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リサーチ・カンファレンス2014
優秀発表の表彰について

日本スポーツ産業学会は2014年2月11日（火・祝）に冬季学術集会を開催いたしました．有料入場者数
114名を得て，盛会のうちに幕を閉じました．
また，リサーチ・カンファレンス2014の優秀発表の表彰については次のような結果となり，受賞者には
賞状が授与されました．尚，最優秀賞者には副賞として図書カード（1万円分）が贈られました．
１．修論の部：2013年度に修士論文を提出する（予定の）学生個人
〇最優秀賞 守山 隆司（早稲田大学大学院）
「現役プロサッカー選手のセカンドキャリア準備度を規定する社会心理的要因」
〇優秀賞
上林
功（早稲田大学大学院）
「施設環境に着目したスタジアムのセグメンテーション研究～スタジアムの観戦満足度と座席
位置～」
〇優秀賞
鈴木 貴大（立教大学大学院）
「総合型地域スポーツクラブにおけるクラブマネジャーの力量形成に関する研究」
２．卒論の部：2013年度に卒業論文を提出する（予定の）学生個人
〇最優秀賞 高田 紘佑（神戸大学）
「ジュニアサッカーチームの合宿地選考におけるPull要因に関する研究」
〇優秀賞
沼澤かすみ（順天堂大学）
「マラソン大会参加者の大会参加決定理由･満足度と地域ブランドの関係－県内参加者と県外
参加者に着目して－」
〇優秀賞
佐々木里菜（神戸大学）
「青少年におけるスポーツ政策の政策評価に関する一考察－「地域スポーツとトップスポーツ
の好循環推進プロジェクト」に着目して－」
３．ジュニアの部：学部１～３年生，短大生，専門学校生
〇最優秀賞 森山 雄大（早稲田大学）
「プロ野球2013シーズンにおける野手の成績と年棒との関係」
〇優秀賞
大熊 美咲（早稲田大学）
「高齢者同士の交流における立場の違いが心理的側面に及ぼす影響～ POMSを用いた心理的検
討～」
〇優秀賞
川村真愛子（早稲田大学）
「2020年東京五輪までに水球の認知度をあげるための研究」
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リサーチ・カンファレンス2014 発表プログラム
・日時：2014年2月11日（火・祝）13：00～17：30
・場所：早稲田大学国際会議場

テルを事例として」
【14：10－14：35】
①高松

【13：00－13：25】
①西山

「総合型地域スポーツクラブにおけるスポーツ指

勇毅（慶應義塾大学大学院）

導者のコンピテンシーに関する研究」

「ライフログを用いたチームの行動変容促進」
②山田

②安藤

侑美（順天堂大学）

る研究～ Match-fixingの現状整理と対応につい

健康系学部・学科のある大学が所在する地域に焦

ての理論基盤の構築～」

点をあてて～」

③宮澤奈都輝（順天堂大学）

洋介（早稲田大学）

「大学サッカーの観戦動機と観戦者数について－

「リーグの一強化は善か悪か」
④丸茂

観戦経験がない人に着目して－」

憲吾（早稲田大学）

④平山なつみ（順天堂大学）

「2020年東京五輪と地域スポーツ」
⑤今泉

「地域にプロスポーツチームをもつ大学生を対象

貴大（早稲田大学）

とした試合観戦の意識調査－プロバスケットボー

「Xゲームの価値と日本での展開」
⑥杉原

ルチームに着目して－」

宗（立教大学大学院）

⑤川村真愛子（早稲田大学）

「高校野球における選手の「自主性」の育成に関

「2020年東京五輪までに水球の認知度をあげるた

する研究－「指導者」と「選手」間比較を通して－」

めの研究」

【13：35－14：00】
①上林

悠太（早稲田大学大学院）

「試合結果の不正操作に対する複次元管理に関す

「大学の社会貢献活動と地域との連携～スポーツ

③新谷

祥平（神戸大学大学院）

⑥大熊

美咲（早稲田大学）

功（早稲田大学大学院）

「高齢者同士の交流における立場の違いが心理的

「施設環境に着目したスタジアムのセグメンテー

側面に及ぼす影響～ POMSを用いた心理的検討

ション研究～スタジアムの観戦満足度と座席位置

～」

～」

⑦石下

②殿塚すみれ（順天堂大学）

「授業前後の起立･礼･着席が児童に与える社会的

「日本におけるMICE政策に関する研究－グロー

および心理的影響」
【14：45－15：10】

バルMICE戦略都市を事例に－」
③岡本

智大（早稲田大学大学院）

波輝（早稲田大学）

①李トウフウ（早稲田大学大学院）

「関東大学サッカーリーグにおける観客数とチー

「プロ野球リーグ間の階層化ネットワークの形成

ム成績の関連性」

に関する研究」

④村野慶多郎（早稲田大学）

②渡邊

「TOKYO2020と江東区」
⑤森山

「女子大学生の運動･スポーツに対する意識に関す

雄大（早稲田大学）

る研究：A女子大学大学生を対象として」

「プロ野球2013シーズンにおける野手の成績と年

③岸

棒との関係」
⑥中里

純平（順天堂大学）

「中高一貫校における保健体育科教育とスポーツ

嵩弘（早稲田大学）

活動の指導」

「日本のサッカーにおける選手育成と競技性の向
上」
⑦神長

美里（慶應義塾大学大学院）

④髙田

紘佑（神戸大学）

「ジュニアサッカーチームの合宿地選考における
洋佑（慶應義塾大学大学院）

Pull要因に関する研究」

「トップアスリート雇用策としてのワン・カンパ

⑤君島

ニー・ワン・アスリート方式の検証：名古屋フラー

雄貴（東海大学）

「平塚市における学校開放有効活用についての検
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討」

②村本宗太郎（立教大学大学院）

⑥沼澤かすみ（順天堂大学）

「学校運動部活動における体罰の発生構造に関す

「マラソン大会参加者の大会参加決定理由･満足度

る基礎的研究－体罰と懲戒の判断基準の揺らぎに

と地域ブランドの関係－県内参加者と県外参加者

着目して－」

に着目して－」

③奥下

⑦中山健二郎（立教大学大学院）

「スポーツ界の紛争解決に関する研究～我那覇選

「地域におけるプロスポーツの「根づき」に関す

手のドーピング問題を通じて～」

る研究－住民による「内なるもの」としての位置
づけの観点から－」

④菅本

知望（順天堂大学）

「東京都の法人格取得クラブの財政基盤に関する

【15：20－15：45】
①河原

諒（大阪大学）

研究」

賢二（東海大学大学院）

⑤飯田

「男性勤労者における身体活動と環境要因との関

速人（順天堂大学）

「スポーツイベント参加者に与えるクチコミの影

連」

響」

②鈴木

貴大（立教大学大学院）

⑥渡邊

「総合型地域スポーツクラブにおけるクラブマネ

「インターネット利用状況といじめの関係につい

ジャーの力量形成に関する研究」
③田代

て」

朋世（東海大学）

⑦伊藤

「都市型スポーツイベントに対する観戦者の評価

華英（早稲田大学大学院）

「エリートスイマーのメンタルタフネスの特性」
【16：30－16：55】

～ 2013世界トライアスロンシリーズ横浜大会に
着目して～」

①位髙

④広津万里菜（順天堂大学）

駿夫（東海大学大学院）

「柔道の競技レベルを規定するアスリート遺伝子

「日本におけるスポーツメディアの男女の相違～

の探索－ACEとACTN3を組み合わせた検討－」

新聞報道におけるロンドンオリンピック特設欄に
着目して～」
⑤渡邉

真帆（順天堂大学）

②守山

隆司（早稲田大学大学院）

「現役プロサッカー選手のセカンドキャリア準備

夏美（順天堂大学）

度を規定する社会心理的要因」

「大学女子バレーボールにおけるチーム力とチー
ム・リーダーシップ」

③鷺

周作（順天堂大学）

「プロスポーツ観戦者におけるソーシャルキャピ

⑥佐々木里菜（神戸大学）

タルと生活満足度について」

「青少年におけるスポーツ政策の政策評価に関す
る一考察－「地域スポーツとトップスポーツの好

④田中

茂樹（順天堂大学）

「スポーツの文化変容に対する伝統スポーツの影

循環推進プロジェクト」に着目して－」

響～野球とベースボールからみる違いから～」

⑦久保谷友哉（早稲田大学大学院）

⑤小澤

「Jリーグクラブの現状と課題～ Jリーグアジア

「生涯スポーツイベントのスポンサーシップに関

戦略～」

する研究」

【15：55－16：20】
①安藤

惇（順天堂大学）

⑥山本亜雅沙（早稲田大学大学院）

俊明（順天堂大学大学院）

「2020年東京オリンピック･パラリンピック大会の

「子どもの運動･スポーツの社会的支援に関する研

経済波及効果～ 2012年ロンドンオリンピック・

究～具体的支援内容の実態把握に向けて～」

パラリンピック大会をモデルに～」
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議題３）平成25年度収支中間報告

第49回理事会報告
日

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ
き平成25年度収支中間報告がなされ，これが承認

時：平成26年２月11日（火・祝）

された．

12時05分～ 13時15分
場

所：早稲田大学国際会議場３階第３会議室

議題４）平成26年度事業計画

出席者（敬称略）
：
会

長

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ
基

き平成26年度事業計画（案）が説明され，これが

理事長

平田竹男

承認された．なお，山本英明理事代理の提案に基

理

池 田

づき，東海地区，関西地区と併せて新潟地区での

事

尾山

弘（代理：山本英明）
，井

上智治，北村

薫，佐野毅彦，高

橋義雄，次原悦子，中村

セミナー事業展開も検討することとなった．

潔（代

理：松尾喜和）
，中村好男，藤原

議題５）平成26年度収支予算

庸介，
水野明人（代理：水野利昭）
，
宮内孝知，武藤泰明

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ

監

事

桂川保彦，森

き収支予算（案）が説明され，これが承認された．

泰夫

オブザーバー
運営委員

文部科学省

議題６）学会賞の推薦について
青 山芳之，東

俊介，元

晶煜，

平田理事長の指名で北村理事より，資料に基づ

児玉有子，澤井和彦，長倉富貴，

き学会賞候補論文１編ならびに奨励賞候補論文２

新井野洋一，藤田康範，間野義之，

編が学会賞選考委員会より推薦されたとの説明が

矢島ますみ

なされ，これが承認された．

八田聡史
議題７）第23回学会大会の準備経過報告

平田竹男理事長の開会宣言の後，尾山

基会長

平田理事長より，資料に基づき第23回学会大会

および平田理事長より挨拶がなされた．

の準備経過報告がなされた．

続いて，理事会の成立（出席者13名（含代理出
席）
，委任状提出者５名）が確認され，議事録署

議題８）今後の学会運営について

名人として井上智治理事，藤原庸介理事が指名さ

平田理事長の指名で北村理事より，当日の配布

れた．

資料に基づき運営委員会の自己点検評価（2011
～ 2013年）について報告がなされた．続いて今

議題１）第48回理事会議事録承認

後の目標，活動計画に関する説明・提案がなされ，

第48回理事会議事録が承認された．

これが承認された．

議題２）平成25年度事業経過報告
平田理事長の指名で北村

議題９）その他

薫理事（運営委員会

次原悦子理事より賛助会員拡充のための資料作

委員長）より，資料に基づき平成25年度事業経過

成が提案され，これが承認された．

報告がなされ，これが承認された．
平田竹男理事長の閉会宣言があり，理事会を終
了した．
（文責：運営委員会総務担当）
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事務局より
〈事務局の FAX 使用不可についてのおしらせ〉
事務局のFAX（番号03-4496-4825）は efax のトラブルにより現在使用できません．
2013年11月より事務局にFAXを送った方は受信できていない可能性がありますので，事務局までご連
絡をお願いいたします．
尚，今後しばらくはFAXではなくメールの添付ファイル（PDF等）でお送りくださるようお願い申し
上げます．
ご迷惑，お手数をおかけしまして誠に申し訳ございません．

〈平成2５年度会費納入のお願い〉
現在，平成25年度年会費（正会員7,000円，学生会員2,000円）の納入受付をしております．どうぞ宜し
くお願い致します．
〔郵便振替〕口座番号
加入者名

００１６０－１－６００８９３
日本スポーツ産業学会

〔銀行口座〕①三菱東京UFJ銀行
②三菱東京UFJ銀行

東京公務部

普通口座

３５７２６９７

神田支店

普通口座

１１９８３１５

〈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18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．下記事務局にご紹介頂ければ幸いです．
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）
E-mail：jssi＠spo-sun.gr.jp

   

http：//www.spo-sun.gr.jp/
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「スポーツ産業学研究第25巻第１号」原稿募集
「スポーツ産業学研究第25巻第１号」（平成27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26年９月１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№89」

発行日：2014年３月31日
発行者：日本スポーツ産業学会理事長

平田

編集者：中村

浩一朗，梶川

好男，元

晶煜，岡

越川

茂樹，児玉

有子，藤田

丸山

剛生，金子佐知子

康範，藤本

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）
E-mail：jssi@spo-sun. gr.jp
http：//www. spo-sun. gr. jp/
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