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リサーチ・カンファレンス2018
優秀発表の表彰について

第4回冬季学術集会は2018年2月18日㈰に立命館大学茨木キャンパスにて開催されました．入場者数71
名を得て，盛会のうちに幕を閉じました．リサーチ・カンファレンス2018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．
１．若手研究者育成セッション：大学院生（前期課程及び後期課程）
〇最優秀賞（日本スポーツ産業学会賞）
：副賞 図書カード5千円
・
「質的データの可視化による東京2020ホストタウン事業の事例研究」
神戸大学大学院 青山 将己
〇優秀賞（日本スポーツ産業学会奨励賞）
：副賞 図書カード3千円
・
「MLSリーグビジネス変遷から観ると選手獲得と育成制度の体系的整理」
早稲田大学大学院 河野 遼兵
２．卒論セッション：学部4回生
〇最優秀賞（笹川スポーツ財団賞）
：副賞 図書カード5千円
・
「B. LEAGUE観戦における知覚経験が再観戦意図に及ぼす影響」
神戸大学 小木曽 湧
〇優秀賞（笹川スポーツ財団奨励賞）
：副賞 図書カード3千円
・
「B. LEAGUEによる観客動員数の決定要因」
工学院大学 堀井 亮佑
３．ジュニアセッション：学部1 ～ 3回生・短大生・専門学校生
〇日本スポーツボランティアネットワーク奨励賞：副賞 図書カード3千円
・
「顧客創造に繋がる野球中継の分析」
立命館大学 宮下 和

左から玉澤正徳氏（笹川スポーツ財団）
，堀井亮佑氏，宮下 和氏，河野遼兵氏，
小木曽 湧氏，青山将己氏，中村好男氏（学会理事，運営委員長）
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リサーチ･カンファレンス2018発表プログラム
○ジュニアセッション：専門学校生・短大生・学

15：10～15：25

部1～3回生
【座長

イ
 ンターネット放送を中心とするスポーツ観戦

久保雄一郎（神戸大学）
】

媒体の動向と直接観戦率との関係性

13：00～13：15

同志社大学

顧客創造に繋がる野球中継の分析

岡村綺乃

15：25～15：40

立命館大学

宮下

和

B. LEAGUEによる観客動員数の決定要因
工学院大学

〇卒論セッション：学部4回生
【座長

堀井亮佑

15：40～15：55

久保雄一郎（神戸大学）
】

B. LEAGUE観戦における知覚経験が再観戦意

13：15～13：30

図に及ぼす影響

陸上長距離界におけるアメリカ躍進の要因

神戸大学

小木曽

湧

－学生における育成・強化の過程－
青山学院大学

大杉柊平

〇若手研究者育成セッション：大学院生（博士課

13：30～13：45

程前期課程及び後期課程）

日本の企業スポーツにおいてのバドミントン

【座長

－マレーシアと国際比較して－

庭野義彰（立命館大学）】

同志社大学

16：20～16：35
大島侑也

我
 が国のスポーツと高等教育における体育の単

13：45～14：00

位制度

ハンドボール競技における継続要因に関する研究

樋口諒祐

16：35～16：50

－
 兵庫県男子強豪校を対象にしたレギュラー

プロ野球における対戦相手が満席率に与える影響

非レギュラー間での比較－

早稲田大学

流通科学大学

瀧田

賢

佐々木

大

16：50～17：05

14：00～14：15

3
 分類されたＪリーグクラブの観客数に関する

動機づけ及び運動種目経験が体育授業中の感情

研究

状態へ与える影響

早稲田大学

吉鹿奈三子

17：05～17：20
立命館大学

庭野義彰

MLSリーグビジネス変遷から観ると選手獲得

14：15～14：30

と育成制度の体系的整理

大学を拠点とした総合型地域スポーツクラブに

早稲田大学

おける支援コミュニティの構築
札幌大学
【座長

追手門学院大学

河野遼兵

17：20～17：35
江端郁弥

質
 的データの可視化による東京2020ホストタウ

小島嵩史（追手門学院大学）
】

ン事業の事例研究

14：40～14：55

神戸大学

プロスポーツにおけるスタジアムの車椅子席数

青山将己

の国際比較

17：35～17：50
Ｊリーグクラブによるホームタウンの概念置換

－各国の障がい者スポーツの歴史の観点から－
同志社大学

鑓

－確立されない「ホームタウン」概念－

健佑

追手門学院大学

14：55～15：10

小島嵩史

17：50～18：05

CVMを用いたスタジアムの公共財としての価

チ
 ーム・アイデンティフィケーションによるコ

値の測定

ミュニティ感覚への影響

－松本山雅FCとアルウィンを事例に－
同志社大学

－高校部活動に着目して－

石井颯一郎
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神戸大学

久保雄一郎

企画委員会セミナー開催報告
１．第43回日本スポーツ産業学会セミナー

２．第44回日本スポーツ産業学会セミナー

■日

時：2018年1月29日㈪ 19時00分～20時30分

■日

時：2018年3月12日㈪ 19時00分～20時30分

■場

所：順天堂大学 本郷・御茶ノ水キャンパス

■場

所：大妻女子大学千代田キャンパスＧ棟

第2教育棟

3階301教室

525教室

■テーマ：
「PERFROM Groupとの契約によって

■テーマ：
「地域スポーツクラブ経営の実践事例

変化した映像ビジネス」
■講

－浦和レッズと一緒に始まった浦和ス

師：岩貞和明氏（㈱Ｊリーグメディアプロ
モーション

ポーツクラブのその後と現在」

プロモーション事業部，

㈱Ｊリーグデジタル

■講

師：小野崎研郎氏（パシフィックコンサル

映像事業部）

タンツ株式会社勤務，NPO法人浦和

■参加費：一般：3,000円，学会員：2,000円，学生：

スポーツクラブ理事長）

1,000円

■参加費：一般：3,000円，学会員：2,000円，学生：

〈参加人数〉50人［うち学会員19人，
非学会員16人，
学生11人，賛助会員4人］

1,000円
〈参加人数〉37人［うち学会員８人，非学会23人，
学生５人，賛助会員１人］

事務局より
〈平成30年度年会費納入のお願い〉
現在，平成30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UFJ銀行
②三菱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550名，賛助会員が23団体，法人会員が３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/
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「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№105」

発行日：2018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

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
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