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日本スポーツ産業学会第30回大会開催について
第30回学会大会が下記のように開催されますので，ご予定の程お願い申し上げます．
１．会期：2021年7月10日㈯～11日㈰
２．会場：九州産業大学
〒813-8503

福岡市東区松香台2－3－1

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
４．一般研究発表（予定）
■発表時間

概ね15分程度を予定

■申込締切

2021年５月６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月中旬

■大会号原稿締め切り

5月下旬

第8回冬期学術集会開催される
第8回冬季学術集会は2021年2月13日㈯に京都先端科学大学（オンライン）にて開催されました．初め
てのオンライン開催となりましたが，実行委員会をはじめとする関係者の方々のご尽力により，参加申込
者数87名（実行委員を除く）を得て，盛会のうちに幕を閉じました．
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く

じ◇―――――――――――――

・リサーチ・カンファレンス2021優秀発表者の表彰について…………………………………………………２
・第8回冬季学術集会プログラム…………………………………………………………………………………２
・第63回理事会報告…………………………………………………………………………………………………４
・スポーツ産業アカデミー開催報告………………………………………………………………………………６
・事務局より
シクミネットの導入について…………………………………………………………………………………６
・『スポーツ産業学研究』原稿募集 ………………………………………………………………………………８
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リサーチ・カンファレンス2021優秀発表者の表彰について
2021年2月13日㈯にオンライン（京都先端科学

に及ぼす影響の比較検証－陸上競技兼用スタ

大学）にて開催されましたリサーチ・カンファレ

ジアムからサッカー専用スタジアムへのリ

ンス2021の優秀発表者の表彰については次のよう

ニューアルに着目して－」

な結果となり，受賞者には後日賞状と副賞（図書

〇奨励賞 西
 岳真孝（大阪経済大学人間科学部人

カード）が送られました．

間科学科）

１．日本スポーツ産業学会賞

「プ ロ野球のFA移籍選手の成否に関する研究

（若手研究者育成セッション：大学院生）
〇学会賞

市川

－印象論ではない得点貢献指標（OPS，XR）

孝（早稲田大学大学院スポー

を用いたデータ分析－」

ツ科学研究科）

〇奨励賞 東
 矢宅史（東海大学体育学部スポーツ・

「リ ツイート数の増加に影響を与えるプロ野

レジャーマネジメント学科）

球 公 式Twitterア カ ウ ン ト の ツ イ ー ト 内 容

「大学スポーツのカラーブランディング－東海
大学を事例として－」

－横浜DeNAベイスターズを例にして－」
〇奨励賞

３． 日本スポーツボランティアネットワーク賞

藤原真由美（大阪経済大学大学院人間

（ジュニアセッション：学部１～３年生）

共生研究科）

〇木暮誉貴（帝京大学経済学部経済学科）

「北海道日本ハムファイターズファンのチーム

「中学野球における軟式野球部と硬式クラブに

愛着と地域愛着の関連性」
〇奨励賞

松原弘明（電気通信大学大学院情報理

ついての一考察－子どもの野球離れの中で進

工学研究科）

む「二極化」の要因とは－」

「合 併前の「ブレーブス」
「ブルーウェーブ」

〇奨励賞 安
 部洋一郎，田中啓之，富田悠介，八

「バファローズ」の「地域」に関する一考察

畑汰介（びわこ成蹊スポーツ大学ス
ポーツ学部スポーツ学科）

－YouTube上のコメントを対象として－」
２．笹川スポーツ財団賞

「関西圏に拠点を置くＪリーグチームの新スタ

（卒論セッション：学部４年生）

ジアム変更後における課題と提案－知覚経
験，サービス満足，ロイヤルティ，再観戦意

〇細谷圭吾（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学

図に着目して－」

部スポーツ学科）
「ス タジアム雰囲気がチームID，再観戦意図

第８回冬季学術集会プログラム
■期日：2021年2月13日㈯

学），田島良輝（大阪経済大学），長積 仁（立

■会場：オンライン開催（京都先端科学大学）

命館大学），藤本淳也（大阪体育大学），古川

■大会実行委員：

拓也（大阪成蹊大学）
，前田和範（高知工科
大学），水野利昭（大阪成蹊大学），棟田雅也

委員長：束原文郎（京都先端科学大学）

（金沢学院大学），山本達三（びわこ成蹊スポー

足立名津美（京都先端科学大学）
，上田滋夢

ツ大学），吉倉秀和（びわこ成蹊スポーツ大学）

（追手門学院大学）
，
植田真司
（大阪成蹊大学）
，
上林 功（追手門学院大学）
，江原謙介（追手

10：00 ～

門学院大学）
，遠藤華英（同志社大学）
，小倉

■オープニングセレモニー

哲也（太成学院大学）
，菅 文彦（大阪成蹊大

10：10 ～

学），早乙女 誉（阪南大学）
，庄子博人（同

■シンポジウム

平田竹男会長

挨拶

「地域発！スポーツ産業市場拡大のブレイクス

志社大学），城島 充（びわこ成蹊スポーツ大
－2－

ルー」

14：15 ～ 14：30

【紹介事例・登壇者】

「野球グラブ購買行動におけるSBCが購買意図に

《北海道ボールパーク》小川太郎氏（株式会社北

与える影響について」

海道日本ハムファイターズ事業統轄本部ファシ

びわこ成蹊スポーツ大学

リティ・リレーションズ部ボールパーク   デザ
イングループグループ長）

「官民連携によるスタジアムの多目的利用におけ

《岩手大学スポーツユニオン》浅沼道成氏（岩手

る課題と可能性－CSV（共通価値の創造）理論を

大学人文社会科学部教授）

用いた長居球技場の事例研究から－」

《スキーリゾートの海外市場獲得に向けてのマー

同志社大学

ケティング：Hakuba Valley Tourism》山下
怜氏（早稲田大学スポーツ科学学術院助教）

タウン推進室室長）

学を事例として－」

東矢宅史

15：00 ～ 15：15
求めるもの－阪神甲子園球場に着目して－」

真司氏（大阪成蹊大学経営学部スポーツマネジ

大阪成蹊大学

メント学科教授）

菅原

碧

15：15 ～ 15：30

《地域密着型プロスポーツの海外戦略》北古味

「プロ野球のFA移籍選手の成否に関する研究－印

潤氏（高知ファイティングドッグス球団株式会

象論ではない得点貢献指標（OPS，XR）を用い

社取締役副社長）

たデータ分析－」

【モデレーター】

【座長

田島良輝（大阪経済大学人間学部人間科学科准
教授）※進行コーディネート

上林

大阪経済大学

西

岳真

功（追手門学院大学）】

15：35 ～ 15：50
「高卒元プロサッカー選手と大卒元プロサッカー

文彦（大阪成蹊大学経営学部スポーツマネ

選手のセカンドキャリアにおける違い」

ジメント学科准教授）※総括

大阪成蹊大学

【紹介事例へのコメント】

竹部亜美

15：50 ～ 16：05

束原文郎（京都先端科学大学健康医療学部健康

「コロナ禍におけるアスリートのTwitter（ツイッ

スポーツ学科准教授）

ター）による情報発信の変化」

功（追手門学院大学社会学部社会学科准

静岡産業大学

教授）

宇津裕貴

16：05 ～ 16：20

足立名津美（京都先端科学大学健康医療学部健

「スポーツのコアファンに関する研究－千葉ロッ

康スポーツ学科講師）

テマリーンズの熱狂的なファンはどのように生ま

棟田雅也（金沢学院大学人間健康学部スポーツ

れるのか－」

健康学科助教）

常喜智就（大阪経済大学）

〇卒論セッション

前田和範（高知工科大学経済・マネジメント学

【座長

群助教）

Room2

田島良輝（大阪経済大学）】

14：15 ～ 14：30

12：10 ～

「スタジアム雰囲気がチームID，再観戦意図に及

■ランチタイムセッション

ぼす影響の比較検証－陸上競技兼用スタジアムか

「学生の，学生による，学生のための大学スポー

らサッカー専用スタジアムへのリニューアルに着

ツとは？」

目して－」

■リサーチ・カンファレンス（主催：日本スポー
ツ産業学会，公益財団法人笹川スポーツ財団）
【座長

東海大学

「ファンが野球観戦するにあたってスタジアムに

《スポーツと健康を掛け合わせた新規事業》植田

〇卒論セッション

健太

「大学スポーツのカラーブランディング－東海大

式会社石川ツエーゲン事業企画部次長兼ホーム

上林

原

14：45 ～ 15：00

《社会課題解決型ビジネスの創出》
灰田さち氏
（株

菅

太田一誓

14：30 ～ 14：45

びわこ成蹊スポーツ大学

細谷圭吾

14：30 ～ 14：45
「FCI「ファン・コスト・インデックス」日本版作成」

Room1

大阪成蹊大学

小倉哲也（太成学院大学）
】

14：45 ～ 15：00
－3－

林

明日香

15：30 ～ 15：45

「大学での競技変更－アルティメットに着目して
－」

大阪成蹊大学

志田令眞

「リツイート数の増加に影響を与えるプロ野球
公式Twitterアカウントのツイート内容－横浜

15：00 ～ 15：15

DeNAベイスターズを例にして－」

「JFLクラブのスポンサーシップの実態について

早稲田大学大学院

－J1クラブとの違いに着目して－」


同志社大学

〇ジュニアセッション

加藤勇人

【座長

15：15 ～ 15：30

早乙女

Room4

庄子博人（同志社大学）】

「関西圏に拠点を置くＪリーグチームの新スタジ

グビーの観戦意欲に与える影響要因」
【座長

孝

14：15 ～ 14：30

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）がラ
同志社大学

市川

アム変更後における課題と提案－知覚経験，サー

松本尚之

ビス満足，ロイヤルティ，再観戦意図に着目して

誉（阪南大学）
】

－」

15：35 ～ 15：50

びわこ成蹊スポーツ大学

「ｅスポーツの歴史的背景と社会に与える影響」

安部洋一郎，田中啓之，

淳至

富田悠介，八畑汰介

「大学スポーツが及ぼす帰属意識への影響につい

「日本の運動部活動のあるべき姿についての考察

て－帝京体育会強化運動部と早稲田体育各部強化

－日本とイギリスの運動部活動の比較より－」

同志社大学

椿

14：30 ～ 14：45

15：50 ～ 16：05

クラブとの比較より－」


帝京大学

帝京大学

會澤修吾
14：45 ～ 15：00

16：05 ～ 16：20
「小学校中学校の学校水泳の現状についての考察

「マイナースポーツの普及について－フィールド
ホッケーを題材に－」

－水泳授業の業務委託について－」

いての一考察－子どもの野球離れの中で進む「二

山本達三（びわこ成蹊スポーツ大学）
】

極化」の要因とは－」
李

産業の活性化」

14：30 ～ 14：45

金沢学院大学

田畑朱梨

17：00
■表彰式・閉会式

100kmウォークの『感想文集』執筆に関する一考
一橋大学大学院

木暮誉貴

「女性のスポーツ参加動機の特性から，スポーツ

成龍

「 な ぜ ス ポ ー ツ 経 験 を「 言 葉 」 に す る の か －
察－」


帝京大学

15：15 ～ 15：30

「アジア枠及び提携国枠の効果－J1を例として
早稲田大学大学院

山梨聡也

「中学野球における軟式野球部と硬式クラブにつ

Room3

14：15 ～ 14：30
－」

静岡産業大学

15：00 ～ 15：15

大阪成蹊大学 中野満奈
〇若手研究者育成セッション
【座長

村上さくら

武井陽太郎

14：45 ～ 15：00

第63回理事会報告

「北海道日本ハムファイターズファンのチーム愛
着と地域愛着の関連性」
大阪経済大学大学院

藤原真由美

15：00 ～ 15：15
「合併前の
「ブレーブス」
「ブルーウェーブ」
「バファ

日

時：2021年2月13日㈯ 12時00分～12時40分

場

所：オンライン

出席者（敬称略）：

ローズ」の「地域」に関する一考察－YouTube

会

長

平田竹男

上のコメントを対象として－」

理事長

井上智治

電気通信大学大学院

松原弘明

理

15：15 ～ 15：30

事 池
 田

弘（代理：高橋孝輔），佐野毅彦，

高橋義雄，武内紀子，次原悦子，中村

「高騰した中国プロサッカーリーグ（CSL）の放

潔（代理：伊地知直亮）
，中村好男，

映権収入とPPTVのオンライン配信事業戦略」
早稲田大学大学院

高

藤原庸介，三木谷浩史（代理：小木曽

鳴晋

稔）
， 水 野 明 人（ 代 理： 長 沼 秀 一 ）
，
－4－

水野利昭，渡邉一利
監

事

の結果，これが承認された．

栗山貴行，得田進介
議題６）学会賞の推薦について

オブザーバー
運営委員

東

俊介，石黒えみ，磯貝浩久，井

上俊也，上田滋夢，元

井上理事長の指名により，資料に基づき学会賞

晶煜，越川

選考委員会にて次の学会賞候補論文1編ならびに

茂樹，児玉ゆう子，庄子博人，新戸

奨励賞候補論文1編が推挙された旨中村理事（学

明子，田中弘一，長井延裕，新井野

会賞選考委員長）から説明され，これが承認され

洋一，服部

た．

宏，藤本淳也，梁瀬和

人
スポーツ庁

○学会賞候補論文…副賞10万円
渡辺隆史（参事官（民間スポーツ
担当）

◦
「スポーツ施設の整備及び運営に伴う経済効
果の検証：スポーツ関連事業への地域付加価
値創造分析の適用」

平田会長による開会宣言後，北村理事長から理

横田匡俊（日本体育大学スポーツマネジメン

事長退任の申し出があった旨説明があり，これが
承認された．

ト学部）
稲垣憲治（京都大学）

会則に基づき理事の互選により井上理事が理事

庄子博人（同志社大学）

長に選任され，井上理事長より理事長就任の挨拶

岡田真平（公益財団法人身体教育医学研究所）

がなされた．

佐藤照友旭（公益財団法人身体教育医学研究

審議に先立って，スポーツ庁の渡辺氏より挨拶
がなされた．

所）
荒井宗武（東御市企画振興部文化・スポーツ

理事会の成立（出席者13人（含代理出席）
，委

振興課）共著

任状提出者4人）が確認され，議事録署名人とし

（第30巻第4号掲載）

て武内理事，高橋理事が指名された．

○奨励賞候補論文…副賞5万円
◦
「スタジアム整備構想におけるステークホル

議題１）第62回理事会事録確認

ダーの特定と類型化：北九州スタジアムの

第62回理事会議事録が確認された．

ケース・スタディ」
舟橋弘晃（早稲田大学）

議題２）2020年度事業経過報告

菅

井上理事長の指名により，資料に基づき2020年

文彦（大阪成蹊大学）

桂田隆行（早稲田大学総合研究機構スポーツ

度事業経過報告が中村理事（運営委員長）からな

ビジネス研究所）

された．

間野義之（早稲田大学） 共著
（第30巻第2号掲載）

議題３）2020年度収支中間報告
議題７）第30回学会大会について

井上理事長の指名により，資料に基づき2020年
度収支中間報告が佐野理事からなされた．

井上理事長の指名により，第30回学会大会の準
備経過が高橋理事から報告された．

議題４）2021年度事業計画
議題８）その他

井上理事長の指名により，資料に基づき2021年
度事業計画（案）が中村理事から説明され，審議

なし

の結果，これが承認された．
井上理事長の閉会宣言により理事会を終了し
議題５）2021年度収支予算

た．

井上理事長の指名により，資料に基づき2021年
度収支予算（案）が佐野理事から説明され，審議
－5－

スポーツ産業アカデミー開催報告
※日

時：2021年1月12日㈫ 18：00～19：30

■登 壇 者：中村正敏（株式会社NTTSportict

■テ ー マ：
「産学官連携によるｅスポーツによ

代表取締役社長）

る地域振興モデル～ｅスポーツだか

■会

ら出来る地域振興，ｅスポーツの可

■参加者数：41人/参加申込者数：63人

場：Zoomウエビナー

能性～」
■登 壇 者：加藤貴弘（徳島県

地方創生局

副

※日

課長）
■会

時：2021年3月9日㈫ 18：00～19：30

■テ ー マ：ｅスポーツ教育の未来～ｅスポーツ

場：Zoomウエビナー

産業の発展の基盤～

■参加者数：66人/参加申込者数：86人

■登 壇 者：橋本太郎（ブロードメディア株式会
社代表取締役社長/ルネサンス高校

※日

時：2021年2月9日㈫ 18：00～19：30

グループ代表）

■テ ー マ：
「簡便なスポーツ映像配信プラット

■会

フォームの提案～誰もがスポーツ

場：Zoomウエビナー

■参加者数：43人/参加申込者数：62人

YouTuberになれる! ～」

事務局より
〈シクミネットの導入について〉
本学会では正会員，学生会員の皆様の利便性を高めるべく，2021年4月より会員管理・入金管理システ
ムであるシクミネット（https://shikuminet.com/）を導入いたします．
正会員，学生会員の皆様には今年度から，以下の内容について当該システム上の「マイページ」よりお
手続きをお願いしま す．
◦登録情報の編集
◦年会費の支払い
◦当学会主催イベントへの申し込み，入金
＜マイページについて＞
「マイページ」へは下記URLにアクセスいただき，事前にメールもしくは郵送で個人宛にお知らせいた
しましたログインアカウント，仮パスワードを使用して初回ログインを行ってください．
【URL】https://jssi.shikuminet.jp/login/
マイページログイン後，画面右上の人型のアイコンをクリック（またはタップ）し，「登録情報の確認・
編集」
，
「パスワードの変更」
，
「決済方法の確認・変更」のご登録をお願いいたします．
●ご登録情報の確認・編集 ご登録情報のご確認をいただき，各項目について編集をお願いします．
●パスワードの変更
現在のパスワード（仮パスワード）から新しいパスワードへ設定変更をお願いします．
パスワードはセキュリティ上，事務局で把握することができません．ご自身で変更したパスワードは，
忘れないようご注意ください．
パスワードを忘れた場合は，ログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」より，パスワード
の再設定を行ってください．
●決済方法の確認・変更
－6－

年会費のお支払方法について，クレジットカードか口座振替をご選択ください．
決済日，引き落とし日は，以下の通りです．
◦クレジットカードの決済日：登録した日が決済日
◦口座振替の引き落とし日：4月1日以降，当月27日締めで，引き落とし日は翌月27日（27日が休日
の場合は翌営業日）
法人会員，賛助会員につきましては，これまで通り事務局で対応いたします．
その他ご不明な点等ございましたら，事務局までお問い合わせください．
◦システムに関して ：シクミネット support@shukuminet.com
◦その他：日本スポーツ産業学会事務局 jssi@spo-sun.gr.jp（リモートワーク中によりメールでお願い
します）

〈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15団体，法人会員が11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№117」

発行日：2021年４月1日
発行者：日本スポーツ産業学会理事長
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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
https：//spo-sun. gr. jp
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