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Ⅰ．九州体育・スポーツ学会第 55 回大会要項
１．名 称：九州体育・スポーツ学会第 55 回大会
２．目 的：体育・スポーツに関する科学的研究を行い、体育学およびスポーツ科学の発展
をはかり、体育・スポーツの実践に寄与する
３．主 催：九州体育・スポーツ学会
４．主 管：九州体育・スポーツ学会第 55 回大会運営委員会(佐賀県)
５．後 援：佐賀県教育委員会・佐賀市教育委員会
６．日 程：2006 年 9 月 2 日（土）
・3 日（日）
9 月 2 日（土）
（1 日目）
8:30~

受付

8:45~10:00

理事会(新旧合同)

10:30~12:00

一般研究発表（口頭発表Ⅰ）

12:00~13:00

昼休み

13:00~14:20

特別講演

14:30~16:30

全体シンポジウム

16:40~17:40

総会

18:20~20:00

懇親会

9 月 3 日（日）
（2 日目）
8:30~
9:00~10:30

受付
助成研究・課題別フリートーク

10:40~12:00

専門分科会シンポジウム

12:00~13:00

昼休み

13:00~13:50

スチューデント･セッション

14:00~15:30

一般研究発表（口頭発表Ⅱ、ポスター発表）

７．会 場：佐賀大学文化教育学部

〒840-0027 佐賀市本庄町１番地

８．参加者：体育・スポーツ学あるいはこれに関連する諸科学の研究者等
９．内 容：特別講演、シンポジウム、専門分科会、研究発表等
１０．参加費：九州体育・スポーツ学会会員 3,500 円、非会員 1,000 円

１１．第 55 回大会運営委員会
大会会長

長谷川 照(佐賀大学学長)

大会副会長

高田

弘(西九州大学学長)

福元 裕二(佐賀短期大学学長)

高島 忠平(佐賀女子短期大学学長)
顧

参

問

与

大会委員長

貞松 征夫(九州龍谷短期大学学長)

徳永 幹雄(第一福祉大学)

金崎 良三(佐賀大学)

進藤 宗洋(福岡大学)

松永 淳一(長崎大学)

橋本 公雄(九州大学)

照屋 博行(福岡教育大学)

平田 哲史(福岡教育大学)

榊原 浩晃(福岡教育大学)

芹田 壽彦

古賀 妙子

冨山

清

礒谷 誠一

井上 正昭

久永 義裕

吉牟田美代子

中島 照久

日高 敬兒(佐賀大学)

大会副委員長 木村 靖夫(佐賀大学)

久富

庶

務

池上 寿伸(佐賀大学)

坂元 康成(佐賀大学)

会

計

原田奈名子(佐賀大学)

井上 伸一(佐賀大学)

研

究

江̲

桧垣 靖樹(佐賀大学)

堤

渉

外

福本 敏雄(佐賀大学)

石̲

近藤 芳昭(西九州大学)

会

場

栗原

齋藤 健治(佐賀大学)

小川 鮎子(佐賀女子短期大学)

松本 勇治(佐賀女子短期大学)

山田 力也(西九州大学)

利昭(佐賀大学)

淳(佐賀大学)

池田 孝博(佐賀短期大学)

【大会本部】

守(佐賀短期大学)

康隆(佐賀女子短期大学)

公一(九州龍谷短期大学)

教養教育運営機構１号館１階 CAI 演習室
大会中の電話連絡先：０９０− ６７７１− ０３２２

大会事務局

〒840-0027 佐賀市本庄町 1 番地 佐賀大学文化教育学部
池上寿伸 気付

電話＆FAX 0952-28-8355

E-mail：ikegamit@cc.saga-u.ac.jp

【学会本部】
学会事務局

教養教育運営機構１号館１階 会議室

〒811-4192 宗像市赤間文教町 1 番地 1 福岡教育大学保健体育講座内
照屋博行 気付 九州体育･スポーツ学会事務局
TEL: 0940-35-1457 FAX: 0940-35-1709

１２．大会開催上の留意事項

○大会受付
時 間：2006 年９月 2 日（土）
、３日（日）の両日とも 8:30 から
参加費：九州体育・スポーツ学会会員 3500 円、非会員 1000 円
その他：大会受付時に懇親会費を徴収します。なお、９月２日の懇親会会場においても当日参加の受付を
いたします。ご協力お願いいたします。
（会員 3000 円、学生会員 2000 円）

○一般研究発表者
１．一般研究発表（口頭発表）について
（1）発表の受付は所定の発表会場入口で発表 30 分前までに行ってください
（配布資料は 50 部を受付時に提出してください）
（2）一演題につき発表 12 分、引き続き質疑応答３分の計 15 分間です
（3）次演者は次演者席に着席してください
（4）パソコン等の動作確認は会場が使用されていない時間に行ってください
（不明の時は大会本部までご連絡してください）
２．一般研究発表（ポスター発表）について
（1）発表の受付およびポスター掲示は、各発表会場２日目の 12 : 00 から 13 : 30 までの間に済ませてくだ
さい
（2）質疑応答時間は 15 : 00 から 15 : 30 までです。発表者は、ポスター前にて対応してください

○座長
１．座長の受付は発表会場入口で発表の 30 分前までに行ってください

○質問者
１．座長から指名を受けた後、所属、氏名を述べてから質問してください
２．ポスター発表では、自由に質問・討論を行ってください

○休憩所
場 所: 教養教育運営機構 1 号館２階 １２１番教室
時 間：９月２日（土）
、３日（日）の両日とも 8:30 から 16:00
その他：お茶等を用意しております
荷物等の預かり業務は致しません
荷物等を置いて教室から離れる場合には、貴重品は所持してください

【会場案内図（その１）大学構内の概略図】
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１３．会議日程

【総務委員会・役員会】
日時：９月１日(金) １６時３０分 ~ １７時５０分
場所：教養教育運営機構１号館１階 会議室

【理 事 会】
日時：９月２日(土) ８時４５分 ~ １０時
場所：教養教育運営機構１号館１階 会議室

【総

会】
日時：９月２日(土) １６時４０分 ~ １７時４０分
場所：教養教育運営機構２号館１階 ２１１番教室

【懇 親 会】
日時：９月２日(土) １８時２０分 ~ ２０時
場所：佐賀大学大学会館１階

Ⅱ．九州体育・スポーツ学会
第５５回大会プログラム
１．日程と会場
２．特別講演
３．全体シンポジウム
４．助成研究フリートーク
５．課題別フリートーク
６．専門分科会シンポジウム
７．一般研究発表（口頭発表）
８．一般研究発表（ポスター発表）
９．スチューデントセッション

１．日程と会場
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ン
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一般研究発表
（口頭発表Ⅱ）

一般研究

一般研究発表

発表

（ポスター発表）

（口頭
発表Ⅱ）
学会本部：会議室（教養教育運営機構 1 号館 1 階）
大会本部：CAI 演習室（教養教育運営機構 1 号館 1 階）
展

示：教養教育運営機構 1 号館 1 階ロビー（東側）

質疑応答
(15：00~15：30)

【会場案内図（建物平面図）
】
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２．特別講演
日時：９月２日（土） １３：００~１４：２０
会場：２１１番教室

古川 康 （佐賀県知事）
演題：「スポーツと地域づくり」
３．全体シンポジウム
日時：９月２日（土） １４：３０~１６：３０
会場：２１１番教室
テーマ「スポーツとメディアについて考える（２）
− 豊かな“まちづくり”を目指して− 」
コーディネーター：山本 教人（九州大学）
根上 優（宮崎大学）

演者：佐々木 峻（株式会社 天山リゾート代表取締役・社長）
「スキー場経営者として、日本におけるスノーボード競技者の育成として」

演者：緒方 うらら（ウィンブルドン九州テニス・支配人）
「テニス人育成者の立場から」

演者：富吉 賢太郎（佐賀新聞論説委員長）
「一般市民の立場とメディアの側から」

４．助成研究フリートーク
日時：９月３日（日） ９：００~１０：３０
会場：１２６番教室
研究助成金制度採択研究
１）非監視下のウォーキング継続化のための介入プログラムの開発

○村上 雅彦（九州大学大学院）
２）農山村生活者の生活構造と総合型スポーツクラブのあり方に関する研究

○後藤 貴浩・中川 保敬（熊本大学）

５．課題別フリートーク
日時：９月３日（日） ９：００~１０：３０
（会場：１２５番教室）
スポーツとコミュニケーション
○兄井 彰（福岡教育大学）

（会場：１３５番教室）
大学体育でアダプテッド・スポーツ教育を確立するために必要なものは何か？
○柿山 哲治（活水女子大学）

（会場：１３６番教室）
子どものスポーツ環境 − その捉え方とマネジメント−
○武隈 晃（鹿児島大学）

６．専門分科会シンポジウム
日時：９月３日（日） １０：４０~１２：００
第１、第２分科会合同シンポジウム
（会場：１２６番教室）
司 会：榊原 浩彰（ 福岡教育大学）
演 者:仲里 清（九州共立大学）

三輪 一義（琉球大学）

伊藤 友記（九州共立大学）
テーマ：チーム作り・選手つくり − 指導者の視点から−

第３分科会シンポジウム
（会場：１２５番教室）

司 会：桧垣 靖樹（佐賀大学）
演 者：井出 幸二郎（福岡大学）
テーマ：運動時の脳内乳酸利用

第４、第５分科会合同シンポジウム
（会場：１３５番教室）
司 会：原田 奈名子（佐賀大学）
演 者：海野 勇三（山口大学）
テーマ：現行学習指導要領下の体育授業における子どもの学びの実相
− 教科体育カリキュラムおよび教育方法への反省的考察−

７．一般研究発表（口頭発表Ⅰ）
日時：９月２日（土） １０：３０~１２：００
（会場：１２５番教室）
座長：山田 力也（西九州大学）
１０：３０~ スポーツ場面に見られる日本教的現象
○山下 和彦（福岡大学）

１０：４５~ ペースメーカーとマラソン競技論
○岡田 猛（鹿児島大学）

１１：００~ アメリカプロスポーツにおける、社会との相互関連性
○近藤 麻美（九州大学大学院）

座長：谷口 勇一（大分大学）
１１：１５~ 市民スポーツ大会における参加者の地理的分布に関する研究
− いぶすき菜の花マラソン大会と指宿トライアスロン大会に着目して−
○山̲

利夫（鹿屋体育大学）

１１：３０~ スポーツ・ボランティア組織の形成と運営に関する事例研究
○金崎 良三（佐賀大学）

１１：４５~ フットサル競技選手における動機づけビデオがもたらす心理的変容
○永尾 雄一（九州大学大学院） 杉山 佳生（九州大学）
山̲

将幸（九州大学大学院）

一般研究発表（口頭発表Ⅰ）のつづき
（会場：１２６番教室）
座長：青柳 領（福岡大学）
１０：３０~ 中高年女性における咬合力と体力との関係についての研究
○永山 寛（鹿屋体育大学大学院）

浜岡 隆文・吉武 裕（鹿屋体育大学）

木村 靖夫（佐賀大学）

１０：４５~ 70 歳節目健診受診者を対象とした踏み台運動による転倒予防教室の取り組み
− 福岡市全７区の保健福祉センターにおける教室展開とその成果−
○黒柳 洋介・柳川 真美・松原 建史・江上 裕子・神宮 純江（福岡市健康づくりセンター）
川村 彩子・山下 貴教・生田 純男・石見 淳二（株式会社 健康科学研究所）

１１：００~ ラグビーの試合におけるフォワード選手の筋損傷の程度とゲーム貢献度との関連性
○戸田 尊・野上 敦司（福岡大学大学院）

村上 純・田中 守（福岡大学）

座長：吉武 裕（鹿屋体育大学）
１１：１５~ ミュール着用の階段下降
○音成 陽子（中村学園大学）

１１：３０~ 幼児の運動能力と日常生活行動との関連
○池田 孝博（佐賀短期大学） 青柳 領（福岡大学）

１１：４５~ 項目応答理論によるとびこしくぐり動作の主観的評価
○青柳 領（福岡大学）

一般研究発表（口頭発表Ⅰ）のつづき
（会場：１３５番教室）
座長：福本 敏雄（佐賀大学）
１０：３０ 体育学習における児童の運動感覚能力の変容過程
− 探索的実践を通して−
○村田 泰伸（山口大学大学院）

海野 勇三（山口大学）

１０：４５ 運動イメージの言語化とその共有の可能性
− 「体話」活動の教育的価値−
○芦原 実（山口大学大学院） 海野 勇三（山口大学）

１１：００ 体育科における学習評価に関する基礎的研究
− 戦後学習指導要領にみる評価観の変遷−
○北本 徹（山口大学大学院） 海野 勇三（山口大学）

座長：三輪 佳見（宮崎大学）
１１：１５ 「スポーツ・リテラシー」に関する基礎的研究（１）
− その構造的把握と新概念を提起する意味−
○海野 勇三（山口大学） 中島 憲子（中村学園大学）
口野 隆史（精華女子短期大学）黒川

哲也（鈴峯女子短期大学）

鐘ヶ江 淳一（近畿大学九州短期大学）

１１：３０ 幼児期における運動遊びの指導に関する基本課題
− 指導内容のカテゴリーの再検討−
○口野 隆史（精華女子短期大学）

鐘ヶ江 淳一（近畿大学九州短期大学）

中島 憲子（中村学園大学） 黒川 哲也（鈴峯女子短期大学）

海野 勇三（山口大学）

１１：４５ 中学校期の体育授業改革と教育課程づくりの課題（３）
− スポーツ観とそれを規定する要因との関連−
○中島 憲子（中村学園大学） 海野 勇三（山口大学）
口野 隆史（精華女子短期大学）

黒川 哲也（鈴峯女子短期大学）

鐘ヶ江 淳一（近畿大学九州短期大学）

一般研究発表（口頭発表Ⅰ）のつづき
（会場：１３６番教室）
座長：西谷 憲明（鹿児島国際大学）
１０：３０ さいころゴールを用いたボールゲームの考案とその可能性
○黒木 秀一（熊本大学大学院）

坂下 玲子（熊本大学）

１０：４５ フラットウｵーターレーシングカヌーのコーチングに関する一考察
○神田 将志（福岡大学大学院）

豊村 伊一郎（福岡大学）

１１：００ 卓球競技における高齢卓球選手の効果的打球姿勢について
− 重心移動に着目して−
○森山 琢磨（福岡大学大学院）

田中 守（福岡大学）

座長：木村 靖夫（佐賀大学）
１１：１５ ラグビーフォワード選手における無気的走パワーの間欠的発揮能力に関する研究
− 身体接触と筋損傷による影響−
○野上 敦司・戸田 尊（福岡大学大学院）

村上 純・田中 守（福岡大学）

１１：３０ パーセプショントレーニングがパフォーマンスに及ぼす影響
○岡本 憲明（佐賀大学大学院）

坂元 康成・池上 寿伸（佐賀大学）

島本 英樹（九州栄養福祉大学）

１１：４５ 高齢者の身体活動レベルと骨密度の関係
○島本 英樹（九州栄養福祉大学）

井上 伸一（佐賀大学）

一般研究発表（口頭発表Ⅱ）
日時：９月３日（日） １４：００~１４：４５
（会場：１２５番教室）
座長：梅田 靖次郎（九州保健福祉大学）
１４：００ 体育・スポーツ行政の「揺らぎ」構造
− 総合型地域スポーツクラブ展開に焦点化して−
○谷口 勇一（大分大学）

１４：１５ スポーツを通じた大学開放の方向性
− 大分大学における総合型地域スポーツクラブ設立を視座に入れて−
○渕 辰雄（大分大学大学院） 谷口 勇一（大分大学）

１４：３０ WORLD BASEBALL CLASSIC がもたらした「野球」の新たなグローバリゼーション
に関する一考察
− プロ野球ファンに対する意識調査をもとに−
○神田 智史（大分大学大学院）

谷口 勇一（大分大学）

（会場：１２６番教室） １４：００~１４：４５
座長：近藤 芳昭（西九州大学）
１４：００ 幼児の身体意識と母親のＱＯＬとの関係
○松永 恵子（県立長崎シーボルト大学）

１４：１５ 大学ボート選手の食事調査から抽出されたスポーツ栄養学的問題点
○川渕 大毅（九州大学大学院）

杉山 佳生（九州大学）

１４：３０ 佐賀大学男子学生の骨密度と食生活の関連
− 骨密度に及ぼす若年時期の運動と食生活との関連−
○末次 恵美・池田 美穂・古賀 喜久子・久富 守（佐賀短期大学）
小西 史子・江崎 利昭・木村 靖夫（佐賀大学）

一般研究発表（口頭発表Ⅱ）のつづき
（会場：１３５番教室） １４：００~１４：４５
座長：坂下 玲子（熊本大学）
１４：００ からだの使い方
− 60 歳以上の下肢２関節についての知識・認識−
○原田 奈名子（佐賀大学） 中山 正教（佐賀大学大学院）

１４：１５ 二軸動作をサッカーに適用した小学校高学年期の指導研究
○内田 俊明（佐賀大学大学院） 原田 奈名子（佐賀大学）

１４：３０ 戦術学習の指導内容に関する研究
− バレーボールを教材として−
○起田 新也・川本 美香・原 克浩（熊本大学大学院）

則元 志郎（熊本大学）

８．一般研究発表（ポスター発表）
日時：９月３日（日） １４：００~１５：３０（質疑応答時間は 15:00 より）
（会場：１２２番教室）
1 ）嘉納治五郎『青年修養訓』（1910 年）にみる身体と鍛錬について
○海谷 章子（福岡教育大学大学院）

榊原 浩晃（福岡教育大学）

2 ）明治初期鹿児島藩・県における造士館の体操実施について
○竹下 幸佑（福岡教育大学大学院）

榊原 浩晃（福岡教育大学）

3 ）大村藩士渡邊昇と藩校五教館改革の武術思想史的考察
− 藤田東湖『回天詩史』並びに『常陸帯』の剣術思想を手がかりに−
○田端 真弓（福岡女学院中学校・高等学校）

榊原 浩晃（福岡教育大学）

4 ）東西思想から見る体育に関する一考察
○斎藤 健治（佐賀大学）

5 ）いわゆる「強いチーム」と「負けないチーム」の意味の違い
○樋口 亮（福岡大学大学院） 山下 和彦（福岡大学）

6 ）ヨーガにおける身体観についての一考察
○山野 華奈（福岡大学大学院） 山下 和彦（福岡大学）

7 ）集団凝集性を構成する要因の再検討
○織田 憲嗣（福岡大学大学院） 山本 勝昭（福岡大学）

8 ）一般大学生における競技社会的スキルと日常社会的スキルの関係
○杉山 佳生（九州大学） 李 美淑（韓国体育大学校）

9 ）大学生のスポーツ行動意図を規定する要因
− ＴＰＢ理論に準拠して−
○河津 慶太（九州大学大学院） 杉山 佳生・橋本 公雄（九州大学）
山崎 将幸（九州大学大学院）

一般研究発表（ポスター発表）のつづき
（会場：１２２番教室）
10 ）モチベーションビデオの心理面およびパフォーマンスへの効果
− modeling の違いによる探索的検討−
○山̲

将幸（九州大学大学院） 杉山 佳生（九州大学） 永尾 雄一（九州大学大学院）

11 ）幼児の一過性の身体活動が感情に及ぼす影響
○宮崎 梓（九州大学大学院） 橋本 公雄（九州大学） 佐藤 恭子（九州大学大学院）

12 ）保育園の自由遊びにおける幼児の遊びの好みと社会性の関連
○佐藤 恭子（九州大学大学院） 橋本 公雄（九州大学） 宮崎 梓（九州大学大学院）

13 ）小学校環境の認知を測定する尺度作成の試み
− 信頼性・妥当性の検討−
○藤原 大樹（九州大学大学院） 橋本 公雄（九州大学）

14 ）高齢者の認知機能における運動の効果
− ストループ課題を用いて−
○堀田 亮（九州大学大学院） 橋本 公雄（九州大学）

15 ）女子大生の価値観からみた基本的生活習慣、ストレス度及び、生きがい度の比較
○しの木 賢一（筑紫女学園大学非常勤講師）

宮平 喬（筑紫女学園大学）

大浦 隆陽（福岡国際大学）

16 ）総合型地域スポーツクラブ推進体制における課題
− クラブ育成アドバイザーの視点から−
○慶田花 英太（琉球大学大学院） 真栄城 勉（琉球大学）
島袋 桂・高良 義樹（琉球大学大学院）

一般研究発表（ポスター発表）のつづき
（会場：１２２番教室）
17 ）地域スポーツ振興に寄与する民間企業のマネジメントに関する一考察
− LIGA CORDICA の事例より−
○島袋 桂（琉球大学大学院） 真栄城 勉（琉球大学）
慶田花 英太・高良 義樹（琉球大学大学院）

18 ）プロスポーツクラブのチーム・ロイヤルティに影響を及ぼす要因
− ＦＣ琉球の試合観戦者を対象として−
○高良 義樹（琉球大学大学院） 真栄城 勉（琉球大学）
慶田花 英太・島袋 桂（琉球大学大学院）

（会場：１２３番教室）
1 ）保育現場における動きによる表現の現状と課題
− 平成 10 年度調査との比較−
○青木 理子（尚絅大学短期大学部）

青山 優子（青山スポーツクラブ）

井上 勝子（熊本学園大学） 黒岩 英子（西南女学院大学短期大学部）
小松 恵理子（鹿児島女子短期大学）

重松 三和子 下釜 綾子（長崎女子短期大学）

2 ）表現活動を引き出す手だて
○高原 和子（福岡女学院大学） 小川 鮎子（佐賀女子短期大学）
瀧 信子（第一保育短期大学）

宮嶋 郁恵（福岡女子短期大学）

下釜 綾子（長崎女子短期大学）
矢野 咲子（第一保育短期大学）

3 ）オーストラリア クイーンズランド州の私立学校における体育教育
− モートンベイスクールを通して−
○田中 沙織（小城市立三里小学校）

福本 敏雄（佐賀大学）

4 ）トリノオリンピックにおける男子種目の体格及び年齢について
○洲 雅明（大分県立芸術文化短期大学）

5 ）大学女子ハンドボール選手の形態及び運動機能の特徴
○池田 まり子（九州大学大学院）

一般研究発表（ポスター発表）のつづき
（会場：１２３番教室）
6 ）大学運動選手を対象とした減量に伴う体組成の変化
− 食事指導期と自己管理期の比較−
○中里 由紀（九州大学大学院） 斉藤 篤司（九州大学） 今村 裕行・山下 あす香（中村学園大学）
宮原 恵子（別府大学）

7 ）幼児の形態・身体組成と運動能力
− 運動不足解消へ向けての一考察−
○平良 愉（久留米大学大学院） 満園 良一（久留米大学） 乙木 幸道（日本体育大学研究員）

_

8 ）高齢者の 50％VO2max 強度の運動超長期間継続者に認められる
「DPBP 強度に相当する低い心拍数（HR）」について
− 運動導出性適応機構からの一考察−
○栗山 緑（国際教養大学） 田中 英幸・山木 知洋・三好 伸幸・松原 建史
（株式会社 健康科学研究所） 松下 直樹（ファイザー） 樋口 慶亮・森村 和浩・荒木 晋之
（福岡大学大学院）、鍵村 昌範（Swissotel 南海） 小野 敏朗（神戸ポートピアホテル）
出口 悦大（ブリヂストンスポーツコア）

田中 守・清永 明・田中 宏暁・進藤 宗洋（福岡大学）

9 ）自転車ペダリング時の 50％最大酸素摂取量における相対的
作業筋虚血閾値と分時換気量対酸素消費量比との関係
○井上 博隆・松原 建史・田村 修・音成 道彦（株式会社 健康科学研究所） 大瀬 雄也(長崎県立
諫早養護学校) 樋口 慶亮・平野 雅巳（福岡大学大学院）

庄野 菜穂子（ライフスタイル

医科学研究所） 田中 守・清永 明・田中 宏暁・進藤 宗洋（福岡大学）

10 ）作業筋虚血閾値（ＷＭＩＴ）を加味した有酸素性運動のトレーニング効果
○進藤 宗洋（福岡大学） 松原 建史（株式会社 健康科学研究所 庄野 菜穂子
（ライフスタイル医科学研究所）

田中 守・清永 明・田中 宏暁（福岡大学）

一般研究発表（ポスター発表）のつづき
（会場：１２３番教室）
11 ）陸上競技大会におけるトレーナー（救護）ステーションの活動報告
− スポーツ傷害の発生頻度と傷害の種類−
○梅原 里美・満園 良一・菅原 洋輔・村上 秀孝（久留米大学）

12 ）視覚障害者（全盲）における水泳教室のストレス軽減効果について
○中山 正教（佐賀大学大学院） 木村 靖夫・栗原 淳（佐賀大学）

13 ）小学校体育授業における走り幅跳び動作
○八嶋 文雄（北九州工業高等専門学校）

井上 伸一（佐賀大学）

14 ）競泳におけるグラブ・トラック・腕後ろ振り上げ型スタートの相違点に関する研究
○徳永 高司（九州大学大学院）

９．スチューデントセッション
日時：９月３日（日） １３：００~１３：５０
（会場：１２６番教室）

1 ）研究における視覚刺激・情報の活用と課題
司会：永尾 雄一（九州大学大学院）
シンポジスト：森村 和浩（福岡大学大学院）

秋永 美恵子（佐賀大学大学院）

（1） 児童生徒の行動観察による映像を用いた評価
○秋永 恵美子

（2） 視覚情報を応用したスポーツ
○森村 和浩

2 ）脳梗塞超高齢患者予後における運動導出性適応機構の可塑性について
− 発症後５年間の乳酸閾値強度運動プログラムの影響と加齢現象を解析する−
○吉岡 寛（福岡大学大学院） 原 信也・山口 健一（福岡リハビリテーション病院）
神宮 純江（福岡市健康づくり財団）

柳川 真美・井上 博隆・田村 修・松原 建史

濱 泰之・吉田 規和（株式会社 健康科学研究所） 田中 守・田中 宏暁・清永 明
進藤 宗洋（福岡大学）

