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日本スポーツ産業学会第29回大会開催について
第29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：2020年5月16日㈯～17日㈰
２．会場：早稲田大学

早稲田キャンパス

早稲田国際会議場

東京都新宿区西早稲田1－20－14
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：https://spo-sun.gr.jp/event/3339

をご参照願います．

５．参加費および懇親会費：https://spo-sun.gr.jp/event/3339

をご参照願います．

第7回冬期学術集会開催される
第7回冬季学術集会は2020年2月16日㈰に同志社大学室町キャンパス寒梅館にて開催されました．新型
コロナウイルスの影響が心配されましたが，入場者数97名を得て，盛会のうちに幕を閉じました．
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リサーチ・カンファレンス2020優秀発表者の表彰について
2020年2月16日㈰に同志社大学室町キャンパス

〇奨励賞

松村明樹（同志社大学）

寒梅館にて開催されましたリサーチ・カンファレ

「Ｊリーグ観戦リテラシー尺度と観戦行動の変


ンス2020の優秀発表者の表彰については次のよう

容ステージの関連および観戦行動の変容ステー

な結果となり，受賞者には賞状と副賞（図書カー

ジのステージ移行方策の検討」

ド）が授与されました．

〇奨励賞

奥田

耀（びわこ成蹊スポーツ大学）

「自転車ブランドに対するレピュテーション・

１．日本スポーツ産業学会賞
（若手研究者育成セッ

エクイティ・製品満足がブランド・リレーショ

ション：大学院生）
〇奨励賞

ンシップ，行動的ロイヤルティ，他人推奨，再

木原沙織（鹿屋体育大学大学院）

購買意図へ及ぼす影響」

「水泳観戦者の客観的満足度の研究－事前情報

３．日本スポーツボランティアネットワーク賞

の有無による満足度の変化に着目して－」
〇奨励賞

（ジュニアセッション：学部１～３回生・短大

八尋風太（鹿屋体育大学大学院）

生・専門学校生）

「スポーツ指導者が抑うつ傾向に陥るプロセス

：
アイデンティティーに着目して」

〇優秀賞

高野蓮汰（帝京大学）

「総合型地域スポーツクラブの「あるべき姿」

２．笹川スポーツ財団賞（卒論セッション：学部

と運営モデルの構築に向けて－「NPO法人 は

4回生）
〇優秀賞

ちきたSC」でのインターンシップを通して－」
加藤佑典（同志社大学）

〇奨励賞

「質的研究を用いた阪神タイガースのコアファ


金子

舞（早稲田大学）

「Ｔリーグにおける選手のレベルが観客動員数


ン形成要因の調査」

に与える影響」

左から中村好男氏（学会理事，運営委員長），松村明樹氏，加藤佑典氏，高野蓮汰氏，渡邉一利氏（笹川スポーツ
財団理事長，学会理事），北村 薫氏（学会理事長），金子 舞氏，奥田 耀氏，八尋風太氏，木原沙織氏
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第７回冬季学術集会プログラム
■期日：2020年2月16日㈰
■会場：同志社大学

○研究発表

室町キャンパス

寒梅館

【座長

10：00～

２

河隅克明（大阪体育大学）】

14：35～14：50

■オープニングセレモニー

「Ｊリーグ観戦リテラシー尺度と観戦行動の変容

10：10～

ステージの関連および観戦行動の変容ステージの

■シンポジウム

ステージ移行方策の検討」同志社大学

「スポーツ産業が創る地域の未来
～ポスト・ゴールデン・スポーツイヤーズの可

ストのメディア露出量と認知度に関する研究」

山田啓二（京都産業大学学長補佐・法学部教授，



全国知事会会長）

早稲田大学

脇塚愛理

15：05～15：20
「自転車ブランドに対するレピュテーション・エ

中村孝昭（クロススポーツマーケティング株式

クイティ・製品満足がブランド・リレーションシッ

会社代表取締役社長，ゼビオホールディング

プ，行動的ロイヤルティ，他人推奨，再購買意図

ス株式会社副社長執行役員）

へ及ぼす影響」

藤本淳也（大阪体育大学学長補佐・大学院ス
ポーツ科学研究科スポーツマネジメント分野
教授）
学部 教授）

耀

はどの程度縮小するのか－人口減少の影響に着目

【座長

■リサーチ・カンファレンス
英山

奥田

15：20～15：35

○研究発表

■ランチタイムセッション

【座長

びわこ成蹊スポーツ大学

して－」

12：10～

〇研究発表



「2045年までにＪリーグクラブの集客マーケット

モデレーター：上田滋夢（追手門学院大学社会

南

３

中村祐真（びわこ成蹊スポーツ大学）】

それらがクラブに与える影響」


「ラグビー及び日本ラグビーの始まりと現在の日
本ラグビー界の各リーグの観客動員数に影響を与
同志社大学

中元隆太朗

13：45～14：00

同志社大学

宮本航哉

15：55～16：10
「早稲田大学ア式蹴球部の選手獲得策－部員の経
歴及び入学動機調査－」

早稲田大学

伊藤彰吾

16：10～16：25

「Ｊリーグ観戦者の経験価値が観戦頻度，再観戦

「大学生アスリートの陸上競技シューズの購買行

意図にあたえる影響について」
びわこ成蹊スポーツ大学

動におけるブランド・コミットメント，ブランド・
中村祐真

14：00～14：15

ロイヤルティの構造分析」


「レジャー・スポーツにおける「管理釣り場」利

びわこ成蹊スポーツ大学

福永大翔

16：25～16：40

用者の特性に関する研究」


森川

「J1リーグホームゲームイベントの類型化及び，

豊（大阪成蹊大学）
】

える要因」


大阪体育大学

15：40～15：55

１

13：30～13：45

「プロ野球2軍のコアファン増加戦略を探る－チー

大阪体育大学

河隅克明

14：15～14：30

ムロイヤルティ・セグメントの比較分析から－」


「日本のラグビーにおける競争均衡度合の高い
リーグ設計に関する研究」


「リオデジャネイロオリンピックにおけるメダリ

能性～」
京都府スポーツ協会会長，前京都府知事，前



松村明樹

14：50～15：05

【座長
早稲田大学

熊部

翼

大阪体育大学

○研究発表

４

福井来実（追手門学院大学）】

13：30～13：45
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石川諒太

「Ｂリーグの物販収入について－B1所属5クラ

「箱根駅伝上位校における選手獲得戦略」

ブのホームアリーナへのフィールドワークを通し



て－」


13：45～14：00

同志社大学

小島大樹

13：45～14：00
のギャップの要因－」
 大阪成蹊大学

アイデンティティーに着目して」

高木隼翔



14：00～14：15



同志社大学

前

洸輔

14：15～14：30

【座長
早稲田大学

中村巴南



同志社大学

する研究－CSL放映権の変遷について－」


「ラグビーＷ杯はどのように報道されたか？：報
道記事の内容分析」
 大阪体育大学

【座長

15：05～15：20
英山

豊

に－」
同志社大学

山林健太

帝京大学

會澤修悟

13：45～14：00
「Ｊリーグクラブの有名選手獲得戦略の影響を探

６

る：観戦者特性の縦断的分析から」

加藤佑典（同志社大学）
】



15：40～15：55

大阪体育大学

柴原

峻・佐々木舞華

14：00～14：15

「プロ野球の球団本拠地のスタジアム周辺に大型

「大学スポーツのビジネス化におけるUNIVASの

施設が開業したことによるスタジアム年間入場者

考察」

数の変化－スタジアム内部の改修による変化と比
同志社大学

丸中晃希

早稲田大学

○研究発表
【座長

15：55～16：10

堀場

涼

10

柴原

峻（大阪体育大学）】

14：35～14：50

「飲食店のアレルギー表示調査とアレルギー表示
を増やす施策の提案」
 早稲田大学

「高校ラグビー観戦者の特性から今後のファン

村上健士朗

マーケット維持・拡大戦略を考える」

16：10～16：25



「武道にみられる「失われる“道”－空手道にみ
追手門学院大学

山内

萌・山添凪乃

「Ｔリーグにおける選手のレベルが観客動員数に
福井来実

与える影響」

７
鳴普（早稲田大学大学院）
】

大阪体育大学

14：50～15：05

られるスポータイゼーションの考察－」

高

９

高野蓮太（帝京大学）】

欲にもたらす影響－一般学生と運動部学生を事例

「Ｊリーグと比較したＢリーグへのスポーツくじ

【座長

鳴普

13：30～13：45
大阪成蹊大学

○研究発表

高

「帝京大学強化運動部に対するイメージが学習意

15：20～15：35



早稲田大学大学院

○研究発表

野尻ひなの

「サッカークラブの応援スタイル形成に関する考

較して－」


木原沙織

「中国プロサッカーリーグのマーケティングに関

加藤佑典

14：50～15：05

○研究発表

鹿屋体育大学大学院

14：50～15：05

「質的研究を用いた阪神タイガースのコアファン

【座長

八尋風太（鹿屋体育大学大学院）】

有無による満足度の変化に着目して－」

小島大樹（同志社大学）
】

導入の可能性」


月

「水泳観戦者の客観的満足度の研究－事前情報の

14：35～14：50

察」

蔡

８

14：35～14：50

５

形成要因の調査」


早稲田大学大学院

○研究発表

「陸上競技400m競技者の実施動機と魅力に関する

【座長

八尋風太

「女子サッカーに関する先行研究」

とアリーナ集客率の関係性より－」

○研究発表

鹿屋体育大学大学院

14：00～14：15

「満員のアリーナの重要性について－財務データ

研究」


大杉柊平

「スポーツ指導者が抑うつ傾向に陥るプロセス：

「プロ野球選手のセカンドキャリア－理想と現実



早稲田大学大学院

早稲田大学

金子

舞

15：05～15：20
「総合型地域スポーツクラブの「あるべき姿」と

13：30～13：45

運営モデルの構築に向けて－「NPO法人 はちき
－4－

たSC」でのインターンシップを通して－」


帝京大学

北村理事長の指名により，資料に基づき2019年

高野蓮太

度事業経過報告が中村理事（運営委員長）からな

15：20～15：35

された．

「関西圏に拠点を置くＪリーグチームの新スタジア
議題3）2019年度収支中間報告

ム変更に向けての課題と提案－知覚経験，サービ
ス満足，ロイヤルティ，再観戦意図に着目して－」
びわこ成蹊スポーツ大学

北村理事長の指名により，資料に基づき2019年

安部洋一郎・田中啓之・

度収支中間報告が佐野理事からなされた．

野仲優雅・八畑汰介・与那覇航平・細谷圭吾
議題4）2020年度事業計画

17：00
■表彰式・閉会式

北村理事長の指名により，資料に基づき2020年
度事業計画（案）が中村理事から説明され，審議
の結果，これが承認された．

第61回理事会報告
日

時：2020年2月16日㈰

場

所：同志社大学
寒梅館6階

議題5）2020年度収支予算

12時20分～13時25分

北村理事長の指名により，資料に基づき2020年

室町キャンパス

度収支予算（案）が佐野理事から説明され，審議

大会議室

の結果，これが承認された．

出席者（敬称略）:
会

長

尾山

基

理事長

北村

薫

理

池 田

弘（代理：高橋孝輔）
，佐野毅

事

議題6）学会賞の推薦について
北村理事長の指名により，資料に基づき学会賞

彦，高橋義雄，武内紀子，中村

潔（代

選考委員会にて学会賞候補論文1編ならびに奨励
賞候補論文2編が推挙された旨中村理事（学会賞

理：伊地知直亮）
，
中村好男，
藤原庸介，

選考委員長）から説明され，これが承認された．

松尾哲矢，間野義之，三木谷浩史（代
理：小木曽稔）
，水野明人（代理：板
橋健児）
，水野利昭，渡邉一利

議題7）第29回学会大会の準備経過報告

監

事

北村理事長の指名により，資料に基づき第29回

得田進介

学会大会の準備経過が間野理事（大会実行委員長）

オブザーバー
運営委員

から報告された．

青山芳之，石黒えみ，上田滋夢，佐
藤

潤，庄子博人，新戸明子，田中

議題8）その他

弘一，長井延裕，新井野洋一，藤本

・理事退任について

淳也
スポーツ庁

川合

北村理事長より，今年度をもっての宮内義彦理
現

事の理事退任と賛助会員オリックス株式会社の退
会が報告された．

北村理事長による開会宣言後，尾山会長より挨

・創立30周年記念イベントの開催について

拶がなされた．
続いて川合氏より挨拶がなされた．

北村理事長の指名により，本学会創立30周年記

理事会の成立（出席者14人（含代理出席）
，委

念イベントについて中村理事から説明され，ス

任状提出者4人）が確認され，議事録署名人とし

ポーツビジネスジャパン2020第1日目の10月6日

て武内理事，松尾理事が指名された．

㈫に神奈川県横浜市内で開催する旨了承された．
・2021年度学会大会について

議題1）第60回理事会事録確認

北村理事長の指名により，2021年度学会大会に

第60回理事会議事録が確認された．

ついて，中村理事から九州産業大学主管による開
催が提案され，これが了承された．

議題2）2019年度事業経過報告
－5－

北村理事長の閉会宣言により理事会を終了し
た．

以上

スポーツICT研究会開催報告
１．第８回スポーツICT研究会

２．第９回スポーツICT研究会

■日時：2019年12月17日㈫ 19時00分～20時30分

■日時：2020年2月18日㈫ 19時00分～20時30分

■場所：早稲田大学

■場所：早稲田大学

早稲田キャンパス3号館

国際会議場

3階

305教室

第一会議室

■テーマ：
「サンフレッチェ広島・新スタジアム

■テーマ：
「街を活性化するスタジアム／アリー

構想－
『まちなかスタジアム』の意義

ナのあるべきICTデザインと周辺エリ

と地域連携－」

アの活性化施策」

■話題提供者：信江雅美氏（サンフレッチェ広島

■話題提供者：西條芳克氏（日本電気株式会社

スタジアム総合戦略推進室長）

トレード・サービス業ソリュー

■参加人数：50人

ション事業部）
■参加人数：24人

ECSA（Entertainment Committee for
STADIUM/ARENA）研究会開催報告
１．第1回キックオフミーティング

（日本政策投資銀行
■コーディネータ：長井延裕氏

■日時：2020年1月20日㈫ 19時00分～20時30分
■場所：早稲田大学

早稲田キャンパス

地域企画部課長）

8号館

（一般社団法人コンサートプ


308教室

ロモーターズ協会）／学会運
営委員）

■テーマ：
「スポーツ×エンタテインメントによ

中
 村好男氏

るスタジアム＆アリーナの価値創造」

（早稲田大学／学会理事・運


■登壇者：田口禎則氏

営委員長）

（ECSA事務局長／

（一社）日本トップ
リーグ連携機構

■参加人数：71人

理事・事務局長）

桂田隆行氏

学生向けセミナー開催報告
１．学生注目 !!

大学スポーツの未来を考える学

２．学生注目 !!

大学スポーツの未来を考える学

生の会《第二弾》

生の会～キックオフ・セミナー
■日時：2019年6月18日㈫ 19時00分～20時30分

■日時：2019年12月6日㈫ 18時00分～21時00分

■場所：早稲田大学

■場所：早稲田大学

早稲田キャンパス

3号館

早稲田キャンパス

502教室

405教室
■テーマ：「箱根駅伝について考える」

■テーマ：
「 米 国NCAAのOne & Doneが あ ぶ り

■話題提供者：生島

だした大学スポーツの限界」
■話題提供者：生島

3号館

淳氏（スポーツライター）
－6－

淳氏（スポーツライター）

事務局より
〈2020年度年会費納入のお願い〉
現在，2020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600名，賛助会員が21団体，法人会員が10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
https：//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№113」

発行日：2020年４月1日
発行者：日本スポーツ産業学会理事長
編集者：児玉ゆう子，中村
岡
藤本

浩一朗，梶川

北村

好男，磯貝

浩久，元

晶煜

裕矢，越川

茂樹，藤田

康範

淳也，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

薫

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
https：//spo-sun. gr. jp
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