
平成２７年度　卒業論文題目一覧

学籍番号 氏　　名 題目 担当

1 0913004 井口大輔 大学体操競技選手の心理的競技能力について 水落

2 0913006 市川浩平 フォームローラーを用いた筋膜リリースがハムストリングスの柔軟性と筋力、痛覚閾値に及ぼす影響 小山

3 0913008 岩山桃奈 公園遊具ブランコのケガ予防策：保護者ができる予防策について 水上

4 0913013 加藤夏海 陸上競技短距離女子選手におけるスタート動作と疾走速度の関係性 小山

5 0913015 川村千史 評価者の位置によって選手に与えられる心理的ストレスと、動作への影響 水落

6 0913018 国分千帆 競泳の歴史　日本競泳界のいままでとこれから 櫛

7 0913019 小柴展輝 試合分析からのトレーニング効果　M-T-Mメソッドを活用して 大嶽

8 0913024 菅井智未 ハイパワーポーズとローパワーポーズがスポーツ選手の心理状態とパフォーマンスに与える影響 水落

9 0913025 鈴木皓大 競泳競技の水着の差における主観的努力度と客観的出力の関係 櫛

10 0913027 高橋千尋 パワーポーズとパワーレスポーズの運動機能における効果について 水落

11 0913032 仲田風雅 伸身トカチェフにおける切り返し動作の技術分析-着手に着目して- 水島

12 0913034 野村真央 創作活動を伴うダンスの教育的価値 吉田

13 0913036 早川竣 競泳用水着が水泳のタイム及び疲労度に与える影響 櫛

14 0913041 増田篤史 バスケットボールにおけるルール改正が及ぼすプレーへの影響 小山

15 0913045 山田来哉 日本で大麻合法化は可能なのか 櫛

16 0913048 浅井菜摘 バウンディングトレーニングがジャンプ力に及ぼす影響 小山

17 0913050 池田匠見 選手の育成環境が飛び込み競技の演技構成と競技レベルに与える影響 櫛

18 0913051 市川ひかり 女子ラクロス選手のファールにおけるセルフコントロール：犯罪心理との関係から 水落

19 0913055 宇田川将輝 スポーツ漫画が競技者に及ぼす影響について 野口

20 0913057 奥本温 大学生における社会的スキルと高校運動部のイメージについて 高橋

21 0913060 川畑茂寛 初心者バレーボール選手の内発的動機づけに最適なスパイクレシーブ練習方法 水落

22 0913064 小島寛則 クロスカントリースキー選手のプレパフォーマンスルーティン作成・練習による心理的スキル向上効果 水落

23 0913072 鷹取秀滋 体育実技授業による運動・スポーツ活動が大学生の社会的スキルや自己効力感に及ぼす影響-メタ分析を用いて- 水落

24 0913075 田中福太郎 日本のファッション　各時代における流行とその背景 櫛

25 0913078 中村航平 ソフトテニス選手の声出しが競技パフォーマンスに及ぼす影響 水落

26 0913079 野口直紀 スポーツ活動がレジリエンス獲得に与える影響-メタ分析を用いて- 水落

27 0913081 長谷川仁美 大学生の体育実技授業参加にみられるスポーツ行動の規定要因 水落

28 0913082 林祐介 混成競技選手における試合時の身体活動量と栄養摂取状況 松本

29 0913083 藤田一将 スポーツ選手のイメージ想起能力評価尺度の作成 水落

30 0913091 吉田晃 日本大学水泳部の歴史 櫛

31 0913093 阿部滉 体育における資質・能力の育成に関する一考察 伊佐野

32 0913095 石川颯真 昼寝が長距離選手の気分に及ぼす影響：気分状態の変容に関する介入研究 水落

33 0913096 市川実穂 我が国におけるストリートダンスの在り方 吉田

34 0913097 稲積一樹 社会人サッカーの現状と発展の改善策について：アマチュアとプロの溝について 大嶽

35 0913108 神山伸一郎 大学重量挙選手と栄養サポート 松本

36 0913115 鈴木さや フリースクールにおけるダンスカリキュラムの提案 吉田

37 0913126 花田真以子 大学生における運動実施頻度の二極化：運動と精神的健康度の関係 水落

38 0913128 藤村任慧 青年期における運動部活動が対人スキルの獲得に与える影響-メタ分析を用いて- 水落

39 0913129 古家桃 陸上女子跳躍選手における栄養サポートについて 松本

40 0913131 松澤弘輝 大学砲丸投選手における増量のための食事 松本
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41 0913132 宮﨑栞 運動部活動経験者における目標設定が社会的スキルに及ぼす影響 水落

42 0913137 浅野正太郎 男子ゴルフツアーの試合数が減少した要因 櫛

43 0913138 荒谷和彦 現代における子どもの習い事：性，年齢，居住地域との関連 野口

44 0913140 石川達也 自発的な掛け声がテニスのサービスの成功率に及ぼす影響 小山

45 0913141 稲村一晃 スポーツにおいて警告呈示後のパフォーマンスに影響する性格特性 水落

46 0913142 今岡奈美 平均台における「ロンダートから後方伸身宙返り」に関する技術分析 水島

47 0913144 梅津大輝 ストレッチングが下肢の瞬発力に及ぼす即時的影響 小山

48 0913151 倉口大 適切な動機づけを行うための有効な方法　信頼関係と動機づけの関係性について 大嶽

49 0913153 國保拓樹 アルティメット選手における試合時のエネルギー消費量と栄養補給について 松本

50 0913155 紺野孝太 レスリングの歴史と現代と未来～自らの経験から～ 櫛

51 0913158 首藤みなみ テニスのサービスリターンにおけるコース配分情報の影響について 高橋

52 0913159 新谷翔吾 過去の開催国から見る2020年東京オリンピック・パラリンピックが与える経済効果 野口

53 0913162 髙橋航太 ブラインドサッカーにおけるシュート分析：リオ2016パラリンピック競技大会およびアジア選手権2015を対象として 大嶽

54 0913163 瀧澤謙太 プロ総合格闘技選手におけるハムストリングスの柔軟性と蹴り動作の関係 小山

55 0913166 寺岡勇成 ２番打者が野球の勝敗に与える影響：データで見る日本大学野球部 櫛

56 0913167 中嶋みのり 男子大学生長距離選手における栄養摂取状況と血液状態について 松本

57 0913170 馬場勇志 イメージリハーサルが駅伝選手の自己効力感に及ぼす影響 水落

58 0913171 早島菜摘 大学生トライアスロン選手の試合前のコンディションについて 松本

59 0913172 平山凌 平行棒における「後ろ振り上がり前方屈身宙返り支持」のあふり技術に関する動作解析 水島

60 0913173 古川晃 継続的なスポーツ経験とコミュニケーションスキルの関係性 野口

61 0913176 松原拓矢 投てき選手における両脚スクワットの力発揮特性 村上

62 0913178 蒙克奥頓 日本国内の大学生柔道選手におけるブルー柔道着導入後の意識について 櫛

63 0913183 五十嵐柊平 ＹＧ性格検査から見る高校サッカー部の実態 大嶽

64 0913184 石見奈々 バドミントンゲーム中の心拍および距離・速度要因と勝敗の関係 小山

65 0913185 石山大輝 スポーツ選手の性格特性と競技意欲・競技レベルの関係性 水落

66 0913187 岩澤栞 遠投距離と体力要素の関係 小山

67 0913188 鵜飼真弘 体操競技のゆかにおける後方伸身宙返り３回ひねりについての一考察：後方伸身宙返り７/２回ひねりと比較して 水島

68 0913189 遠藤大聖 スポーツ活動がライフスキル獲得に及ぼす影響ついて-メタ分析による検討- 水落

69 0913192 尾名髙由佳子 日本剣道を支える武士道精神：日本剣道と韓国剣道の比較 櫛

70 0913194 川井知香 性格特性とあがりの関係が高校野球部員の打撃に及ぼす影響 水落

71 0913195 木村秀斗 学童野球における四死球 野口

72 0913196 栗原彰理 目標設定トレーニングによる選手のコミュニケーションスキルの変化 水落

73 0913197 小池真悠子 キャンプにおける施設・設備とプログラムの課題と改善策について 村上

74 0913198 越川進平 水分補給における炭酸飲料の可能性 松本

75 0913199 小西聡多 体操競技に対する試合前のメンタルトレーニングによる心理状態の変化 水落

76 0913201 佐藤力 肘関節と肩関節が守備の球速及び制球力に及ぼす影響について 野口

77 0913203 須賀菜緒子 局所冷却が表在及び深部痛覚に及ぼす影響 小山

78 0913205 田尾昌也 コレクティブエクササイズの実施がファンクショナルムーブメントスクリーンのスコアに及ぼす影響 小山

79 0913207 髙橋知寿 女子アルペンスキー選手の前十字靭帯損傷の受傷要因-時間的プロセスからみて- 水落

80 0913210 田原寛太 陸上競技部員の心理的要因と競技成績の相関性について 野口
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81 0913215 濱賢周 ライフセービング競技におけるマネキンキャリーのタイムとパワーの関係 小山

82 0913216 速水愛 日本とオーストラリアにおけるライフセービング活動の相違：ライフセービングの歴史から学ぶ 櫛

83 0913217 藤井巧真 ソフトテニスのポジション別性格特性の傾向 野口

84 0913220 政木佑介 男子大学サッカー選手における増量のための食事について 松本

85 0913222 森翔一 フェンシング競技サーブル種目における動作分析：防御時の腕の引き戻し動作に着目して 野口

86 0913223 安田晴香 足部アーチ高率と運動能力の関係 小山

87 0913227 神原瑞碧 ライフセービング競技における水泳経験者と未経験者の相違：タイムと心拍数，乳酸値の比較 小山

88 0913231 山田沙季 水分補給飲料における乳酸飲料の可能性について 松本

89 0913402 稲毛田成美 スポーツ傷害が引き起こす不安がパフォーマンスに及ぼす影響 水落

90 0913403 上林航平 占領下の柔道に関する研究 村上

91 0913504 井上貴志 バスケットボールにおけるデータを基にした勝敗に関する要因-全日本大学トップリーグ関東大学バスケットボールリーグに着目-城間

92 0913505 笠岡礼奈 段違い平行棒における「高棒懸垂から前振り出し1/2ひねり低棒とび越しから低棒倒立」に関する技術分析 水島

93 0913507 福永一毅 陸上競技跳躍選手における食事による身体組成の改善-栄養サポート- 松本

94 0913514 野村朋栞 バスケットボール選手におけるアジリティ能力とバランス力の関係性 小山

95 0913603 竹腰清亮 陸上競技跳躍選手の試合時における主観的疲労と食事の関係について-栄養サポート- 松本

96 0913605 白井杏奈 大学女子陸上競技選手における食事とヘモグロビン値の関係について 松本

97 0912503 石田能士 高校時代の運動部の指導者-選手間の人間関係とその影響 野口


