
番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

1 堀野博幸 スポーツ用品企業の歴史 黒須高弘

2 内田直 生活環境による自身のす睡眠リズムについて 石川翔

3 友添秀則 学校体育の在り方に関する一考察 —我が国とその教育環境に着目して— 杉原貴

4 作野 誠一 総合型地域スポーツクラブにおける法人類型の比較分析 ーNPO法人と一般社団法人を対象としてー 小川純輝

5 石井昌幸 日本における高校野球人気の要因 小磯晴香

6 堀野博幸
早稲田大学男子ラクロス部におけるラクロス競技のゲーム分析
―有効なオフェンス起点とその後の展開について―

土井一生

7 志々田文明 宮城長順の剛柔流空手と将来の空手道 中村英晃

8 友添秀則 スポーツマンガの主人公像に関する一考察 ―サッカーマンガに着目して― 浜口三四郎

9 木村和彦 運動と脳の相関関係 三田大貴

10 木村和彦 プロ野球における外国人選手のチームの成績への貢献度とその要因 荒井健太

11 奥野 景介 カヌースラローム選手における心理的競技能力の特徴 ～競技レベル影響から～ 荒城祐佳

12 松岡宏高 Jリーク?観戦者の観戦動機における認知的関与と感情的関与の高低から見るJリーク?観戦者の特性分析 五十嵐渉

13 広瀬統一 女子学生のボディイメージに関する調査 池田珠理

14 金岡恒治 股関節自動回旋時における骨盤の回旋挙動の比較-回旋スポーツ種目と非回旋スポーツ種目において 石川敬人

15 間野義之 日本フットサルリーグ観戦者の観戦動機に関する一考察～ペスカドーラ町田を事例として～ 井堀真里亜

16 松岡宏高 大学スポーツにおいて観戦者が認識する試合会場の雰囲気 植田由佳子

17 武藤 泰明 フィットネスクラブにおける会員の定着化を図る施策 〜全会員の行動データから探る〜 梅木主道

18 奥野景介 ライフセービングにおけるチューブレスキューの泳ぎを速くするために必要な身体的要素及び泳ぎの特徴 江藤亜門

19 平田竹男 プレミアリーグ放映権ビジネスに関する研究 遠藤雄己

20 赤間高雄 チアリーディング競技選手における体重制限下のコンディション評価 加藤彩佳

21 礒繁雄 日本人スノーボード選手にみられるナショナリズムの考察 神野愼之助

22 倉石平 ハック戦術の有効性 木村明生

23 友添秀則 2020年東京オリンピック・パラリンピックの経済的レガシーに関する研究 久我英明

24 中村好男 軟式野球の歴史と発展に関する一考察 草川竜也

25 平田竹男 プロ野球12球団のドラフト戦略に関する研究 小磯拓也

26 彼末一之 筋の弛緩イメージが他部位の皮質脊髄路興奮性へ及ぼす影響 河野壮志

27 堀野 博幸 ジュニアサッカー選手のスプリント能力と競技水準の関係 越水啓

28 石井昌幸 柔道のスポーツ化に伴う日本柔道の今後に関する考察 佐藤大地

29 内田直 インターネット依存と睡眠の質及び不安の関係性について 清水栄伸

30 鈴木克彦
持久性疲労困憊運動が脳の酸化ストレス及び炎症反応に及ぼす影響とそれに対するタヒボポリフェノール投与
の影響

鈴木亜実

31 赤間高雄 足浴のリラクゼーション効果に関する研究 徐志勲

32 リー･トンプソン 「身体能力」の３０年間--日米のスポーツ報道における人種ステレオタイプとその変移 滝澤俊之

33 川上泰雄 高齢者の体幹筋の筋横断面積と歩行機能との関係 長 太志

34 平田竹男 アンダー代表経歴に基づく日本のサッカー育成の研究 中里嵩弘

35 中村好男 米国留学者におけるストレス要因に関する研究 中島賢知

36 平田竹男 ランニング用品の選択要因に関する研究 中園真理亜

37 礒繁雄 ハンドボールにおけるステップシュートとジャンプシュートのシュート精度に関する研究 中野裕通

38 内田直 大学生アスリートの競技中と引退後の睡眠の質の調査 中村隼大

39 石井昌幸 Jリーグアジア戦略についての研究 畠中潤

40 作野誠一
周辺経済圏を巻き込んだ小規模スキー場の一体経営の可能性
～２つのスキー場の比較から～

藤井輝



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

41 広瀬統一 サッカー競技におけるアジリティ動作がシュートの正確性に与える影響 前田俊也

42 内田直 ビデオディスプレイ使用時間、性格と睡眠の関連について 松崎利樹

43 葛西 順一 大学野球選手における打撃動作の経時的変化の特徴 丸子達也

44 平田竹男 英国プレミアリーグの外国人選手に関する研究 丸茂憲吾

45 中村好男 運動部活動経験者から見た日本とアメリカのスポーツ環境の違い 水上裕之

46 木村和彦 なぜ地方の中学はテニスの中体連加盟人数が少ないのか -環境やソフトテニス部との比較から探る- 宮村陸

47 金岡恒治 ヒールアップインソール使用時の下肢筋活動解析 村上捺香

48 石井昌幸 スポーツとギャンブルの歴史と現状分析 村 理人

49 リートンプソン スポーツ映画に見る「ナショナリズム」に関する一考察 渡邊海里

50 石井昌幸 アフリカ系アメリカ人アスリート差別に関する歴史的研究 相笠洋大

51 礒 繁雄 大学男子400m選手におけるキネマティクスの縦断変化 愛敬彰太郎

52 岡田 純一 大学レスリング選手のアンチ?ドーピングに関する意識 青木祐聡

53 葛西 順一 アイスホッケーにおける用具に関する研究 青木優之介

54 正木 宏明 一過性運動が事象関連電位に及ぼす影響 赤木彩乃

55 間野義之
カジュアルシューズの購買経験がスポーツブランドに与える影響 ～ナイキ・アディダスとアシックスを比較
して～

赤塚行矩

56 田口素子 大学生ダンサーによる深夜練の実態調査 秋山知紀

57 礒繁雄 大学男子長距離選手にプライオメトリックトレーニングを介入した際の下腿骨量の変化に関する研究 浅川倖生

58 矢内利政 つり輪の前方車輪の肩返し動作における肩甲上腕関節の角度変化と痛みの発現 浅野佑樹

59 矢内利政 インステップキックにおける努力度とボール速度との関係 朝日昭太

60 石井昌幸 大相撲における外国人力士躍進の社会的背景―歴史・経済・環境的要因を中心に― 阿部真紀子

61 作野 誠一 リーダーのライフスキルとメンバーの集団効力感が競技成績に及ぼす影響 新井純平

62 平田 竹男 スポーツ用品メーカーの財務諸表分析 荒木美結

63 深見英一郎
歴史的・制度的視点からみた我が国のソフトテニスの課題と展望
－日本と韓国との比較分析を通して－

安藤圭祐

64 川上泰雄 下り坂ランニングで生じる筋損傷の好発部位 安藤雪乃

65 平田竹男 スポーツ種目選択におけるジェンダーイメージ形成要因の研究 安藤夢乃

66 友添秀則 学校運動部活動及びスポーツ活動において行われる体罰に関する研究 安藤之長

67 松岡 宏高 プロ野球スタジアムでの生ビールの購買決定要因に関する研究 安東梨子

68 木村和彦 テニスの大会における審判システムの一考察 安保利里那

69 岡田純一 女性アスリートの三主徴 飯島ちな実

70 友添秀則 甲子園野球における高校野球らしさについての考察 飯田遼太

71 作野 誠一 ダンサーのパーソナリティ特性に関する一考察-Y-G性格検査を利用して- 飯村日奈

72 リー・トンプソン スポーツ雑誌におけるアスリートの表象 飯村真由

73 葛西順一 チアリーディングのスタンツ動作の解析 池内文音

74 岡田 純一 高校サッカー選手における新体力テストとJFAフィジカル測定の関連性 池田隼斗

75 木村和彦 Jリーグ観戦における観戦動機の比較ー世代間、男女間の比較を通してー 池田侑歩

76 吉永 武史 児童の「生きる力」を育むための自然体験活動に関する一考察 伊澤司

77 葛西 順一 体重と打球速度の相関関係 石井一成

78 平田 竹男 2020年東京大会の招致決定によるパラリンピックに関する新聞報道の増加要因と今後について 石川陽一

79 彼末一之 ゴルフのパッティングストロークにおけるヘッド軌道の精度と距離調節について 石毛巧

80 田口素子 バドミントン連取における競技力によるエネルギー消費量及び運動強度の差異 磯野実咲



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

81 作野誠一 スポーツサークルにおけるフォロワーシップ発揮が活動参加率及び集団凝集性に与える影響 礒部永也

82 内田直 生活習慣と日中の眠気の関連性についての調査研究 市川健太

83 松岡宏高 日本における、健康寿命延伸事業の有効性・普及性 一ノ宮翔

84 金岡恒治 大学生アスリートの腰部の機能的病態別治癒期間 伊藤可奈子

85 木村和彦 球団と球場の一体化経営が与える影響 伊藤圭悟

86 赤間高雄 ラクロス選手のコンディショニングに関する研究 伊藤皇希

87 松岡宏高
プロ野球スタジアムにおける大型スクリーンでの演出に対する観戦者の評価～スタジアムでの質的評価を用い
て～

伊藤直樹

88 岡浩一朗 大学生フェンシング選手における試合に集中するときの聴覚の意識がパフォーマンスに及ぼす影響 伊藤由佳

89 寒川恒夫 「ベトナムの武術とベトナム政府 ～ビンディン武術とVovinamの視点から～」 井上徳也

90 広瀬統一 腓腹筋のスタティックストレッチングが足関節底屈可動域に与える影響 今井開智

91 原田 宗彦 ハンドボールのイメージに関する研究 岩澤りつ

92 作野誠一
部活動指導者の信念及び指導方針が競技成績に及ぼす影響
－高校男子ハンドボール部に着目して－

岩本岳

93 樋口満 中高齢者におけるクロノタイプと身体組成の関連について 王棟

94 堀野 博幸 大学運動部活動における組織(チーム)の形態が選手の主体性に及ぼす影響 内山穂南

95 平田 竹男 ランニング用品選択時における学生長距離選手の影響力の研究 江口卓弥

96 倉石平 オリンピックボクシングの試合における有効打の傾向分析 江口礼

97 田口 素子 ラクロス部における朝食摂取と集中力との関係 江成美咲

98 松岡宏高 スポーツ科学部に所属する学生の適応感に関する研究 荏隈一輝

99 武藤泰明 MLSの戦力均衡に関する考察 江原昂平

100 川上泰雄 高齢者の二重課題達成率の変化と活動時間帯の影響 江原由昂

101 川上泰雄 グラストンテクニック?が足関節柔軟性に及ぼす影響 衣斐直也

102 中村 好男 長距離ランナーのグリットが競技力に及ぼす影響 柄本勲明

103 寒川 恒夫 早稲田大学庭球部の文化と成功の秘訣 遠藤実

104 松井 泰二 バレーボール競技におけるアタッカーと失セットの関連性 及川香菜

105 川上 泰雄 シューズのインソールの弾性の差異が走行動作中の脚バネとエネルギー効率に与える影響 及川傑

106 矢内利政
バレーボールのオーバーハンドパスにおける手とボールの接触時間についての研究
-トスをあげる方向、バレーボール経験の長さ、セッター経験の有無との関連-

大石健太

107 鈴木克彦 高強度運動とその後の水分摂取が全身性炎症に及ぼす影響 大木梨花

108 広瀬 統一 股関節外旋筋群の筋疲労が片脚ドロップジャンプ試技における動的アライメントに与える影響 大澤功基

109 松岡 宏高 マラソン大会参加後の継続意図に関する研究 大島遼太郎

110 広瀬統一 フィットネスクラブにおける顧客満足度と継続意思の関係ー年代別における検討ー 大平麻生

111 田口素子 準硬式野球部における食事調査 大塚総司

112 内田直 朝型夜型と睡眠の質の関連性 大月将也

113 金岡恒治 背泳ぎのスタート時における筋活動解析-バックストロークレッジの有無による比較- 大沼健

114 広瀬 統一 男子ラクロスにおける睡眠状況と傷害発生率の関係 大野新斗

115 岡田純一 実践の場でのスクワットの活用 大原優一

116 岡浩一朗 大学生における同一視傾向と身体活動の関連 大藤優斗

117 間野義之 日本におけるスポーツを通じた国際協力事業を実施するNGOの課題 岡怜美

118 中村 千秋 トライアスロンにおけるスイムバトルの実態とアイスブレイクの可能性 岡部隆広

119 木村和彦 山岳課題への提言 小川惇一郎

120 田口 素子 大学女子ラクロス選手における居住形態からみた健康と食生活との意識調査 小川みお



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

121 間野 義之
スタジアム・ドーム及びその周辺景観への印象が地域愛着に及ぼす影響について-西武プリンスドームを事例
として-

奥田貴規

122 鳥居 俊 側弯症選手におけるランニング速度変化に伴う脊椎運動 長田彩楓

123 倉石平 スリーポイントシュートと攻撃効率における相関 長田草太

124 宝田雄大 ベンチプレスにおける、サムレスグリップおよびサムアラウンドグリップの筋電図学的分析 織田貴義

125 矢内利政 Impulse machine を用いた肩甲上腕内外旋運動が投球動作に及ぼす効果 小沼憲吾

126 作野 誠一 四国アイランドリーグにおけるチームマネジメントと地域密着 ～徳島インディゴソックスを事例として～ 笠井新一朗

127 中村 千秋 投球動作の所要時間と投球速度の関係および投球速度の不安定性に影響を与える体力要素 笠井崇正

128 広瀬統一 動的ストレッチングが方向転換動作に与える影響 樫尾和明

129 松岡宏高 地方圏におけるアウトドアとインドアテニスクラブのマネジメント 梶下怜紀

130 田口素子 女子大学生チアリーディング選手における栄養素摂取状況：ポジション別の比較 梶野光里

131 寒川 恒夫 グローバル剣道～WKCから見る国際剣道の現状について～ 加勢昇平

132 原田宗彦 高校野球ハイライト番組における視聴者の印象に関する研究 潟見雄大

133 寒川恒夫 ラグビーにおける体型変化とプレースタイルの変遷 勝浦秋

134 リー トンプソン プロ野球と高校野球の実況中継における「物語」の比較 勝田優斗

135 吉永武史 児童・生徒の「体育嫌い」を改善していくための体育の授業づくりに関する一考察 加藤顕成

136 正木宏明 バスケットボールにおけるあがり防止トレーニングの開発 加藤臨

137 松井 泰二 バレーボールにおけるブロック方法の違いによって生じる両腕の軌跡の違い 加藤久典

138 松井泰二 東京六大学野球における守備と得点確率の関連性 門田純

139 中村 好男 バドミントン選手に最も適している食事は何か、摂るべき栄養は何か 金森望

140 正木宏明 サッカーにおけるPK戦に対する心理的尺度と性格の関係性 鹿沼紀斗

141 リートンプソン リオ五輪の新聞報道におけるジェンダー分析 金子聖

142 矢内 利政 野球の打撃における変化球への対応～スイング開始時間に着目して～ 金子祐介

143 奥野景介 ソフトボールにおける打球飛距離を最大化させるスイング特性の検証 金子祐也

144 葛西 順一 アイスホッケー選手のスケーティングスピードと様々な体力測定の関係 金子立樹

145 川上泰雄 アスリートのアキレス腱の形態的特性と力学的特性 金本侑大

146 礒繁雄 ノルディック複合選手における上肢運動能力とクロスカントリースキー競技パフォーマンスとの関係性 神島実孟

147 田口素子 大学女子野球選手の身体と栄養摂取の現状とパフォーマンスとの関係 唐川貴帆

148 誉田雅彰 バスケットボールのスリーポイントシュート動作における指の圧力とボール回転数、回転軸の関係 河合祥樹

149 中村千秋 日本・韓国・アメリカのナショナルチーム選手の剣道に対する意識調査 川上ゆき

150 倉石 平 ハンドボール競技におけるシュート確率が勝敗に与える影響 川島悠太郎

151 鳥居 俊 大学生野球経験者の既往歴における肩関節形態・可動域の比較 河野淳

152 礒 繁雄 初心者に対するリフティング指導～熟練者との感覚のズレ～ 川原奈央

153 岡浩一朗 スポーツレジリエンスの文献研究―怪我からの回復におけるレジリエンス発揮― 川平七海

154 田口素子 女子大学生におけるライフスタイルの現状と課題及び月経との関連について 菅真衣子

155 松岡宏高 子どものテニス継続における保護者の実施効果と継続理由の関係について 木島駿

156 太田章 あん馬における「縦向き旋回１回ひねり（マジャールシュピンデル）」のコーチング 岸本邦秀

157 矢内利政 二種類のスイングトレーニングによるスイングスピードの変動 北澤翔太

158 志々田 文明 競技スポーツ選手の精神性の問題点:選手教育者の観点から 木浪龍太郎

159 中村千秋 スポーツドリンクの成分と熱中症?低血糖症発生の関係 金銀辰

160 葛西 順一 打ちにくいストレートとは 黄本創星



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

161 リー・トンプソン 2014年サッカーワールドカップに関する日米の新聞報道比較 金性俊

162 正木宏明 P300は運動技能の向上を予測する 葛原鈴佳

163 矢内 利政

卓球競技におけるボール接触時ラケット操作の可能性：
「打球自覚と実際の誤差」「打球接触時間の打法による違い」

工藤佑哉

164 鳥居俊 足関節可動域制限による競歩動作への影響 工藤友里奈

165 リー・トンプソン 賭博に関する世間の意識・知識の調査及び報道が違法賭博問題解決における可能性 国津健太

166 荒尾孝 我が国の戦後における健康政策と今後の健康政策 久野純

167 金岡恒治 体幹伸展動作における胸腰椎のアライメンント解析 久保江莉子

168 松岡宏高 Vプレミアリーグの男子リーグと女子リーグにおける女性観戦者の特性：観戦頻度に着目して 久保田有紀

169 原田宗彦 大学生のフィギュアスケート観戦における感動場面 熊坂美希

170 中村好男 日本におけるeスポーツの現状と将来性について 熊埜御堂徳紀

171 作野誠一 高校生年代におけるクラブチームと部活動のサッカー環境比較-なでしこリーガーに着目して- 栗島朱里

172 葛西順一 卓球技術におけるドライブ打法とスマッシュ打法の正確性に関する研究 栗原加奈子

173 寒川恒夫 早稲田大学ラグビー部大学選手権優勝のための考察 桑野詠真

174 岡浩一朗 女子水球選手の月経周期と身体、精神、パフォーマンスの関連 小路安希

175 川上 泰雄 自転車ペダリング姿勢の違いが漸増負荷運動時の大腿四頭筋の筋酸素動態に与える影響 郷田光希

176 金岡恒治 クロール泳におけるストローク動作の違い 神山隼也

177 岡浩一朗 大学生における睡眠の質と身体活動量の関連 児玉隼

178 内田直 昼寝による視覚機能に対する効果 後藤雅明

179 木村和彦
Jリーグ観戦者における、サポーターではないコアファンの可能性を探る ―観戦者としての性質に着目して
―

後藤杜人

180 彼末 一之 走行時のケイデンス変化が代謝に与える影響 小濱龍介

181 矢内 利政 サッカーにおけるアジリティとアジリティトレーニングとの相関性 小林大樹

182 礒繁雄 男子サッカー選手における試合終盤でのスプリント能力低下に関する一考察 小林大地

183 寒川恒夫 日本剣道形が現代剣道に与える影響 小林直道

184 広瀬統一 スタティックストレッチと跳躍動作を組み合わせたウォーミングアップ介入が跳躍高に与える影響の検討 小林諭果

185 誉田雅彰 自動コーチングにおけるスクワット動作の学習効果 小堀良太

186 武藤泰明 スポーツ選手の出身地と分布 小松頌昌

187 広瀬統一 大学相撲選手の立ち合いにおける床反力と関節角度、体組成の関係について 小山雄太

188 深見 英一郎 オリンピック教育の現状と今後の展開について 是澤祐輔

189 倉石 平 ハンドボール競技におけるゴールキーパーの枠内シュート阻止率が試合に与える影響について 齊藤凌

190 深見 英一郎
運動学習におけるフィードバックの伝達方法および即時的効果に関する検討
～バスケットボールのオープンスキル・クローズドスキルの分析を通して～

三枝（白井）千夏

191 武藤 泰明 2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした地域活性化 坂賢弥

192 武藤泰明 放映権ビジネスのこれから 酒井翼

193 原田宗彦 地方競馬の観客動向における研究 坂田憲治

194 矢内 利政 剣道の正面打ち動作における伸びの特徴 阪本皇子

195 中村好男 高齢者の幸福度に与える運動習慣の影響 作野美咲

196 友添 秀則 甲子園における投手酷使問題における一考察 櫻井洋輔

197 岡田純一 ウォームアップにおけるストレッチングの違いが陸上短距離選手のSSC運動に及ぼす影響 佐々木大斗

198 木村和彦 高校野球は人格形成に役立つのか 笹島甲吉

199 岡浩一朗 市民ランナーにおけるマインドフルネスとパフォーマンス、健康指標との関連 佐藤あゆ子

200 友添秀則 大学スポーツにおいて求められる主将のリーダーシップ：ボート競技に着目して 佐藤紫生乃



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

201 内田直 長距離ランナーにおける運動強度と睡眠の関係性 佐藤淳

202 金岡恒治 2週間の高地における競泳トレーニングが血液性状等に与える影響 佐藤颯士

203 武藤泰明 大学男子ラクロスおける東西の戦力格差 佐藤大

204 礒繁雄
クロスカントリースキー競技における競技パフォーマンスの優れた選手と優れない選手のダイアゴナル走法の
キネマティクス的比較

佐藤太一

205 作野誠一 アスリートにおけるセカンドキャリア支援の現状と課題～プロサッカーに着目して～ 佐藤飛天

206 葛西順一 卓球競技におけるドライブ打法とスマッシュ打法のボール速度と正確性の関係 佐藤風薫

207 深見英一郎 カンボジア農村部の学校現場における日常的なスポーツ活動の実現に関する一考察 佐藤史崇

208 内田直 市民ランナーの睡眠と食生活についての調査 ランニングとの関連性 佐藤征昭

209 葛西 順一 ハンドボールにおけるポジション別のシュートスピードと正確性の関係 佐藤未来

210 木村和彦 秋田ノーザンハピネッツがＢリーグ参入により受けた影響 佐藤唯

211 友添秀則
スポーツツーリズムによる日本の観光立国戦略への影響に関する一考察～ホテル業界の需要の変化に着目して
～

佐藤佑紀

212 岡田 純一 日本のプロ野球とJリーグにおけるホームアドバンテージ 佐野泰弘

213 原田宗彦 早稲田大学体育各部における4年間の部活動継続動機に関する研究 澤口詩織

214 岡田純一 科学的視点によるトレーニング分析 澤田昂一郎

215 間野義之 オリンピック・パラリンピックのスポンサーシップに関する研究 椎名恵美

216 正木宏明 エラー関連陰性電位と運動学習の関係 重田結歌

217 誉田雅彰
ラクロス競技における日米大学チーム間の比較
-オフェンスシーンに着目して-

篠 大雅

218 原田宗彦 早稲田大学運動部主務の活動継続要因 篠田将

219 間野 義之 バスケットボール日本女子リーグ(WJBL)の今後の在り方についての研究 柴 美穂

220 誉田雅彰 自動コーチングにおけるバスケットボールドリブル動作の学習過程の分析 澁田貴大

221 矢内利政 野球の投球におけるボールリリースポイントとボール到達位置の関係について 島公嗣

222 木村和彦 早稲田大学米式蹴球部が甲子園ボウル出場後に受けた影響についての研究 島崎貴弘

223 中村好男 バドミントン選手の腰痛調査 島田きらら

224 彼末一之 足関節筋の運動イメージ強度の違いが手関節筋の皮質脊髄路興奮性に及ぼす影響 白籏都彦

225 礒繁雄 800m走の各局面における疾走能力とプライオメトリック能力の関係について 新谷健人

226 堀野博幸 育成年代におけるスポーツ現場の選手の指導者認知に関する研究 新藤健人

227 彼末一之 運動イメージ中の脳活動の個人差 末澤摩里奈

228 石井昌幸 日本とアメリカにおける空手の現状に関する比較研究 末廣哲彦

229 中村千秋 剣道の竹刀及び防具の変遷 菅原和真

230 矢内利政 走り幅跳びにおける助走速度変化とパフォーマンスとの関係 杉田望美

231 吉永武史 体育授業におけるアクティブ・ラーニングの活性化に向けたICTの活用 杉森愛希

232 川上泰雄 跳躍能力とアキレス腱スティフネスの関連性 ： 競技特性に着目して 須崎絵理

233 友添秀則 日本のゴルフ界に求められるフェアプレイに関する一考察 鈴木ありさ

234 広瀬 統一 サッカーのゴールキーパーのダイビング動作におけるプレジャンプ動作が踏み切り時の床反力に及ぼす影響 鈴木瑛介

235 金岡恒治 スタビライゼーションエクササイズがジャンプ着地時の安定性に与える即時効果 鈴木翔一朗

236 リー・トンプソン 大学生の恋愛感情と競技意欲への関係性 鈴木大輝

237 鳥居俊 走動作の接地期における大腿に対する下腿の回旋とランニング障害受傷の関係 鈴木洋平

238 岡浩一朗 武道教育におけるチャンバラの可能性 須田隆広

239 中村千秋 片脚スクワット動作の観察から足部荷重位置を正確に評価できるか？ 須田智博

240 鳥居 俊 男子陸上選手における最大速度と体重比筋量の関係 須田隼人



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

241 樋口満 一回のプロ野球観戦による高齢者の心理的変化 洲戸健吾

242 作野誠一 今後のセ・リーグの球団に求められるビジネス －横浜DeNAベイスターズをベンチマークとして- 砂川紗英

243 田口素子 大学女子ラクロス選手における運動レベルと栄養状況との関係 川 佳加

244 武藤泰明 スーパーリーグの是非 関秀優

245 松岡宏高
総合型地域スポーツクラブの子どもを対象としたスポーツプログラムにおける選好行動
～コンジョイント分析を用いて～

関口護

246 内田 直 シフトワークをする看護師の睡眠と習慣との関連 瀬戸沙也香

247 寒川恒夫 毛呂山町の流鏑馬祭り 瀬戸大也

248 リートンプソン 日本人野球選手のメジャーリーグ移籍注目度要因～日本での成績と報道量の比較～ 宋泰永

249 岡浩一朗 若年女性の痩身志向－先行研究の検討および改善のための提案－ 惣福ゆめこ

250 土屋 純 野球におけるスイング軌道とトップの位置の変化によるボール飛距離の変異 相馬弘季

251 広瀬統一 つり輪の「中水平支持」における筋活動 ソン シンリー

252 礒繁雄 体脂肪率と長距離走の競技パフォーマンスとの関係性 平和真

253 岡浩一朗 中年男女における性格主要5因子と身体的健康及び精神的健康の関連 高岩夏菜

254 中村千秋 早稲田大学男子ラクロス部における栄養指導の介入効果の検討 久 美月

255 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との関係 田 直騎

256 鳥居俊 女子ラクロス選手における足関節内反捻挫の既往が切り返し動作スピードに及ぼす影響 高野景

257 川上泰雄 歩容の違いが下腿筋群の筋活動および関節キネマティクスに与える影響 田上幸司

258 樋口満 朝食の有無がインスリンショック（運動誘発性低血糖）に及ぼす影響 瀧澤育未

259 鈴木克彦
タヒボポリフェノールおよび疲労困憊運動がマウスの骨格筋のSIRT1およびミトコンドリア新生関連因子の発
現に及ぼす影響

武内有紀

260 葛西 順一 野球におけるベンチプレスの最大出力と最高球速の関係 竹内諒

261 友添秀則 大学生ウエイトリフターにおけるアンチ・ドーピング意識調査 武田健

262 礒 繁雄 大学男子長距離選手におけるKnee-inの発生と障害の関係 武田凜太郎

263 吉永武史 よい体育授業を実現するために教師に求められる資質能力－体育授業と学級経営の関係性に着目して－ 竹原由梨

264 平田竹男 大学生のパラリンピック観戦状況に関する研究 竹本優志

265 礒繁雄 ハードルドリルの特性と110mハードル走との関係 竹吉大記

266 石井 昌幸 『さらなる国際競技力向上のために～スポーツタレント育成発掘システム国際比較による考察～』 多胡島伸佳

267 寒川恒夫 テニスが変化した理由 巽寛人

268 友添 秀則 学生馬術の歴史的変遷に関する研究 田中萌

269 武藤 泰明 パラリンピックの関心度を向上させるには 田邉花奈

270 彼末 一之 ライフル射撃選手の立射姿勢の測定方法の開発 谷川諒

271 松岡宏高 在星邦人高校生のSリーグ観戦における阻害要因に関する研究 田原大幹

272 堀野博幸
―指導する競技に関して競技歴がない指導者に注目して―
コーチングメンタルモデルに関する研究

玉木諒

273 正木 宏明 外発的動機づけ及び性格特性がパフォーマンスモニタリングに及ぼす影響 田村美紅

274 倉石 平 バスケットボール競技におけるシュート成功率とパーソナルファウル獲得率の勝敗による違い 田村未来

275 原田宗彦 『オリンピックテロの系譜：「官民一体の日本型テロ対策」と安全な東京オリパラ』 丹下翼

276 岡浩一朗 歩行のための近隣環境と個人属性の関連 丹波雄真

277 中村千秋 オリンピック開催に意義はあるのか 千葉彩加

278 リー・トンプソン メディアを通した岡田監督とオシム監督の日本人らしさの違いについて 津久井全法

279 堀野博幸 若年層のフィットネスクラブ利用における促進要因と阻害要因についての研究 土赤耕陽

280 間野義之 マラソンイベントにおける参加者の参加動機と将来意向に関する研究 土谷優真



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

281 中村 千秋 大学野球投手におけるランニング動作と球速の関係 筒井俊春

282 友添秀則 我が国の公営競技の発展に関する一考察ー競輪に着目してー 手嶋将大

283 金岡恒治 異なる姿勢でのフロントスクワット時における体幹筋筋活動の比較 寺本香帆

284 内田直 睡眠時間の減少が及ぼす射撃競技への影響について 戸井田勇介

285 矢内利政 100m走の加速区間における前傾姿勢と速度の関係 東間央剛

286 葛西順一 ウィンドミル投法におけるストレートの球速と筋力の関係 常盤紫文

287 川上泰雄 12週間の運動介入とHMB摂取が大腿部筋群の形状・機能に与える影響 戸田郁美

288 平田竹男 プロ野球におけるフランチャイズ球団過密が観客動員にもたらす影響 轟翔太

289 金岡恒治 Draw-in時の腹横筋の動きと運動パフォーマンスの関係 鳥羽麦穂

290 松岡 宏高 地域住民のプロサッカークラブに対する態度や評価に関する研究 中井亜美

291 鳥居俊 日本人男子中学生における身長、筋量、骨量の最大増加時期の順序 永井大己

292 礒繁雄 競技レベル別にみたソフトテニスのフォアハンド・グランド・ストローク動作の違い 永井里佳

293 松岡宏高 プロスポーツチームのTwitter公式アカウントをフォローする要因に関する研究 長江童夢

294 彼末一之 男子100m競走における引き込み現象 中川雄太

295 葛西順一 大学野球選手における体力測定および野球への取り組み方の調査 中澤彰太

296 中村好男 大学の部活動が人間形成に与える影響について 中島捷人

297 正木宏明 力量発揮課題におけるCNVは動作スキル向上を予測する 中嶋綺砂

298 寒川恒夫 黒人とスポーツ 中島翼

299 間野義之 ライフル射撃競技におけるメンタルトレーニングの効果と関連性について 長島遥

300 石井 昌幸 ラグビー代表チームにおける「所属主義」に関する文化論的研究 永瀬夏帆

301 作野誠一
学生ラグビークラブにおけるリーダーシップスタイルに関する研究
－サーバント・リーダーシップに着目して―

中田昂之進

302 平田竹男 スポーツにおける360度動画技術介入の効果検証 長田裕司

303 正木宏明 反応抑制と筋電位エラーの関連性 中野直哉

304 吉永武史 学校体育における効果的なウォーミングアップに関する一考察 永野真依子

305 中村好男 日本におけるセーリング競技の普及状況 永松瀬羅

306 木村和彦 高校生バスケットボール部員の意欲、取り組みに関する研究 中峯悠希

307 武藤泰明 長野オリンピックが長野県に及ぼした影響 中村慎吾

308 間野義之 障がい者スポーツの観戦者属性分析と入場料有料化への方策の検討 －ブラインドサッカーを事例として－ 中村陸

309 石井昌幸 タイで人気のスポーツとタイの歴史と社会との関係性に関する考察 中山春彦

310 作野 誠一 Jリーグにおけるハイブリッド型スポーツクラブの可能性-湘南ベルマーレを事例として- 中山雄希

311 岡浩一朗 イヌの飼育が飼育者のコミュニティ形成に及ぼす影響 中河西あかね

312 礒 繁雄 スプリント走における主観的な最高走速度の認識とパフォーマンスの関係 梨子田純平

313 内田 直 ベストパフォーマンスと睡眠の意識について 名取敬恩

314 堀野 博幸 ジュニア年代のサッカー選手の身体能力向上におけるコーディネーショントレーニングの有効性 生江健太朗

315 友添 秀則 わが国の雪国におけるスキー授業の実施率向上に関する考察 成田伊織

316 礒 繁雄 陸上競技の普及に関する一考察～ライブスポーツに着目して～ 成田泉穂

317 葛西順一 大学女子部員における競技レベル毎のゴルフスイング比較―角度とスイングプレーンに着目して― 新島有稀

318 原田宗彦 Jリーグのアウェイ観戦者における意思決定要因に関する研究 錦織繭子

319 樋口満 野球場でのプロ野球観戦が高齢者の健康関連QOLおよび主観的幸福感に及ぼす影響 西倉裕

320 広瀬統一 スタティックストレッチング時間がスクワットジャンプ高に及ぼす影響 西本八博



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

321 中村千秋 足関節捻挫リハビリテーションにおける簡易的検査の有効性 根本千穂

322 松岡宏高 スポーツブランドの服を私服として着用する人の行動可能範囲に関する研究ー女子大学生を対象としてー 根本風花

323 堀野博幸 選手の競技力向上に関する研究-人間的資質に着目して- 野上陸

324 石井 昌幸 日本における自転車ロードレース競技の普及過程 野口堅大

325 岡田純一 パフォーマンスを向上するためのウォーミングアップ 野本なつみ

326 中村好男 高等教育における「自己関与」の必要性 ～早稲田大学を事例として～ 芳賀雄磨

327 内田直 オーバートレーニング症候群における認知機能とパフォーマンス低下の関連性 萩谷和恵

328 田口素子 5000m走のタイムと身体組成の関連及び走り込みによる5000m走のタイムと身体組成への影響 箱田幸寛

329 礒 繁雄 200m走における指示パターンがレース展開に与える影響 橋元晃志

330 彼末一之 柔道選手の姿勢制御の解析システム開発 長谷川公輝

331 松岡宏高
バレーボール日本代表とVリーグとの観戦者特性の比較
―代表戦観戦はVリーグ試合観戦の動機となり得るのか―

幡鎌りさ子

332 吉永武史 体育授業における「人間関係形成能力」の育成に関する一考察 畑田奈美

333 平田 竹男 日本人プロテニス選手の収支状況に関する研究 馬場早莉

334 川上 泰雄 時間帯の異なる運動介入が高齢者の歩行パフォーマンスに及ぼす影響 馬場雄希

335 松井泰二 2016年度秋季東京六大学野球リーグにおける戦術分析 ～早稲田大学に着目して～ 田 拓海

336 内田 直 昼寝がテニスのサービスとストロークの精度に及ぼす影響 林恵里奈

337 寒川恒夫 おわら風の盆の歴史と変遷 林孝樹

338 鳥居 俊 テニスのグリップの握り方による筋の活動様式の違いーテニス肘の発症リスクの検討ー 林優香

339 リー・トンプソン 日本におけるソフトボールとジェンダー～なぜ男子が野球で、女子がソフトボールなのか～ 林友暉

340 深見英一郎 学生ゴルフにおける集団凝集性がチーム成績へ及ぼす影響―女子部員に着目して― 林優花

341 リー・トンプソン テレビドラマにおけるスポーツの表象と在り方 原田まみ

342 矢内利政 ウエイトリフティングのジャーク動作キャッチ姿勢時における肩関節角度のトレーニングによる変化の検証 春田賢秀

343 間野義之 大学生のフィギュアスケートの観戦阻害要因に関する研究 平井登子

344 宝田雄大 我が国のオリンピックのセーリング競技におけるメダル獲得についての考察 平川竜也

345 間野義之
大学サッカーチームにおける地域貢献と試合観戦意図、阻害要因に関する研究 早稲田大学ア式蹴球部に着目
して

平澤俊輔

346 中村千秋 身体組成と機能の変化がローイングエルゴメーターによる2000m漕に及ぼす影響 平田涼

347 金岡恒治 足部の向きが切り返し動作中の下肢の筋活動に与える影響 平野響子

348 堀野博幸 中日ドラゴンズファンにおけるスタジアム観戦動機と観戦促進のための施策を考える 平野竜太郎

349 葛西順一
大学女子バレーボール競技におけるセット獲得に影響を与える要因に関する分析～2016年度秋季関東大学女子
1部リーグ戦を対象として～

平山璃菜

350 堀野博幸 地域サッカークラブにおける子どもと保護者の関係について――子どもの動機づけに着目して―― 比留間健人

351 間野義之
障害者スポーツの変容に対するパラリンピック選手の受容基準
―障害者スポーツに生じる変容の在り方について検討―

廣 優香

352 寒川恒夫 早稲田大学体育各部における、歴史・伝統・文化・現在の比較 深川幹徳

353 礒繁雄 大学女子サッカー選手における試合終盤のスプリント能力に関する一考察 福井菜月

354 岡 浩一朗 アーチェリー競技における通常時と試合時の心拍とパフォーマンスの関連 福井瑞生

355 平田竹男 中学生・高校生における野球用具選択要因に関する研究 福士楽

356 木村和彦 スポーツ用品購入における”こだわり”の研究～サッカースパイクを例に～ 福田拓郎

357 作野誠一 サッカーにおけるポジション別の性格特性―主要5因子性格検査(Big Five)を利用して― 福谷佳那

358 広瀬統一 月経周期と筋膜の移動距離の相関性 福地萌々子

359 金岡恒治 床面性状を認識しない着地動作時の下肢筋活動解析 -捻挫の既往の有無による比較- 藤岡真梨奈

360 吉永武史 マイナー競技スポーツであるレスリングの普及に関する一考察 藤川聖士



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

361 内田直 睡眠とサッカーの試合前および試合中の心理状態の関係について 藤田信吾

362 吉永武史 「社会人基礎力」を育むための体育授業のあり方に関する一考察 藤本晴菜

363 赤間高雄 レジスタンストレーニング後の水治療法が皮膚の物理的バリアに及ぼす影響 藤本雅大

364 平田竹男 日中韓のスポーツチーム順位と主要スポンサー売上高の定量的分析に関する研究 藤原旦庸

365 原田宗彦 プロサッカー選手とメディアの関係性に影響する要素の研究 舩木渉

366 平田 竹男 中学野球選手育成の変化に関する研究 古畑貴大

367 中村 千秋 歴史と企業理念から紐解く、東京ディズニーリゾートの課題と展望 古屋大樹

368 太田章 錦織圭研究 古屋良祐

369 川上泰雄 体操教室参加による高齢者の下肢筋力・筋量の変化:運動実施時刻の影響に着目して 文傳惠里加

370 荒尾 孝 児童生徒の睡眠・朝食・運動の組み合わせと主観的健康感の関係 北條未侑

371 木村 和彦 障がい者が生涯スポーツを楽しむために 細木庸平

372 矢内利政 バドミントン競技におけるシャトルの飛翔特性：速度と主軸周りの回転の関係 堀内天真

373 リートンプソン 硬式野球と軟式野球のメディア露出格差についての研究 堀江勇斗

374 川上 泰雄 アスリートの筋力発生率とH反射および活動後増強との関係 堀川浩利

375 木村和彦 潜在ランナーの参加動機に関する研究 -ファンラン参加者とリレーマラソン参加者の比較- 本郷淳

376 平田竹男 日本テニストップ選手育成における現状と課題 本田更紗

377 寒川恒夫 007から見る文化・世界 本田宗詩

378 鳥居 俊 走速度増加に伴う体幹筋群の筋活動量の比較 本部由佳

379 葛西 順一 チアダンスの評価における認識について 本望沙耶香

380 川上泰雄 下腿三頭筋への局部振動刺激が足関節底屈筋力と柔軟性に与える影響 前道俊宏

381 石井昌幸 高校野球とは－不祥事から考える将来－ 馬賀椋平

382 倉石平 ハンドボール競技における連続失点が勝敗に及ぼす影響 正木優唯

383 樋口満 長期間の減量が心身に及ぼす影響 増田晋策

384 作野 誠一 負けず嫌いがもたらすパフォーマンスへの影響ー女子サッカー選手に着目してー 松浦渚

385 吉永武史 中学校保健体育科における武道授業の現状と課題に関する一考察 松浦佑樹

386 作野 誠一 大学女子ソフトボール選手の製品購買動機に関する研究ーグローブ、バット、スパイクに着目してー 松木俊皓

387 作野誠一 東京オリンピック・パラリンピック・レガシー実現に向けた課題の検討―テニス競技に着目して― 松 勇太郎

388 原田宗彦 皇居ランナーにおけるスポーツ用品の購買動機とSNSの関係に関する研究 松田つみき

389 広瀬統一 足関節機能的不安定性を有する選手のバランス能力の検討 松田美夏

390 矢内利政 切断者が高度な身体運動を獲得する意義について 松原杏実

391 田口素子 大学生女子シンクロナイズドスイミング選手のエネルギー消費量および栄養摂取状況 松本奈々

392 中村 好男 高校野球と早稲田大学野球部の違い 真鍋健太

393 金岡 恒治 様々な立位姿勢における肩甲骨周囲筋および腰周囲筋の筋活動比較 馬渕陽平

394 武藤泰明 中等教育機関の運動部活動における外部指導者活用の施策について 丸山眞輝

395 友添秀則 早稲田大学ア式蹴球部の歴史的変遷に関する一考察 三島翼

396 正木 宏明 運動イメージ想起時の脳波と顔面皮膚血流 峰岸朋子

397 倉石平 ホッケー競技におけるサークル侵入回数とFG数の関係及び最も有効な侵入エリアに関する分析 宮 俊哉

398 堀野博幸 フロー理論はストレス発散方法として活用できるか－ストレス傾向の分析とフロー理論の可能性の検証－ 宮 雄大

399 岡浩一朗 勤労者における現在の運動実施状況と阻害要因 宮澤友梨

400 正木宏明 反復把握法を用いたサッカーのキック動作におけるあがり防止研究 宮沢里彩



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

401 広瀬統一 大学アメリカンフットボール選手における心理的競技能力の調査 宮良彩美

402 誉田 雅彰 スリーポイントシュートにおけるボールの回転数と軌道の関係の分析 宮脇隼人

403 間野 義之
元トップアスリートの競技引退に伴うアイデンティティ再体制化に関する研究-元トップアスリートの「語
り」に着目して-

三輪真央

404 金岡恒治 歩行時の骨盤大腿周囲筋の筋活動解析 村岡暁

405 中村好男 スポーツにおける競技かるた 村上千佳

406 吉永武史 運動部活動における外部指導者の活用に関する一考察 村山侑季

407 彼末一之 タンデムスプリントにおける練習法の一考察 -大学4年間の取り組み- 森浩輔

408 岡浩一朗 疑似的な笑い方の違いによるストレス軽減効果 門馬治輝

409 中村好男 "武道"としての少林寺拳法とその普及に関する一考察 矢内卓

410 深見 英一郎 剣道の団体試合において勝利をもたらすチーム戦術のあり方について 矢ヶ 日路

411 寒川恒夫 水泳における記録の変遷 八木隼平

412 木村和彦 兄弟構成がスポーツ競技力に影響を及ぼすのか 藥王寺未海

413 武藤泰明 NPBの移籍活性化に向けて 矢島遼

414 友添秀則 総合型地域スポーツクラブにおける活動拠点の確保とその有効利用に関する一考察 安田啓太

415 吉永武史 小学校の水泳授業におけるクロールの学習指導に関する研究 安田純輝

416 リー・トンプソン FIFA女子W杯の新聞報道におけるなでしこジャパンの表象の変容について 安間大輝

417 鳥居俊 テニス経験者と初心者の筋活動の比較ーテニス肘の発症に着目してー 八塚大志

418 原田宗彦 スポーツマンガがアスリートの競技および人格形成に与える影響 楊愛吏

419 正木宏明 手指の運動観察と模倣が脳活動と運動学習に及ぼす効果 柳田裕一朗

420 寒川 恒夫 博多祇園山笠の今と未来 山口和慶

421 松井泰二 バレーボールにおけるトス動作のフォームの違い 山口頌平

422 武藤泰明 日本ラグビーの現状 トップリーグとラグビースクール 山 海

423 吉永武史 スポーツを通じた我が国の国際協力の現状と課題 山城舜太郎

424 吉永武史 児童・生徒の運動有能感を高めるためのサッカーの学習指導に関する一考察 山田紅葉

425 吉永 武史 保健体育科における「言語活動の充実」に向けた具体的方策に関する一考察 山村顕子

426 中村千秋 JISSでの経時的な定期検査結果と大会成績 山元豪

427 内田直 睡眠と不安およびこれらがパフォーマンスにおよぼす影響について 山本隼大

428 リー トンプソン スポーツバラエティ番組におけるジェンダー描写 山本亮太

429 トンプソン リー 新聞三社におけるサッカー報道量比較 横岩尭

430 金岡恒治 シンクロナイズドスイミングのスカーリング中の筋活動 横竹幸穂

431 金岡 恒治 よりよい立ち泳ぎとは 横竹茉優

432 深見 英一郎 協同学習モデルの導入が学習者に与える成果-高等学校におけるネット型バレーボールの授業を通して- 吉井捷人

433 正木宏明 一過性の運動が意図的な記憶と忘却に与える影響 吉川純平

434 内田直 一過性中強度運動が高齢者の認知機能に与える影響 吉田あずさ

435 彼末 一之 動作認識の違いが同側手足協調運動に及ぼす影響 吉田裕史

436 誉田 雅彰 野球における盗塁時のスタート方法の分析 吉田良平

437 土屋 純 野球のノックにおけるキャッチャーフライ、内野フライ、外野フライを打つためのキネマティクス的特徴 野 亨

438 武藤泰明 近年のオリンピックに見られるアンブッシュ・マーケティングと、東京オリンピックにおける展望 吉野翔太

439 武藤泰明 日本プロ野球戦力均衡におけるサラリーキャップ制度の是非 吉村平

440 木村和彦
温泉地における付加価値が再訪意図に与える影響

－かみのやま温泉を事例として－
劉暢宇



番号 主査名 卒業研究題目 学生氏名

441 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 我妻美沙紀

442 田口素子 競泳選手における疲労回復に対するBCAA摂取の効果 和田真

443 平田 竹男 大学サッカー競技者におけるスポーツメーカーのブランドイメージに関する研究 和田裕太

444 武藤泰明 日本の女子サッカーを文化にするために、大学女子サッカーができること 渡部歩美

445 作野誠一 競技志向型スポーツ系サークルにおける組織風土が競技成績に及ぼす影響―ラグビーに着目して― 渡邊稔也

446 リー・トンプソン 新聞報道で描かれる箱根駅伝の「物語性」 渡 遥

447 吉永武史 子どもの貧困に関する一考察―貧困の連鎖を断ち切るために― 渡邊優太

448 中村好男 埼玉県戸田市における総合型地域スポーツクラブの展開：3つのクラブと行政を事例として 柳田大貴


