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リサーチ・カンファレンス2017 
優秀発表の表彰について

　リサーチ・カンファレンス2017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．

Japan Society of Sports Industry

日本スポーツ産業学会　　　

学会ニュース № 101

左から玉澤正徳氏（笹川スポーツ財団），原田愛里紗氏，杉本将樹氏，齊藤圭祐氏，佐々木里菜氏，遠藤華英氏，
中村好男氏（理事，運営委員長）

2017.4.1

1．修論の部
　〇最優秀賞
　・「障害者スポーツを通じた国際協力
　　－「アジアの障害者活動を支援する会」を事例として－」
　　　　　　早稲田大学大学院　遠藤　華英
　〇優秀賞
　・「日本とニュージーランドにおける子どものスポーツ振興事業に関する国際比較研究」
　　　　　　神戸大学大学院　佐々木　里菜
２．卒論の部
　〇最優秀賞
　・「サッカー専用スタジアムのスタジアム雰囲気に関する研究
　　　 ～スタジアム雰囲気尺度を用いた観戦者調査の分析から～」
　　　　　　大阪体育大学　齊藤 圭祐
　〇優秀賞
　・「CSV戦略からみるカンボジアンタイガー FCの成功要因」
　　　　　　同志社大学　杉本　将樹
　・「女性プロサッカーファンのファッション意識に関する研究～「セレ女」に注目して～」
　　　　　　大阪体育大学　原田　愛里紗
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業売上高の定量的分析に関する研究
　　早稲田大学　藤原　旦庸
14：30 ～ 14：45
　高校生の大学PR動画視聴が大学認知と大学イ
メージに及ぼす影響～大阪体育大学のスポーツマ
ネジメントコースPR動画の事例～
　　大阪体育大学　松山　倫也
14：45 ～ 15：00
　横浜DeNAベイスターズの経営戦略をモデルと
した今後の日本プロ野球界成長の可能性
　　早稲田大学　佐々木　大
15：00 ～ 15：15
　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
　　早稲田大学　轟　翔太
○座長　庄子　博人（同志社大学）
15：30 ～ 15：45
　Ｂリーグ観戦者に関する研究（クラスター分析
を用いた観戦者の分類）
　　大阪体育大学　中村　優志
15：45 ～ 16：00
　B.LEAGUEにおけるスポーツ観戦の経験価値
－（EVSSC新因子の考察と観戦後消費者行動の把
握）－
　　同志社大学　野島　皐記
16：00 ～ 16：15
　女性プロサッカーファンのファッション意識に
関する研究～「セレ女」に注目して～
　　大阪体育大学　原田愛里紗
16：15 ～ 16：30
　サンフレッチェ広島の観客動員数についての研究
　　安田女子大学　吉鹿奈三子
16：30 ～ 16：45
　サッカー専用スタジアムのスタジアム雰囲気に
関する研究～スタジアム雰囲気尺度を用いた観戦
者調査の分析から～
　　大阪体育大学　齊藤　圭祐

【412教室】
○座長　小倉　哲也（太成学院大学）
14：00 ～ 14：15
　日本とニュージーランドにおける子どものス

　2017年２月11日（土・祝）に大阪成蹊大学にお
いて第４回冬季学術集会が開催されました．入場
者数70名を得て，盛会のうちに幕を閉じました．

1．日時：2017年２月11日（土・祝）
　　　　　11：00 ～ 17：30
２．会場：大阪成蹊大学
３．内容：
◎第1部「冬季学術集会シンポジウム2017」
　　　　（11：00 ～ 13：00）
○会場：大阪成蹊大学北館３F　300教室
○開会挨拶：
　　日本スポーツ産業学会会長　平田　竹男　氏
　　大阪成蹊大学学長 武蔵野　實　氏
○ テーマ：「2020年を超え，スポーツ産業拡大を

如何に実現していくか」
○コーディネーター：
　 大阪成蹊大学マネジメント学部スポーツマネジ

メント学科 教授　水野　利昭　氏
○パネリスト：
　早稲田大学 スポーツ科学学術院

教授　間野　義之　氏
　追手門学院大学 経営学部

　　　 教授　金森　喜久男　氏
　株式会社アシックス　東京オリパラ担当

　　 土方　政雄　氏
◎第２部「リサーチ・カンファレンス2017」
　　　　（14：00 ～ 17：30）
　 （公財）笹川スポーツ財団・日本スポーツ産業

学会 共催
○会場：大阪成蹊大学　北館４F　411，412教室

４．リサーチ･カンファレンス 2017 発表プログラム
【411教室】
○座長　田村　匡（大阪成蹊大学）
14：00 ～ 14：15
　関西学生大学スポーツの新聞露出価値に関する
研究～種目間とチーム間の比較分析～
　　大阪体育大学　立間　悠暉
14：15 ～ 14：30
　日中韓スポーツチーム順位と主要スポンサー企

第４回冬季学術集会開催報告
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　　早稲田大学大学院　松本　尚己
15：30 ～ 15：45
　欧州サッカーリーグにおけるユース出身選手の
割合と戦力要員数
　　早稲田大学大学院　藤井　暢之
15：45 ～ 16：00
　日本サッカーにおけるGKの発展可能性に関す
る研究～ドイツとの育成システムの比較を通して
～（日本の育成年代に焦点を当て）
　　早稲田大学大学院　伊藤　幹人
16：00 ～ 16：15
　五輪開催期間における日経平均株価のデイト
レード売買での利益について
　　東京大学　鈴木　陵介
16：15 ～ 16：30
　人事労務管理から見た企業とアスリートの関係
について～「アスナビ」をケースとした雇用に関
する概念抽出を通して～
　　早稲田大学大学院　山中　義博
16：30 ～ 16：45
　慶応義塾大学　藤本　洋平

ポーツ振興事業に関する国際比較研究
　　神戸大学大学院　佐々木里菜
14：15 ～ 14：30
　障害者スポーツを通じた国際協力－「アジアの
障害者活動を支援する会」を事例として－
　　早稲田大学大学院　遠藤　華英
14：30 ～ 14：45
　広州恒大の成長要因をモデルとした今後の中国
サッカー界成長の可能性
　　中央工学校　王　翀
14：45 ～ 15：00
　CSV戦略からみるカンボジアンタイガー FCの
成功要因
　同志社大学　杉本　将樹
15：00 ～ 15：15
　スポーツとネイションステイト－スポーツから
観られる民族性の研究
　　専修大学　河野　遼兵
○座長　早乙女　誉（阪南大学）
15：15 ～ 15：30
　Ｊクラブアカデミーの事業規模及び内容の調査
とプロ輩出人数上位クラブの取り組み

企画委員会セミナー開催報告
１．第36回日本スポーツ産業学会セミナー
■日時：2017年２月13日㈪
　　　　19時00分～20時30分
■場所：順天堂大学　本郷・お茶の水キャンパス
　　　　第２教育棟　303教室
■テーマ： 『DOスポーツイベント』は地域に何を

もたらすのか
　　　　　 ～スポーツエントリーにみる『DOス

ポーツ愛好者』の最新参加動向データ
分析から見えてきたこと～ 

■講師：岩佐彰彦氏
　　　　（株式会社アプロード　代表取締役）
　　　　 河野通裕氏（株式会社アプロード　コン

テンツ事業部　「スポエンマーケティン
グサービス」担当）

■参加費：一般：3,000円，学会員：2,000円，
　　　　　学生：1,000円

〈参加人数〉19人［うち学会員10人，非学会員7人，
学生２人］
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〈平成29年度年会費納入のお願い〉
　現在，平成29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　　００1６０－1－６００８９３
　　　　　　　　　加入者名　　日本スポーツ産業学会

　　　〔銀行口座〕①三菱東京UFJ銀行　東京公務部　普通口座　３５7２６９7
　　　　　　　　　②三菱東京UFJ銀行　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20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
　　〒202-0021　東京都西東京市東伏見２丁目7番５号
　　　　　　　　早稲田大学７５－２　体育教室棟３０１号室 
　　　　　　　　早稲田大学スポーツビジネス研究所内
　　　　　　　　TEL/FAX：042-461-1241
　　　　　　　　E-mail：jssi＠spo-sun.gr.jp
　　　　　　　 　http：//www.spo-sun.gr.jp/

事務局より
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「スポーツ産業学研究第28巻第１号」原稿募集
　「スポーツ産業学研究第28巻第1号」（平成30年1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29年６月26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　〒202-0021　東京都西東京市東伏見２丁目7番５号
　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学75－２　体育教室棟301号室
　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学スポーツビジネス研究所内
　　　　　　　　　　　　　　　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№101」
発行日：2017年４月1日
発行者：日本スポーツ産業学会理事長　北村　　薫
編集者：中村　好男，磯貝　浩久，元　　晶煜，岡　浩一朗
　　　　梶川　裕矢，越川　茂樹，児玉　有子，藤田　康範
　　　　藤本　淳也，丸山　剛生，金子佐知子
事務局：〒202-0021
　　　　東京都西東京市東伏見２丁目7番５号
　　　　早稲田大学75－２　体育教室棟301号室
　　　　早稲田大学スポーツビジネス研究所内
　　　　日本スポーツ産業学会事務局
　　　　TEL：042-461-1241
　　　　E-mail：jssi@spo-sun.gr.jp
　　　　http：//www.spo-sun.gr. jp/


