8．一般研究発表（口頭発表）
＜1 日目 8 月 28 日（土）＞

10：20〜12：00

セッション Ａ （第 1 分科会①）

407 号室
座長：兄井 彰

O-01 アビスパ福岡サポーターの享受形態に関する一考察
- サポーターグループに焦点を当てて

深田 忠徳（名桜大学）

O-02 相対的年齢（Relative Age) としての生まれ月と高度スポーツへの社会化
- サッカー -

岡田 猛（鹿児島大学）

O-03 女子学生選手におけるチーム依存と自律の関係
- チームサポートプログラム構築を目指して-

今村 律子（福岡大学）

O-04 大学生陸上競技選手の主体的構造に関する探索的研究
- 男子 400ｍハードル選手の特徴把握に焦点化して ‐

新美 尚行(大分大学大学院)

O-05 チームスポーツにおける共通認識を高めるための心理的介入
- 研究１：認知トレーニングに用いる映像の検証 ‐

横山 千尋(福岡大学大学院)

セッション B （第 1 分科会②）

406 号室
座長：谷口 勇一

O-06 オリンピックメダルとメダリストのメディア言説

山本 教人（九州大学）

O-07 AED の運搬距離と応答者の走力との関係
岩船 昌起（志學館大学）
− 一次救命処置におけるレスポンスタイムと BLS 環境に関わる評価 −
O-08 野外教育の防災教育への展開

柳 敏晴（名桜大学）

- いのちを育てる街づくりを通して −
O-09 ボランティア行動が精神的健康に及ぼす影響
O-10 運動・スポーツに伴うメンタルヘルス向上効果のモデル構築

小松 智子(九州大学大学院)
橋本 公雄(九州大学)

セッション C （第 2 分科会）

405 号室
座長：斉藤 篤

O-11 身体機能維持用タッチパネル型装置の運動効果検証

金柿 貴也(崇城大学大学院)

O-12 105km(佐世保〜島原間)ウォークラリー中の運動強度と

岡崎 寛実(長崎県立大学大学院)

エネルギー消費量

O-13 二重積屈曲点相当の METｓと脈波伝播速度の関係

松原 建史(健康科学研究所(株))

- 健康関連体力指標としての二重積屈曲点の可能性について ‐

O-14 触覚デバイスを用いた触覚・視覚・聴覚の相互関係の考察

川端 俊一(鹿児島大学大学院)

- 感覚の統合について ‐

O-15 磁気刺激による筋疲労抑制効果の研究

江﨑 龍洋(鹿児島大学大学院)

- 筋電図，筋音図および発揮筋力による評価 -

セッション D （第 3 分科会①）

306 号室
座長：則元志郎（熊本大学）

O-16 小学校における「からだ育て」に関する実践的研究

O-17 教育課程編成から読み解く「身体教育」の位置づけの検討

村末 勇介(伊敷台小学校)

西迫 貴美代(鹿児島県立短期大学)

- 教員養成系科目における実験的授業の報告 ‐

O-18 高等教育における体育授業に期待する要因と諸要因との関連

井藤 英俊(福岡大学)

セッション E （第 3 分科会②）

309 号室
座長：西谷憲明（鹿児島国際大学）

O-19 中学・高校生のスポーツ観形成の実態

松崎 大輔(山口大学大学院)

- 東アジア地域の比較分析を中心に ‐

O-20 中学校におけるオリンピック教育実践の分析

郭 子申(山口大学大学院)

- その教授学的構成と学習成果との関連 ‐

O-21 大学における体育教師教育の課題（１）

海野 勇三(山口大学)

- 特に指導観の自己形成をめぐって ‐

O-22 大学における体育教師教育の課題（２）

中島 憲子(中村学園大学)

- 特に初等学校教育における「学級担任制−教科担任制」をめぐって -

セッション F （第 4，5 分科会）

402 号室
座長：栗原淳（佐賀大学）

O-23 オッズ比によるプロ野球ホームアドバンテイジの検討

O-24 幼児の運動能力の二極化傾向と性，年齢，体力要素

青柳 領(福岡大学)

池田 孝博(福岡県立大学)

および運動技能の関連

座長：田口 正公（福岡大学）
O-25 男子ハンマー投げにおける「空ターン練習」の動作ポイントの解明

田中 透(鹿屋体育大学大学院)

- 両足支持期の身体の倒れ込みによる身体軸と地面反力から着目して −

O-26 サッカーの守備戦術に関する研究 - ペナルティキックに着目して -

島崎 弘規(佐賀大学大学院)

O-27 メンタルトレーニングの有効性に関する研究

田中 辰明(九州大学大学院)

- 大学男子バスケットボールチームを事例として -

9.一般研究発表（ポスター発表）
＜2 日目 8 月 29 日（日）＞

14：40〜16：10

学生ホール（３F）

座長：山本 教人
P-01 渡邊昇の安政４年江戸遊学説に関する一考察

田端 真弓(鹿屋体育大学大学院)

- 遊学時期について ‐

P-02 幕末維新期鹿児島藩川邊郷校における英式調練と体操

竹下 幸佑(筑波大学大学院)

P-03 『学校体育指導要綱』（昭和 22 年）及びその参考書にみる体育理論

榊原 浩晃(福岡教育大学)

- 改訂学習指導要領の「体育理論」について考えるために ‐

P-04 児童版運動継続化の螺旋モデル構築に関する試験的試み

谷本 英彰(九州大学大学院)

P-05 腕目標到達課題における反応時間と正確性の左右差

山内 正毅(長崎大学)

P-06 ウォーキングに伴う感情変化の規定要因の検討

P-07 運動場面における防衛的悲観主義尺度の検討

本多 芙美子(九州大学大学院)

肥後 秀樹(鹿屋体育大学大学院)

- 成功・失敗時における帰属傾向及び目標志向性・特性不安との関連 ‐

P-08 高齢者の運動継続と認知機能の関連について

堀田 亮(九州大学大学院)

- TTM の変容ステージを用いて ‐

P-09 高齢者運動教室のメンタルヘルスの変化と規定要因の検討 荒井 久仁子(熊本健康・体力づくりセンター)
- 特定高齢者介護予防事業参加者を事例として -

座長：井上 伸一
P-10 女子 400ｍ走者の 100ｍ毎のスピード変化について

永野 麻理(鹿児島大学大学院)

P-11 長時間ランニング時の走ペースを規定する要因

P-12 なわとび３重跳びの修得方法

斎藤 篤司(九州大学)

武田 誠司(都城工業高等専門学校)

- 跳躍高と跳躍頻度を規定したホッピングエクササイズを用いて -

P-13 ジャイロセンサを用いた歩行異常程度の評価の試み

濱 泰彦(鹿児島大学大学院)

P-14 高齢者の転倒経験の有無が身体活動量と下肢筋力に及ぼす影響

安方 惇(福岡大学大学院)

- 特にエルダーカレッジ受講者を対象として ‐

座長：西迫貴美代（鹿児島県立短大）
P-15 運動遊びの定期的な実践が幼児の運動能力に及ぼす影響

西田 明史(西九州大学短期大学部)

P-16 身体表現活動を引き出す言葉かけ

高原 和子(福岡女学院大学)

- オノマトペを用いた動きとイメージ ‐

P-17 子どもの体力向上を図る体育授業づくりの検討

舞原 琢也(鹿児島大学大学院)

P-18 小学校体育におけるゴール型ゲームの実施状況と課題の検討

坂元 達哉(鹿児島大学大学院)

P-19 小学校におけるインクルーシブ体育の実施状況把握に関する研究 伊地知啓一郎(鹿児島大学大学院)
- 鹿児島県内の小学校を対象として ‐

P-20 ヨーガの方法とその潮流 - 身体トレーニングについて -

古田 瑞穂(筑紫女学園大学短期大学部)

座長：堤公一（佐賀大学）
P-21 芝生化による子どもの行動様式の変化

樋口 麻美(佐賀大学大学院)

P-22 育児期にある母親の生活行動に関する一考察

谷川 裕子

P-23 大学生の睡眠の質に影響を与える光・音の要因の関係の検討

田中 孝弘(佐賀大学大学院)

- 佐賀大学大学生を対象とした事例研究 ‐

P-24 スポーツ経験者における腰痛に対する痛み軽減ワークの効果の検討

P-25 少年サッカー選手の外傷・障害と足関節可動域との関係

森田大平(佐賀大学大学院)

中薗 勇樹(鹿児島大学大学院)

座長：池上 寿伸（佐賀大学）
P-26 競技レベル別に見た大学生アスリートの食事に対する意識

尾原 遼平(九州大学)

P-27 国体選手を対象としたアンチ・ドーピングに関する調査研究

近藤 芳昭(西九州大学)

P-28 サッカーにおけるリフティングの必要性

堀川 優太(佐賀大学大学院)

- ボールコントロール能力に着目して ‐

P-29 高校女子バレーボール選手に対するメンタルトレーニングの事例報告

P-30 大学女子バレーボール選手における心理とパフォーマンスの

木村 彩(九州大学大学院)

坂中 美郷(鹿屋体育大学大学院)

変化に関する事例的研究

P-31 バスケットボールゲームにおけるオフェンス構造の因果分析

P-32 バスケットボールのゲームにおけるショットエリア別の
ショット数と成功率 - 競技年代による比較 -

川面 剛(福岡大学)

大山 泰史(福岡教育大学大学院)

