
NO 時間 発表者氏名 大 学 指導教員 タ イ ト ル

1 10:30 木場裕紀
東京大学

（大同大学所属）
博論 勝野正章 学問としてのダンスの歴史的変容：ウィスコンシン大学マディソン校のダンスの100年

2 10:55 成瀬麻美
筑波大学

（愛知教育大学所属）
博論 寺山由美

表現遊びの即興時に現れる児童の模倣の動き

－分類・評価のための新たな観点の提示－

3 11:20 浜原安菜 日本女子体育大学 修論 松澤慶信 芸術と宗教ー舞踊と身体の所相からの考察ー

4 14:10 大峽 遥香 共立女子大学 卒論 足立美和 投動作の発達について～運動経験に着目して～

5 14:20 宮悠介 筑波大学 卒論 平山素子
創作ダンスを活用した社員研修プログラムの事例研究

―ジェネリック・スキルに着目して―

6 14:30 桝田諒子 横浜国立大学 卒論 梅澤秋久 幼小連携の運動遊びに関する実証的研究

7 14:40 野村桃子 共立女子大学 卒論 足立美和
小学校の短距離走における実態と課題

～走動作の関係について～

8 14:50 坂下菜々美 お茶の水女子大学 卒論 水村真由美
筋力および柔軟性がバレエの下肢挙上動作に及ぼす影響

〜筋力トレーニングまたはストレッチングへの介入を通して〜

9 15:00 高瀬友貴 順天堂大学 卒論 工藤康宏
女性スポーツ観戦者における経験価値に関する研究

～B.LEAGUEの女性観戦者に着目して～

10 14:10 齋藤瀬奈 筑波大学 卒論 寺山由美
舞踊作品創作過程における他者とのイメージの共感に関する研究

－T大学ダンス部の作品「K」を対象に－

11 14:20 吉田杏 共立女子大学 卒論 足立美和
子どもの運動遊びにおける道徳性・規範意識の芽生えについて

～指導者の言葉かけを手掛かりに～

12 14:30 富田　翔 順天堂大学 卒論 工藤康宏
Addiction傾向からみた超長距離走における参加者の実態

～ジャーニーランを対象として～

13 14:40 桒山佳巳 至学館大学 卒論 相馬秀美
生徒が学びやすい学級づくりに関する研究

～スクールカーストを超えて～

14 14:50 木村友理咲 共立女子大学 卒論 足立美和
「幼児期における自然体験活動の意義」

～認可外小規模保育施設『海のようちえん「うみのこ」』を対象に～

15 15:00 金浦美咲 筑波大学 修論 寺山由美
ダンス授業における学習評価に関する研究

―評価観点「運動の技能」の捉え方を探る―

16 14:10 植松里美 順天堂大学 卒論 工藤康宏
スタジアム来場者におけるチーム・アイデンティティ構築に影響する要因

～ジェフユナイテッド市原・千葉レディースに着目して～

17 14:20
今井真佑、平野朝希、

永島実莉
環太平洋大学 卒論 川瀬雅 幼児期の握力についての考察

18 14:30 岡村佳世 共立女子大学 卒論 足立美和 運動経験とコミュニケーション能力の関連性

19 14:40 石橋華須美 筑波大学 卒論 平山素子
大学生ダンサーのボディコントロール能力に関する研究

～ピラティス実践によるバランス能力の変化に着目して～

20 14:50 林友里菜 至学館大学 修論
平田裕一、

相馬秀美

創作ダンス授業における学生の意識調査

～即興表現活動の効果に着目して～

21 15:00 星川 夕華 共立女子大学 卒論 足立美和 ランニング時のBGMとその効果について

研究論文発表部門　プログラム

◆口頭発表　座長　細川江利子 （埼玉大学）　　発表時間10:30～

◆ポスター発表　ブロックＡ　　座長　福本まあや （お茶の水女子大学）　　発表時間14：10～

◆ポスター発表　ブロックC　　座長　安則貴香（東洋大学）　　発表時間14：10～

◆ポスター発表　ブロックB　　座長　田中 葵（千葉明徳短期大学 ）　　発表時間14：10～
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22 15:20 浅井麻里 筑波大学 修論 寺山由美
ダンスワークアウトにおけるダンス的要素

―ビデオプログラムにみられる運動の特徴から―

23 15:30 田髙悠晟 静岡産業大学 卒論 館俊樹 測位システムデータを用いたReactive Agility Testにおける敏捷性能力の検討

24 15:40
福田涼介、岡本憲生、

石谷真奈
環太平洋大学 卒論 趙秋華 幼児の身長と全身反応時間との関連

25 15:50 高橋和也 順天堂大学 卒論 工藤康宏 関東大学男子一部バレーボールリーグ戦におけるファンの心理分析

26 16:00 大野愛莉 お茶の水女子大学 卒論 岡千春 コミュニティダンスが高齢者に与える影響とその意義について

27 16:10 茂木里乃奈 東京女子体育大学 卒論 志賀充 女子陸上競技選手における両脚および片脚の跳躍能力とバランス能力に関する研究

28 15:20
土井豆和樹、

丸尾朋也
環太平洋大学 卒論

川瀬雅、

趙秋華
幼児と大学生との体力の差の検討

29 15:30 田中孝道 順天堂大学 卒論 工藤康宏 ボールパーク構想とエリアリノベーション

30 15:40 小岩夏美 東京女子体育大学 卒論 志賀充
女子バレーボール選手における跳躍持続力に関する研究

～試合中の跳躍力変化に着目して～

31 15:50 天野絵美 筑波大学 修論 寺山由美 大学生の創作するダンスにおけるユニゾンの空間構成に関する研究

32 16:00 宮之原　紅葉 東京学芸大学 卒論 倉持清美 アスリートにおける「親の想い」と「子の想い」

33 15:20 近藤いちご お茶の水女子大学 卒論 福本まあや
オハッド・ナハリン（1952-）研究

―作品『Naharin’s Virus』（2001）を中心に―

34 15:30 眺野花 関西大学 卒論 原田純子
高齢者の創造的な身体表現としてのダンスの可能性

～「堺市×関西大学地域連携事業：みんなで踊ろうダンス・パフォーマンス」を事例として～

35 15:40 平井悠登 明星大学 卒論 村岡慈歩
人数の差異が運動学習に及ぼす影響

～授業外の活動に焦点を当てて～

36 15:50 吉永 翠 中京大学 卒論 渡邊 航平 日本とドイツのプロサッカークラブによるSNSを利用した情報発信の特徴の相違

37 16:00 八木 千夏 順天堂大学 卒論 工藤康弘
日本とアメリカの大学運動部活動統括組織に関する研究

～UNIVAS設立を受けて～

◆ポスター発表　ブロックD　　座長 高野牧子 （山梨県立大学 ）   　　発表時間15：20～

◆ポスター発表　ブロックE　　 座長　寺山由美（筑波大学）　　発表時間15：20～

◆ポスター発表　ブロックF　　座長　原田純子（関西大学）　　発表時間15：20～


