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日本スポーツ産業学会第31回大会開催について
　第31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．

第9回冬季学術集会開催される
　第9回冬季学術集会は2022年2月26日㈯に追手門学院大学（オンライン）にて開催されました．昨年に
引き続い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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１．会期：2022年７月9日㈯～ 10日㈰
2．会場：帝京大学　八王子キャンパス　
　　　　　　〒192-0395　東京都八王子市大塚359
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　　　2022年４月下旬（予定）　　　　　　　　　　
　　　■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（予定）
　　　■大会号原稿締め切り　５月下旬（予定）
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〇奨励賞　桂木希実（大阪成蹊大学経営学部）
　「�サッカー専用スタジアムに対する品質，ブラ
ンド・エクイティ，ブランド・リレーションシッ
プが再観戦意図に与える影響」

桂木希実氏

３．日本スポーツボランティアネットワーク賞
　　（ジュニアセッション：学部１～３年生）
〇藤岡　峻（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部）
　「�ランニングシューズ消費者の知覚リスクがブ
ランド・ロイヤルティ，製品購買意図に与え
る影響」

藤岡　峻氏

　2022年2月26日㈯にオンライン（追手門学院大
学）にて開催されましたリサーチ・カンファレン
ス2022の優秀発表者の表彰については次のような
結果となり，受賞者には後日賞状と副賞（図書カー
ド）が送られました．
１．日本スポーツ産業学会賞
　　（若手研究者育成セッション：大学院生）
〇島津大地（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）
　「�地方競技団体におけるナレッジマネジメント
に関する研究」

島津大地氏

〇奨励賞　�佐野　晃（筑波大学大学院人文社会ビ
ジネス科学学術院）

　「�東京オリンピックボランティアによるSNSコ
メントの定量分析」

佐野　晃氏

２．笹川スポーツ財団賞
　　（卒論セッション：学部4年生）
〇八畑汰介（びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部）
　「�サッカー専用スタジアムに対する品質，ブラ
ンド・エクイティ，ブランド・リレーションシッ
プが再観戦意図に与える影響」

リサーチ・カンファレンス2022優秀発表者の表彰について

八畑汰介氏
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〇奨励賞　�中村　颯（びわこ成蹊スポーツ大学ス
ポーツ学部スポーツ学科）

　「�帝京大学における部活動と学習意欲の関係性
の顕在化－勝利至上主義に対する今後の大学
スポーツの在り方－」

〇奨励賞　�安井賢佑，松岡咲季（同志社大学スポー
ツ健康科学部）

　「�複合型スタジアムとその隣接施設の関係性－
広島市民球場とルネサンスの事例研究から－」

第９回冬季学術集会プログラム
■期日：2022年2月26日㈯
■会場：オンライン開催（追手門学院大学）
■大会実行委員：
　委員長：上田滋夢（追手門学院大学）
　　�上林�功（追手門学院大学），江原謙介（阪南

大学），遠藤華英（同志社大学），小倉哲也�
（太成学院大学），菅�文彦（大阪成蹊大学），
早乙女�誉（阪南大学），庄子博人（同志社大
学），田島良輝（大阪経済大学），束原文郎�
（京都先端科学大学），�長積�仁（立命館大学），
藤岡成美（追手門学院大学），藤本淳也（大
阪体育大学），古川拓也（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（鹿屋体育大学），山本
達三（びわこ成蹊スポーツ大学），吉倉秀和（び
わこ成蹊スポーツ大学）

10：00 ～
■オープニングセレモニー
　【挨拶：尾山　基�会長】
10：10 ～
■シンポジウム
「グローバリゼーションを超える日本型への再
帰～The�Japan�Modelの探究」
　【登壇者】
《EUにおけるスポーツ産業の視点から》
　・佐伯夕利子氏

（公社）日本プロサッカーリーグ常勤理事，�
（公社）日本女子サッカーリーグ理事，�
前Villarreal�FCスタッフ（ビジャレアルFC/
スペイン）

《アジアにおけるスポーツ産業の視点から》
　・是永大輔氏

Albirex�Niigata�Football�Club（S）,�Chairman,�
Albirex�Niigata�Barcelona,�President,� 前ア
ルビレックス新潟代表取締役社長，（一社）
東京ニュービジネス協議会国際アントレプレ
ナー賞受賞

《アメリカにおけるスポーツ産業の視点から》
　・河田　剛氏

Stanford�University�American�Football,�
Coaching�Staff�（Offensive�Quality�Control�
Analyst）

�《都市の創造における環境の視点から》
　・青島啓太氏

建築家・追手門学院大学基盤教育機構（2022
年度より文学部美学・建築文化専攻）准教授�
（博士　工学），エチオピア国立メケレ大学�
遺産保存学科専任講師，Tago�Architect�
Istanbul，㈱バスクデザイン一級建築事務所
取締役共同代表，建築ならびに環境創造関連
学術賞多数

中村　颯氏

松岡咲季氏，安井賢佑氏
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� 九州産業大学　光井貴啓
15：30 ～ 15：45
「サッカー専用スタジアムに対する品質，ブラン
ド・エクイティ，ブランド・リレーションシップ
が再観戦意図に与える影響」
� びわこ成蹊スポーツ大学　八畑汰介
15：45 ～ 16：00
「ブランド・エクイティがチームID，満足，再観
戦意図に与える影響」
� びわこ成蹊スポーツ大学　安部洋一郎
16：00 ～ 16：15
「わが国の総合型地域スポーツクラブにおける持
続可能な経営の実現に向けた一考察－「NPO法
人はちきたSC」と「NPO法人松本山雅SC」の
フィールドワークを通じて－」
� 帝京大学　高野蓮汰
〇若手研究者育成セッション　Room�３
14：30 ～ 14：45　
「我が国のスポーツ観戦者動態の探究」
� 追手門学院大学大学院　近藤雅士�
14：45 ～ 15：00　　
「運動部活動にみられる二重性－女子マラソン日
本代表選手と指導者に対する実態調査を手がかり
として－」� 追手門学院大学大学院　中村友梨香
15：00 ～ 15：15　　
「文化身体論の構築に向けての一考察－伝承的身
体の再現性に着目して－」
� 追手門学院大学大学院　宮崎要輔
15：30 ～ 15：45
「九州に本拠地を置いたプロ野球球団の訴求力の
分析－球団歌の歌詞に着目して－」
� 電気通信大学大学院　松原弘明
15：45 ～ 16：00
「地方競技団体におけるナレッジマネジメントに
関する研究」� 神戸大学大学院　島津大地
〇若手研究者育成セッション　Room�４
14：30 ～ 14：45
「Jリーグ胸スポンサー業種の変遷」
� 早稲田大学大学院　札野�顕
14：45 ～ 15：00
「アメリカ４大スポーツおよび，MLSの審判制度
に関する研究」� 早稲田大学大学院　小林拓矢
15：00 ～ 15：15
「高校野球のネット中継プラットフォームの

　【モデレーター】
　・上田滋夢（追手門学院大学社会学部�教授）
　【挨拶：平田竹男�会長】
12：15 ～
■ランチタイムセッション
「大学スポーツの未来に投資するためのアイデ
アを企画しよう！」

（一社）大学スポーツコンソーシアムKANSAI�
（KCAA）　学生部会
14：00 ～
■�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）
〇卒論セッション　Room�１
14：30 ～ 14：45　
「サッカーワールドカップ日本代表の経歴調査」　
� 東洋大学　吉田龍真�
14：45 ～ 15：00　　
「香川県プロスポーツチームに対する県民の認識�
－地域愛着の視点からクラスター分析による分類－」
� 東海大学　本田紗加
15：00 ～ 15：15　　
「学生部活動指導員が抱える悩みや葛藤に関する
研究」� 大阪成蹊大学　福田柊哉
15：30 ～ 15：45
「Ｂリーグのスポーツスポンサーシップ目的�－都
市型，地方型チームの特色－」
� 大阪成蹊大学　伊藤千敬
15：45 ～ 16：00
「公式Twitterのツイート内容と利用者の反応の
関係性－日本野球機構と日本女子ソフトボール
リーグの公式Twitterに着目して－」
� 大阪成蹊大学　桂木希実
〇卒論セッション　Room�2
14：30 ～ 14：45
「スタジアムの認知度及び関心度を向上させる
Instagramの投稿方法について－エンゲージメン
ト率に着目して－」� 同志社大学　大西風歌
14：45 ～ 15：00
「プロスポーツリーグにおける戦力均衡と入場者
数の関連性－NPBに着目して－」
� 同志社大学　石井佑哉
15：00 ～ 15：15
「キャッシュレス決済の普及状況とその効果－福
岡ソフトバンクホークスとPayPayの事例－」
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顕在化－勝利至上主義に対する今後の大学スポー
ツの在り方－」� 帝京大学　中村�颯
15：30 ～ 15：45
「ハンドボール未経験者の阻害要因解明に関する
一考察－わが国ハンドボールの普及・発展と競技
人口拡大に向けて－」� 帝京大学　後藤友哉
15：45 ～ 16：00
「メガスポーツイベントが国民の生活満足度に与
える影響」
� 中京大学　手塚和希，若松梢太，川﨑�駿
17：00
■表彰式
　�【玉澤正徳氏（笹川スポーツ財団），
　 藤本淳也氏（日本スポーツ産業学会）】
■閉会式
　【挨拶：井上智治理事長】

第65回理事会報告第65回理事会報告
日　時：2022年2月26日㈯�12時00分～13時00分
場　所：オンライン
出席者（敬称略）：
会　長　尾山　基，平田竹男
理事長　井上智治
理　事　�池田　弘（代理：高橋孝輔），佐野毅彦，

高橋義雄，武内紀子，中村　潔（代理：�
伊地知直亮），中村好男，藤原庸介，�
松尾哲矢，三木谷浩史（代理：伊藤　
洋），水野明人（代理：長沼秀一），水
野利昭，渡邉一利

監　事　栗山貴行，得田進介
オブザーバー
運営委員　�東　俊介，石黒えみ，伊地知直亮，

磯貝浩久，井上俊也，上田滋夢，宇
藤智子，越川茂樹，児玉ゆう子，佐
藤　潤，澤井和彦，庄子博人，新戸
明子，田中克昌，田中弘一，辻　武
伺，長井延裕，新井野洋一，服部　
宏，藤本淳也，梁瀬和人，松下尚道

スポーツ庁　渡辺隆史
経済産業省　浅野大介，遠藤佐知子
帝京大学　　谷埼敦彦，大山　高

Twitter公式アカウントの内容分析」
� 早稲田大学大学院　陶�宇凡

15：30 ～ 15：45
「新型コロナウイルス感染拡大のため無観客試合
となったブンデスリーガのホームアドバンテージ
に与えた影響－審判の判定に着目して－」
� 早稲田大学大学院　岡田真和
15：45 ～ 16：00
「東京オリンピックボランティアによるSNSコメ
ントの定量分析」� 筑波大学大学院　佐野�晃
〇ジュニアセッション　Room�５
14：30 ～ 14：45　
「わが国におけるプロスポーツチームを通じた地
方創生に向けた一考察－シビックプライドの喚起
を促し消滅可能性都市の解消を目指す－」
� 帝京大学　篠崎�友�
14：45 ～ 15：00　　
「ランニングシューズ消費者の知覚リスクがブラ
ンド・ロイヤルティ，製品購買意図に与える影響」
� びわこ成蹊スポーツ大学　藤岡�峻
15：00 ～ 15：15　　
「スター選手の獲得がクラブ経営におけるトリプ
ルミッションモデルに与える影響－ヴィッセル神
戸の事例研究から－」
� 同志社大学　末常たみ，池田�幹，大江彰紀
15：30 ～ 15：45
「健康経営を普及させる施策－サービス業に着目
して－」
� 同志社大学　岩名颯太郎，塩川満里，前川玲奈
15：45 ～ 16：00
「格闘技のビジネスモデルと将来性」
　�同志社大学　今野隼輔，加藤充流，佐藤主宜，
森内春葉
〇ジュニアセッション　Room�6
14：30 ～ 14：45　
「小学生の運動人口・頻度の増加を目指すイベン
ト」� 　同志社大学　池谷雄紀，右田美佳
14：45 ～ 15：00　　
「複合型スタジアムとその隣接施設の関係性－広
島市民球場とルネサンスの事例研究から－」
� 同志社大学　安井賢佑，松岡咲季
15：00 ～ 15：15　　
「帝京大学における部活動と学習意欲の関係性の
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選考委員会にて次の学会賞候補論文１編ならびに
奨励賞候補論文３編が推挙された旨中村理事（学
会賞選考委員長）から説明され，これが承認され
た．
〇学会賞候補論文…副賞10万円
◦�「東京都杉並区公立中学校の部活動活性化事
業に関する研究」
千葉直樹（中京大学）著
［原著論文］（第31巻第４号掲載）

〇奨励賞候補論文…副賞各５万円
◦�「スポーツ指導スキルシェアリングの潜在的
利用者数の推計およびその特徴」
藤岡成美（早稲田大学）
石黒えみ（亜細亜大学）　
舟橋弘晃（早稲田大学）
間野義之（早稲田大学）共著
［原著論文］（第31巻第１号掲載）
◦�「新型コロナウイルス感染症感染拡大に起因
するリーグ戦休止・中止がプロバスケット
ボール選手に与えた影響に関する研究」
神田れいみ（慶應義塾大学）
佐野毅彦（慶應義塾大学）共著
［原著論文］（第31巻第３号掲載）
◦�「江戸のスポーツ産業に関する研究－近世日
本のスポーツ産業史研究序説－」
谷釜尋徳（東洋大学）著
［研究ノート］（第31巻第３号掲載）

議題８）第３1回学会大会の準備経過報告
　井上理事長の指名により，第31回学会大会の準
備経過が高橋理事から報告された．続いて，実行
委員長である帝京大学の谷崎氏により挨拶がなさ
れ，同じく帝京大学の大山氏より準備状況につい
て説明がなされた．

議題９）その他
　なし

　井上理事長の閉会宣言により理事会を終了し
た．

　井上理事長による開会宣言後，尾山会長ならび
に平田会長より挨拶がなされた．続いてスポーツ
庁民間スポーツ担当の渡辺参事官ならびに経済産
業省商務・サービスグループサービス政策課ス
ポーツ産業室の浅野室長より挨拶がなされた．
　理事会の成立（出席者13人（含代理出席），委
任状提出者５人）が確認され，議事録署名人とし
て藤原理事，水野利昭理事が指名された．

議題１）理事選任について
　井上理事長より，資料に基づき，中村潔理事か
らの理事退任の申し出と，後任として大井氏の推
挙について説明があり，次回総会へ諮ることと
なった．

議題２）第64回理事会議事録確認
　資料に基づき，第64回理事会議事録が確認され
た．

議題３）2021年度事業経過報告
　井上理事長の指名により，資料に基づき2021年
度事業経過報告が中村理事（運営委員長）からな
された．

議題4）2021年度収支中間報告
　井上理事長の指名により，資料に基づき2021年
度収支中間報告が佐野理事からなされた．

議題５）2022年度事業計画
　井上理事長の指名により，資料に基づき2022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．

議題６）2022年度収支予算
　井上理事長の指名により，資料に基づき2022年
度収支予算（案）が佐野理事から説明され，審議
の結果，これが承認された．

議題７）学会賞の推薦について
　井上理事長の指名により，資料に基づき学会賞
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ポーツ協会　代表理事）
■会　　場：Zoomウエビナー
■参加者数：20人/参加申込者数：37人

※日　　時：2022年３月８日㈫�18：00～19：30
■テ ー マ：「�ｅスポーツの現在の課題と2022年

の方向性について～めまぐるしく
変わるｅスポーツ業界の最新状況
とその課題～」

■登 壇 者：�影澤潤一（株式会社NTTe-Sports�
代表取締役副社長）

■会　　場：Zoomウエビナー
■参加者数：42人/参加申込者数：47人

※日　　時：2022年１月11日㈫�18：00～19：30
■テ ー マ：「�埼玉西武ライオンズのファンマー

ケティング戦略－ICT環境の変革
に伴うファンマーケティング戦略
の変化と展望－」

■登 壇 者：�吉田康治（株式会社西部ライオンズ
　事業部　部長）

■会　　場：Zoomウエビナー
■参加者数：83人/参加申込者数：95人

※日　�時：2022年2月８日㈫�18：00～19：30
■テ ー マ：「ｅスポーツで地方から世界へ」�
■登 壇 者：�渡部裕介（一般社団法人鳥取県ｅス

スポーツ産業アカデミー開催報告
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〈シクミネットについて〉
　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
して2年目を迎えます．システム導入・継続にあたり多大なるご協力を賜り，心より御礼申し上げます．

　正会員，学生会員の皆様には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

　尚，年会費の支払い方法につきましては変更可能ですので，ご都合の良いお支払方法をご選択ください．
決済方法はいつでも変更可能ですが，マイページ「ご請求・お支払い情報」で「決済中」となっているご
請求がある場合は，このご請求の決済完了後から，変更可能となります．
　クレジットカード決済をご選択されている場合，マイページの「ご請求・お支払い情報」ページ中，「お
支払い履歴」一覧の一番右にあります「領収書」より，領収書の発行が可能です．こちらをご活用くださ
い．但しこの場合，領収書の発行者が「しゅくみねっと株式会社」になります．学会発行の領収書が必要
な場合は事務局までご連絡ください．

　まだログインお手続きがお済でない会員の皆様は，早めのお手続きをお願いいたします．
本学会の銀行またはゆうちょ口座へ直接お振込みをご希望の方は，事務局までご一報ください．
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

〈学会事務局〉
　現在事務局はリモートワーク中ですので，お問い合わせ等ございましたら事務局宛（jssi@spo-sun.
gr.jp）にメールでご連絡くださいますようお願いいたします．

〈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660名，賛助会員が15団体，法人会員が13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．ご紹介頂ければ幸いです．
　　◦個人会員：学会HPご入会のご案内　�https://jssi.shikuminet.jp/
　　　　　　　　　「会員登録申請」よりお手続き願います．
　　◦法人会員・賛助会員：事務局（jssi@spo-sun.gr.jp）までご連絡願います．

事務局より事務局より
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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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