
No. 氏　名 題目 担当教員

1 逢坂 凌平 馬の緊張状態について：馬の競技中と普段の違い 櫛 英彦

2 和佐田　遼 eスポーツはスポーツと言えるのか：「プレイ論」から「スポーツ宣言日本」まで5つのスポーツ定義から考える 水上 博司

3 日高　広貴 体育専攻学生における性格特性の外向性と海外留学に関する意識 髙橋 正則

4 桑原　直也 五輪の転換期にみた今後のスポーツのあり方：スケートボードカルチャー史を事例に 水上 博司

5 奥村　忠広 ボディビルディング競技者及び習慣的にトレーニング現場で活動する人々の栄養学的知識の蓄積具合の把握に関する研究 松本 恵

6 金森　歩美 創作ダンス発表会における作品発表の傾向について：N大学創作ダンス発表会の2017年度∼2019年度の作品を対象に 関 慶太郎

7 神長 基晴 学校体育ボールゲーム指導におけるファウルの在り方に関する一考察：バスケットボールを題材にして 伊佐野 龍司

8 河村　圭 日本サッカーとマドリードのサッカー：ファンサポーターの気質における相違 大嶽 真人

9 黒木　恋 体育教師の習慣構造から捉える体罰発生の一要因 伊佐野 龍司

10 坂入　睦美 足関節内反捻挫の既往がバランス能力に及ぼす影響 小山 貴之

11 貞　亮真 レスリング選手における減量方法とパフォーマンス：アスリートにおいてのコンディショニングの試み 櫛 英彦

12 鈴木　奈菜 体育授業が運動有能感に及ぼす影響 大嶽 真人

13 坪田　雛乃 男子ハンドボールにおける勝因について：第26回男子世界選手権の試合統計 小山 貴之

14 中里　綾音 選手の性格特性と選手のやる気に及ぼす指導法の影響 大嶽 真人

15 橋本　雄大 道徳教育における教科体育の独自性に関する一考察 伊佐野 龍司

16 林　宗良治 心拍変動のトレーニングによる影響 長澤 純一

17 松田　友成 大学生競技者のレジリエンス向上を促進する時間的展望 水落 文夫

18 森　康二朗 スポーツ選手用イップス尺度の開発 水落 文夫

19 市毛 聡一 投手の投球速度と身体能力の相関関係 小山 貴之

20 菊池　倭史 ゴール型ゲームのカリキュラム作成に関する考察 鈴木 理

21 小池　悠斗 球技における学習内容についての再考：ゴール型ゲームを手掛かりにして 伊佐野 龍司

22 五味　晃一朗 サッカーにおけ性格特性に関する検討：小学生，中学生，高校生に着目して 大嶽 真人

23 坂本　將眞 コロナ禍における大学バレーボール界のリスクマネジメント及び組織の動き 水上 博司

24 高橋　海斗 「正しい」キャリアへの批判的検討：先行き不透明な社会を生き抜くために 伊佐野 龍司

25 寺迫　晃良 ブラインドサッカー選手のフィジカルパフォーマンス分析 大嶽 真人

26 原 謙友 大腿筋の組織フロッシングが下腿関節可動域とジャンプパフォーマンスに与える影響 小山 貴之

27 松井龍二 動的ストレッチがスプリントにおけるパフォーマンスに及ぼす影響 小山 貴之

28 松田 幸輝 器械運動の授業における動きの言語化を用いた指導に関する一考察 伊佐野 龍司

29 八木沼　太雅 スティックを使用した運動が動的バランスに与える影響 小山 貴之

30 山下　広夢 運動好き嫌いの要因となる評価・フィードバックに関する一考察 伊佐野 龍司

31 阿部　奏弥 学びの循環を生み出す教師の役割：各教科等の「見方・考え方」の育成 鈴木 理

32 岩永　一恵 大学剣道選手の運動処方：有酸素性能力に着目して 川井 良介

33 栢沼　みく バスケットボールにおけるフリースローシュート課題の最中に認知課題を与えるとパフォーマンスはどう変化するのか 小山 貴之

34 小山　駿介 酸素濃度の違いによる酸化ストレスの差 長澤 純一

35 新保　徹 得点圏にランナーがいる場面における各要因が得点・無得点に与える影響 小山 貴之

36 高橋　理基 コンプレッションウェアの着用が奏功動作に及ぼす影響について 小山 貴之

37 寺田　亮太 競技としての「大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ」の日本での歴史と更なる発展 櫛 英彦

38 長崎　汰地 アスリートにおけるアレルギー疾患・アトピー性皮膚炎罹患状況に関するアンケート調査：乳酸菌接種頻度に着目して 松本 恵

39 二宮　天舞 呼吸のタイミングがベンチプレスにおけるパワーと挙上速度に及ぼす影響 小山 貴之

40 松村　朱莉 膝前十字靭帯損傷についての文献的考察：スポーツ別の特徴と今後の展望について 櫛 英彦

41 若木　郁美 女子ハンドボールにおける勝因について：第24回ハンドボール女子世界選手権における試合統計 小山 貴之

42 伊藤　拓真 大学フェンシング選手の競技力と食行動の関係 髙橋 正則

43 稲垣 由奈 積極的な応援が運動パフォーマンスに及ぼす影響 小山 貴之

44 金澤　仁秀 バドミントンの試合におけるスマッシュ数が勝敗に及ぼす影響について：総ストローク数およびスマッシュによる得点打数を通じて 小山 貴之

45 釘本　道正 動的ストレッチングが跳躍力に及ぼす影響 小山 貴之

46 河野　裕人 陸上競技選手におけるコンディショニングの状況と競技力の関係 髙橋 正則

47 齋藤　行男 学校教育における部活動の今後のあり方について：指導者の声かけに着目して 大嶽 真人

48 向山　皓規 サッカーにおけるポジションごとのパス成功率と勝敗の関係 小山 貴之

49 高橋 涼介 3条件のシューズの違いがジャンプパフォーマンスに及ぼす影響 小山 貴之

50 田島　勇人 大学テニス選手におけるスポーツ外傷・障害の発生と心理的競技能力との関係 髙橋 正則

51 田中　美羽 パーソナル食コンディショニングサポートサービスアプリケーション使用による栄養教育効果とコンディション改善への影響 松本 恵

52 豊田　奈央 下腿筋の靭帯ストレッチングがジャンプ能力に及ぼす影響 小山 貴之

53 橋田 直季 J1リーグの観客動員率が試合に及ぼす影響 小山 貴之

54 平野 翔太 プロ野球の各試合における勝敗の要因 小山 貴之

55 星野 佐祐 ラジオ体操第一の実施が柔軟性に及ぼす影響 小山 貴之

56 片桐 花 動的ストレッチングが動的バランスに及ぼす影響 小山 貴之

57 佐京　昂亮 アスリートが緊張状態にあると交感神経と副交感神経がどのように働き、どのような影響あたえるのか 櫛 英彦

58 杉山　陸太 スタジオジブリ作品と観光 櫛 英彦

59 長崎　円香 女子ソフトボールにおける打撃結果とコースの関係性 小山 貴之

60 平野 亮 学校教育におけるいじめに関する考察 櫛 英彦

61 若林　丈二 あおり運転の発生要因：安全な車社会を実現するために 櫛 英彦

62 若田部　祥大 ラグビーにおける観戦動機に関する研究：2019年RWC新規観戦者に着目して 水落 文夫
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63 伊藤　夏美 有酸素能力からみた大学女子剣道選手の運動処方について 川井 良介

64 中根 あやの 大学女子剣道選手の全身持久力について：最大酸素摂取量と心拍数からの検証 川井 良介

65 田中　佑典 運動強度に対するSmO2の変動 長澤 純一
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