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日本スポーツ産業学会

学会ニュース

№ 102

日本スポーツ産業学会
第26回大会開催について

第26回学会大会が下記のように開催されますので，奮ってご参加の程お願い申し上げます．
１．会期：2017年7月15日㈯～ 16日㈰
２．会場：立教大学

池袋キャンパス

３．実行委員長：松尾哲矢（立教大学）
３．テーマ：2020年に向けた地殻変動と価値の多様化
４．日程
【7月15日㈯】
11：30

理事会

12：30

受付開始

13：20

一般研究発表（3会場：11題）

13：20

企画コンペ

14：30

オープニングセレモニー

15：00

企画コンペ

17：00

総会

18：00

懇親会

ポスター発表

【7月16日㈰】
9：00

一般研究発表（3会場：31題）

9：00

企画コンペ

ポスター発表

12：10 （一社）
日本障がい者水泳連盟日本強化・育成指定選手練習会見学及びレクチャー
PRACプール
13：20

実行委員会企画⑴

15：00

実行委員会企画⑵
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第26回大会一般研究発表スケジュール（予定)
【７月15日㈯】

「サッカー運動量データとSNSセンチメント特徴

<会場１>

量を用いたファン分析」


古源俊太（日本大学）

［座長：岡本純也］
13：20 ～

【７月16日㈰】

「天皇賞
（杯）
とスポーツ～日本競馬事業を題材に～」


高橋一友（京都大学）

<会場１>
［座長：工藤康弘］

13：35 ～

9：00 ～

「スポーツ産業の定義と推計方法に関する研究」

「ｅスポーツ視聴者の特性に関する研究」

庄子博人（同志社大学）



13：50 ～

「新スタジアム設立が観客動員数に与える影響」

日下部大次郎（早稲田大学）



14：05 ～


「プロ野球において対戦相手が観客動員数の増減

久保和之（龍谷大学）

に与える影響に関する研究」

<会場２>



［座長：神野賢治］

大（早稲田大学）

9：50 ～

「高校スポーツにおける教育とビジネスの課題－

「プロ野球観戦頻度割合変化の年齢・時代・世代

新聞記事のデータ分析から－」


効果」


久保賢志（関西大学）

13：35 ～

山本達三（びわこ成蹊スポーツ大学）

10：05 ～
「Ｖリーグ観戦者の観戦動機：ホームタウン居住

「体育系大学生の現状と大学への期待」

者を対象として」


清宮孝文（日本体育大学）

13：50 ～

長谷川健司（太成学院大学）

10：20 ～
「アメリカ・サッカーの現状把握とMLSリーグ順

「朝鮮半島に近い大学立地を活かした国際感覚と

位と観戦者の相関関係に関する研究」

健康意識を養う韓国ウォーキング実習の試み」



小笠原正志（下関市立大学）

河野遼兵（早稲田大学）

［座長：間野義之］

14：05 ～

10：40 ～

「高校サッカー選手のアパレルブランド意識に関
する研究」


佐々木

［座長：涌田龍治］

13：20 ～



吉鹿奈三子（早稲田大学）

9：30 ～

「Ｂリーグとスポーツ観戦について」



科凡（大阪体育大学）

9：15 ～

「b jリーグのレガシー」


姫

「観戦型スポーツとしてのジャパンラグビートッ

大西真波（大阪体育大学）

プリーグの観戦者の動機要因と制度設計－Ｊリー

<会場３>

グをベンチ―マークとして－」

［座長：吉田智彦］



13：20 ～

澤井和彦（明治大学）

10：55 ～

「ラグビー観戦者の特性に関する研究－高校ラグ

「大学スポーツチームファンの特性とその変化に

ビーとトップリーグの観戦者の比較分析－」

関する研究－関西学生アメリカンフットボールに



注目して－」


増山

渚（大阪体育大学）

13：35 ～

11：10 ～

「ＪリーグクラブのSNSフォロワー数増加要因の
分析」


藤本淳也（大阪体育大学）

「Ｖリーグ観戦者の支援意図規定要因－地域への

鈴木祥平（首都大学）

13：50 ～

愛着を踏まえたモデルの検討－」


－2－

出口順子（東海学園大学）

［座長：佐藤

潤］

モデルについて一考察」

11：30 ～



「テレビで野球観戦をする際の視聴者の視線はど
こにあるのか」


萩原悟一（鹿屋体育大学）

11：45 ～

11：30 ～
「スポーツチーム支援企業社員のチームへの態度

「スポーツインターネット放送の現状と展望」


と関連行動が所属企業への態度に及ぼす影響」

佐々木達也（金沢星稜大学）



<会場２>
［座長：元

高木浩之（㈱マネジメント総研）

［座長：井上俊也］

西野祐司（㈱ブレイザーズスポーツクラブ）

11：45 ～
晶煜］

「企業スポーツにおけるCause Related Marketing

9：00 ～

と使用経験の効果」

「中国サッカー現状に関わる研究－中国サッカー





翀（早稲田大学）

王

涌田龍治（京都産業大学）

<会場３>

改革発展総体方案に着目して－」

［座長：庄子博人］

9：15 ～

9：00 ～

「外国人とスポーツ－在留資格をはじめとする日

「地方都市のスタジアムのあり方を考える－独立

本の出入国管理行政がスポーツ産業に与える影響

プロ野球リーグのボールパーク構想を例に－」

について－」




近藤秀将（立教大学）

９：30 ～

石原豊一

9：15 ～

「カナダにおける長期的競技者育成（Long Term

「スポーツ産業発展のためのスタジアム・アリー

Athlete Development）プログラム導入の背景に

ナの重要性－「ハード」より「ソフト」の整備－」

関する研究」




小坂

真（㈱アシックス）

［座長：石原豊一］

「スポーツ施設とその建設用地の関係性について」

「大規模スポーツイベントのボランティア運営と



市民マラソン大会のボランティアリーダーに関す

9：50 ～

る実態調査から－」 浦久保和哉（大阪体育大学）

「観戦者が知覚するスタジアム雰囲気に関する研

10：05 ～

究」

「自然資本としてのスポーツツーリズムインフラ



に関する研究－大阪府岬町と滋賀県守山市を事例
に－」


林

和田憲明（大阪体育大学）

10：05 ～

恒宏（大阪成蹊大学）

「スタッド・ド・フランスにおけるメガスポーツ

10：20 ～

イベントの研究」


「東京五輪の合宿地に関して：リオ五輪の合宿地

井上俊也（大妻女子大学）

10：20 ～

に着目して」

「スタジアム・アリーナの稼働率・観客動員と商

新多泰典（㈱スポーツビジネス研究所）

［座長：浦久保和哉］

圏に関する考察」


菅

文彦（早稲田大学）

［座長：長倉富貴］

10：40 ～

10：40 ～

「３か国のバドミントン歴史と発展に関する調査」
鄭

「スポーツ映像法の鑑賞が高齢者に及ぼす影響に

翊宏（早稲田大学）

10：55 ～

ついての追跡調査」
 西村将典（医療法人朋寿会）
10：55 ～

「東京マラソンにおける協賛企業の株価収益率に
ついて」

羽田野治朗（㈻三幸学園）

［座長：新戸明子］

スポーツボランティア研究における課題－都市型



靖（広島経済大学）

9：30 ～

9：50 ～



永田

鈴木陵介（早稲田大学）

11：10 ～

「スポーを志す脳梗塞後遺症患者に対してのサ
ポートプログラムの検討」
 福田俊樹（㈱ワイズ）
11：10 ～

「Ｊクラブのシステム・ダイナミクスによる経営

「陸上競技の長距離・競歩種目における周回等確

－3－

認補助システムの開発」

平成29年度事業計画（案）の説明がなされ，これが



承認された．

芦田和毅（長野工業高等専門学校）

議題５）平成29年度収支予算

第55回理事会報告
日

資料に基づき，佐野理事より平成29年一般会計
および大会特別会計の収支予算（案）の説明がなさ

時：平成29年2月11日（土・祝）

れ，これが承認された．

13時10分～14時10分
場

所：大阪成蹊大学

議題６）学会賞の推薦について

中央棟2階第1会議室

出席者（敬称略）
：
会

長

平田竹男

基づき学会賞候補論文１編ならびに奨励賞候補論

北村

文２編が学会賞選考委員会より推薦されたとの説

理事長
理

中村（好）理事（学会賞選考委員長）より資料に

事 池
 田

薫
弘（代理：中村

佐野毅彦，中村

勉）
，
井上智治，

明がなされ，これが承認された．

潔（代理：伊地知直
議題７）第26回学会大会の準備経過報告

亮）
，中村好男，松尾哲矢，間野義之，
三木谷浩史（代理：小木曽
監

稔）
，水

松尾理事（第26回大会実行委員長）より資料に

野明人（代理：北野喜久）
，水野利昭

基づき第26回学会大会の準備経過報告がなされ

栗山貴行，得田進介

た．また，会場である立教大学内のパラリンピッ

事

オブザーバー
運営委員

井上俊也，元

ク水泳選手練習会場の見学会，スポーツ庁との連
晶煜，佐藤

潤，澤

携企画，新経済連盟との連携企画等について検討

井和彦，新井野洋一
スポーツ庁

することが確認された．

由良英雄
議題８）その他
①ヘルスケア&スポーツ街づくりEXPO2017につ

北村理事長による開会宣言後，平田会長より挨

いて

拶がなされた．
理事会の成立（出席者11名（含代理出席）
，委

中村
（好）理事より，ヘルスケア&スポーツ街づ

任状提出者8名）が確認され，議事録署名人とし

くりEXPO2017（３月８日～10日，於・東京ビッ

て井上理事，三木谷理事代理の小木曽氏が指名さ

グサイト西4ホール，主催：日本経済新聞社・日

れた．

経BP社）でのブース出展について説明がなされ
た．学会として初の試みである本件の結果を検証

議題１）第54回理事会事録確認

のうえ，平成29年度以降は他団体主催イベントへ
の後援・協力等を含めて学会のプレゼンスを高め

第54回理事会議事録が確認された．

る施策を積極的に打つ方針である旨併せて説明が
議題２）平成28年度事業経過報告

なされた．

中村
（好）
理事（運営委員長）より，資料に基づ
き平成28年度事業に関する経過報告がなされた．

②一般会計・大会特別会計の統合について

議題３）平成28年度収支中間報告

特別会計が存在する経緯が説明され，昨今の財務

中村（好）理事より，当学会にて一般会計と大会
資料に基づき，佐野理事より平成28年度一般会

状況の安定化を踏まえ大会特別会計廃止が提起さ

計および大会特別会計の収支中間報告がなされ

れ，本理事会にて承認された予算を元に次回理事

た．

会に提案することが認められた．

議題４）平成29年度事業計画

③法人会員について

中村
（好）
理事（運営委員長）より資料に基づき
－4－

中村（好）理事より，法人会員の新設（賛助会員

の改廃含む）について提起され，運営委員会にて
検討を始めることとなった．
北村理事長の閉会宣言により理事会を終了し
た．
以上

企画委員会セミナー開催報告
１．第37回日本スポーツ産業学会セミナー
■日

時：2017年4月5日㈬ 19時00分～20時30分

■場

所：大妻女子大学

（㈱スポーツファシリティ研究所 代表
取締役）
■参加費：一 般：3,000円， 学 会 員：2,000円， 学

千代田キャンパス
Ｈ棟

生：1,000円

215教室

〈参加人数〉17人［うち学会員7人，非学会員


■テーマ：
「5つのＪクラブスタッフの経験を明

5人，学生5人］

日の日本サッカーへ」
■講

師：長岡

茂氏

（Espoir Sport株式会社 代表取締役社長）
■参加費：一 般：3,000円， 学 会 員：2,000円， 学

３．第39回日本スポーツ産業学会セミナー
■日

時：2017年6月12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

生：1,000円

第2教育棟（国際教養学部） 301教室

〈参加人数〉26人［うち学会員7人，非学会員


■テーマ：Fun Runを読み解く！～１万人を集め

15人，学生3人，賛助会員1人］

るColor Me Rad ～
２．第38回日本スポーツ産業学会セミナー

■講師：株式会社Spirity
代表取締役

■日

時：2017年5月15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

■参加費：一 般：3,000円， 学 会 員：2,000円， 学
生：1,000円

第2教育棟（国際教養学部） 302教室

〈参加人数〉14人［うち学会員４人，非学会員


■テーマ：
「超人スポーツについて」
■講

師：上林

佐竹美帆氏

２人，学生５人，賛助会員３人］

功氏

－5－

事務局より
〈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
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22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/

－6－

「スポーツ産業学研究」原稿募集
「スポーツ産業学研究」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 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．

２．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．

３．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．

４．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
５．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№102」

発行日：2017年７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

梶川

裕矢，越川

茂樹，児玉ゆう子，藤田

晶煜，岡

藤本

淳也，丸山

剛生，金子佐知子（事務局）

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/
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浩一朗
康範

