非経験者におけるルルベ及びドゥミ・ポアント時の下肢筋活動と足圧中心軌跡の比較 小中　彩衣

190 松本泰介 スポーツにおける誤審とビデオ判定の関わりについて 小西　健太郎

191 金岡恒治 体幹筋エクササイズ介入がフィギュアジャンプ動作時の腰部挙動および筋活動に与える影響 小林　渚

192 礒繁雄 大学女子サッカー選手の特性調査研究～学年,競技歴,競技意欲の関連性に着目して～ 小林　菜々子

193 吉永武史 大学の体育会系部活動に所属するアスリート学生のキャリア形成支援に関する一考察 小林　春慶

194 主査 中澤篤史 栄養と水分はスポーツに対して、どのような影響を与えるのか。 小林　雅哉



195 田口素子 チアダンス競技者の摂食態度の実態 小林　桃子

196 岡田純一 男子アイスホッケー選手におけるシュートスピードに影響する要因 小林　祐介

197 奥野景介 東京六大学野球における走者三塁時の配球と失点との関係に関する考察 小藤　翼

198 熊井司 アルティメット競技試合後における主観的疲労度と競技動作との関連 小堀　颯介

199 木村和彦 スポーツコンテンツを配信するサービスの利用に影響を与える要因－サービスの会員と退会者に注目して－ 小峰　拓海

200 土屋　純 ソフトテニスにおけるサービス向上に必要な要素 小山　舞

201 正木宏明 イメージトレーニングの重要性と普及について 近藤　祐紀

202 原田宗彦 20代ランナーにおけるランニングaddiction傾向と主観的規範の関係 齋藤　尚

203 葛西順一 早稲田大学ラグビー蹴球部が優勝するために必要な戦術及び取り組みに関する考察 齋藤　直人

204 鳥居俊 陸上長距離選手におけるシンスプリント既往と足圧重心軌跡左右変位量の関連性 齋藤　雅英

205 作野誠一 高円宮牌ホッケー日本リーグのプロダクトと観戦者の満足に関する研究－日本リーグ観戦者の調査から－ 齊藤　湧大

206 原田宗彦 大学フェンシング競技者におけるシューズの選択要因 齋藤　里羅子

207 岡浩一朗 女子大学生スキー選手における月経前症候群と競技種目の関連 酒井　結衣

208 松岡宏高 Ｊリーグクラブファンの消費行動：若者の特性に着目して 酒井　優輔

209 武藤泰明 新国立競技場の東京2020大会終了後の活用について 坂本　英皓

210 松岡宏高 スマートウォッチ使用とスポーツ活動の関係について 運動頻度と運動時間に着目して 佐々木　優啓

211 武藤泰明 夏季オリンピックレガシーについて 笹野　由宇

212 武藤泰明 ブームから見るランニングの今後の展開 嵯城　優人

213 礒　繁雄 バイアスロン競技における世界と比較した日本の現状 佐藤　葵

214 中澤篤史 地域貢献活動が大学スポーツに及ぼす効果～早稲田大学庭球部を例とした調査から～ サトウ　ショウジ

215 石井香織 女子柔道部員の自宅近隣環境の認知変化が日常の身体活動量に及ぼす影響 佐藤　美裕

216 岡田純一 アメリカンフットボール選手における筋の柔軟性と疾走速度の関連性 佐藤　ゆとり

217 射手矢岬 腕挫十字固の効果的な取り方について 佐藤　竜

218 岡田純一 学生ラインバッカーを対象としたスプリント走のスタート方法の検討 真竹　雄也

219 石井昌幸 近代競技スポーツにおけるフェアネスとハンデキャップ制度に関する研究 佐野　友香

220 武藤　泰明 日本におけるフェンシングの発展 澤浦　美玖

221 間野義之 剣道の継続要因と生涯スポーツとしての効用性 品川　大華

222 正木宏明 バスケットボールフリースローにおける写真観察の効果 澁谷　咲月

223 熊井　司 登山での踵部圧による靴擦れの研究 志保　颯一郎

224 作野誠一 大学テニス環境の日米比較研究 島袋　将

225 正木宏明 幼い動物と大人の動物の写真によるゴルフパッティングへの影響 清水　日奈

226 間野義之 競技者の性別による観戦要因の比較研究～バスケットボールを例に～ 下和田　ゆい

227 矢内利政 サッカーにおけるインサイドキックの正確性と蹴り脚関節角度の関連 城島　泰介

228 武藤泰明 NCAAと比較したUNIVASの発展可能性 白石　裕

229 射手矢岬 身体の捻れとバッティング速度の関係性について 神　樹里乃

230 岡田　純一 ウエイトリフティング選手におけるクリーンとジャンプスクワットのパワー特性の比較 新川　百音

231 礒繁雄 5000m世界記録保持者における疾走速度に対するピッチとストライドの関係 新迫　志希

232 松岡宏高 イケメンアスリートにおける魅力構成要因：尺度開発と比較分析 菅森　ひかり

233 木村和彦 流鏑馬祭に訪れる人々の来場意図と馬に携わるアクティビティ参加行動に関する研究 杉野　日向子



234 田口素子 男子大学ラグビー選手の春季合宿における朝練習前の補食摂取とコンディションとの関係 杉本　杏奈

235 石井昌幸 スポーツと政治の関係に関する考察：国際的スポーツ大会の事例から 杉本　隼人

236 田口素子 スポーツを行う女子大学生における体重と食事摂取に及ぼす月経の影響 須嵜　仁美

237 宮下政司 摂食速度が消化、吸収、代謝、食欲に与える影響 鈴木　捷太

238 中澤篤史 東京六大学野球の入部の在り方に関する意識調査 鈴木　太郎

239 友添秀則 運動部活動の在り方と少子社会に関する一考察：中学校を対象に 須永　さやの

240 松岡宏高 大学スポーツファンにおけるチーム愛着と地域愛着の関係および観戦者行動に関する研究 セオ　ショウタ

241 射手矢岬 足車におけるキネマティクス的研究 セガワ　ユウキ

242 武藤泰明 各チームのファンタジーポイントの獲得数と2018年NFLのリーグ順位について 関　将吾

243 吉永武史 生徒の主体的な学びを促すためのICTを活用した体育の授業づくりに関する一考察 関口　安香里

244 松岡宏高 ラグビーワールドカップに関するツイート内容分析 関野　弘一

245 正木宏明 チアリーダーの同調動作における神経基盤 十河　昌也

246 松井 泰二 短距離選手の下肢特徴と走動作に関しての一考察 タカウチ　マオ

247 間野義之 スポーツツーリズムにおける空港に求められる役割と今後の展望 タカギ　ミユ

248 作野誠一 大学運動部におけるサーバントリーダーシップとフォロワーの自主的行動の関係 高木　良輔

249 田口素子 大学女子サッカー選手における栄養素摂取状況と間欠的持久力との関連 タカセ　ハナ

250 矢内利政 歩行中の通話が直線歩行に及ぼす影響 タカダ　シンタロウ

251 矢内利政 大学野球選手の健常群と傷害群における肩複合体の3次元運動解析 タカハシ　サトシ

252 鳥居俊 大学女子ホッケー選手における月経調査 -競技レベル別の検討- タカハシ　シホ

253 葛西順一 テニス競技における効率的な動き方に関する研究 タカムラ　ユウキ

254 間野　義之 ボート競技におけるライバル観がもたらす影響 タカヤマ　イタル

255 間野義之 社会人スポーツコミュニティと孤独感との関連について-千葉県社会人陸上競技チームを題材にして- 竹内　洸太

256 吉永武史 アマチュア野球の指導者に求められる資質及び能力に関する一考察-ライセンス制度に着目して- 竹下　直輝

257 松本泰介 興行としての国内eスポーツ発展における課題 ～世界と日本のパブリッシャーを比較して～ 竹嶋　鞠央

258 奥野景介 大学野球部におけるスポーツ傷害受傷後の心理的変化に関する研究 竹田　和真

259 吉永　武史 自分らしい選択を行うためのメタ認知に関する一考察 武田　啓介

260 作野誠一 大学サッカー部における部員のモチベーションに関する調査研究 武田　太一

261 松岡宏高 山小屋の選好理由 田嶋　智徳

262 友添秀則 ICT教育とこれからの教師に求められる資質・能力に関する一考察 楯　如美

263 岡田純一 バランスおよびストレングストレーニングを含む複合トレーニングが1RMに及ぼす影響 田中　克尚

264 彼末一之 筋の瞬間的力発揮が同肢内他筋の持続収縮力に及ぼす影響 田中　佳奈子

265 岡田純一 高齢者における長期間のレジスタンストレーニングによる体力の維持・向上に関する研究 田中　巽

266 原田宗彦 大学女子サッカー選手のチームコミットメントに関する研究 ―レギュラーと非レギュラーに着目して― 田中　実夏

267 間野義之 射撃競技開始理由と継続理由を踏まえた普及対策 田中　美沙

268 太田章 レースレポートから考察するセーリング競技470級の重要因子 田中　美紗樹

269 吉永武史 生徒のニーズに対応した運動部活動をするための環境づくりに関する一考察 田中　裕也

270 金岡恒治 サッカーインステップにおける利き脚と非利き脚の動作のちがい 種田　湾太郎

271 リー・トンプソン オリンピック報道の女性トップアスリートの表象 田部井　達也

272 矢内利政 ハンドボールにおいてジャンプシュートとステップシュートの上半身の活動の比較 玉川　耕三



273 松本泰介 ソフトボール独自の戦術の必要性 丹野　太郎

274 葛西順一 大学競技スポーツにおける学生のモチベーション変動に関する研究 因　京将

275 松岡宏高 eスポーツが生み出す経済効果 陳　逸聡

276 石井香織 スポーツ観戦行動とスポーツ実施の関係 津田　郁也

277 木村和彦 いきいき茨城ゆめ国体ボート競技会場における観戦者の消費行動と余暇活動に関する調査 土屋　夏彦

278 木村和彦 クライミング実施者における特性別の目的、関心およびイメージの変化について 寺西　大成

279 土屋 純  スキージャンプ及び複合選手が行うシミュレーションジャンプでの最も大きな力積を獲得できる踏切り動作 傳田　英郁

280 中村好男 女 性 に お け る 運 動 誘 発 性 筋 損 傷 と 筋 損 傷 誘 発 運 動 時 の 発 揮 筋 力 の 関 係 土居　明日香

281 松本泰介 ジャパンラグビートップリーグの女性向けイベント・企画に関する考察：Ｂリーグとの比較を通して 當寺河　夏美

282 深見　栄一郎 競技能力向上における要因と競技開始適時期に関する一考察 トクズミ　モトツグ

283 西多昌規 「スポーツ」を先行刺激とした時に、自己及び他者スキーマに与える影響 戸澤　壮一

284 松井泰二 バレーボール初心者のサーブ場面におけるルーティンの有効性について 利根川　智緩

285 作野誠一 中学校ソフトテニス部における理想的な外部指導者像に関する研究 富石　悠生

286 松井泰二 大学の女子バレーボール競技におけるトス配球から見たアタック決定率とセット獲得との関係 富澤　結花

287 中村好男 Mリーグの現状分析と麻雀の普及に関する研究 共田　貴洋

288 田口 素子 中高生バスケットボール選手のエネルギー消費量と食生活の実態 登山　真帆

289 木村和彦 B.LEAGUEにおける観客動員数増加に向けた集客施策に関する研究 ―群馬クレインサンダーズに着目して― 鳥山　千里

290 倉石平 ラグビーの効果的なアタックに関する研究　ラグビー強豪国を対象として 中尾　悟

291 岡田純一 筋力トレーニングが乳酸閾値へ及ぼす影響 中川　拳

292 吉永武史 競技スポーツにおける咬合とシャウトによるパワー発揮に関する教育への導入 長沢　美泉

293 作野誠一 大学運動部員の退部理由と不満～コンフリクト処理行動による類型化の試み～ 中嶋　錬

294 吉永武史 レジステッド及びアシステッドスプリントトレーニングの組み合わせが高校生男子サッカー選手のスプリント能力に与える影響 中條　結衣

295 川上泰雄 ボディビルダーの減量における大腿筋群の量的変化 長瀬　嘉剛

296 広瀬統一 匂い刺激による心理的変化と競技パフォーマンスの関係 永田　一紗

297 宮下政司 エネルギー出納を考慮した断続性歩行が閉経後女性の主観的食欲に与える影響 中田　珠未

298 堀野博幸 女性アスリートの歴史と現状-大学女子アスリートの心理的競技能力からみた特徴- 中田　有紀

299 岡　浩一郎 スポーツにおけるあがり症に対する認知行動療法の適応に関する研究動向 中平　賢郷

300 岡田純一 日本のトップレベル大学ラグビー選手の10mスプリントと形態、力発揮能力の関係性 中野　将伍

301 秋本崇之 筋特異的miR-23クラスターノックアウトマウスにおけるグルココルチコイド誘導性骨格筋萎縮応答 中原　俊矢

302 平田竹男 陸上競技400m競技者の実施動機と魅力に関する研究 中村　巴南

303 矢内利政 小学生期のサッカー経験の有無によるキック能力の差 中屋　輝

304 堀野博幸 サッカーシューズの購買決定要因について 中山　健

305 石井昌幸 スポーツが近代アメリカ社会に与えた影響に関する研究 長山　颯汰

306 武藤泰明 スター選手獲得によるクラブのブランディング戦略とその影響 中山　巧

307 赤間 高雄 エルゴメーターを用いた20分間の高強度運動が免疫能に与える影響 納家　一樹

308 原田宗彦 スポーツハンティングを取り巻くエコシステム 新関　大生

309 太田章 日本における総合格闘技の人気獲得とメジャースポーツ化への道 西尾　真輔

310 正木宏明 脳のエラー関連処理にルーティーン動作の及ぼす効果 西久保　達也

311 武藤泰明 三大駅伝大会における箱根駅伝の位置付け 西原　剛志



312 木村和彦 中央競馬の現状分析とプロモーション効果の検討 西堀　宏基

313 田口素子 大学男子陸上競技選手におけるたんぱく質摂取量と骨格筋指数との関係 西村　緋菜乃

314 秋本崇之 フィンスイミング競技のトレーニング法に関する研究 ―ゴールセットと競技記録の関係について― 根本　靖偉

315 原田宗彦 フィギュアスケートファンの消費行動について 野口　彩花

316 武藤泰明 ランニングシューズの違いからわかる各スポーツメーカーの考え方について 野口　陸良

317 吉永　武史 運動休眠層である生産年齢層に対する運動環境創出に関する一考察 野田　拓夢

318 広瀬 統一   サッカーにおける映像トレーニングによる認知機能への効果と保持期間について  野牧　元

319 岡田純一 運動様式の違うトレーニングが片脚ドロップジャンプ中の下肢関節角度に及ぼす影響 橋本　友

320 射手矢　岬 足の運びの違いが鉄砲の衝撃力に及ぼす影響 橋本　侑京

321 石井香織 大学生への歯間クリーナーの使用啓発に関するリーフレット配布の歯科口腔保健推進への有効性 長谷川　哲也

322 磯繁雄 ソフトテニスシングルスにおける落下地点毎の配球割合 －日本人選手と韓国人選手を比較して－ 花園　優帆

323 熊井司 手関節と手指に対するテーピングが筋機能および可動域に与える影響 濱口　大生

324 リー・トンプソン 2019年世界水泳選手権大会のテレビ中継の選手のインタビューにおける自然発話の特徴と競技成績との関係 濱口　真子

325 堀野博幸 チームスポーツを対象とした大学運動部の集団凝集性 羽諸　大雅

326 間野義之 働き方改革とスポーツ実施率の相関関係 林　貴美子

327 岡浩一朗 女性がスポーツクラブにおいて格闘技を行うことに関連する要因 林　弥生

328 木村和彦 サイクルスポーツイベントにおける参加形態と行動的特性の関係 原　幹人

329 田口素子 大学生男子ラクロス選手における朝食摂取頻度と練習意欲との関連 半場　涼介

330 深見英一郎 サッカーのキック技能向上に関する効果的な指導法 樋口　就大

331 平田竹男 時代にあった学生応援団のあり方に関する研究 比田井　啓

332 葛西順一 インコース打ちにおける腰と肩のひねり角度での右打者と左打者の違い 檜村　篤史

333 岡田純一 レジスタンストレーニングのエクササイズ順序におけるコンパウンドセットとトラディショナルセットが代謝応答および主観的運動強度に与える影響 ビョン　ジェオ

334 正木宏明 標的強度発揮時の主観的正反応に関するfMRI研究 ヒロセ　ナツキ

335 杉山千鶴 いかに回るのか、そしてそれをいかに教えるのか 広瀬　楓夏

336 広瀬統一 アメリカンフットボールとその他競技で比較する脳震盪が前庭/眼球運動に及ぼす影響 廣渡　信哉

337 熊井　司 大学女子バスケットボール選手におけるポジションと受傷機転の関係 深川　悠佳

338 作野誠一 中学校サッカー部における指導者のフィードバック行動の影響に関する研究ー称賛と叱責の相乗効果の検討ー 布川　滉貴

339 葛西順一 右打者と左打者の打撃動作における三次元解析 福岡　高輝

340 松井泰二 ソフトボール外野手の直接本塁送球における主観的努力度とボールの速さと正確性の関係 古川　晴野

341 松井泰二 バスケットボールにおけるスリーポイントシュートの一考察一関東女子リーグ戦の分析から一 細貝　野乃花

342 倉石平 バスケットボール競技における連続得点が勝敗に及ぼす影響－連続得点の回数と加点に着目して－ 堀　勇聖

343 松井泰二 バレーボール競技におけるリベロによるトス動作の研究 堀江　友裕

344 木村和彦 メットライフドーム改修に伴う観戦意図の研究 堀部　暁史

345 間野義之 男子水球競技継続に関する研究 眞板　晃生

346 中澤篤史 個人のモチベーション～ストリートダンスサークルを対象とした追跡調査～ 前田　恭兵

347 彼末一之 野球の投球における手指の動作および筋活動がボールコントロールの個人差に及ぼす影響について 前田　直輝

348 中村好男 長距離ランナーの走行距離と走記録および睡眠時間と走記録の相関性 真柄　光佑

349 作野誠一 大学男子サッカーにおける監督と選手の関係性が組織コミットメントに及ぼす影響~LMX理論による検討~ 牧野　潤

350 志々田文明 我が国におけるF1開催の課題 牧山　千莉



351 田口素子 男子大学生競技者の朝食摂取頻度と睡眠状態の実態 増子　奈保

352 矢内利政 動いたボールを正確にインサイドキックする技術に関するバイオメカニクス的研究 升田　圭亮

353 正木宏明 経頭蓋交流刺激がエラー関連陰性電位に与える影響 間瀬　勇希

354 平田竹男 男子バスケットボール日本代表の強化に繋がるBリーグのあり方 町田　拓海

355 中澤篤史 スポーツ推薦制度への期待と現実 松岡　優子

356 矢内利政 サッカーにおける利き足と非利き足のシュート動作の違い‐発達段階と運動学的特徴、膝関節の運動に着目して‐ 松永　涼平

357 石井昌幸 障がい者スポーツにおける ドーピングに関する一考察 松本　直毅

358 金岡恒治 女子軟式野球選手における身体的特徴と傷害発生との関連性 松本　美瑳

359 吉永武史 競技スポーツにおけるフェアプレイ推進のための方策に関する一考察 松本　倫旺

360 間野義之 ラグビーワールドカップ2019 日本大会の開催意義 松本　悠汰

361 吉永武史 日本における学校外教育の現状と今後の在り方に関する一考察 間野　慎之介

362 松本泰介 音楽制作におけるテクノロジーの導入、ボーカロイド技術の活用 丸井　悠史

363 葛西順一 早稲田大学ラグビー蹴球部が優勝するために必要なこと－チーム及び個人の観点からの考察－ 三浦　駿平

364 広瀬統一 アスレティックトレーナーの業務1部を技術で代替するための研究 三浦　佑太

365 松井　泰二 ビーチバレーボールにおけるAdrian Carambula選手のスカイサーブの有効性 水谷　隼

366 リー・トンプソン イニエスタとポドルスキがもたらした新聞報道の変化 水谷　智彦

367 矢内　利政 上体の向きが半径の小さな曲線歩行に及ぼす影響 溝口　友己歩

368 松岡宏高 Jリーグユースチーム所属選手のキャリア意識に関する研究 道渕　和基

369 磯　繁雄 鉄棒における「バーを越えながら後方抱え込み2回宙返り1回ひねり懸垂(コールマン)」の指導方法についての一考察～男子大学生に着目して～ 南　亜蘭

370 友添秀則 今後の運動部活動のあり方に関する一考察:メディアとスポーツの関係に着目して 南　亮介

371 中澤篤史 スポーツ映画が描く社会問題 南川　将樹

372 リー?トンプソン 国民体育大会における都道府県間のメダル獲得数差の背景にある要因 峯浦　峻佑

373 リー・トンプソン 大阪市立桜宮高等学校の体罰事件における新聞報道の内容分析 箕輪　晋太郎

374 平田竹男 大学女子ラクロスで活躍する選手の競技経験 宮尾　和佳奈

375 寳田雄大 事前準備動作が足関節 stiffness 及び RJ-index に及ぼす影響 宮川　智安

376 広瀬統一 足関節捻挫既往者における空中で外力が加わったときの着地動作の特徴 ミヤザキ　アツヒト

377 奥野　景介 女子アイスホッケーにおける日本代表選手のDNA遺伝子の特徴と日本代表選手および非日本代表選手の体力的要素の比較 宮崎　千里

378 松井泰二 バレーボールにおけるブロック動作の比較-ポジションや競技歴・試合経験の異なる選手の反応速度と膝関節角度の変化に着目して- 武藤　鉄也

379 平田竹男 飲食店のアレルギー表示調査とアレルギー表示を増やす施策の提案 村上　健士朗

380 彼末一之 野球の投球ごとのボールリリース動作における手指の動作・筋活動の変化とボールコントロールの関係性 村上　智優

381 中澤篤史 高校野球における「投げすぎ」の問題は新聞でどのように報じられているのか 村上　渉

382 深見　英一郎 運動部活動における生徒の自主性と指導者の主導性の関係性について 桃井　伶実

383 リー・トンプソン メダルの色によるオリンピック新聞報道の表象の違い 森　一輝

384 間野義之 高校生のプロスポーツ観戦における、総合的満足度と再観戦意図に影響を及ぼす要因について～観戦機会創出による影響も踏まえて～ 森岡　和磨

385 彼末一之 リーチング動作における正確性の制御の特徴 森川　裕美子

386 堀野博幸 ＪＦＡアカデミー福島女子サッカーチームにおける人間教育的プログラムに関する研究－プログラム設立の背景と目的に着目して－ 森田　海

387 原田宗彦 プロスポーツチームによるまちづくり～横浜DeNAベイスターズに着目して～ 森田　和樹

388 土屋純 野球のバッティングにおけるツイスト動作とスイングスピードについての一考察 森西　寛明

389 原田宗彦 競泳競技における観戦動機と観戦阻害要因-日本選手権・JAPAN OPEN・国内実施の国際大会に注目して- 森本　健太



390 原田宗彦 ラグビーワールドカップ日本代表戦の観戦が観戦者の幸福感に与えた影響 森本　健人

391 石井昌幸 フェンシングの発展と普及に関する歴史的研究 安　雅人

392 葛西順一 野球の投球フォームにおける足腰の役割 安江　駿

393 広瀬統一 テニス競技における競技力と基礎体力の関係性 安上　昂志

394 中澤篤史 職業プロとしてのダーツの可能性 山内　慶梧

395 岡田純一 腕立て伏せの各動作局面における安定面と不安定面の違いが筋活動に与える影響 山口　柾也

396 石井昌幸 レスリングにおける試合時間とスパーリングの関係性 ヤマサキ　ヤジュウロウ

397 友添秀則 男女共習の教育的意義における一考察 ヤマサキ　リエ

398 正木宏明 メンタルとスポーツパフォーマンスの関係性について 山下　晶平

399 松本泰介 トレーニングジムでのシューズの選択に関する研究 山田　航平

400 原田宗彦 ラグビーワールドカップ2019日本大会における訪日外国人の観戦者行動に関する研究 山田　将大

401 倉石平 大学軟式野球における配球について ―カウント0-0からにおける投球の分析― 山田　剛士

402 礒 繁雄 PNFC理論に基づいたムービングステップのウォーミングアップ導入についての一考察 山田　仁衣奈

403 志々田 文明 日米大学スポーツの比較考察とUNIVASの課題分析 山田　雄一郎

404 中澤篤史 退部のしにくい雰囲気の要因 山中　裕一朗

405 松岡宏高 アスリートのブランドイメージの研究：消費者の特性間比較による検討 山羽　沙季

406 間野義之 日本の主要競馬場の目的外利用についての研究 山本　一誠

407 矢内 利政 ハンドボールジャンプシュートにおける角運動量と球速の関係 山本　彩椰

408 リー・トンプソン eスポーツはスポーツか～麻雀と将棋とのイメージ調査による比較～ 山本　耀介

409 松井泰二 ノルディック・コンバインド種目における，初オリンピック個人メダルを獲得するために必要な成績による条件 山本　涼太

410 武藤泰明 日本におけるeスポーツの発展と将来性に関する考察 余　榕

411 堀野博幸 サークル活動におけるチームマネジメントの研究ー満足度および部活動との比較からー 横堀　真人

412 松本泰介 「「就職活動の意思決定に影響を与える因子」と「仕事の選択の軸」の関係性についての調査」 横山　真也

413 矢内利政 日本の大学ラグビー選手の最高加速度と最大筋力の関係 横山　海夢

414 中澤篤史 早稲田大学バレーボール部の歴史と変遷 吉田　伸

415 中村　好男 統計学と客観分析から導く現代野球における勝利の方程式 吉田　悠真

416 作野誠一 大学野球部において求められるリーダーシップに関する一考察～本学硬式、準硬式及び軟式野球部の組織特性に着目して～ 吉田　龍平

417 宮下政司 変形性膝関節症とロコモティブシンドロームの関係性 吉野　倫加

418 石井昌幸 人間に必要な栄養素(文献) 吉村　拓海

419 深見英一郎教授 「バドミントン競技の外傷・障害予防に関する一考察?大学生への実態調査を参考に?」    吉村　徳仁

420 岡浩一朗 民間テニススクールの運営戦略 米澤　海知

421 木村　和彦 スポーツツーリズムの視点からマラソン大会における再参加意図に関する考察　--札幌マラソンにおける参加者に着目して 羅　詩蕊

422 間野義之 「野球離れ」に影響を与える時代経過による環境変化 若林　大貴

423 矢内利政 野球のバッティング動作におけるOPSが高い打者と低い打者の各動作タイミングの違い 和田　健士郎

424 木村和彦 日本のボールパークと非ボールパークにおける来場者の行動差異の比較分析 渡邉　貴弘

425 作野誠一 主将のリーダーシップが部員の信頼度と組織コミットメントに与える影響ー大学バドミントン部に着目してー 渡辺　俊和

426 誉田雅彰 テニスのドロップショットにおけるボールの速さと回転数の分析 渡辺　春樹

427 田口素子 大学生ダンサーの水分補給の実態 渡邉　舞

428 志々田　文明 日本における「現代登山」の新しい価値：スポーツ・ツーリズムの観点から 渡邉　亮一



429 中村好男 ブレグジット論 藁田　知輝

430 正木宏明 ダーツ投擲パフォーマンスに及ぼすニューロフィードバックの即時的効果 平賀　恭子


