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日本スポーツ産業学会第28回大会開催について
　第28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．

第6回冬季学術集会開催される
　第6回冬季学術集会は2019年2月11日（月・祝）に大阪成蹊大学にて開催されました．入場者数83名を
得て，盛会のうちに幕を閉じました．
　来年度は同志社大学にて開催の予定となっております．
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１．会期：2019年７月27日㈯～ 28日㈰
2．会場：日本体育大学　世田谷キャンパス　�〒158-8508　東京都世田谷区深沢７－１－１
３．プログラム（案）
　　一般研究発表，本部企画コンペ・ポスター発表，実行委員会企画，総会，懇親会
４．大会参加申込方法
　　�日本スポーツ産業学会HP参加お申込みフォーム（https：//spo-sun.gr.jp/news/2947）よりお申

込みください
５．一般研究発表
　　■研究発表資格　�本学会会員であること（6月３日㈪までに年会費納入済．年会費請求書は後

日事務局より送付）．共同研究者は会員でなくてかまわない
　　■研究分野　　　スポーツ産業に関わる全ての研究分野
　　■発表時間　　　概ね15分程度を予定
　　■申込締切　　　2019年４月18日㈭�17時（厳守）　
　　■申込方法　　　日本スポーツ産業学会HPよりお申込ください
　　■採択通知　　　５月上旬　　
　　■大会号（開催当日配布するプログラム）原稿締め切り　6月10日㈪�17時（厳守）
6．参加費
　　■正会員　　　　�事前申込（７月9日㈫�15時（厳守）までの大会参加申込および振込分）7,000円
　　　　　　　　　　その後は8,000円
　　■学生会員　　　3,000円　■非会員一般　　10,000円　■非会員学生　　5,000円
７．懇親会費　　　　参加希望者一律3,000円
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　　　　　　早稲田大学　前島花音
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
・「脳波解析を用いたVR視聴とテレビ視聴の感
情変化の研究」

　　　　　鹿屋体育大学　木原沙織
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優秀
賞：副賞　図書カード５千円
・「LPGAトーナメント開催が企業ブランドに
与える影響－富士通レディースと三菱電機レ
ディースを事例に－」

　　　　　帝京大学　高野雄太郎
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
・「大学生による自然豊かな地域で開催される
スポーツイベントの活性化－「姫ボタル・瀞
川平トレイルラン」の課題の検討－」

　　　　　阪南大学　井上幸涼

　2019年2月11日（月・祝）に大阪成蹊大学にて
開催されましたリサーチ・カンファレンス2019の
優秀発表者の表彰については次のような結果とな
り，受賞者には賞状と副賞が授与されました．
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
・「Major�League�Soccerの発展をもたらした選
手獲得と育成環境の制度改革に関する研究」

　　　　　　早稲田大学大学院　河野遼兵
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
・「プロ野球の満席率に相手チームが与える影
響」

　　　　　　早稲田大学大学院　佐々木　大
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

・「パラスポーツに関する報道環境の現状」

リサーチ・カンファレンス2019
優秀発表者の表彰について

第６回冬季学術集会プログラム
○期日：2019年2月11日（月・祝）午後１時より
○会場：大阪成蹊大学
10：00 ～
〇オープニングセレモニー

10：10 ～
〇シンポジウム
　「ポスト2020」のスポーツライフ創造と産業振興
　　　　岡田邦男（�大阪成蹊大学教育学部　教授

左から玉澤正徳氏（笹川スポーツ財団），一人おいて，木原沙織氏，井上幸涼氏，前島花音氏，河野遼兵氏，
佐々木　大氏，高野雄太郎氏，北村　薫氏（学会理事長），中村好男氏（学会理事，運営委員長）　　　　　
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早稲田大学大学院　鈴木陵介
15：05～15：20
　トップアスリートのアセットマネジメントの研究

早稲田大学大学院　藤本洋平
15：20～15：35
　�浦和レッズと鹿島アントラーズの勝利・資金・
普及から見る成長モデル

早稲田大学大学院　荒木優麻
○研究発表　４
【座長　古川拓也（大阪成蹊大学）】
15：45～16：00
　�常時上位成績のクラブが翌シーズンに順位を大
幅急落した要因に関する研究

早稲田大学大学院　吉鹿奈三子
16：00～16：15
　�Major�League�Soccer�の発展をもたらした選手
獲得と育成環境の制度改革に関する研究

早稲田大学大学院　河野遼兵
16：15～16：30
　プロ野球の満席率に相手チームが与える影響

早稲田大学大学院　佐々木大
16：30～16：45
　�MGC導入前後の記録や大会参加の変化に関す
る研究

早稲田大学大学院　大杉柊平
16：45～17：00
　�スポーツ・コミットメントの形成に関するアス
レティック・アイデンティティーおよびスポン
サー支援の検討－コスタリカの高校生アスリー
トの事例から－

鹿屋体育大学大学院　柳田一磨
○研究発表　５
【座長　中野義暉（同志社大学）】
13：00～13：15
　NPBにおける監督の変遷に関する研究

中央大学　青山翔一
13：15～13：30
　�ワシントン・ナショナルズの成長の要因とその
取り組みに関する研究

早稲田大学　蜂谷隆史
13：30～13：45
　パラスポーツに関する報道環境の現状

早稲田大学　前島花音
○研究発表　6

/NPO法人健康経営研究会　
理事長）

　　　　辰野　勇（�株式会社モンベル　代表取締
役会長）

　　　　溝畑　宏（�公営樹財団法人大阪観光局　
理事長）

　　　　ファシリテーター：�植田真司（大阪成蹊
大学　教授）

○研究発表　１
【座長　井上幸涼（阪南大学）】
13：00～13：15
　�観客収容率で見るBリーグ2017－18シーズン観
客要因

早稲田大学　福原里菜
13：15～13：30
　�LPGAトーナメント開催が企業ブランドに与え
る影響－富士通レディースと三菱電機レディー
スを事例に－

帝京大学　高野雄太郎
13：30～13：45
　日本のスポーツをより良くするには
　～スポーツ産業の利益向上・発展とは～

帝京大学　仲道由希子
○研究発表　2
【座長　福原里菜（早稲田大学）】
13：55～14：10
　�新体操の国際大会からみる上位選手平均年齢の
推移と要因，日本人選手との比較

早稲田大学　金山杏香
14：10～14：25
　�大学生による自然豊かな地域で開催されるス
ポーツイベントの活性化～「姫ボタル・瀞川平
トレイルラン」の課題の検討～

阪南大学　井上幸涼
14：25～14：40
　�NPB選手のセカンドキャリア支援としての年金
制度は効果的であったか－NPBとMLBの年金制
度の比較からみるNPBに適した支援方法－

早稲田大学　井内駿佑
○研究発表　３
【座長　柳田一磨（鹿屋体育大学）】　
14：50～15：05
　�東京2020スポンサー企業のアクティベーション
と企業イメージに関する分析
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第59回理事会報告
日　時：平成31年2月11日（月・祝）
　　　　12時15分～13時35分
場　所：大阪成蹊大学　中央棟１階特別会議室
出席者（敬称略）：
会　長　平田竹男
理事長　北村　薫
理　事　�池田　弘（代理：高橋孝輔），佐野毅彦，

高橋義雄，中村好男，松尾哲矢，三木
谷浩史（代理：小木曽　稔），水野明
人（代理：北野喜久），水野利昭

監　事　得田進介
オブザーバー
運営委員　�青山芳之，井上俊也，上田滋夢，佐

藤　潤，庄子博人，新戸明子，田中
弘一，長倉富貴，新井野洋一

スポーツ庁　川合　現

　北村理事長による開会宣言後，平田会長より挨
拶がなされた．
　理事会の成立（出席者9名（含代理出席），委
任状提出者８名）が確認され，議事録署名人とし
て水野（利）理事，三木谷理事代理の小木曽氏が
指名された．

議題１）第58回理事会事録確認
　第58回理事会議事録が確認された．

議題２）平成30年度事業経過報告
　中村理事（運営委員長）より，資料に基づき平
成30年度事業に関する経過報告がなされた．

議題３）平成30年度収支中間報告
　資料に基づき，佐野理事より平成30年度収支中
間報告がなされた．

議題４）平成31年度事業計画
　中村理事より資料に基づき平成31年度事業計画
（案）の説明がなされ，これが承認された．

議題５）平成31年度収支予算
　佐野理事より資料に基づき平成31年度収支予算

【座長　青山翔一（中央大学）】
13：55～14：10
　�脳波解析を用いたVR視聴とテレビ視聴の感情
変化の研究

鹿屋体育大学　木原沙織
14：10～14：25
　�我が国におけるSports-Techの先進的事例に関
する研究

早稲田大学　貞廣寛生
14：25～14：40
　�ｅスポーツチームにおけるスポンサーシップの
実態

同志社大学　宇都宮和希
○研究発表　７
【座長　木原沙織（鹿屋体育大学）】
14：50～15：05
　日本サッカーにおけるフットサルの必要性
　　～フットサルの競技特性に着目して～

帝京大学　角田泰明
15：05～15：20　
　プロサッカーにおける女性ファンの観戦動機
　～セレッソ大阪に着目して～

大阪成蹊大学　山川真由
15：20～15：35
　京都市における市民球場の利用率とその要因

同志社大学　酒井大志
○研究発表　８
【座長　角田泰明（帝京大学）】
15：45～16：00
　スポーツウェアの購買決定要因
　～Tシャツに焦点を当てて～

同志社大学　中野義暉
16：00～16：15
　�SUPER�GTの成功事例をもとに国内モーター
スポーツの発展を考える

同志社大学　矢島貴大
16：15～16：30
　�ドイツ・イングランドのユース育成状況　Ｊ
リーグとの比較

早稲田大学　山根拓郎
16：30～16：45
　�ASEAN諸国サッカーのトリプルミッション分
析に関する研究

早稲田大学　沖田夏輝
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された．

議題８）その他
〇リサーチ・カンファレンスの活性化について
意見交換がなされ，運営委員会にて検討する
こととなった．
〇次回理事会，総会を第28回学会大会の開催に
合わせて開催予定であることが確認された．

　北村理事長の閉会宣言により理事会を終了し
た．

以上

（案）の説明がなされ，これが承認された．

議題６）学会賞の推薦について
　中村理事（学会賞選考委員長）より資料に基づ
き学会賞候補論文１編ならびに奨励賞候補論文2
編が学会賞選考委員会より推薦されたとの説明が
なされ，これが承認された．

議題７）第28回学会大会の準備経過報告
　資料７の会期の訂正が確認され，続いて主幹大
学の日本体育大学を代表して佐藤運営委員より同
資料に基づく第28回学会大会の準備経過報告がな

２．第49回日本スポーツ産業学会セミナー
■日　時：2019年１月28日㈪19時00分～20時30分
■場　所：早稲田大学　早稲田キャンパス３号館
　　　　　304教室
■テーマ：「卓球新時代，Ｔリーグの構想とは」　
■講師：松下浩二氏（Ｔリーグ　チェアマン）
■参加費：�一般：5,000円，学会員：2,000円，学生：

1,000円
〈参加人数〉７人［うち学会員５人，学生１人，
賛助会員１人］

１．第48回日本スポーツ産業学会セミナー
■日　時：2018年12月17日㈪19時00分～20時30分
■場　所：早稲田大学　８号館　B107教室
■テーマ：「ｅスポーツの発展に関する課題とは」
■講　師：�松原昭博氏（株式会社サードウェーブ

上席執行役員）
■参加費：�一般：5,000円，学会員：2,000円，学生：

1,000円
〈参加人数〉14人［うち学会員４人，非学会員４人，
学生４人，賛助会員2人］

企画委員会セミナー開催報告
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〈学会ニュースNo.107の訂正について〉
　学会ニュースNo.107（学会誌第28巻第４号）のp.9に掲載した「平成29年度収支決算報告書」の資料に
間違ったデータを掲載してしまいました．学会ホームページの「アーカイブ」（以下URL）にて正しいデー
タに差替えましたので，ご了承ください．
　https：//spo-sun.gr.jp/wp-content/uploads/2018/10/518c94e956c5b1665a4421aeee141b26.pdf

〈平成31年度年会費納入のお願い〉
　現在，平成31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UFJ銀行　東京公務部　普通口座　３５７269７
　　　　　　　　　②三菱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550名，賛助会員が21団体，法人会員が８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」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№109」
発行日：2019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，児玉ゆう子，藤田　康範
　　　　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/


