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日本スポーツ産業学会第22回大会開催される

平成24年度の学会賞奨励賞授賞式について

Japan Society of Sports Industry

日本スポーツ産業学会　　　

学会ニュース № 86

　第22回大会は，2013年7月13日㈯と14日㈰に慶應義塾大学三田キャンパスにて行われました．猛
暑にも拘わらず，多数の参加者（総入場者数：236名，内有料入場者数：146名[一般：77名，学生：
69名]を得て盛会のうちに幕を閉じました．これもひとえに，大会実行委員会を筆頭に担当校の慶
應義塾大学関係者の皆様の多大なるご尽力の賜物と感謝申し上げます．

　2013年7月13日㈯に開催された第23回総会にて，平成24年度の学会賞奨励賞受賞者に対する授賞
式が行われ，受賞者は滝鼻卓雄会長より，賞状と副賞を受け取りました．授賞論文は下記の通りです．
〇学会賞奨励賞受賞論文2編（副賞各5万円）
・「球技系トップリーグを対象としたスポーツ観戦行動の変容ステージ尺度
　　－尺度の信頼性およびスポーツ観戦行動指標との関連による妥当性の検討－」
　　　　　飯島沙織（早稲田大学），庄子博人，岡　浩一朗，間野義之

[原著論文]（第22巻第2号掲載）
・「日本の若手トップアスリートにおける両親の教育方針に関する一考察」
　　　　　杉山芙沙子（早稲田大学），間仁田康祐，原　章展，平田竹男

[研究ノート]（第22巻第1号掲載）

滝鼻会長と受賞者（左から杉山氏，滝鼻会長，飯島氏）
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指定討論者：平田竹男　氏（日本スポーツ産
業学会理事長／早稲田大学教授）

　　　　　　　　松田裕雄　氏（筑波大学講師）
　　コーディネーター：髙橋義雄　氏（筑波大学准教授）
15：30　基調講演３
　「スポーツ医学とスポーツ産業をつなぐ」
　　講演者：勝川史憲　氏（慶應義塾大学教授）
　　　　　　石田浩之　氏（慶應義塾大学准教授）
　　　　　　小熊祐子　氏（慶應義塾大学准教授）
16：55　閉会式

５．一般研究発表スケジュール
【７月13日㈯】
<会場１>

［座長：束原文郎］
9：30 ～
　「�63～78歳におけるスポーツ（ショートテニス）
の開始・継続に関連する要因の質的分析」

原田　昇
9：50 ～
　「ジョギング・ランニング実施状況と環境要因」

庄子博人
10：10 ～
　「�スマートフォン用歩数計アプリケーションの
開発とその利用方法－iPhoneを例として－」

山﨑利夫
10：30 ～
　「�節電への認知・態度・行動・信念と身体活動
との関連」� 荒木邦子

［座長：西崎信男］
10：55 ～
　「�韓国市場におけるカーブスのマーケティング・
コンセプト」� 崔　鍾午

11：15 ～
　｢�競技者アイデンティティーとスポーツにおけ
る目標志向性がスポーツ・コミットメント形
成に及ぼす影響の検討｣� 萩原悟一

11：35 ～
　｢�優れたスポーツ集団のチームイメージを評価
する尺度開発研究」� 竹村りょうこ

<会場２>
［座長：井上俊也］

１．会期：2013年7月13日㈯～14日㈰
２．会場：慶應義塾大学三田キャンパス
３．テーマ：スポーツのすすめ
４．日程

【７月13日㈯】
9：00　受付開始
9：30　一般研究発表1（2会場：14題）
11：50　昼食休憩（12：05　理事会）
13：20　開会式　
　　　　会長講演
　「スポーツビジネスとメディア」
　　講演者：滝鼻卓雄　氏
　　　　　　（日本スポーツ産業学会会長）
14：20　基調講演1
　「スポーツと分権社会」
　　講演者：�傍士銑太　氏（株式会社コンシス

ト取締役常務執行役員・地域デザイ
ナー）

15：20　パネルディスカッション1
　「スポーツブランドの女性市場マーケティング」
　　パネリスト：�南　佳美　氏（アディダス�ジャ

パン）
　　　　　　　　岩岡　薫　氏（アシックス）
　　　　　　　　堀内久仁子　氏（デサント）
　　　　　　　　山口美紀　氏（ミズノ）
17：05　総会
17：50　懇親会

【７月14日㈰】
8：45　受付開始
9：15　一般研究発表1（2会場：15題）
11：55　昼食休憩
13：00　基調講演2
　「�高齢化社会における消費財，投資財，公共財
としてのスポーツ」

　　講演者：清家　篤　氏（慶應義塾長）
14：00　パネルディスカッション2
13：30　シンポジウム
　「スポーツ産業における「女性の活躍」」
　　パネリスト：�山口　香　氏（筑波大学准教授

／ JOC理事）
　　　　　　　　�石坂有紀子　氏（サウス・ウィ

ンズ代表取締役社長）

第22回大会プログラム
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10：35 ～
　「�モノづくりを起点としたまちづくり・スポー
ツづくり－東京大田区「下町ボブスレーネッ
トワークプロジェクト」の現状と展望－」

束原文郎
10：55 ～
　｢�スポーツによるまちづくり：熊本県南関町の
取り組みについて｣� 宮良俊行

11：15 ～
　｢�大型集客施設の使用実態と分布について」
� 羽田野治朗
11：35 ～
　｢�スポーツ振興・地域振興へのGIS空間分析の
活用の可能性」� 小倉俊行

<会場４>
［座長：冨山浩三］
9：15 ～
　「�ドイツブンデスリーガにおけるユース育成に
関する研究」� 三澤　翼

9：35 ～
　「�ニュージーランドの補欠のないジュニアのス
ポーツシステム－日本の部活動との比較から－」
� 西尾　建

9：55 ～
　「�キッズアスリートの保護者に対するコンディ
ショニング概念の普及啓蒙活動の必要性」

� 麹池貴彦
10：15 ～
　「�スポーツコーチングの価値協創モデルの構築
と有効性検証－スキー指導過程のシステムズ・
アプローチによる構造化を事例として－」

� 今野浩子
［座長：庄子博人］
10：35 ～
　「�CSVの視点による企業スポーツの在り方につ
いての一考察－日光地域での企業スポーツを
事例として－」� 禿　慧二

10：55 ～
　｢�都道府県庁所在地別スポーツ係数で見る地域
プロスポーツチームの寄与度｣� 山本亜雅沙

11：35 ～
　｢�Jリーグクラブにおける高額年俸選手の出場
時間とクラブ成績に関する研究」� 久保谷友哉

9：30 ～
　「�チーム・アイデンティティと地域意識に関す
る研究－スポーツチームがホームアリーナと
する公共スポーツ施設利用者に注目して－」

長谷川堅一
9：50 ～
　「�中央競技団体における登録料の対価性につい
て－新たな概念構築と団体調査による検証－」

武藤泰明
10：10 ～
　「�ローカルプロスポーツのビジネスモデルに関
する一考察－「地域密着」型から「国際化」
戦略へ－」� 石原豊一

10：30 ～
　「�日本人サッカー選手のアジア進出と新たな
キャリアの可能性」� 髙橋義雄

［座長：田島良輝］
10：55 ～
　「�bjリーグ観戦者の観戦動機に関する研究－J
リーグ観戦者と比較を中心に－」� 元　晶煜

11：15 ～
　｢�ファンサポート指数を用いた野球チームの価
値に関する日韓比較研究｣� 李　性旼

11：35 ～
　｢�プロスポーツチームの評価尺度としてのレ
ピュテーション－チーム・レピュテーション
尺度の構築－冨山浩三」� 冨山浩三

【７月14日㈰】
<会場３>

［座長：元　晶煜］
9：15 ～
　「�フランスの五大団体球技のプロクラブに見る
総合型スポーツクラブの可能性」� 井上俊也

9：35 ～
　「�総合型地域スポーツクラブの公共性に関する
実証的研究」� 堺　賢治

9：55 ～
　「�財務指標から総合型地域スポーツクラブの持
続性要因を探る」� 田島良輝

10：15 ～
　「�プロサッカークラブのエクイティ・ファイナ
ンス－マンチェスター・ユナイテッドの事例
に見る－」� 西崎信男

［座長：山﨑利夫］
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の最前線
　　　　　　教授　木村和彦
17：00　閉会
■参加費：無料
〈参加人数〉56名

３．第11回日本スポーツ産業学会セミナー（笹
川スポーツ財団との共催）
■日　時：2013年４月17日㈬18：00～19：40
■場　所：日本財団ビル2階会議室

　　　　　　東京都港区赤坂1丁目2番2号
■テーマ：「�フラッグフットボールはなぜ普及に

成功したのか」
■次　第
18：00　開会ご挨拶
　　　　　　（公財）笹川スポーツ財団常務理事

渡辺一利�　氏
18：10　講演「�フラッグフットボールはなぜ普及

に成功したのか」
　　　　　　日本フラッグフットボール協会

専務理事　町田　光　氏
19：30　総括コメント
　　　　　　早稲田大学教授　武藤泰明
■参加費：一般2,000円，学生1,000円
〈参加人数〉25名

１．第９回日本スポーツ産業学会セミナー
■日　時：2013年1月28日㈪19：00 ～ 21：00
■会　場：筑波大学東京キャンパス文京校舎

1階120教室
■テーマ：「スポーツ新聞をつくる」
■講　師：㈱スクワッド社長　山田　泰　氏
■資料費：正会員1,500円，学生会員1,000円，
　　　　　非会員2,500円
〈参加人数〉28名

２．第10回日本スポーツ産業学会セミナー
■日　時：2013年３月30日㈯13：30 ～ 17：00
■会　場：早稲田大学東伏見キャンパス
　　　　　（西武新宿線東伏見駅前）
■テーマ：「スポーツビジネス研究の最前線」
■次　第
13：30　�大学院スポーツビジネス領域の研究概要

について
　　　　　　領域代表　教授　木村和彦
13：50　スポーツマネジメント研究の必要性
　　　　　　准教授　松岡宏高
　　　　－休�憩－
15：00　スポーツビジネス研究の新たなキーワード
　　　　　　教授　武藤泰明
16：00　�スポーツ・ヘルスツーリズム研究・実践

企画・国際委員会セミナー開催報告
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〈事務局移転のお知らせ〉
　平成２５年8月1日に事務局を移転しましたので，お知らせ致します．
　・現所在地
　日本スポーツ産業学会事務局
　〒169-0051　東京都新宿区西早稲田1丁目21番1号
　　　　　　　早稲田大学19号館303号室�
　　　　　　　早稲田大学スポーツ産業研究所内
　　　　　　　TEL：03-5286-1979（直通）
　　　　　　　FAX：03-4496-4825
　　　　　　　E-mail：jssi＠spo-sun.gr. jp
　　　　　　　http：//www.spo-sun.gr. jp/

〈平成2５年度会費納入のお願い〉
　現在，平成２５年度会費（正会員・７，０００円，学生会員２，０００円）の納入受付をしていますが，まだ，平成
２３年度の会費の納入をしていない方がおられます．早急に納入して頂ければ幸いです．未納の会員には振
込用紙を個別にお送りしておりますので，どうぞ宜しくお願い致します．
　　　〔郵便振替〕口座番号　　００18０－４－5４8３55
　　　　　　　　　加入者名　　日本スポーツ産業学会

〈新会員紹介のお願い〉
　日本スポーツ産業学会の会員数は，現在，個人会員が約５００名，賛助会員が１７団体です．本学会は，設
立理念にもありますように，産業界，学界，官界と幅広い分野から会員を募り学会活動を進めています．
学会の趣旨に賛同し，ともに研究を進める仲間を募っています．上記事務局にご紹介頂ければ幸いです．

事務局より
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「スポーツ産業学研究第24巻第１号」原稿募集
　「スポーツ産業学研究第24巻第1号」（平成26年３月発行予定）の原稿を募集し
ます．奮って寄稿されるようご案内致します．
1．原 稿 締 切　平成25年9月2日㈪
2．原稿の種類　フォーラム，原著論文（総合研究，理論研究，事例研究，調

査研究）研究ノート，書評，アゴラなど．
３．原稿の採否　編集委員会により投稿分類の妥当性および査読の可否を判定

した後に査読委員が選ばれ査読が依頼される．その査読結果
をもとに編集委員会は原稿の採否を決定し，その結果を投稿
者に通知する．

４．提出する原稿　メールの添付ファイル（ワードかPDF，図表はエクセル可）で
送付のこと．

5．論文の送付先　〒169-0051　東京都新宿区西早稲田1丁目21番1号
　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学19号館303号室
　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学スポーツ産業研究所内
　　　　　　　　　　　　　　　日本スポーツ産業学会編集委員会
６．執 筆 方 法　「スポーツ産業学研究」投稿規定（学会ホームページ）を参照．

日本スポーツ産業学会　　「学会ニュース№86」
発行日：2013年8月10日
発行者：日本スポーツ産業学会理事長　平田　竹男
編集者：中村　好男，丸山　剛生，梶川　裕矢，越川　茂樹
　　　　藤田　康範，岡　浩一朗，金子佐知子
事務局：〒169-0051
　　　　東京都新宿区西早稲田1丁目21番1号
　　　　早稲田大学19号館303号室
　　　　早稲田大学スポーツ産業研究所内
　　　　日本スポーツ産業学会事務局
　　　　TEL：03-5286-1979（直通）　Fax：03-4496-4825
　　　　E-mail：jssi@spo-sun.gr.jp
　　　　http：//www.spo-sun.gr. jp/


