
氏名 題目 担当

1 北里　勇次 サッカーの試合における観戦動機とその影響要因に関する研究：Jリーグのカテゴリーの違いに着目して 水落 文夫

2 青木　沙久耶 新型コロナウイルス感染症とスポーツ：Withコロナ時代のスポーツの在り方について 大嶽 真人

3 薄井　拓也 安静時および運動時における心拍変動の再現性 長澤 純一

4 遠藤　大生 校則の意義・役割と今後の在り方に関する一考察 伊佐野 龍司

5 兼久　雄次朗 アキレス腱のスティフネスが跳躍パフォーマンスに及ぼす影響 小山 貴之

6 菊池　翔太 投てき条件の変化が円盤投の動作に与える影響 櫛 英彦

7 木村　梨芳 ブラインドサッカー選手の体力特性 大嶽 真人

8 小池　翔陽 競技者の心理的競技能力と色彩選択の関係性 水落 文夫

9 小山　竜弥 音楽聴取がスポーツ選手の気分とパフォーマンスに与える影響-音楽の嗜好に注目して- 水落 文夫

10 佐藤　太樹 教員の働き方に関する一考察：教員文化、制度に着目して 伊佐野 龍司

11 末次　功樹 ブラジル体操が運動パフォーマンスに及ぼす影響 小山 貴之

12 竹内　彬人 サッカーのボールリフティングとキック・ドリブルスキルの関係性 小山 貴之

13 西村　太我 試合前の野球選手のやる気に言葉がけの内容が与える影響 水落 文夫

14 藤田　理央 テニスにおける各セットの結果が次セットに及ぼす影響 小山 貴之

15 光居　大輔 運動様式の違い（自転車運動とトレッドミル）による運動強度依存的HRV変動様式の差異 長澤 純一

16 山﨑　琴葉 体操競技段違い平行棒「前方振り出し1/2ひねり低棒倒立」における考察-採点との関連性について- 小山 貴之

17 阿部　あゆな 学校の「内側」からの教育・授業研究方法試論-「学校観」の形成過程の検討- 鈴木 理

18 石上　聖也 スポーツ選手の自信がパフォーマンスに与える影響：練習と応援に注目して 水落 文夫

19 内田　涼ニ 精神病患者が増加した背景と精神病に対する運動の効果 川井 良介

20 宇津木　陽南 上体起こしテストと体幹屈筋持久力テストの比較検討 小山 貴之

21 大塚　圭人 酸素濃度の変動に伴うHRV（α1）の変動 長澤 純一

22 小宮　海徳 アジリティエクササイズにおける選択反応課題が脳血流に及ぼす影響 小山 貴之

23 酒井　真由 格闘技選手のオーバートレーニングを深刻化する心理的ストレス 水落 文夫

24 杉田　優真 定常運動時の心拍数とHRVのドリフト効果に及ぼす運動強度の影響 長澤 純一

25 高梨　光希 バスケットボールのフリースローにおいて、プレ・パフォーマンス・ルーティン動作が膝角度に与える影響について 小山 貴之

26 武内　弘輝 日本プロ野球における観客動員数が与える選手のパフォーマンスへの影響 小山 貴之

27 田縁　真大 レスリング競技において前日計量と当日計量の減量の仕方やパフォーマンスの違い：試合でベストな状態で挑める過程を考える 櫛 英彦

28 田村　彩夏 ルーティンの有無が硬式テニスのサービス成功率に及ぼす影響 小山 貴之

29 鶴田　皓己 サッカーにおけるU-13世代において効果的なトレーニングとコーチングについて 大嶽 真人

30 中村　友哉 教員志望の大学生はなぜ教員になることを諦めてしまったのか 大嶽 真人

31 久松　海南大 運動習慣と跳び箱運動の能力との関係性 水島 宏一

32 宮崎　祐 NBA選手におけるスリーポイント成功率と勝敗の関連性及びシューターの状況の違いによるシュート成功率の相違に関する分析 小山 貴之

33 安原　大将 ゴルフの海外メジャー選手権で日本人選手が優勝できた根拠と考察 櫛 英彦

34 山下　遥乃 大学生の運動部活動とアルバイト活動が社会的スキルに及ぼす影響 水落 文夫

35 阿部　公則 スポーツ経験における種目の違いは認知的熟慮性に影響を及ぼすのか 水落 文夫

36 荒木　芽依子 女子ワールドカップにおけるボール保持率が勝敗に及ぼす影響 小山 貴之

37 磯田　芽依 疲労課題がバスケットボールのフリースローシュート成功率に及ぼす影響 小山 貴之

38 今関　澪 コミュニケーションスキルに影響を与える運動部活動経験の検討 水落 文夫

39 梅田　慎太郎 格闘家の減量法におけるファスティングの実用性 松本 恵

40 大川　健人 重量挙げのスナッチにおける効率的なフォームの分析：バーベル軌道・速度から見える競技力向上の条件 川井 良介

41 川口　諒 スポーツ観戦において男女差における観戦動機の違いについての研究 水落 文夫

42 小坂　奈津子 大学生における運動時に飲料を選択する自己基準：お茶を選択する理由と指向性に注目して 松本 恵

43 小宮　希流 高校生年代における柔軟性及びバランス能力向上のための研究 大嶽 真人

44 坂野　秀尭 レスリング競技における怪我：怪我をしやすい場面や応急処置の検討について 櫛 英彦

45 桜井　美玖 投擲選手に対する栄養サポートについて 松本 恵

46 島田　一輝 サッカーにおける心拍数とパス成功率の関係性について 小山 貴之

47 鈴木　楓葵 最大筋力と筋パワーが野球の遠投距離および投球速度に及ぼす影響 小山 貴之

48 津田　拓大 生涯スポーツに向けた学校体育の在り方の再考 伊佐野 龍司

49 手嶋　祥太 フットサル戦術を用いたサッカーに活かせる攻撃時のペナルティエリアやバイタルエリア付近の崩し方 大嶽 真人

50 寺石　莉香 外発的に動機づけられたモチベーションがパフォーマンス能力に及ぼす影響 小山 貴之

51 直井　勝暉 学生野球選手の配球予測の方法：打者が打席内で行う予測について 水落 文夫

52 平田　剛士 小学校体育における準備運動の再考 伊佐野 龍司

53 本間　千勝 男子800m走世界トップ競技者と日本トップ競技者における走行スピード・ステップ長・ピッチの比較 小山 貴之

54 松渕　真平 大学フェンシング選手におけるコロナ禍の生活習慣と心理的競技能力の関係 髙橋 正則

55 山本　潤 海洋汚染と健康の教材に関する理論的研究 伊佐野 龍司

56 吉田　陸人 年代別の体力・運動能力調査：高齢者の記録向上や今後の運動課題 櫛 英彦

57 飯野　未来 オリジナルダイエットプログラム「ミクササイズ」を用いた女子大学生のダイエット効果と影響について 松本 恵

58 板谷　真希 平地と砂地での跳躍力の相違 小山 貴之

59 小林　夏実 女子大学生における高校在学時と比較した生活習慣の変化と体重との関係について 関　慶太郎

60 佐々木　海渡 「金属バット」と「木製バット」の飛距離の違い 櫛 英彦

61 佐藤　栞 スレッジジャンプの傾斜条件の違いが酸素摂取量と下肢のバイオメカニクスに与える影響 関　慶太郎

62 佐村　洸太 体育における二極化傾向の要因及び解決策に関する一考察 伊佐野 龍司

63 角田　拓大 体操競技のヒーリーにおける熟練者と未熟練者の違い 水島 宏一

64 永田  朝子 高糖質溶液によるマウスリンスが体操競技のゆかのパフォーマンスに与える影響 松本 恵



65 星野　亮介 打順の変化による競技パフォーマンスへの影響：上位打順と下位打順を比較して 水落 文夫

66 村上　榛希 体操競技のあん馬における「逆交差1/4ひねり-把手上倒立経過下ろして開脚支持」の力と柔軟性の関係 水島 宏一

67 山岸　宥貴 障害児童に対するメンタルビジョントレーニングの効果と関係性 小山 貴之

68 安倍　雅哉 若者のスマホ依存と承認欲求　中学生の実態と課題 櫛 英彦

69 市村　和子 ウサギ跳び動作における下肢関節の負荷 関　慶太郎

70 海老澤　惇 立位姿勢からのジャンプとｳｻｷﾞ跳びの下肢バイオメカニクスの比較 関　慶太郎

71 大迫　健寛 現代プロレスのマーケティング方法について 水上 博司

72 大庭　弘暉 運動習慣継続の阻害要因と改善案の検討：時間的余裕のある大学生を対象として 櫛 英彦

73 小保方　彩季 Multi Contact Time Jump Testで評価される動作特性とバレーボールにおけるスパイクジャンプとの関係 関　慶太郎

74 黒木　聖哉 ゆか運動における後方伸身宙返り3回ひねりの脚割れについての研究 水島 宏一

75 鈴木　彩楓 観衆の応援がバレーボール選手の試合中の心理的ストレスに与える影響 水落 文夫

76 堤　勇太 野球におけるイップスを自覚する選手の動機づけ雰囲気に関する研究 水落 文夫

77 松本　百香 部活動における部員の動機づけが適応感に及ぼす影響：良好な人間関係に着目して 水落 文夫

78 三崎　光陽 足関節テーピングの種類が動的バランスに及ぼす影響-足関節内反捻挫既往者を対象として- 小山 貴之

79 村松　健太 後天的に下肢、又は上肢に障害を負ったサッカー競技者のアンプティサッカーによる競技復帰：競技復帰を通しての心情の変化 大嶽 真人

80 山脇　稜 下肢筋の加速度エクササイズがジャンプ能力に及ぼす影響 小山 貴之

81 中野　佑美 判定競技の部活動における体罰について-STT尺度と進学方法に着目して- 川井 良介

82 水口　英龍 高校時の「飯トレ」がその後の野球技術の向上に及ぼす影響について 松本 恵

83 志水　駿介
大学生男子バスケットボール選手におけるコンディショニングを目的とした粉末飲料の継続摂取による試合時のパフォーマンス及びコンディション

への影響
松本 恵
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