
平成29年度　卒業論文テーマ一覧

No 氏名 題目 担当

1 浅川　裕亮 プライオメトリクスエクササイズが跳躍力に与える即時効果について 小山　貴之

2 遠藤　雄太 フットサルにおける学生選手と社会人選手のシュート及びゴール分析 大嶽　真人

3 太田　万致子 局所マッサージが筋硬度と筋緊張に及ぼす影響 小山　貴之

4 小野　由希子 大学バスケットボールにおけるBOXSCOREを利用したゲーム分析 高橋　正則

5 春日　和人 投手の投球速度と体格および筋力の関係 野口　智博

6 菊池　奈美 体操競技段違い平行棒「後方車輪1回ひねり」における考察-採点との関連性について- 小山　貴之

7 木伏　雄太郎 陸上競技中距離走選手に対するプライオメトリクスエクササイズが垂直跳躍能力に及ぼす即時的影響 小山　貴之

8 窪地　洸介 現役選手と引退選手の糖摂取がパフォーマンスに及ぼす影響 野口　智博

9 駒形　遼太 私教育の社会的機能の考察 伊佐野　龍司

10 坂　正崇 陸上競技選手の心理的競技能力 野口　智博

11 櫻井　実里 水泳中の呼吸の有無による身体への疲労度の影響 小山　貴之

12 佐藤　大地 筋パワーと球速・遠投距離の関係 小山　貴之

13 澤幡　義克 呼気アルコール濃度の上昇変化とそれに伴う精神作業能力の変化 野口　智博

14 新号　健 留学生が日本高校バスケットボール界に与える影響 城間　修平

15 高木　真由子 男装の真実（男装の麗人とピアニストとともに） 櫛　英彦

16 田中　竜 計算課題と視覚によるプレッシャーがフリースロー成功率に及ぼす影響 小山　貴之

17 平林　泰成 民間スポーツクラブでの身体活動がストレス・コーピングに与える影響 高橋　正則

18 藤田　大輝 ウォーミングアップの種類が下肢パフォーマンスに与える影響 小山　貴之

19 三浦　ゆきみ 言語論の枠組みを援用した教育の見方 伊佐野　龍司

20 山本　怜以 日本のTＩＤプログラムと各国との比較 野口　智博

21 朝比奈　大樹 新体力テスト，長距離種目「シャトルラン」及び「持久走」の得点の妥当性 野口　智博

22 東　もなり アルティメットにおけるフライングディスクの飛距離と回転数および身体的特徴との関係 小山　貴之

23 大川　勇人 ソフトテニスゲーム中の心拍および距離・速度要因と勝敗の関係 小山　貴之

24 大森　紗帆 ゴルフにおける瞬発力と飛距離の関係性 小山　貴之

25 粕谷　夏海 バレーボールの動きの力学的解釈と上達のための練習法 吉田　明子

26 清本　恵太 ハウスダンスにおける経験年数と心拍数の関係 小山　貴之

27 澤畑　有里子 我が国の健康寿命におけるロコモティブシンドロームの重要性 吉田　明子

28 自見　翔太 日本サッカー界の現状と課題‐海外と比較して‐ 吉田　明子

29 高木　翔平 運動時心拍数が反応時間・情報処理能力に及ぼす影響 小山　貴之

30 髙見　昌和 鉄棒における「前方浮腰回転振り出しひねり倒立（アドラーひねり倒立）」の技術において 水島　宏一
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31 外山　由依 ソフトボールにおける打球速度と体格・筋力の関係性 小山　貴之

32 中村　雅俊 ストリートダンサーから見た日本のダンス教育の展望 吉田　明子

33 野澤　大生 フロントスクワットとバックスクワットにおける筋活動について 小山　貴之

34 花井　圭太 助走の距離と速度がジャンプの高さに及ぼす影響 小山　貴之

35 牧野　良祐 リフレクション評価からみた巻き足の個別指導 野口　智博

36 宮澤　克徳 陸上競技における片足動作の重心動揺と4スタンスの関係性 野口　智博

37 山田　健介 ランニングと生活の質に関する研究 水上　博司

38 渡辺　寛己 コミュニケーション能力改善におけるアイスブレイクの意義 吉田　明子

39 雨倉　冴子 水中運動と陸上運動における疲労度の比較 小山　貴之

40 石原　淳哉 フォワードランジにおける姿勢と足幅の違いが大腿四頭筋筋電図活動に及ぼす影響 小山　貴之

41 小池　さつき バドミントン選手におけるバランス能力の検討 小山　貴之

42 佐々木　奨之 スピードスケート選手における栄養摂取状況改善による、筋持久力、無酸素性能力、有酸素性能力の向上栄養サポー 松本　恵

43 田口　大樹 サッカー選手の方向転換を含む疾走能力と筋パワー及び無酸素パワーとの関係性 小山　貴之

44 田島　理沙子 高校の課外活動による社会的スキルの獲得に関する研究 高橋　正則

45 永井　馨 トライアスリートにおけるビタミンD摂取状況と理解度について 松本　恵

46 野田　広大 水泳競技における個人競技と集団競技のソーシャルスキル差 野口　智博

47 船田　修平 インステップシュートにおける動作分析～利き足と非利き足の比較から～ 小山　貴之

48 宮村　優太 アルコール摂取が貧血に及ぼす影響 松本　恵

49 安井　亮 千葉県の中学校期の陸上競技における競技力向上についての考察（全国比較による現状と要因から） 大嶽　真人

50 秋山　俊樹 一県一代表制度による一校の格差 野口　智博

51 市川　大二郎 ジュニアサッカー競技者における食習慣・食意識と競技力の関連について 松本　恵

52 小川　未紗 局部アイシングが筋疲労に及ぼす影響 小山　貴之

53 小林　裕亮 ルール学習について　ラグビーを具体例に 鈴木　理

54 志村　裕二 動的ストレッチングが短距離走疾走時のストライドに与える影響 小山　貴之

55 藤　慶行 トレイルランニングによる酸化還元電位と8‐OHdGの変化 長澤　純一

56 長井　理沙 女子バスケットボール選手におけるワンハンドシュートとツーハンドシュート時の下肢荷重量と成功率の関係 小山　貴之

57 中川　敬悟 他国と比較した日本ラグビーの課題 野口　智博

58 土方　健生 世界と日本のバスケの違い：ＮＢＡとＢリーグを比較対象として 城間　修平

59 渡邊　美佳 大学生のランニングシューズの購買の際に重視する機能と，スポーツメーカーのランニングシューズの機能の検討 大嶽　真人

60 石島　涼麻 我が国のスポーツ指導者養成カリキュラムの変遷 青山 清英
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61 伊藤　大毅 体操競技の平行棒における棒下宙返り倒立の技術分析　肩と腰の動きに焦点をあてて 水島　宏一

62 瓜生　裕希 社会問題に向き合う態度の形成について：飢餓問題解決へのファシリテーターの育成 鈴木　理

63 小野　楓 生きづらさに寄り添う「身体経験」の可能性 鈴木　理

64 加藤　舜 走高跳におけるはさみ跳びと背面跳びの踏切局面の関係性について 水島　宏一

65 金井　芽彩 高校運動部活動の経験からみる大学運動部への継続と離脱要因について 大嶽　真人

66 木原　貴日人 競技経験の有無による野球の投球動作の相違 小山　貴之

67 久保田　謙次郎 ゆとりの意図再考 伊佐野　龍司

68 甲賀　洋人 サッカーにおける外的環境が及ぼす影響について 大嶽　真人

69 佐村　亮太 教育を「形」にする 鈴木　理

70 篠原　可子 体育科授業における自己肯定感の再考 伊佐野　龍司

71 島田　貴也 つり輪における「伸腕伸身逆上がり十字懸垂」の技術と練習方法についての一考察 水島　宏一

72 白井　勝太 スポーツオノマトペがレスリング選手の気分状態とパフォーマンスに与える影響 水落　文夫

73 髙木　希理 ブラインドサッカーにおけるゴールスローの選手の位置関係の分析：アジア選手権2015を対象として 大嶽　真人

74 中野　椋介 アイドルがもたらす社会的効果 吉田　明子

75 西野　眞平 ブラインドサッカーにおける移動速度及び心拍数の分析 大嶽　真人

76 平野　竣介 「体操競技におけるスポーツ障害とその対策」 櫛　英彦

77 福元　翔太 学生期におけるサプリメントの利用実態に関する調査 松本　恵

78 本多　秀之 自律神経系が心身に与える影響について 吉田　明子

79 山鹿　友樹 閉眼時における歩行の比較 野口　智博

80 山本　凌平 サーフィンにおける傷害の実態 野口　智博

81 小田　悠平 大学生クロスカントリースキー選手を対象とした栄養サポート：疲労回復を目的として 松本　恵

82 江越　野々香 バレーボール熟練者と非熟練者における跳躍能力の相違 小山　貴之

83 西本　理紗 運動経験の違いが便秘の原因に関連するか 松本　恵

84 安藤　紀宝 学級集団における排除構造の問い直し 伊佐野　龍司

85 吉原　奈美 ビーチバレーボールにおけるレセプションからの攻撃に関する基礎的研究 大嶽　真人

86 佐藤　将 2020年東京五輪における東京都の経済の変容：インバウンドの観点から 大嶽　真人


