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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
早稲田大学にて開催を予定しておりました本年の学会大会は，コロナ禍の影響のため「7月11～12日に
延期」する旨をご案内しておりましたが，諸般の事情により，今年度の学会大会についてはすべてオンラ
インで行わせていただきます．初めての試みでありますので，皆様のご理解とご協力をお願い申し上げま
す．
１．会期：2020年7月11日㈯・12日㈰
２．会場：大会はすべてオンラインで行う．
（接続の方法については参加者に後日連絡）
３．実行委員長：間野義之（早稲田大学）
４．大会内容（仮）
【7月11日㈯】
ア理事会
イ基調講演
ウ座談会「スポーツ産業学会の30周年を振り返る」
エ総会
【7月12日㈰】
オ一般研究発表
・オンライン会議システムZoomを使用して，リアルタイムで口頭発表が実施されます．
５．その他
《シンポジウム》等については「Sports Business Japan 2020」（10月6日㈫・7日㈬横浜ぴあアリー
ナMM）にて開催します．
《アイデアコンペ》については「Sports Business Japan 2020」の中で開催します．
《学会賞＆アイデアコンペ表彰》は「Sports Business Japan 2020」（学会創立30周年記念式典）の中
で実施します．
《懇親会》は中止とします．
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第29回大会参加費について
〇正会員・法人会員

com/e/0LSpwf8Yh46E）

・大会参加費：5,000円

・支 払 方 法：クレジットカード

・参 加 申 込：参 加申込フォーム（https://spo-

（上記EventRegist）

sun.gr.jp/news/3359）
またはEventRegist（https://eventregist.com/

〇非会員学生
・大会参加費：5,000円

e/okB8an5qL40P）

・参 加 申 込：参 加申込フォーム（https://spo-

・支 払 方 法：銀 行振込（下記口座）またはクレ

sun.gr.jp/news/3359）

ジットカード（上記EventRegist）
・支払方法

：銀行振込（下記口座）

〇学生会員
■振込先（銀行振り込みの場合）
：きらぼし銀行

・大会参加費：3,000円

東伏見支店

・参 加 申 込：参 加申込フォーム（https://spo-

普通

５０１９１７９

日本スポーツ産業学会

sun.gr.jp/news/3359）

理事長

北村薫

※誠に勝手ながら振込手数料は送金者負担にて

・支 払 方 法：銀行振込（下記口座）

お願いいたします．
■全て前払い（7月8日〆切 厳守）

〇非会員一般

※登録者に対してオンライン会議への接続方法

・大会参加費：8,000円

を後日連絡

・参 加 申 込：EventRegist（https://eventregist.

第29回大会一般研究発表について（予定）
－指導学生の視点に着目して－」

オンライン会議システムZoomを使用してのリ

５．井上俊也（大妻女子大学キャリア教育セン

アルタイムでの口頭発表です．

ター）

以下は6月22日㈪現在での発表申し込み者で

「スポーツガバナンスコードとSOX法」

す．

６．吉野智貴（東海大学大学院体育学研究科）他
【7月12日㈰】

２名
「円陣行動が集団凝集性とチームのパフォーマ

１．江原謙介（追手門学院大学）他5名

ンスに与える影響」

「大学生の感染症（COVID-19）に対する関心

７．藤本倫史（福山大学）他２名

についての予備的考察」
２．鳥山

「地方都市のスタジアムにおけるスポーツホス

稔（至誠館大学）他５名

ピタリティの現状と課題」

「新型コロナウイルスの影響に関する研究－大

８．佐々木達也（城西大学）

学生の不安に着目して－」

「プロフェッショナル経営者によるＪクラブ変

３．武居陽太郎
（一橋大学大学院経営管理研究科）

革－Ｖ・ファーレン長崎の経営危機と昇格に関

他1名

する事例研究－」

「100kmウォークにおける自己物語の変容－ナ

９．野田光太郎（福山大学）他1名

ラティヴ・アプローチによる経験価値の探索的

「アスリートが競技経験を通して身につけるス

研究－」

キルと引退後のキャリア形成との関係」

４．元嶋菜美香（長崎国際大学）他4名

10．小木曽

「大学が運営する地域スポーツの楽しさの検討
－2－

湧（早稲田大学大学院スポーツ科学

研究科）他1名

2020のステークホルダーによるSDGs取組みの

「社会貢献活動におけるアスリートの資源活用－

実態研究－」

プロスポーツチームの活動報告を用いた検討－」
11．山本達三（びわこ成蹊スポーツ大学）他4名

19．南

慧（立命館大学大学院スポーツ健康科学

研究科）

「スポーツ間接観戦率の変動メカニズム」

「わが国のプロアイスホッケーチームにおける

12．舟橋弘晃（早稲田大学）他1名

ブランドエクイティ構築とその効果－日光アイ

「スタジアム・アリーナの整備効果－実証研究

スバックスに着目して－」

のシステマティックレビュー－」

20．胡

13．齋藤れい（桐蔭横浜大学）

青（立命館大学大学院経営学研究科）他

1名

「近年のスポーツ用品市場の動向ならびにス
ポーツブランドとSPAアパレルブランドの現

「中国野球のプロ化に関する一考察－中国にお
けるスポーツ発展の特殊性に着目して－」

状報告」

21．新多泰典（株式会社スポーツビジネス研究所）

14．藤岡成美（早稲田大学大学院スポーツ科学研

他2名

究科）他3名

「東京2020オリンピック・パラリンピックに向

「スポーツレッスン・指導のシェアリングエコ

けた地域スポーツクラブの取組みに関して－都

ノミーにおける将来利用意図と関連要因」

内地域スポーツクラブに着目して－」

15．江越昇也（桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学

22．古川雅一（東京大学）

部）他1名

「仮想市場法を用いた小規模スポーツ大会観戦

「SDGs視点からのマウンテンバイク普及の取組

への支払意思額の推計」

－フォレストバイク小田原の事例－」

23．西尾

16．石黒えみ（亜細亜大学）

建（山口大学）他1名

「アウェイファンの研究－レノファ山口FCに来

「ボランティアスポーツ指導者の貨幣価値推計

場するアウエイファン調査から－」

－受益者の支払意思による評価－」

24．西崎信男（九州産業大学）

17．萩原悟一（鹿屋体育大学）他2名

「創立135年古豪Bury FCはなぜ倒産したのか?

「ｅスポーツのポジティブな効果の検証－課題
遂行能力と集中度の関連－」

－英国プロサッカーリーグのガバナンス－」
25．菅

18．芦塚倫史

文彦（大阪成蹊大学）他2名

「プロスポーツチームの知覚価値に関する尺度

「スポーツによるSDGs活動の現状把握－東京

－3－

開発にむけて」

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/

－4－

「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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