
口頭発表① 13:00-14:00　　　S404教室 座長：布目 寛幸（福岡大学）

13:00 AO-01
競技レベルの異なるゴールキーパーのダイビング動作に関する
バイオメカニクス的研究

沼津 直樹 筑波大学大学院

13:15 AO-02 大学生サッカー部員のナックルキック習得練習前後の動作変容 來海 郁 筑波大学大学院

13:30 AO-03
サッカートーキックのパフォーマンスを決定するボール
インパクトの技術的要因

成澤 一希 東京学芸大学大学院

13:45 AO-04 画像処理によるサッカー選手の体の向き識別 大塚 颯太 芝浦工業大学大学院

口頭発表② 14:10-15:10　　　S403教室 座長：星川 佳広（東海学園大学）

14:10 AO-05 アメリカンフットボール大学日本代表選手の体力特性 山下 大地 国立スポーツ科学センター

14:25 AO-06
Global positioning systemsと同期した映像視聴に関する
予備的調査

前鼻 啓史
順天堂大学
スポーツ健康医科学研究所

14:40 AO-07 女子フットサル選手のゲームパフォーマンスと体力特性の関連 大室 龍大 立教大学大学院

14:55 AO-08 プレー時の状態・難易度観察による，ゴールを奪う可能性向上 北田 典央 一般参加

口頭発表③ 14:10-15:10　　　S404教室 座長：鎌田 安久（岩手大学）

14:10 AO-09 トップレベルの大会におけるゴールキーパーのシュート
ストップ能力差 -2014ワールドカップブラジル大会において-

平嶋 裕輔 筑波大学大学院

14:25 AO-10 サッカーにおける相手ディフェンダーとミッドフィルダーの間を利用
した攻撃に関する研究　-Jリーグとブンデスリーガの比較を通して-

鈴木 健介 筑波大学大学院

14:40 AO-11
サッカーの攻撃におけるペナルティエリア内への侵入に関する
研究

塚本 純平 筑波大学

14:55 AO-12 オリンピックサッカー競技の試合日程がアクチュアルプレー
イングタイムとゲームフィジカルパフォーマンスに及ぼす影響

飛田 晃典 立教大学大学院

12月23日（土）　奨励賞セッション



口頭発表④ 15:20-16:20　　　S404教室 座長：宮城 修（大東文化大学）

15:20 AO-13 サッカー試合中の連続心拍数データの実用的解析法の提案：リアル
タイムモニタリングを想定した通信ストレス軽減を意図して

沖田 剛輝 岡山県立大学

15:35 AO-14 携帯型心拍数記憶装置内蔵GPSを用いたゴール型球技中の活動
分析　ボールとの関係やプレイヤーの動きの特性を評価する

三林 良馬 NASYU株式会社

15:50 AO-15 日本人女子サッカー選手における試合中の動きに関する研究 井口 祐貴 順天堂大学大学院

16:05 AO-16 サッカー試合中の生理的負担の評価を鑑みたトラッキングデータ分析法の提案：
メタボリックパワーは距離とスプリントに独立した競技レベルの指標になる

東野 祐哉 岡山県立大学大学院

ポスター発表① 13:00-14:00　　　S405教室 座長：大家 利之（中京大学）

13:00 AP-01 クラスター分析とネットワーク理論によるパス解析 川崎 貴裕 芝浦工業大学大学院

13:03 AP-02
女子サッカー選手におけるスモールサイドゲーム中の生理学的
応答と動きの特性

柳原 貴好 大東文化大学

13:06 AP-03
鬼ごっこを題材としたフィジカルトレーニングの有用性に
ついて　〜大学サッカー選手を事例に〜

大崎 恵介 山梨学院大学

13:00-14:00　　　S406教室

13:12 AP-04 サッカー選手自動追跡システムのフットサルへの適用 磯 勇亮 芝浦工業大学大学院

13:15 AP-05
ウォーミングアップ前の温熱刺激がサッカー選手の間欠的
運動パフォーマンスに及ぼす影響

杉本 菜穂子 大東文化大学

ポスター発表② 15:20-16:20　　　S405教室 座長：新海 宏成（東京学芸大学）

15:20 AP-06 サッカー選手の軸足の動きとボールの方向 小澤 佑介
医療法人社団広紫会
広瀬医院

15:23 AP-07
異なる状況下におけるサッカーのインサイドキック動作に
関するキネマティクス的研究

久保田 大智 筑波大学大学院

15:20-16:20　　　S406教室

15:29 AP-08
東北地区大学サッカーにおける難易度別シュートストップの
分析

芳賀 大河 宮城教育大学

15:32 AP-09
サッカーにおける主審の認知メカニズム
（Jリーグ審判員と地域審判員の比較から）

望月 雄介 名古屋大学大学院

15:35 P-01 女子サッカー選手の競技力向上を目指して 吉村 雅文 順天堂大学

※P-01のみ一般セッション

12月23日（土）　奨励賞セッション



口頭発表① 10:50-11:50　　　S404教室 座長：川原 貴（日本フットボール学会理事）

10:50 O-01 ロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会における英国大学
の実践的研究　オリンピック・パラリンピックのレガシー教育

相原 正道 大阪経済大学

11:05 O-02
地方都市における女子サッカー普及の経緯
－熊本県の中高生年代に着目して－

前田 博子 鹿屋体育大学

11:20 O-03 アメリカンフットボールにおける簡易型ゲームの開発について 山田 晋三 筑波大学

11:35 O-04 サッカーの2対2における攻撃の定量 高井 洋平 鹿屋体育大学

口頭発表② 13:30-14:30　　　S404教室 座長：安松 幹展（立教大学）

13:30 O-05 時間的制約を伴うボールキック方向の調節 濱田 佳孝 東京大学

13:45 O-06
ウォーキング/ジョギングサッカーにおけるサッカー特異的
動作に伴う付加生理的負担の評価

綾部 誠也 岡山県立大学

14:00 O-07
2017ユニバーシアード男子サッカー日本代表における
コンディショニング評価

宮森 隆行 国際医療福祉大学

14:15 O-08
試合後の高炭水化物摂取による筋グリコーゲン量の回復動向
（炭素磁気共鳴分光法を用いた検討）

中村 大輔 国立スポーツ科学センター

ポスター発表① 10:50-11:50　　　S405教室 座長：下園 博信（福岡大学）

10:50 P-02 体育授業におけるタグラグビーの指導内容に関する検討 三浦 棋介 流通経済大学大学院

10:53 P-03 試合時のGPSパラメータと身体組成との関係 大西 朋 帝京大学

10:50-11:50　　　S406教室

10:59 P-04 日本国内におけるラグビーの審判員制度に関する研究 杉浦 周平 流通経済大学院

11:02 P-05
女子ラグビーフットボールにおけるボールキャリアの
走パフォーマンス

小出 深冬 東京学芸大学

ポスター発表② 13:30-14:30　　　S405教室 座長：井上 功一郎（山形大学）

13:30 P-06
国内および海外サッカーチームにおけるキックの回数および
種類の比較

北川 柊斗 筑波大学

13:33 P-07
試合中の加速度と減速度からみた女子サッカー選手の競技力
の違い

澁川 賢一 東邦大学

13:30-14:30　　　S406教室

13:39 P-08 ロングフィードの正確性が高いサッカー選手の技術的特徴 成島 明仁 東京学芸大学

13:42 P-09
アメリカンフットボールのレシーバーにおけるブレイクの
動作分析

柴田 遼太 東京学芸大学

12月24日（日）　一般セッション
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