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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．
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―――――――――――――◇も　く　じ◇―――――――――――――

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　�
３．実行委員長：石井隆憲（日本体育大学）
３．テーマ：令和時代のスポーツ産業
　　　　　　－社会，技術，地域，メディア，そしてスポーツの価値－（仮）�
４．日程（仮）
【7月27日㈯】
9：30　受付開始
10：00　一般研究発表
12：00　理事会
13：20　オープニングセレモニー
13：30　基調講演「人それぞれのスポーツ観に応じる風を」
　　　　　杉山　茂（スポーツプロデューサー）
14：45　企画コンペ
16：30　総会
17：15　懇親会
【7月28日㈰】
9：30　受付開始
10：00　一般研究発表
12：00　ｅスポーツデモ
13：00　シンポジウム⑴「アーバンスポーツとｅスポーツの魅力と可能性」
14：45　シンポジウム⑵「ラグビーワールドカップ2019のマーケティングとレガシー」

16：30　閉会式
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［座長：ウルヴェ　京］
10：55～11：10
「2020東京オリンピックのサッカー競技の日程に
関する考察」� 井上俊也（大妻女子大学）
11：10～11：25
「MGC導入前後の記録や大会参加の変化に関する
研究」� 大杉柊平（早稲田大学）
11：25～11：40
「日本における大学生競技者数の2008年から2017
年の推移－2020年東京オリンピック種目を対象と
して－」� 八尋風太（鹿屋体育大学）

<Ｃ会場>
［座長：西崎信男］
10：00～10：15
「地域スポーツクラブにおける予防スポーツを中
心とするドイツのコース指導者養成システムにつ
いて」� 多田　茂（順天堂大学）
10：15～10：30
「「ゆるスポーツ」を通じたスポーツまちづくりの
可能性－富山県氷見市を事例に－」
� 岩月基洋（嘉悦大学）
10：30～10：45
「自立・持続経営を担保する総合型地域スポーツ
クラブの経営モデルの検討」
� 田島良輝（大阪経済大学）

［座長：長倉富貴］
10：55～11：10
「中核市における地域スポーツイベントへの企業
スポンサーシップに関する調査－まちづくりへの
利用可能性を中心に－」� 藤本倫史（福山大学）
11：10～11：25
「続・スポーツ産業と物語－中山競馬場を事例に－」
� 高橋一友（京都大学）
11：25～11：40
「松戸市上本郷における野球ボール，バット製造
の歴史」� 中田賢一（新潟医療福祉大学）

【７月28日㈰】
<Ａ会場>
 ［座長：吉田政幸］

【７月27日㈯】
<Ａ会場>

［座長：山本達三］
10：00～10：15
「サッカー型のｅスポーツ実施がＪクラブに対す
る態度に及ぼす影響－時系列分析の結果から－」

鳥山　稔（大阪体育大学）
10：15～10：30
「Ｊリーグスタジアム観戦とｅスポーツ実施の関
連性に関する研究－サッカー型ｅスポーツの実施
者と非実施者の比較分析から－」

河野真輝（大阪体育大学）
10：30～10：45�
「公共財としてのプロスポーツクラブ及びスタジ
アム・アリーナの評価尺度の検討」
� 菅　文彦（大阪成蹊大学）

［座長：舟橋弘晃］
10：55～11：10
「スポーツ観戦における満足度の主観的評価と客
観的評価」� 萩原悟一（鹿屋体育大学）
11：10～11：25
「スタジアム内デジタルサイネージの効果に関す
る研究－定点カメラで撮影した通行者と注視者の
分析」� 藤本淳一（大阪体育大学）
11：25～11：40
「エスカレーターモデルからみたＪリーグ観戦率
変化の年齢・時代・世代効果」
� 山本達三（びわこ成蹊スポーツ大学）

<Ｂ会場>
［座長：佐野毅彦］
10：00～10：15
「膨大な移籍金がサッカークラブに与える影響に
関する研究」� 蔡月（早稲田大学）
10：15～10：30
「競泳における企業契約選手の増加と競技力の関
係についての研究」� 山根拓郎（早稲田大学）
10：30～10：45�
「高校スポーツイベントのビジネス化における組
織の対応に関する研究」
� 青山翔一（早稲田大学）

第28回大会一般研究発表スケジュール（予定）
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［座長：藤本倫史］
10：55～11：10
「スポーツ指導スキルシェアリングの特性の検討
　指導者と利用者間の関係性に着目して」
� 藤岡成美（早稲田大学）
11：10～11：25
「大学野球監督の比較－優秀な監督は何をしてい
るのか－」� 林　卓史（朝日大学）
11：25～11：40
「地域の運動・スポーツ人材における指導の質－
量的アプローチによる検証－」
� 常行泰子（高知大学）

<Ｃ会場>
［座長：束原文郎］
10：00～10：15
「アスリートによる社会貢献活動－内容分析を通
した活動の類型化－」� 小木曽　湧（早稲田大学）
10：15～10：30
「Society5.0を通じたSDGsの達成におけるスポー
ツの位置づけ」
� 高木浩之（株式会社マネジメント総研）
10：30～10：45�
「大学スポーツ振興の展望と課題－大阪体育大学
の取り組みから－」� 浦久保和哉（大阪体育大学）

［座長：井上俊也］
10：55～11：10
「日本の女性選手の競技引退時のストレス調査及
びコーピングの検討」
� ウルヴェ　京（慶應義塾大学）
11：10～11：25
「学生アスリートの就活満足度に影響を与える要
因の検討～学生アスリート・プレミアムに着目し
て～」� 束原文郎（桜美林大学）
11：25～11：40
「人気企業への学生アスリート就職を規定する要
因－決定木分析を用いた探索的分析－」
� 石川勝彦（山梨学院大学）

10：00～10：15
「スタジアム整備構想におけるステークホルダー
の特定と類型化：北九州スタジアムのケーススタ
ディ」� 舟橋弘晃（早稲田大学）
10：15～10：30
「「ボールバーク」～地球規模で進む野球場のイノ
ベーション：韓国における新球場の事例から」
� 石原豊一

［座長：藤本淳也］
10：55～11：10
「プロサッカー，監督が解雇される時－マンチェ
スターユナイテッド（MU），モウリーニョ（M）
監督の事例－」� 西崎信男（九州産業大学）
11：10～11：25
「サッカーイングランド２部リーグの勝利・普及・
資金から見る成長モデル」
� 荒木優麻（早稲田大学）
11：25～11：40
「中国中小プロサッカークラブの地域密着に関す
る研究－黒竜江FCを事例として－」
� 王　遠卓（立命館大学）

<Ｂ会場>
［座長：常行泰子］
10：00～10：15
「中国スーパーリーグの中国国籍選手の年齢と中
国キャンパスサッカー参加学校数に関する研究」
� 高　鳴晋（早稲田大学）
10：15～10：30
「中国における民間野球クラブの事業展開と野球
普及の現状と課題」
� 杜　一諾（早稲田外語専門学校）
10：30～10：45�
「現在中国における野球市場拡大のチャンスはあ
るのか」� 陳　博偉（早稲田大学）
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ル協会顧問，ジャパン・インダストリ
アル・ソリューションズ（JIS）取締役）

■参加費：�一般：5,000円，学会員：2,000円，学
生：1,000円

〈参加人数〉26人［うち学会員9人，非学会員10人，
学生非会員２人，賛助会員５人］

１．第50回日本スポーツ産業学会セミナー
■日　時：2019年３月19日㈫�19時00分～20時30分
■場　所：大妻女子大学　千代田キャンパス
� Ｇ棟３階
■テーマ：�「ラグビーワールドカップ2019の経済

効果」　
■講　師：�嶋津祐一氏（九州ラグビーフットボー

１．スポーツ ICT 研究会 
■日　時：2019年３月12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：「ｅスポーツの進化とIT環境の役割」
■話題提供者：�影澤潤一氏（NTT東日本　ビジ

ネス開発本部）
　　　　　　　�古澤明仁氏（RIZeST代表取締役/

日本ｅスポーツ連合　広報・国際
委員会委員長）

■参加人数：41人

企画委員会セミナー開催報告

スポーツICT研究会開催報告
２．第２回スポーツ ICT 研究会
■日　時：2019年５月14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：�「日本ハムファイターズ・ボールパー

ク構想から考える新たなスポーツ観戦
環境　第一弾：北海道ボールパーク
（仮称）構想におけるICT戦略」　

■話題提供者：�森岡裕史氏（株式会社北海道日本
ハムファイターズ事業統括本部付
アドバイザー）

■参加人数：70人
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〈2019年度年会費納入のお願い〉
　現在，2019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600名，賛助会員が22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．
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