
時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IB-1 土佐藩大石神影流　樋口真吉の廻国修行について
─嘉永 5年の廻国修行を中心として─

森本　邦生 広島県立宮島工業
高等学校

菊池　智之
（浜松大学）

9：15 IB-2 『免兵法之記』における師弟観に関する一考察 阿部　弘生 國學院大学

9：30 IB-3 近世剣術における足遣いに関する一考察 多和田麻由 筑波大学大学院

9：45 IB-4 馬庭念流の江戸道場とその活動について 数馬　広二 工学院大学

10：00 IB-5 剣道の稽古観の文化的異同
─ブルガリアとの意識調査比較から─

中澤　雄飛 国士舘大学大学院

酒井　利信
（筑波大学）

10：15 IB-6 剣道における自尊・他尊感情尺度、心身体得尺
度の開発と信頼性・妥当性の検討

太田　輝昭 沖縄県立向陽高等
学校

10：30 IB-7 韓国剣道の現状
─審判の判定に対する映像判読訴願の導入─

加藤　純一 文教大学

10：45 IB-8 柔道の教育方針と青少年育成活動との関わりに
ついて

瀨野　泰孝 東海大学大学院

籔根　敏和
（京都教育大学）

11：00 IB-9 嘉納治五郎の柔道普及戦略に関する研究
～起倒流の形の展開について～

桐生　習作 筑波大学体育セ
ンター

11：15 IB-10 柔道ルネッサンス活動の認識状況について
（その 2）─大学生柔道部員を対象にして─

村田　正夫 び わ こ 成 蹊 ス
ポーツ大学

11：30 IB-11 皮膚真菌症に関する研究
─高校生柔道部員の認識状況について─

上水研一朗 東海大学

11：45 IB-12 空手の名称の変遷
─②「唐手（からて）」から「空手道」への変容─

嘉手苅　徹 早稲田大学大学院

三村　由紀
（防衛大学校）

12：00 IB-13 武道健康論研究─健康生成論と伝統的身体論を
手掛りに─

石塚　正一 国際武道大学

12：15 IB-14 中国明代における槍術の実態に関する研究 林　　伯原 国際武道大学

12：30 IB-15 1700 年前後の小野家の刀法について
─小野家・津軽家伝書に基づく研究─

立木　幸敏 国際武道大学

昼食・休憩

特別講演・本部企画
13：30 委員長挨拶：蒔田　実　大会委員長（国際武道大学）　　　　総合司会：柏崎　克彦　大会事務局長

特別講演
　　　　　「武道の比較文化論的考察」

14：30 　　　　　　　　　　　魚住　孝至（国際武道大学）
14：40 本部企画：フォーラム

　　　　　 「武道の固有性を新たに問う　─武道の国際的普及をめぐって─」
　　　　　パネリスト　坂上　康博（一橋大学）
　　　　　　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）
　　　　　司　　会　　長尾　進　（明治大学）
　　　　　　　　　　　松尾　牧則（国際武道大学）

16：40 　　　　　　　　　　　会場：Ａ会場（1号館 １１１４教室 )
16：50 　総　会　　　　　　　会場：Ａ会場（1号館 １１１４教室 )17：40

一般研究発表
第 1日目　8月 31 日（水）　　　　人文・社会科学系

B会場 （9406 教室）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IC-1 剣道場の残響音に関する研究 百鬼　史訓 東京農工大学
横山　直也
（横浜国立大学）9：15 IC-2 剣道面打撃時の竹刀にかかる力についての研究

～プレスケールを用いた測定～
山口　幸一 大阪体育大学大

学院

9：30 IC-3 打ち込み受け動作における熟練者と未熟練者の動
作特性─大外刈り受け時の筋電図波形パターン─

佐藤　康宏 帝京大学

廣瀬　伸良
（順天堂大学）

9：45 IC-4 柔道場畳とレスリング・マットの紫外線による
殺菌効果

加藤　　希 日本体育大学

10：00 IC-5 柔道選手の握力の両側性機能低下について 久保田浩史 岐阜大学

10：15 IC-6 2010 年世界柔道選手権大会の競技傾向の分析 山崎　将太 鹿屋体育大学

10：30 IC-7 柔道選手の筋持久力及び筋活動に及ぼす交代浴
の影響

田中　　力 国士舘大学

濱田　初幸
（鹿屋体育大学）10：45 IC-8 柔道における審判員の異見発生について（8）

─A・B・Cライセンス審判員の比較─
林　　弘典 明治国際医療大学

11：00 IC-9 一流柔道選手における体幹筋力と競技力の相関 秋本　啓之 了徳寺学園

小山　勝弘
（山梨大学）

11：15 IC-10 暑熱環境下におけるフィリピン人柔道選手と日
本人柔道選手の発汗比較

保科　知彦 横浜国立大学
大学院

11：30 IC-11 一流柔道選手における脚伸展パワーと競技力の
関係

佐藤　武尊 了徳寺学園

昼食・休憩

特別講演・本部企画
13：30 委員長挨拶：蒔田　実　大会委員長（国際武道大学）　　　　総合司会：柏崎　克彦　大会事務局長

特別講演
　　　　　「武道の比較文化論的考察」

14：30 　　　　　　　　　　　魚住　孝至（国際武道大学）
14：40 本部企画：フォーラム

　　　　　 「武道の固有性を新たに問う　─武道の国際的普及をめぐって─」
　　　　　パネリスト　坂上　康博（一橋大学）
　　　　　　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）
　　　　　司　　会　　長尾　進　（明治大学）
　　　　　　　　　　　松尾　牧則（国際武道大学）

16：40 　　　　　　　　　　　会場：Ａ会場（1号館 １１１４教室 )
16：50 　総　会　　　　　　　会場：Ａ会場（1号館 １１１４教室 )17：40

一般研究発表
第 1日目　8月 31 日（水）　　　　自然科学系

C会場 （9304 教室）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 ID-1 短剣道の実際と剣道指導への応用 田原　啓吾 鳴門教育大学大
学院

山神　眞一
（香川大学）

9：15 ID-2 剣道修行過程における一考察
─攻防一致から攻応一致への検討─

林　　邦夫 中京大学

9：30 ID-3 剣道初心者指導手順の英訳に関する検討Ⅱ
～出ばな技～

小田　佳子 東海学園大学

9：45 ID-4 初心者を対象とした剣道の基本技術習得に関す
る研究─足さばきに焦点をあてた教材開発を通
して─

川内　将浩 福岡教育大学大
学院

10：00 ID-5 中学校武道必修化に伴う剣道指導法のあり方
─『武道論集Ⅱ』の検討─

大矢　　稔 国際武道大学

丸橋　利夫
（国際武道大学）

10：15 ID-6 剣道指導法に関する研究
─剣道正面打ち動作における打撃力について─

天野　　聡 東海大学

10：30 ID-7 演武性を主眼とした中学校剣道授業に関する実
践的研究

山神　眞一 香川大学

10：45 ID-8 「古式の形」審査基準の比較検討─日本と欧州─ 松本　龍弥 東京都柔道連盟

増地　克之
（筑波大学）

11：00 ID-9
形の技能評価原論（6）─「夢中」の理合いつい
て─

村田　直樹 講道館

11：15 ID-10 「学校柔道に適応可能なカリキュラムの試み」
─Ｋ大学における基礎柔道指導法を通して─

宮腰　浩一 国際武道大学

11：30 ID-11 学習教材「初転君」が柔道初心者の前回り受身
に及ぼす影響（その 2）
─フランス人柔道家を対象に─

中山　賢一 鹿屋体育大学大
学院

山田　利彦
（了德寺大学）11：45 ID-12 相撲における土俵の拡大が勝敗および競技時間

に及ぼす影響
齋藤　一雄 日本体育大学

12：00 ID-13 合気道における中学校武道必修化に向けた実践
研究

園部　　豊 日本体育大学大学
院

昼食・休憩

特別講演・本部企画
13：30 委員長挨拶：蒔田　実　大会委員長（国際武道大学）　　　　総合司会：柏崎　克彦　大会事務局長

特別講演
　　　　　「武道の比較文化論的考察」

14：30 　　　　　　　　　　　魚住　孝至（国際武道大学）
14：40 本部企画：フォーラム

　　　　　 「武道の固有性を新たに問う　─武道の国際的普及をめぐって─」
　　　　　パネリスト　坂上　康博（一橋大学）
　　　　　　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）
　　　　　司　　会　　長尾　進　（明治大学）
　　　　　　　　　　　松尾　牧則（国際武道大学）

16：40 　　　　　　　　　　　会場：Ａ会場（1号館 １１１４教室 )
16：50 　総　会　　　　　　　会場：Ａ会場（1号館 １１１４教室 )17：40

一般研究発表
第 1日目　8月 31 日（水）　　　　武道指導法系

D会場 （9305 教室）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

10：00 IP-1 星野勘左衛門に関する弓術伝書と弓具 松尾　牧則 国際武道大学

加賀　　勝
（岡山大学）

IP-2 高校弓道選手におけるコンディショニングの実態 笠原　政志 国際武道大学

IP-3 弓道体配の歩行の特徴 佐藤　　明 東北大学

10：30 IP-4 柔道の修行継続理由
～視覚障害者柔道選手について～

射手矢　岬 東京学芸大学

鈴木なつ未
（国立スポーツ
科学センター）

IP-5 室内競技用組み立て式土俵マットの開発 小澤　雄二 熊本大学

IP-6 障害者に対する柔道療育の可能性
─都立S特別支援学校生徒を対象として─

矢崎　利加 国際武道大学

11：00 IP-7 外国人剣道指導者の指導観・使命感に関する研究
─英国大学クラブ指導者を対象に─

本多壮太郎 福岡教育大学

坂東　隆男
（大阪大学）

IP-8 竹刀の「物打」に関する一考察 草間益良夫 広島大学

IP-9 加速度センサを用いた竹刀剣先速度評価システム
開発の試み（その 5）

吉田　泰将 慶應義塾大学

IP-10 剣道における摂水が血液流動性に及ぼす影響
─暑熱下運動での影響─

久保　哲也 東京都市大学

昼食・休憩

特別講演・本部企画
13：30 委員長挨拶：蒔田　実　大会委員長（国際武道大学）　　　　総合司会：柏崎　克彦　大会事務局長

特別講演
　　　　　「武道の比較文化論的考察」

14：30 　　　　　　　　　　　魚住　孝至（国際武道大学）
14：40 本部企画：フォーラム

　　　　　 「武道の固有性を新たに問う　─武道の国際的普及をめぐって─」
　　　　　パネリスト　坂上　康博（一橋大学）
　　　　　　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）
　　　　　司　　会　　長尾　進　（明治大学）
　　　　　　　　　　　松尾　牧則（国際武道大学）

16：40 　　　　　　　　　　　会場：Ａ会場（1号館 １１１４教室 )
16：50 　総　会　　　　　　　会場：Ａ会場（1号館 １１１４教室 )17：40

一般研究発表
第 1日目　8月 31 日（水）　　　　ポスター発表

P会場 （９号館２階実習室）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IIB-1 中国の柔道クラブの指導方針とその効果につい
て

穴井　亮平 東海大学

中村　　勇
（鹿屋体育大学）

9：15 IIB-2 中学生にとっての武道必修化とは：期待する学習
効果に着目して

濱田　初幸 鹿屋体育大学

9：30 IIB-3
新民叢報に見る嘉納治五郎の教育思想
─第 23 号について─

東　　憲一 東京外国語大学

9：45 IIB-4 ドイツにおける柔術の展開及びその受容 ソリドーワル・マー
ヤ

国際武道大学大
学院

田中　　守
（国際武道大学）

10：00 IIB-5 近代における海外での柔術受容の一事例
─上西貞一著“The Text-Book of Ju-Jutsu-As 
Practised in Japan-”の分析を通して─

長尾　　進 明治大学

10：15 IIB-6 朝鮮李朝期の「倭劔」に関する一考察 大石　純子 八洲学園大学・
筑波大学大学院

10：30 IIB-7 宝蔵院流に関する研究（その 7）
─萩藩岡部系・熊本藩松崎系、佐賀藩渋江系・
姉河流、引前藩髙田平右衛門系・盡心流の伝系
と術技について─

石川　哲也 尚稽館

数馬　広二
（工学院大学）

10：45 IIB-8 徳島県阿波國市郷一般撃剣英名録の検討 木原　資裕 鳴門教育大学

11：00 IIB-9 武士道思想における死生観に関する一考察
─『五輪書』『兵法家伝書』を中心に─

高瀬　武志 順天堂大学

11：15 IIB-10 近世後期における直心影流についての一考察 軽米　克尊 筑波大学大学院
長尾　　進
（明治大学）11：30 IIB-11 老中　真田幸貫にみる為政者の武芸研究の視点

と武芸観
菊本　智之 浜松大学

昼食・休憩

専門分科会企画

一般研究発表
第 2日目　9月 1日（木）　　　　人文・社会科学系

B会場 （9406 教室）

13：00

柔道
専門分科会

Ｂ会場
9406

剣道
専門分科会

D会場
9305

空手道
専門分科会

C 会場
9304

弓道
専門分科会

9301

相撲
専門分科会

9302

なぎなた
専門分科会

9404

※各専門分科会企画の開始時刻が異なります。



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IIC-1 重量級男子柔道選手の体幹筋力
─競技力別グループ間の比較─

竹澤　稔裕 関東学園大学

森脇　保彦
（国士舘大学）

9：15 IIC-2 柔道選手における筋力トレーニングの効果に関
する体力的科学研究

村元　辰寛 大阪体育大学大
学院

9：30 IIC-3 女子柔道選手の等速性体幹筋力─角速度変化に
伴う筋力発揮特性─

増地　克之 筑波大学

9：45 IIC-4 片脚 4方向ジャンプテストが表す下肢の運動能力
について

藤田　英二 鹿屋体育大学

10：00 IIC-5 剣道選手における竹刀素振り運動後の静脈反応 土肥啓一郎 工学院大学

草間益良夫
（広島大学）

10：15 IIC-6 剣道の教えの脳内機序に関する仮説の作成研究
～先の気位・先々の先・後の先に注目して～

橋爪　和夫 富山大学

10：30 IIC-7 剣道場の床面塗装と障害・官能評価との関連 池田　孝博 福岡県立大学

10：45 IIC-8 合気道における入り身の研究 古谷　修 国士舘大学大学
院・合気会

立木　幸敏
（国際武道大学）

11：00 IIC-9 なぎなたの技に関する動作分析
─「踏み込み面」「踏み込みすね」「萎やし巻き
落とし突き」について─

藤原　素子 奈良女子大学

11：15 IIC-10 剛柔流空手道形セーサンの実演，イメージ演時
における前頭前野の総ヘモグロビン量の推移

藤枝　賢晴 東京学芸大学

片山幸太郎
（自衛隊中央病院）

11：30 IIC-11 高校空手道選手における傷害およびコンディ
ショニングに関する研究

牧野　博美 千葉県体育協会

11：45 IIC-12 日本拳法の突きにおける前腕の挙動 倉賀野哲造 明星大学大学院

12：00 IIC-13 全日本柔道選手権大会における国際柔道連盟試
合審判規定導入による影響
─ 2010 年大会と 2011 年大会の比較─

三宅　恵介 中京大学

昼食・休憩

専門分科会企画

一般研究発表
第 2日目　9月 1日（木）　　　　自然科学系

C会場 （9304 教室）

13：00

柔道
専門分科会

Ｂ会場
9406

剣道
専門分科会

D会場
9305

空手道
専門分科会

C 会場
9304

弓道
専門分科会

9301

相撲
専門分科会

9302

なぎなた
専門分科会

9404



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IID-1 筋力トレーニングとしての背負投打ち込みの効果 秋元　希星 了徳寺学園

射手矢　岬
（東京学芸大学）

9：15 IID-2 中学校武道必修化に向けて、実際的投技に対応
した受身の指導法の研究

寺川　　勝 横浜国立大学大
学院

9：30 IID-3 課題解決に着目する中学校武道（柔道）授業の
展開について

鈴木　利一 東海大学大学院

9：45 IID-4 後方への受け身の安全性について 米田　　聡 国際武道大学大
学院

松田　基子
（大阪体育大学）10：00 IID-5 IJF ルール改正に伴う柔道選手の意識調査 山下　迅香 国際武道大学

10：15 IID-6 障害者武道に関する事例の共有化 松井完太郎 国際武道大学

10：30 IID-7 剣道初心者における「送り足」正面打突と「踏
み込み足」正面打突の差異の検討：竹刀操作と
下肢の協調に着目して

有田　祐二 筑波大学

植原　吉朗
（國學院大学）10：45 IID-8 剣道の打突における「送り足」動作の分析と指導 今福　一寿 明星大学

11：00 IID-9 剣道の打突動作時に伴う痛みに関する調査 笹木　春光 東海大学

11：15 IID-10 武道の教材化に関する一試論（2）
─武道特有の言語とその体験をめぐって─

大保木輝雄 埼玉大学

大矢　　稔
（国際武道大学）

11：30 IID-11 現代武道と武士の乖離に関する一考察 横地　浩紀 名古屋大学

11：45 IID-12 武道指導における身体ことばに関する一考察 石井　祥子 大阪体育大学大
学院

12：00 IID-13 武道授業における道着着用の効果と問題点につ
いて─剣道・弓道─

植原　吉朗 國學院大学

昼食・休憩

専門分科会企画

一般研究発表
第 2日目　9月 1日（木）　　　　武道指導法系

D会場 （9305 教室）

13：00

柔道
専門分科会

Ｂ会場
9406

剣道
専門分科会

D会場
9305

空手道
専門分科会

C 会場
9304

弓道
専門分科会

9301

相撲
専門分科会

9302

なぎなた
専門分科会

9404

※各専門分科会企画の開始時刻が異なります。



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

10：00 IIP-1 剣道における打突動作と打撃力の関係 金子　敬二 明星大学

吉田　泰将
（慶應義塾大学）

IIP-2 裸足競技における足関節動揺制限テーピングの
開発

齋藤　　実 専修大学

IIP-3 剣道団体試合における選手配置に関する研究（1）井上　哲朗 国際武道大学

IIP-4 剣道団体試合における選手配置に関する研究（2）岩切　公治 国際武道大学

10：30 IIP-5 柔道選手の意識調査
─日本人柔道選手群とアメリカ人柔道選手群と
の比較研究─その⑩─

徳安　秀正 東京有明医療大学

春日井淳夫
（明治大学）

IIP-6 大学女子柔道選手における短期急速減量時の
コンディション評価

鈴木なつ未 国立スポーツ科学
センター

IIP-7 投技における崩しのバイオメカニクス的研究 谷口　一真 東京学芸大学大
学院

IIP-8 日本人柔道選手群と外国人柔道選手群との比較研
究─その⑪

岡田　龍司 近畿大学

IIP-9 よい受身動作の解明と動作の評価法について 籔根　敏和 京都教育大学

11：00 IIP-10 空手道における傷害
─国民体育大会におけるトレーナーステーショ
ン利用状況から─

井下　佳織 国際武道大学

飯出　一秀
（環太平洋大学）IIP-11 日本拳法の逆突き動作のバイオメカニクス的研究 安田　　翼 明星大学・東亜

大学大学院
IIP-12 間合についての一考察（その 2）

─間合の図り方・調整のための基本的な考え方につ
いて─

江川　玟成 十文字学園女子
大学

昼食・休憩

専門分科会企画

一般研究発表
第 2日目　9月 1日（木）　　　　ポスター発表

P会場 （９号館２階実習室）

13：00

柔道
専門分科会

Ｂ会場
9406

剣道
専門分科会

D会場
9305

空手道
専門分科会

C 会場
9304

弓道
専門分科会

9301

相撲
専門分科会

9302

なぎなた
専門分科会

9404




