
番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

1 正木宏明 競争場面における事象関連電位の考察 吉田哲郎

2 小野沢弘史 柔道における礼法指導の重要性～魅力ある柔道のために～ 岡田奈菜子

3 鳥居俊 日本における雪崩装備所持率と雪崩講習受講率の調査 北野裕大

4 中村　好男 北区主催ウォーキングイベントにおけるマーケティング視点からの分析と参加者の意識調査 吉川友貴

5 中村好男 スポーツ応援を通じての身体活動の促進 葛坂拓未

6 寒川恒夫 スポーツ選手における縁起かつぎについて 久保田裕

7 友添秀則 日本の高校野球の発展に関する一考察 日暮雄太

8 矢内利政 打者の有無、及びコースの違いが投手のボールコントロールに与える影響 安達公亮

9 堀野博幸 インサイドキックの種類とパフォーマンスに関する研究ーDynamic KickとStationary Kickに注目してー 石井絢

10 川上泰雄 腹囲メジャー計測による内臓脂肪横断面積の推定法の提案 一瀬星空

11 松岡宏高 自転車イベント参加者の満足度と将来意向の関係性 伊藤麻央

12 作野　誠一
大規模市民マラソンにおけるボランティアマネジメントの現状と課題
～東京マラソンと大阪マラソンを題材にして～

大﨑淳

13 原田宗彦 周辺プロダクトが観戦意図に及ぼす影響～プロ野球２軍観戦者に着目して～ 小川由唯花

14 中村千秋 スピードスケートワールドカップ遠征中の食事、身体組成及びパフォーマンス 小田卓朗

15 堀野博幸 日本の準硬式野球における犠牲バントの有効性について 河合亮太

16 リー・トンプソン スラムダンクリーダーシップ論 北野亜紗実

17 寒川恒夫 2015年東京ヤクルトスワローズ成功の要因 木村拓広

18 松岡宏高 プロバスケットボールチームにおけるブランド連想の研究ー琉球ゴールデンキングスを事例としてー 桑江清

19 原田宗彦 日本の大学生におけるスポーツツーリズムの現状と展望の把握 小坂駿輔

20 彼末一之 ヒトの広い走速度範囲におけるケイデンスとステップ長 後藤悠太

21 内田　直 運動量の変化が睡眠の質、気分、パフォーマンスへ与える影響 佐々木勇歩

22 鈴木克彦 マウス水浸拘束モデルにおける好中球貪食能および活性酸素産生能の検討 佐渡眞歩

23 堀野博幸 2014FIFAワールドカップを題材にゴールキーパーのシュートストップの難易度の数値化と比較 佐藤航

24 木村和彦 プロ野球における入場者数を増やすための取り組み 進藤舞子

25 内田直 ブルーライトカットレンズ着用が夜間睡眠に与える影響 高島祐太

26 深見英一郎
サッカーとバスケットボールのトップリーグの比較研究
～Jリーグから学ぶ日本のバスケットボールリーグの成功への導き方～ 田村秀

27 松岡宏高 プロ野球の試合における効果的なプロモーションの検討 土屋史穂

28 作野誠一 Jリーグにおけるスタジアム整備のあり方に関する一提案 堤健彰

29 リー・トンプソン イタリアサッカーリーグの熱狂的サポーター“ウルトラス”についての考察 永塚拓己

30 太田章
日本人アメリカンフットボール選手がNFL挑戦を成功させるためには？

中村洸介

31 松岡宏高 Fリーグクラブにおけるマネジメントの現状と課題 中山智之

32 リー・トンプソン アイドルにおけるブレイクとメディアの関係 西信好

33 平田竹男 Jリーグのアジア戦略にみるスポーツの持つソフト・パワーの研究 林裕之

34 間野　義之 剣道競技における競技力の地域間格差に関する研究 樋口貴登

35 平田竹男 2014年FIFA World Cup Brazilにおける黒人選手の身体的・技術的優位性に関する研究 福嶋淳平



36 中村好男
障がい者スポーツイベントにおける異分野団体の連携・協力が、それぞれの持つ問題に影響を与えるプロセ
スと今後への課題

本間薫

37 岡田純一
アスリートの食事栄養摂取量と身体組成の関係についての研究ー日本トップクラスのレスリング選手を事例
にー

前川勝利

38 中村千秋 疲労がヒトの判断力に与える影響について 水間俊介

39 平田竹男
フィールドホッケーの普及
～国内における競技人口増加に関する提言～

村上桂英

40 間野義之 サッカーと国際関係に関する研究―日韓関係に着目して― 村田大地

41 作野誠一 競技力の向上と人間形成の関連性ーミニバスケットボールの指導内容に着目してー 饗庭まり恵

42 武藤泰明 日本の体操選手の過去の成績と練習環境の関係性 相原優稀

43 宝田雄大 加齢に伴うヒト皮膚真皮層の15MHz超音波画像の輝度値の変化 相原裕佳

44 松岡 宏高 日本の男子プロゴルフトーナメントにおけるスポンサー企業の撤退要因 青野憲太郎

45 鈴木克彦 疲労困憊運動による肝臓及び腎臓の臓器傷害と酸化ストレスに対するEGCG投与の影響 青松允輔

46 彼末一之 異なる動作パターンのタイミング制御能力への影響の解析 青山博紀

47 倉石平 ハンドボール競技における相手が2分間退場中の得点と失点が試合に及ぼす影響 東江雄斗

48 吉永武史 高校野球を取り巻く諸問題とその解決に向けた具体策に関する一考察 芥川弘人

49 寒川　恒夫 スポーツ選手メンタルの重要性「ルーティン」 浅見晋吾

50 武藤泰明 企業がオリンピックスポンサーシップ契約を結ぶことで得られるメリット 浅海萌子

51 松井泰二 大学男子バレーボール競技におけるデータおよびアナリストに対する意識について 阿部あずさ

52 吉永武史 保健体育科における「体育嫌い」を減少させるための方策に関する一考察 阿部桜佳

53 正木宏明 メンタルトレーニングの重要性と普及について 雨谷拓矢

54 礒繁雄 スキー競技のパフォーマンスと自転車エルゴメーターにおいての最大無酸素性パワー値の関係について 荒井章吾

55 広瀬統一 方向転換動作における男女差の検討 荒川菜摘

56 平田竹男 日本フットサルリーグにおける観戦者属性とクラブの施策に関する研究-名古屋オーシャンズを対象として- 新谷洋介

57 岡浩一朗 女子大学生アスリートのPMSの実態と食生活との関連 有路杏子

58 礒繁雄 大学男子アルペンスキー選手における連続リバウンドジャンプと競技力との関係 安藤佑太朗

59 川上泰雄 大腿直筋の筋疲労が低強度・長時間の等尺性膝伸展時に発現する大腿四頭筋の活動交替に与える影響 飯泉拳

60 武藤泰明 2015年ラグビーW杯日本対南アフリカ戦後の現地と日本での報道比較 池本翔一

61 正木宏明 運動中における記銘がパフォーマンスに与える影響 池山謙太

62 吉永武史 運動部活動における望ましい指導者の在り方に関する一考察 伊澤賢人

63 木村和彦 将来のフィットネスクラブのあるべき姿に関する考察 石井雄也

64 礒繁雄 アイスホッケーにおけるポジション別にみたスケーティングの特徴 石川貴大

65 松岡宏高 大学生アスリートのアスリートアイデンティティと進路選択不安の関係性―早稲田大学体育会を例に― 石栗優

66 中村千秋 アマチュアラク?ヒ?ー選手におけるランニンク?ハ?フォーマンスとComplex trainingの有効性 石田合威

67 原田宗彦 大学野球観戦者における愛校心の特徴：ラグビー観戦者との比較 石山志保

68 葛西順一 最大挙上重量及び脚伸展パワーがソフトボールの遠投に与える影響 泉花穂

69 矢内利政 野球のバッティングにおける空間的制約を受ける打者と受けない打者のスイング軌道の特徴 井田雅人

70 金岡恒治 水泳トラックスタートにおけるバックプレートの位置が筋活動に与える影響 市毛雄一郎

71 内田直 大学柔道選手における減量が睡眠に及ぼす影響 市場愛梨



72 倉石平 バスケットボールにおけるリバウンドが勝敗に与える影響 市橋侑弥

73 田口素子 アスリートの減量方法としての糖質制限 市村るり

74 太田章 生涯スポーツとしてのソフトテニスの提唱 伊藤咲野

75 正木宏明 MCI疾患における運動療法の可能性 伊藤真希

76 石井昌幸 遊びの場として吉原と遊廓の研究 伊藤未来也

77 木村　和彦 大学テニスサークルの合宿地選考における意思決定プロセスに関する研究 伊藤実悠

78 友添秀則 中学校・高等学校の運動部活動における体罰に関する研究　-体罰容認意識に着目して- 伊藤夕季

79 リー・トンプソン 高校野球と高校サッカーの新聞報道の違い 伊藤祐太

80 間野義之 スポーツによるバーンアウト競技者の意識変容と継続意図に関する研究 伊東渉

81 作野誠一 経験価値論からみたColor Runの特徴に関する一考察 伊能さくら

82 志々田　文明 バスケットボール発展のためのメディアとの関係：日本野球の分析から 井上和之

83 中村千秋
足関節捻挫既往者における遠位脛腓結合への関節モビライゼーションが遠位脛腓結合間距離と足関節最大
背屈角度に及ぼす影響

井上美紀

84 関一誠 テニスを行う前のトレーニングがパフォーマンスに及ぼす効果 今井慎太郎

85 平田竹男 スポーツ漫画と競技登録者数の関係に関する研究 今泉貴大

86 吉永武史 高校生のレスリング競技力向上のためのトレーニングプログラムの開発 今村聖

87 倉石　平 アルティメット競技におけるターンオーバーが勝敗に及ぼす影響 岩岡優奈

88 関 一誠 バドミントンにおける体幹筋トレーニングの即時効果について 岩城裕之

89 金岡　恒治 バドミントンのオーバーヘッド動作における初心者と経験者の筋活動の違い 岩間心平

90 作野誠一 日本男子ホッケー競技の強化に関する一考察 鵜飼慎之介

91 原田宗彦 スポーツにおける大学生のICTの認知度調査 宇佐美孝太

92 坂本静男 大学男子ラクロス選手の身体特性の検討―アタッカーとミッドフィルダーの違い― 宇田鈴花

93 杉山千鶴 機械模倣舞踊 -ロボットダンス比較研究- 内田一良

94 矢内利政 インステップキックにおける腕振りがボール速度におよぼす影響 内田元輝

95 リートンプソン FIFAW杯の結果がサッカー消費に及ぼす影響 内田浩彰

96 寒川 恒夫 日本の剣道と世界の剣道の比較研究 畝尾奈波

97 岡浩一朗 福島県福島市における総合型地域スポーツクラブの現状と課題 梅津裕輔

98 寒川恒夫 シンクロナイズドスイミングにおける身体知 榎本彩香

99 岡浩一朗 大学柔道部員における自己効力感と自己意識が個人戦と団体戦の得手不得手に及ぼす影響 蛯沢敏生

100 松岡 宏高 ドッグスポーツへの参加状況とペットとして犬がもたらす健康効果 蝦名夏美

101 岡田純一 ウエイトリフティングの競技力に影響を及ぼす要因-身体組成と運動機能に着目して- 生頼佑馬

102 金岡恒治 肩甲骨周囲筋トレーニング時の筋活動解析 大岩真帆

103 彼末一之 未経験者のバッティングポーズ習得方法の評価 大河原朋哉

104 鳥居俊 ホッケー競技におけるスクープの打動作が飛距離に及ぼす影響 大木碧

105 木村和彦 スポーツが学生の幸福度に与える影響 大久保丞二

106 中村好男 弓道における緊張と癖の関係性 大久保侑

107 礒繁雄 大学ソフトボール選手における球種判断能力が打率に及ぼす影響 大嶋翼



108 葛西順一 卓球技術における正確性 大島祐哉

109 岡浩一朗 恋愛のパワーと心理的競技能力の関連 太田好美

110 平田竹男 ハンドボールの発展策に関する研究 太田翔

111 原田宗彦 福岡マラソンにおける大会満足度調査 小笠原正吾

112 寒川恒夫 日本におけるフットボールの差 岡田一平

113 矢内 利政 野球におけるキャッチャーフライがあがるメカニズム～打球角度と打球速度に着目して～ 岡田稔基

114 武藤泰明 テニスブームから見る日本のテニス 岡本隆文

115 平田竹男 大学サッカーと高校サッカーの観戦者比較 岡本波輝

116 間野義之 日本におけるライフル射撃競技の国際競技力向上のための方策に関する質的研究 小川智裕

117 リー・トンプソン Twitterにおける錦織圭の注目度の分析 荻野和樹

118 鳥居俊 中学生男子サッカー選手における腰椎発育段階の検討 小熊美香

119 広瀬統一 足趾機能とサッカーの競技パフォーマンスとの関係 奥山政幸

120 土屋 純 ロペスとロペスハーフの習得ロペスとドリックスの比較 オグラケイスケ

121 中村好男 Wii fit利用時のストレス減少効果に関する研究 小倉雄大

122 金岡恒治 大学生スポーツ選手における体幹筋筋厚・重心動揺・腰部障害の関連 押川智貴

123 葛西順一 卓球競技における戦術及び戦略の調査 小道野結

124 矢内利政 内野ゴロダブルプレーにおける継送者と一塁走者との接触防止策 小貫宰伸

125 彼末一之 筋弛緩が同肢内における他筋の持続収縮に及ぼす影響 恩田雄基

126 寒川恒夫 日本サッカーにおけるサポーター文化の変容  - 「サポーター像」言説とスペリオ城北サポーターの乖離 - 海江田保雄

127 内田直 幸福度と睡眠の関係性について 柿沼ほのか

128 木村和彦 ウエイトリフティング競技者の参加動機に関する研究 梶田大和

129 関一誠 早稲田大学庭球部の運動量と障害の関係 梶谷桜舞

130 寒川恒夫 勝つための剣道具文化論 嘉数卓

131 友添秀則 ソフトテニスの競技力向上に関する一考察 加瀬祐佳

132 田口素子 大学生アメリカンフットボール選手における体脂肪率推定式の作成 片島智宏

133 彼末一之 小脳に対する経頭蓋直流電気刺激がダーツ投擲の運動学習に及ぼす影響 片山貴志

134 内田直 部活生と一般学生における睡眠の比較 及び運動量との関連性 加藤映乃

135 木村和彦 プロ野球テレビ観戦者はどのように試合を見ているか：会話分析から探る 加藤祐基

136 広瀬統一 足関節不安定症が180°の切り返し動作に与える影響 金澤拓真

137 杉山　千鶴 幸福度と幸福感の差異 金高彰海

138 樋口満 朝食摂取と運動直前の糖質摂取が長時間運動中の糖・脂質代謝と持久性パフォーマンスに及ぼす影響 加納雅也

139 赤間高雄 屋外競技者の合宿期間の皮膚コンディション評価 神谷東見

140 松井泰二
女子バレーボール選手におけるスパイクのボールコントロールの精度の比較分析-レセプションを行うことは
スパイクのボールコントロールに影響を与えるか-

唐木沙彩

141 岡　浩一朗 女子大学生の痩身志向－女性雑誌を用いた内容分析－ 川上咲緒里

142 矢内利政 野球における状況に応じた打撃～全力スイングと狙い打ちの比較～ 川上翔平

143 川上泰雄
大腿部コンプレッションウェアの着圧の不均一性：
姿勢および運動が着圧に与える影響

河越勇紀



144 広瀬統一 ラグビーにおけるラインアウトスローの正確性の心理的要因 川竹舞

145 葛西順一 野球観戦の安全性について 河原右京

146 作野誠一 地域貢献活動に対する意識調査ー早稲田大学男子ラクロスに着目してー 河原翼

147 奥野景介 サッカー選手のスプリント走形態につての研究 河邊花観

148 吉永武史 高校受験期における睡眠と学習ならびに運動の関係 喜岡翠

149 武藤泰明 非営利組織としての大学スポーツ統括組織のあるべき姿 菊池若菜

150 作野誠一 早稲田アスリートプログラムを通じた学生の意識変容 貴志奎太朗

151 中村好男 ハンドボール競技者の競技参加動機について　小学校・中学校を対象とした競技普及の提言 北岡佑基

152 正木宏明 サッカー選手におけるポジション別心理的競技能力 北川諒

153 中村好男
NCAA男子ラクロスにおけるラクロス競技のゲーム分析
－有効なシュート種類とエリアについて－

喜多村康平

154 礒　繁雄 全力疾走時におけるピッチとフィールドテストのパフォーマンスとの関係 北村拓也

155 岡浩一朗 iOS端末におけるがん関連アプリケーションの内容分析 木下侑香

156 正木宏明 パフォーマンスモニタリングと性格特性との関連性 木村賢太

157 友添秀則 高等学校学習指導要領保健体育編の変遷に関する研究 木村浩一郎

158 石井　昌幸 アイスホッケー男子日本代表のオリンピック出場に向けた競技環境改善策の考察 清俊輔

159 中村好男 ハンドボールとライン色の関係性 清原大和

160 関一誠 ソフトテニスの普及・発展について 九島一馬

161 広瀬統一 市販インソールの使用がパフォーマンスに及ぼす影響 楠原友美

162 内田直 昼寝と運動パフォーマンス 栗林聡真

163 葛西順一 レスリングの両足タックルにおける下肢動作のメカニズムの解析 黒澤翔

164 武藤泰明 中国がサッカー王国になる可能性 黒田結木

165 彼末一之 マラソン前後の筋の機械的特性の変化 釼持優太

166 作野誠一 セーリング競技における育成環境・育成システムの国際比較研究 小泉颯作

167 関一誠 大学バドミントン選手の体力調査 古賀輝

168 正木　宏明 日本の陸上競技における観客動員数増加のための施策 小門千智

169 鳥居俊 ストリートダンサーにおける腰痛の発生率と要因 越場聡理

170 倉石平 ハンドボールにおけるファウル数が試合結果に及ぼす影響 兒玉菜夏

171 関一誠 ソフトテニスの試合中の心拍数の変化とプレーの関係性 小林奈央

172 中村千秋
バスケットボールのスリーポイントシュートにおけるシュート成功率とセットポジションでの下肢関節角度の関
係

小林愛実

173 リー・トンプソン 人が音楽を聴く理由について 小林瑞季

174 寒川恒夫 人類における水着の文化史 小林豊

175 寒川恒夫 ラジオ体操における日本文化 小林稚菜

176 岡浩一朗 3年以内に妊娠・出産を経験した女性の運動および環境が心身に与える影響 小町史華

177 川上泰雄
Straight leg raise test実施中の股関節角度・トルク変化と
ハムストリングスの筋腹長変化・筋硬度の関係性

小宮匡人

178 武藤泰明 ブックメーカーとスポーツの熱狂性～競馬モデルをJリーグに応用する～ 小山翔太

179 内田直 睡眠とQuality of Life(QOL)の相関関係 小屋松隆太郎



180 川上泰雄 シューズのインソールの弾性が歩行および走行動作における下肢筋群の筋活動に及ぼす影響 齋藤圭悟

181 関 一誠 バドミントン男子ダブルスの第三打目の重要性 齋藤太一

182 平田竹男 J1リーグにおける得点パターンからみた2-0というスコアの危険度 齋藤千智

183 岡浩一朗 スポーツが若者の自信と恋愛観に与える影響 齋藤なな帆

184 礒繁雄 大学女子ソフトボール選手における球種判断の必要性 齊藤みく乃

185 広瀬統一 朝型/夜型が神経認知機能および生理学的指標の日内変動に及ぼす影響 坂内駿紘

186 田口素子 オープンカテゴリーの日本女子ボート選手の身体状況とパフォーマンスの変遷 サカキバラハルナ

187 金岡恒治 ジュニア期陸上競技選手の障害調査 坂本祐史

188 葛西 順一 アイスホッケーにおけるリストシュートの動作解析 坂本龍平

189 中村千秋 異なるドローイン指導方法による腹横筋の筋厚増加率の比較 櫻井勇輝

190 矢内利政
角運動量変化から見るスパイラル発生のメカニズム
：アメリカンフットボール選手と野球選手を比較して

櫻田未来

191 矢内利政 捕手の構える位置が投手のボールコントロールに与える影響 佐藤達

192 寒川恒夫 ラグビーの過去と現在 佐藤穣司

193 吉永武史 教師と生徒・保護者・社会全体との信頼関係を高めるための一考察 佐藤拓也

194 礒繁雄 クロスカントリースキー競技の選手におけるダブルポーリング走法の評価方法の検討 佐藤友樹

195 正木宏明 標的強度出力課題におけるフィードバック関連陰性電位 佐藤光

196 作野誠一 スポーツ系サークルの活動がライフスキルに及ぼす影響に関する研究～大学テニスサークルを事例として～ 佐藤聖哲

197 岡浩一朗 長寿地域と短命地域の中年男性における健康観の相違ー長野県と青森県の比較ー 佐藤ゆりな

198 関　一誠 テニスにおける左利きの有利性について 去田巧

199 広瀬統一 ストレッチ条件の違いが関節可動域とジャンプパフォーマンスに与える影響 澤健生

200 宝田雄大 ポジティブな付加的フィードバックのイメージがシュート成功率に与える影響 三本菅卓矢

201 川上泰雄 シューズのインソールの弾性が歩行および走行動作における下肢の力学的指標に及ぼす影響 塩谷彦人

202 内田直 ポストランチディップにおける昼寝が脳の機能回復と記憶の定着にもたらす効果 志賀万里奈

203 内田直 主観的睡眠時間と客観的睡眠時間の差異と性格の関連性 重松愛実

204 金岡恒治 学校プール飛込み事故によって発生した頚部傷害の調査 シノザキカナミ

205 中村千秋
セパタクロー選手の身体特性とアタックのボールスピード

柴原直浩

206 田口素子 国内女子アルティメット選手における食生活と食意識の実態に関する調査 島杏璃

207 作野誠一 大学生の幸福度に対するスポーツの影響 嶋田次郎

208 中村好男 弓道選手における睡眠と競技レベルの関係 島村達哉

209 中村好男 ヨット競技における選手強化への取り組み 島本拓哉

210 武藤泰明 宝塚歌劇団・AKB48から学ぶ日本女子プロ野球リーグ経営案 清水達博

211 関一誠 女子バドミントン選手の気分及び精神特性と種目適性の関係 清水恵

212 深見　英一郎 食育ダンスが中学年児童の食意識及び食行動に与える影響 清水優子

213 広瀬統一 中殿筋の筋疲労が片脚着地時の前額面上での足圧中心の変位に与える影響 周藤滉平

214 関一誠 バドミントンのスコアリングシステムが心拍数に与える影響 新留孝典

215 間野義之 高校野球の全国大会における登板実績がプロ入り後の競技実績に与える影響 杉元勇人



216 原田宗彦 高校生におけるサッカースパイク選定要因～埼玉県内に所属する部活生を対象として～ 杉山哲士

217 松岡宏高 Ｊ３におけるファンサービス・地域貢献活動が総合満足度に与える影響 杉山湧里

218 原田宗彦 海外旅行者が抱く観光資源としてのスポーツ観戦に関する研究ータイ王国のムエタイ観戦に着目してー 鈴木隆也

219 中村好男 スポーツを行う学生の煙草に対する意識調査 鈴木嗣二

220 矢内利政 野球における「ヘッドを立てる」という教示がスイングに与える影響 鈴木智仁

221 正木宏明 バスケットボールのフリースローにおけるQuiet Eyeの研究 鈴木涼平

222 葛西順一 大学生アスリートの睡眠時間と身体パフォーマンスの関係について 角南友基

223 友添　秀則 我が国におけるソフトテニスの歴史的変遷と今後の展望 住吉優征

224 葛西順一 剣道における足さばきによる打突飛距離の違い 諏訪稜介

225 深見　英一郎 学校教育におけるタブレット端末の活用状況について 関啓介

226 松井泰二
大学女子バレーボール選手におけるブロック動作の特徴
―ミドルブロッカーとウィングスパイカーとを比較して―

関根早由合

227 石井昌幸 遊びの場としてのゲイ・バーに関する考察～新宿二丁目を事例に～ 仙葉恭輔

228 寒川恒夫 地域活性化におけるスポーツ事業活用の可能性 曽根千寛

229 矢内利政 富木合気道の運足が横方向への移動中に上半身へ及ぼす影響 戴家翔

230 深見英一郎 夏合宿が大学ラグビー選手に及ぼす精神的成長と心理的尺度の分析 高岩亮輔

231 松岡宏高 女性用スパイクの購買決定要因に関する研究 高木ひかり

232 内田直 睡眠は競技力や競技種目でどのような違いがあるのか 高田康暉

233 吉永武史 小学校教育における食育に関する一考察 高田美沙

234 間野義之 東京六大学野球リーグの観戦阻害要因に関する研究　―六大学所属学生に着目して― 鷹栖藍太朗

235 石井昌幸 プロ野球人気の再生と繁栄に関する研究 タカハシマサヒロ

236 内田直 精神障害者ノーマライゼーション タカハシモエ

237 リー・トンプソン スポーツを通じた国際社会開発の可能性 タカハシユウタ

238 矢内利政 直球と変化球における肩と肘の動作の違い 高橋裕也

239 葛西順一 卓球におけるフォアハンドスマッシュ打法のボール速度と正確性との関連に関する研究 高橋結女

240 吉永武史 新旧の学力論に基づいたこれからの保健体育科のあり方に関する一考察 タカハシリョウ

241 原田宗彦 訪日外国人のスポーツ参加・観戦の実態 高山凛乃

242 岡田純一 アプローチ時における浅指屈筋の筋活動：熟練者と非熟練者の違い 滝雅志

243 寒川恒夫 修行～比叡山延暦寺～ 瀧川峻也

244 原田宗彦 出身地以外に本拠地を置くプロ野球球団へのチーム・アイデンティティに関する研究 滝澤萌

245 木村和彦 BCリーグの国際化に関する観戦者の意識調査とその後の検討～群馬ダイヤモンドペガサスを事例に～ 竹内健吾

246 川上泰雄 高齢者の上肢と下肢における筋力と筋量との関係 竹田匡宏

247 関一誠 ソフトテニスの普及に向けた方策 武富光毅

248 倉石　平 高齢者が運動(スポーツ)を行う意義 タザキヒロアキ

249 吉永武史
高等学校の体育授業において教師の指導方略が生徒の学習成果に与える影響
ー特に生徒の学習意欲及び主体性に着目してー

多田皓介

250 間野義之
アスリートによる陸上競技イベントが子どもの競技意欲に与える影響についての研究～2015埼玉チャレンジ
カップを事例として～

田中言

251 武藤泰明 読売新聞の巨人に対する報道 田中直祐



252 寒川　恒夫 　東京都のスポーツ施設における外国人利用者への対応とイレズミ問題 田中美香子

253 鳥居俊 女子水球選手の肩関節傷害調査 田中寧葉

254 原田宗彦 東京ヴェルディの地域愛着とチームアイデンティフィケーションの関係性について 田中祐依

255 友添秀則 2020年東京オリンピック･パラリンピックに向けたインバウンドに対する取り組みに関する研究 田中佑星

256 鳥居俊 陸上男子中距離走選手における下肢慣性モーメントとパフォーマンスの関係 田波康太

257 松岡　宏高 プロ野球における交通広告の効果について 谷卓実

258 金岡恒治 バドミントンのラウンドザヘッドストロークにおける腰部挙動解析 谷川勝洋

259 平田 竹男 競技者特性がラケット選択基準に与える影響 谷口遥

260 原田宗彦 登山者の動機研究:雲取山の登山者に着目して 田端さやか

261 鈴木克彦 疲労困憊運動による骨格筋線維タイプ別の炎症反応の比較 田淵瑛理

262 内田直
早稲田大学準硬式野球部における練習日とオフ日の睡眠の違い、心理的要因との関連性及び睡眠状況に
ついて

玉井雄己

263 作野誠一 スポーツ系サークルにおける幹事長のリーダーシップスタイルに関する研究 田村優樹

264 間野　義之
企業の資金調達における企業スポーツの影響
～借入調達における銀行の視点～

爲山泰志

265 樋口満 運動直前の糖質摂取が運動誘発性低血糖と心拍数および主観的運動強度に及ぼす影響 茅根潤

266 木村　和彦 若者の運動・スポーツ離れは本当か 趙スヒョン

267 木村和彦 フェンシング競技のシューズに関する購買意欲について 津江碧

268 中村好男 ライフル射撃における学生選手の現状と改善及び、普及への対策 塚田恵美

269 矢内利政 ゴムチューブを用いた肩周辺筋エクササイズが投球時の肩甲上腕関節に与える影響 塚原一輝

270 吉永武史 体育嫌いの児童をなくすための小学校体育科教育における在り方に関する一考察 津田忠輝

271 田口 素子 大学女子ボート選手における全日本軽量級選手権前の減量の実態 土屋愛

272 友添秀則 高校野球に求められる精神性に関する一考察―わが国における学生野球史に着目して― 土屋聡

273 川上泰雄 腓腹筋における高強度運動後の静的ストレッチングが筋硬度および筋損傷指標に与える影響 出口翔

274 金岡恒治 足関節テーピング固定が歩行走行時の下肢筋活動に与える影響 寺川賢太

275 岡 浩一朗 アーチェリー競技における行射中の弓の傾きと競技力の関係性 寺澤紀彦

276 彼末一之 野球未経験者へのバッティングの構えの指導 寺本雅弘

277 中村千秋 スキージャンプのテイクオフ動作における足底圧力中心と飛距離との関係 傳田翁玖

278 間野義之 アーチェリーへの競技参加に関わる要因と競技特性に関する研究ーＷ大学アーチェリー部を対象としてー 戸田真大

279 中村好男 スポーツブランディング～NIKE社とAdidas社のマーケティング戦略～ 富永和希

280 リー・トンプソン 男女日本代表のサッカーワールドカップでの報道比較 冨永常朗

281 中村好男 スポーツブラ着用の現状と要因を踏まえたスポーツブラ着用者を増やす方法 豊田素子

282 中村好男 奄美大島におけるスポーツツーリズム～「奄美観光桜マラソン」の事例～ 永井章二

283 原田宗彦 女子プロ野球リーグのリーグ構造変化に伴う観戦動機の変容に関する研究：２０１０年と２０１５年の比較 永井鈴奈

284 鳥居俊 異なる距離での内野送球時における筋活動の比較 中島碧

285 リー・トンプソン 読売新聞と朝日新聞におけるプロ野球報道の比較 中嶋望

286 松岡宏高 Fリーグ観戦者の特性と観戦動機に関する研究 中島佑季

287 礒　繁雄 イギリスのボート競技から考察する日本のボート競技の今後の取り組み 長田敦



288 間野義之 Jリーグの人気マスコットに関する一考察 中西真理

289 礒繁雄 スプリントパフォーマンスのキネティクス的分析～ピッチとストライドを意識的に変化させて～ 永沼賢治

290 リー・トンプソン
メダルを取る前から選手たちは注目されていたのか
～オリンピックでのメダル獲得と開催前のスポーツ報道の関係～

中野瑛司

291 作野誠一 スケートパークのカテゴリー化に関する一試論―都内スケートパークの事例分析から― 仲野智博

292 正木宏明 標的強度出力課題遂行時における事象関連電位の検討 中原玄太

293 リー・トンプソン 東京マラソンが他のマラソン大会に与える影響～新聞報道からの考察～ 永松絵莉

294 武藤泰明 Ｊリーグの未来像 永見健太

295 金岡恒治 一流自由形選手の水泳時筋活動解析―経時的変化に着目して― 中村克

296 正木 宏明 スポーツ場面における達成目標理論の現状と展望 中村将也

297 正木宏明 情動状態とパフォーマンスの関係 中村信一郎

298 友添秀則 アーチェリー競技における心因性動作失調経験者の性格傾向に関する研究 中村とも枝

299 彼末一之 運動イメージ時の一次視覚野における興奮性について 中村麻衣子

300 鈴木克彦 短期間でのプロバイオティクス摂取によるアスリートのコンディションへの影響の検討 永易晃一

301 鈴木 克彦 マウスの後肢懸垂が体重・筋重量および遺伝子発現に及ぼす影響 鍋島佳穂里

302 礒繁雄 サッカーのスローインにおける投能力向上に関する研究 西山航平

303 中村千秋 大学部活動における熱中症事故とその対応 丹羽梨都

304 彼末 一之 野球の非利き手での投球のトレーニング 沼座翔平

305 礒繁雄 バスケットボールにおけるシュートの飛距離と身体的要素の関係性 根岸夢

306 田口素子 文化系サークルに所属する大学生における運動習慣の違いが食意識に与える影響 能野岳之

307 木村 和彦 日本国内における若年層のボウリング人口を増加させるための方策 野口祐紀

308 堀野博幸
サッカーシューズの購買特性に関する研究
-大学生及び選手の個人的属性に着目して-

野中詳

309 金岡恒治 膝過伸展が水中ドルフィンキックのパフォーマンスに与える影響 野中優

310 深見英一郎 　高学年児童を対象とした疾走フォームの改善に向けた介入実験研究 延嶋伸

311 川上泰雄 高齢者における下肢の筋力と歩行中の関節角度との関係 野本祐輝

312 金岡恒治 アキレス腱長と運動パフォーマンスの関係 畑田峻希

313 田口素子 アルペンスキー女子大学生選手の食意識、食習慣及びウエイトコントロールと競技成績との関連 波多野希美

314 武藤泰明 NPB球団における球場運営のビジネスモデルに関する研究 蜂谷美波

315 鳥居俊 男子長距離走選手の疾走速度の変化に伴う下肢関節角度の変化と競技成績の関係 初雁晶子

316 原田宗彦 アマチュアゴルファーの参加動機に関する研究―退職者に着目して― 濱田康平

317 広瀬　統一 氷上でのバックスケーティングとフィールドテストの関係 林徳

318 作野誠一 スポーツ系サークル活動における学生のリーダーシップ養成に関する研究 半沢光佑

319 正木宏明 パフォーマンスモニタリングは運動学習を予測する 半藤成実

320 岡田純一 ラインドリルのセット間に行うスタティックストレッチングが間欠的持久力に及ぼす影響 番場勇太

321 友添秀則 わが国におけるユースクラブの歴史的変遷 ヒダカユウスケ

322 松岡宏高 テニス観戦の選好に関する研究：コンジョイント分析を用いて 日比沙織

323 吉永武史 ゴール型のボールゲームの学習指導に関する一考察 平野雅也



324 平田竹男 高校野球を対象としたバッティングにおけるタイミングの取り方の傾向と成績に関する研究 平野康徳

325 彼末一之 走運動におけるケイデンスとステップ長の貢献を代謝の面から評価する実験プロトコルの確立 ヒロダイスケ

326 原田宗彦
子供のスポーツへの社会化が親に与える影響に関する研究
‐子供がサッカースクール・チームに所属する前後に注目して‐

ヒロキタイセイ

327 間野　義之 大学生アスリートの教育施策の現状―早稲田アスリートプログラムを事例として― 廣田真帆

328 関 一誠 バドミントンにおける競技発展のための提言 弘光美紀

329 岡浩一朗 我が国と諸外国における肥満対策ー身体活動・食行動への取り組みー 深田隼輔

330 倉石　平 ハンドボール競技におけるゴールキーパーが試合に与える影響について 福岡佑哉

331 彼末一之 弓道の“離れ”における上肢の筋活動動態 福島瑠都

332 松井泰二 バレーボールにおけるBクイックのスパイク動作解析ー助走方向と逆方向に速いボールを打つためにはー 福山汰一

333 堀野博幸 大学生におけるプロ野球観戦促進要因と観戦阻害要因に関する研究 藤靖

334 田口素子 男子大学生ラグビー選手におけるフォワードとバックスのエネルギー消費量の比較 藤井明彦

335 武藤泰明 「マイナースポーツの普及」と「スポーツ漫画」 藤井英貴

336 内田直 仮眠が運動技能の習得に与える影響について 藤澤怜欧

337 寒川恒夫 2015年ラグビーワールドカップでなぜ日本代表が勝てたのか 藤田慶和

338 石井昌幸 オリンピック1964年大会が戦後東京の復興にあたえた影響に関する研究 藤山智史

339 土屋純
体操競技におけるコーチング事例研究~平行棒の「棒下宙返り1/2捻り倒立」と鉄棒の「伸身コバチ１回ひねり
懸垂(カッシーナ)」について~

藤原昇平

340 彼末一之 「幻の東京オリンピック」言説の再検討 藤原永博

341 吉永武史 鉄道会社とプロ野球球団の関わりに関する一考察 藤原優

342 友添秀則 ソフトテニス4大国際大会における各国メダル獲得数と競技進行方法 船水雄太

343 岡浩一朗 女性誌に掲載されたがん検診に関する記事の内容分析 古尾谷葵

344 志々田 文明 柔道形の在り方について：投の形における柔道形と形競技の比較 古谷卓大

345 葛西順一 レスリング競技におけるフィジカルとタックルの成功率との関連 洞口幸雄

346 正木宏明 認知トレーニングがラクロスのシュートパフォーマンスに与える影響 堀切梓沙

347 礒繁雄 大学女子サッカー選手における2種類のフォーメーションでのスプリント走の違い 堀口佳織

348 吉永武史 生徒の自己開示促進のための教師の関わりに関する一考察 堀口拳

349 松岡宏高
メガスポーツイベント開催後のスポーツ施設の運営・管理に関する研究：ソウルワールドカップ競技場の公共
性と収益性の検討

ホンクァンリム

350 川上泰雄 陸上短距離選手における体幹と大腿部の筋横断面積とスプリントパフォーマンスとの関係 本田和真

351 広瀬統一 FMS中にみられるグローインペイン症候群既往者の動作の特徴 前田智子

352 リー・トンプソン プロスポーツ組織のＳＮＳ利用 ～東京ヤクルトスワローズのSNS投稿分析とファンのニーズ分析～ 前野起輝

353 鳥居俊 大学長距離走選手の走行時における接地動作と競技パフォーマンスの関係 前野陽光

354 川上泰雄 高齢者の下肢柔軟性と歩行中の下肢キネマティクスとの関連性 曲道楓

355 木村　和彦 最近10年間における中学校・高等学校の陸上競技連盟登録者数増加の要因 牧内拳

356 中村千秋 陰圧を伴わない手掌冷却によるPre-coolingが暑熱環境における持久的パフォーマンスに及ぼす影響 増田雄太

357 松岡宏高
学生フットボールにおけるシーズンパス購入者の特性に関する研究-関東学生アメリカンフットボール連盟を
事例に-

増田渉

358 吉永武史 中学校体育におけるベースボール型授業の課題とその解決に向けた方策 松川想

359 間野　義之 大学卒業後の女子サッカー競技継続に関する研究 松川智



360 友添秀則 アマチュアリズムの問題に関する研究：アマチュア規定に着目して 松木孝俊

361 原田 宗彦 プロ野球の女性観戦者に関する研究 マツザキケンスケ

362 礒 繁雄
鉄棒における「バーを越えながら後方かかえ込み2回宙返り1回ひねり懸垂（コールマン）」のコーチング方法
の検討

松田祐太

363 鈴木克彦 高齢者における身体活動量の増加による酸化ストレスマーカーの変動 松原涼太

364 松岡宏高 プロ野球チームのチームブランドに関する研究-首都圏に本拠地をおくセントラルリーグ3球団を取り上げて- 松前薫

365 リー・トンプソン ボートレース（競艇）のテレビCMに関する研究 松本憲太郎

366 友添秀則 国民体育大会の課題に関する研究―歴史的変遷に着目して― 松本浩志

367 石井昌幸 日本におけるラクロスの普及・発展に関する一考察 丸山卓郎

368 内田直 概日リズム位相前進による早朝パフォーマンスの改善 (ケース研究) 三浦雅裕

369 平田竹男 学生時代のフィットネスクラブ利用に関する研究 三上大稀

370 葛西順一 東京六大学における投手の能力及び配球の比較 道端俊輔

371 作野誠一 自衛隊体育学校における指導者及び選手のサポートに関する一考察 三橋啓吾

372 原田宗彦 マイナースポーツの社会化要因と競技継続要因:カバディ選手に着目して 三堀悠太

373 友添秀則 高等学校における運動部活動における外部委託の有用性について 三村亨太

374 矢内　利政 フィンスイミングにおける最適なドルフィンキック開始位置の検討 宮腰美里

375 彼末一之 パントマイム熟練者の動作の特徴と観察者の着眼点 宮崎芙美

376 岡田純一 野球におけるスイングスピードの向上に関する要因 宮武和矢

377 木村　和彦 なぜ地方の中学はテニスの中体連加盟者数が少ないのか-環境やソフトテニスとの比較から探る- 宮村陸

378 太田章 各国プロサッカーリーグの育成機関とセカンドキャリアの比較研究－今後の我がサッカー人生のために－ 宮本拓弥

379 平田竹男 韓国サッカーへのラフプレー批判の妥当性の検証 村野慶多郎

380 木村和彦 アメリカンフットボールがライフスキルに及ぼす影響 村橋洋祐

381 岡浩一朗 スポーツ傷害が及ぼす心理的成長の可能性－大学女子スポーツ選手を対象にして－ 本橋菜子

382 岡田純一 バスケットボールの特異的動作による疲労がチェストパスの正確性に及ぼす影響 茂原佳文

383 広瀬統一 大学ラグビー選手の認知機能テストにおける特徴 森春奈

384 原田宗彦
企業の行うスポーツ・スポンサーシップが消費者に与える影響：大学生のスポンサーへの態度と購買意図に
注目して

森崎悟

385 寒川恒夫 ラグビーにとっての究極のタックルとは 盛田志

386 倉石平 ハンドボール競技における勝敗に与える影響 森本方乃香

387 平田竹男 ゴルフ場ビジネスが日本の経済状況より受ける影響度の研究 森山雄大

388 田口素子 大腿部筋横断面積とフロントスクワット推定1RMとの関連 八木智義

389 田口素子 老若男女における摂食障害問題について 八木澤江里

390 友添秀則 児童・生徒の「体育授業嫌い」の原因と解決策に関する一考察 休波隼

391 松岡宏高 下位リーグのスポーツ観戦者の特性について―Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３の観戦者の比較から― 山内祥裕

392 土屋純
鉄棒における「懸垂前振り伸身背面とび越し懸垂（伸身トカチェフ）」および「伸身トカチェフひねり片大逆手後
ろ振り倒立（モズニク）」の運動技術と練習方法について

山岸拓十

393 川上泰雄 ランニングトレーニングが長距離ランナーのアキレス腱スティフネスに与える影響 山下尋矢

394 武藤泰明 日本ラグビーの強化　2019年に向けて 山田祐聖

395 リー・トンプソン サッカー元日本代表監督　岡田武史とフィリップ・トルシエのメディア表現について 山中健太郎



396 間野義之
大学卒業後のアスリートの企業への採用要因に関する研究
～フェンシング選手採用企業を事例として～

山根司

397 葛西順一 卓球競技における腰の回転角度とラケットスイングスピードの分析 山本勝也

398 正木　宏明 アーチェリーのシューティング動作における注視時間の検討 山本周平

399 誉田雅彰 小型角度センサを用いたバスケットボールにおけるドリブル動作解析 山本純平

400 寒川恒夫 剣道競技における最高段位取得に必要な要素 山本浩史

401 松岡宏高 女子サッカークラブに対する町による支援に関する研究-SFIDA世田谷に着目して- 山本摩也

402 金岡恒治 眼球運動トレーニングがパフォーマンスに与える影響 湯山せいか

403 礒繁雄 ソフトボールにおける筋力と打球飛距離の関係性について 養田麻里菜

404 木村和彦 学生スキーヤーにおけるスキー板選択に関する研究 横田紘己

405 川上泰雄 加齢が姿勢による大腿部の形状変化に及ぼす影響 横田真理

406 岡浩一朗 腰部装着の加速度計で測定した音楽ライブで行われるオタ芸の活動強度および身体活動量 吉川知佐

407 友添秀則 小学校における体育専科教員普及についての一考察 吉田琴美

408 鳥居俊 男子中距離走選手の大腿骨長に対する脛骨長の比率と競技力との関係 ヨシダタカヒロ

409 広瀬　統一 大学弓道選手における馬手の関節角度の動作解析 吉田友理子

410 関一誠 硬式テニスにおける戦績と身体能力の関係 吉冨愛子

411 川上泰雄 仰臥位30分間保持による筋厚および筋硬度変化 吉留翔

412 葛西順一 メディシンボールを用いたトレーニングによる投球速度向上の研究 吉永健太朗

413 吉永武史 共生社会実現に向けた発達障がい児童生徒への対応のあり方 吉中大典

414 原田　宗彦 ニュースポーツの普及に向けた方策の検討　-日本式ティーボールの事例に着目して- ヨシノケイスケ

415 金岡恒治 泳動作とドライランドトレーニングの筋活動比較 吉野悠太

416 矢内利政 ジャンプシュートにおいて踏み切り脚の空中での屈曲伸展動作がボール速度やリリース高に及ぼす影響 吉原敬

417 杉山千鶴 顔を出さない盆踊り 吉峰さやか

418 間野義之
入社前後・引退後における企業スポーツ選手の仕事とスポーツに対する希望と不安～アメリカンフットボール
クラブチームを事例として～

吉本宗一朗

419 木村和彦 大学運動部において集団生活が選手の生活環境や競技に与える影響 米岡直美

420 間野義之
なでしこリーグ観戦者行動におけるホームタウンへの地域愛着に関する研究～浦和レッズレディースを事例と
して～

和田奈央子

421 石井昌幸 地方都市におけるサッカースタジアム建設構想の問題点 渡部賢太

422 間野義之 日本におけるインバウンドスポーツツーリズムの今後のあり方に関する一考察 ワタナベヒカリ

423 広瀬統一 サッカー選手におけるJones骨折既往歴者の足部形態と片脚スクワット動作の特徴 渡邉萌

424 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 渡辺由佳

425 彼末一之 経頭蓋直流電気刺激によるヒトの力調節への影響に関する研究 渡邊優美


