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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
九州産業大学にて開催を予定し準備を進めてまいりました本年の学会大会につきましては，コロナ禍の
影響のためすべてオンラインで行うこととなりました．昨年に引き続き２度目となりますが，皆様のご理
解とご協力をお願い申し上げます．
１．会期：2021年7月10日㈯・11日㈰
２．担当校：九州産業大学
３．実行委員長：西崎信男（九州産業大学）
４．大会内容（予定）
【7月10日㈯】
午前中：一般研究発表
11：30－13：00

理事会

13：10

オープニングセレモニー

13：20

スポーツ庁ご挨拶

13：30－15：00

実行委員会企画

①

「スペシャルイベントを通じた球団価値の向上：鷹の祭典を中心に」
15：10－16：40

アイデアコンペ
「プロ野球の活性化」
「ニューノーマル時代の新たなスポーツサービス」

17：00－17：40

総会

【7月11日㈰】
午前中：一般研究発表
13：00－15：00

実行委員会企画②
「トップが語るアビスパ福岡のホームタウン戦略とそれを支える地元企業・行政の

取り組み」

15：10

閉会挨拶
《懇親会》は中止とします．
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第30回大会一般研究発表スケジュール（予定）
【７月10日㈯】

9：55～10：10

<Ａ会場>

「世界を目指すアスリートやコーチのための英語

［座長：元嶋菜美香］

力向上プログラム開発」

9：15～9：30



「プロスポーツ組織における持続的な環境への取
り組み：消費者の知覚と意図的ロイヤルティの関
係性」


林

悠太（東日本国際大学）

西条正樹（びわこ成蹊スポーツ大学）

［座長：舟橋弘晃］
10：15～10：30
「Ｊクラブの経営とファイナンス戦略に関する考

9：35～9：50

察－クラブの公共財としての価値算定－」

「在日コリアンサッカー選手の社会に与える影響



についての研究－Ｊリーグ発足前後の意識変化を
中心に－」


宋

修日（朝鮮大学校）

菅

文彦（大阪成蹊大学）

10：35～10：50
「中国におけるスポーツタウンのガバナンスの現

9：55～10：10

状と課題－中山市ベースボールタウンを事例とし

「コロナ禍におけるスポーツ観戦需要－『スポー

て−」

ツ観戦需要等に関する調査』の二次分析－」


杜

一諾（立命館大学大学院）

10：55～11：10

舟橋弘晃（中京大学）

「宇都宮ブレックスの理念の具体化施策にみるス

［座長：秋山大輔］

テークホルダー・マネジメント」

10：15～10：30



山下理子（立命館大学大学院）

「野球における投球誤差のフィードバック効果に
関する検証」


林

卓史（朝日大学）

【７月11日㈰】

10：35～10：50

<Ａ会場>

「陸上競技会におけるパフォーマンス発揮と競技

［座長：井上俊也］

運営について－世界陸上競技選手権大会
（6大会）
の男女100mを対象として－」


9：15～9：30
「観戦者コメントからみた日本フェンシング協会

長野史尚（九州医療スポーツ専門学校）

のイノベーション－第72回全日本選手権および

10：55～11：10

2019W杯の来場者調査から－」

「陸上競技兼用スタジアムからサッカー専用スタ



ジアムへのリニューアル前後におけるスタジアム
雰囲気・知覚経験の比較検証」


9：35～9：50
「民間企業と自治体によるＪリーグクラブの新たな

山本達三（びわこ成蹊スポーツ大学）

経営形態－モンテディオ山形の経営の事例研究－」


<Ｂ会場>

土屋和之（立命館大学大学院）

9：55～10：10

［座長：山本達三］

「我が国の国内中央競技団体における経営人材の

9：15～9：30

副業・兼業限定の外部登用による組織変革： 組

「ｅスポーツの実施が高齢者の認知機能及び幸福

織文化論の視座からの考察」

感に及ぼす影響」


福田拓哉（九州産業大学）



斉藤嘉子（九州工業大学大学院）

駒田

惇（東京都立大学大学院）

［座長：福田拓哉］

9：35～9：50

10：30～11：45

「ニューノーマル時代の地方でのスポーツ観戦

「新型コロナウイルスの感染拡大とスポーツチー

－レノファ山口FCでの調査から－」

ムの収入構造の変革」 井上俊也（大妻女子大学）



11：50～11：05

西尾

建（山口大学）

「『FIFAグローバルシリーズeJ.LEAGUE』視聴者
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の特性に関する研究－Ｊリーグクラブファンにお
ける視聴者と非視聴者の比較分析－」


10：10～10：25
「covid19 拡大時の活動自粛による大学生の健康・

菅野雄太（大阪体育大学大学院）

スポーツ活動に及ぼす影響－セルフ・エフィカ

11：10～11：25

シーと刺激の関連性に着目して」

「小規模プロスポーツ創成によるスタジアム建設，
クラブスポーツの活性化－独立プロ野球リーグ・



［座長：磯貝浩久］

九州アジアリーグの事例から－」


藤田美幸（新潟国際情報大学）

10：30～10：45

石原豊一（関西福祉大学）

「アスリートの啓発活動が持つ社会的影響力－社
会課題への心理的・行動的関与に着目して－」

<Ｂ会場>



［座長：萩原悟一］

湧（早稲田大学大学院）

10：50～11：05

9：30～9：45

「学生アスリートへのサポート・プロバイダーの

「小学生を対象とした非認知能力測定尺度の開発」


育成に関する萌芽的研究」

河津慶太（九州大学）



9：50～10：05

江原謙介（追手門学院大学）

11：10～11：25

「子どもを対象とした地域スポーツにおけるささ
えるスポーツの楽しさ－地域スポーツの指導・運

「日本語版Academic Athletic Identity Scaleの再
検討」

営経験の有無による比較検討－」


小木曽

萩原悟一（九州産業大学）

（このスケジュールは6月15日現在のもので，

元嶋菜美香（九州産業大学）

変更の可能性があります．）

スポーツ産業アカデミー開催報告
※日

ビジネスイノベーション本部テクニ

時：2021年４月13日㈫ 18：00～19：30

カルソリューション部

■テ ー マ：
「日本野球界IT化の現在地」

担当部長）

スポーツ科学とICTを融合したデー

■会

タ解析技術の最先端の現場からみる

■参加者数：120人/参加申込者数：133人

場：Zoomウェビナー

日本野球界の現況と展望
■登 壇 者：中尾信一（株式会社ネクストベース
■会

※日

時：2021年6月8日㈫ 18：00～19：30

代表取締役）

■テ ー マ：
「京都・亀岡スタジアムで開催され

場：Zoomウェビナー

るｅスポーツ文化祭」

■参加者数：67人/参加申込者数：70人

リ
 アルスポーツとｅスポーツの融合
（ｅスポーツ文化祭）による新たな

※日

ｅスポーツ文化創生と地域創生への

時：2021年5月11日㈫ 18：00～19：30

チャレンジ

■テ ー マ：
「NTT東日本のローカル５G×ｅス

■登 壇 者：尾 方

ポーツの取り組み」

説（一般社団法人ジャパンｅ

スポーツアソシエイション 代表理事）

ロ ー カ ル ５Gの 活 用 に よ る 新 た な
■会

ｅスポーツ環境の開発

場：Zoomウェビナー

■参加者数：48人/参加申込者数：53人

■登 壇 者：門野貴明（東日本電信電話株式会社
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事務局より
〈シクミネットについて〉
2021年4月より導入しましたシクミネットについて，ログインお手続きをいただいた会員の皆様，誠に
ありがとうございました．まだお済でない会員の皆様には，なるべく早めのお手続きをお願いいたします．
・受信設定について：シクミネットシステムを利用しメール送信いたしますので，下記メールアドレスの
受信設定をお願いします．
no-reply@shikuminet.jp
・領収書について：シクミネットの決済方法でクレジットカードをご選択の場合は，システム上で領収書
発行が可能です．その他の場合で領収書をご入用の際は，事務局までご連絡ください．
その他ご不明な点等ございましたら，下記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

info-jssi10023@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
   

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№118」
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