
時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IA-1 近代日本青年団における武道実践について
－明治期から大正期にかけての武術・武道受容
の実態－

吉本　陽亮 天理大学大学院

大石　純子
（筑波大学）9：15 IA-2 一刀流伝書の「五点」に関する研究 立木　幸敏 国際武道大学

9：30 IA-3 近代における直心影流に関する一考察－山田次
朗吉と東京商科大学を中心に－

軽米　克尊 天理大学体育学部

9：45 IA-4 大日本帝国剣道形増補加註の制定過程における
討議内容の解明とその分析：近藤知善筆の討議
記録に基づいて（その 2）

矢野　裕介 神戸医療福祉大学

酒井　利信
（筑波大学）10：00 IA-5 明治期の徳島県における剣道の普及状況について 木原　資裕 鳴門教育大学

10：15 IA-6 学生剣道界における二刀禁止とその背景
－昭和天覧試合にみる二刀の競技力と流行から－

植田　哲平 日進市立日進北
中学校

10：30 IA-7 隈元實道『武道教範』再考 長尾　　進 明治大学

大保木輝雄
（埼玉大学名

誉教授）

10：45 IA-8 新陰流伝書『陰流書』の尾張柳生における歴史
的位置づけ：江戸柳生系統の伝書『五巻書』と
の比較

中嶋　哲也 茨城大学

11：00 IA-9 ドイツにおける柔道の教育普及施策と課題につ
いて

曽我部晋哉 甲南大学

村田　直樹
（講道館）

11：15 IA-10 ドイツにおける柔道教育の現状
－「基礎作り」と「対象者別の指導法」を中心に－

ソリドーワル
・マーヤ

津田塾大学

11：30 IA-11 フランスにおける柔道普及に対する取り組みと
その問題点

瀧本　　誠 駒澤大学

11：45 IA-12 大学生柔道選手のライフスキル獲得とキャリア
成熟との関連

山本　浩二 神戸医療福祉大学

桐生　習作
（講道館）12：00 IA-13 柔道高段者の健康関連 QOL と SOC（健康保持

能力）の関連性
小崎　亮輔 順天堂大学大学院

昼食・休憩

本部企画
会場　（6号館2階　621 教室）

13：00
13：45 総　会

14：00
15：00 特別講演：日本精神と武道

15：15 本部企画：シンポジウム
「メディアと武道：伝統文化としての武道との関連から」
パネリスト：柔道専門分科会　西森　大（NHK 報道局スポーツセンター）
　　　　　　剣道専門分科会　和田　崇（県立広島大学）
　　　　　　空手道専門分科会　小日向　藍菜（空手道マガジン月刊ＪＫＦａｎ編集長）

17：30 コーディネーター：アレキサンダー・ベネット（関西大学・日本武道学会企画委員）

一般研究発表
第 1日目　9月 7日（水）　　　　人文・社会科学系

A会場 （6号館2階　622 教室）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IB-1 台湾柔道選手の柔道に関する意識の因子分析的
研究  －男女別における意識構造の検討－

横山　喬之 摂南大学

曽我部晋哉
（甲南大学）

9：15 IB-2 「柔の形」競技者における運動器外傷・障害の実態 稲川　郁子 常葉大学

9：30 IB-3 大学柔道選手の熱中症予防について 菊川　　顕 岡山商科大学

9：45 IB-4 全日本柔道選手権大会に対する大学生柔道選手
の意識に関する研究

生田　秀和 綜合警備保障
株式会社

10：00 IB-5 柔道選手の受動的筋力発揮における握力について 久保田浩史 岐阜大学
石井　孝法
（了德寺大学）

10：15 IB-6 小学生柔道選手における股関節の柔軟性について 松﨑　守利 九州女子短期大学

10：30 IB-7 世界柔道選手権大会における審判と試合結果の
関係

稲田　達哉 皇學館大学

林　　弘典
（びわこ成蹊ス

ポーツ大学）

10：45 IB-8 国際柔道連盟試合審判規定 2014-2016 における
CARE システム導入に関する研究

松田　　拓 皇學館大学

11：00 IB-9 全日本柔道選手権大会における体格差が勝敗に
及ぼす影響：2008 年から 2016 年を対象として

三宅　恵介 中京大学

11：15 IB-10 柔道教授現場で用いる頭頚部筋力測定の開発に
関する基礎研究

河鰭　一彦 関西学院大学

久保田浩史
（岐阜大学）

11：30 IB-11 ACTN3 遺伝子多型は柔道選手の試合決着時間と
関連する

富沢　裕一 東海大学大学院

11：45 IB-12 高気圧高酸素条件下における運動時の生体応

答：ミドルパワー発揮時の場合

竹澤　稔裕 関東学園大学

昼食・休憩

本部企画
会場　（6号館2階　621 教室）

13：00
13：45 総　会

14：00
15：00 特別講演：日本精神と武道

15：15 本部企画：シンポジウム
「メディアと武道：伝統文化としての武道との関連から」
パネリスト：柔道専門分科会　西森　大（NHK 報道局スポーツセンター）
　　　　　　剣道専門分科会　和田　崇（県立広島大学）
　　　　　　空手道専門分科会　小日向　藍菜（空手道マガジン月刊ＪＫＦａｎ編集長）

17：30 コーディネーター：アレキサンダー・ベネット（関西大学・日本武道学会企画委員）

一般研究発表
第 1日目　9月 7日（水）　　　　自然科学系

B会場 （7号館2階　722 教室）

（ 12 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IC-1 柔道固め技の基本動作逆えびの二つの方法の効果 石井　直人 秋田工業高等
専門学校 坂本　道人

( 福岡大学 )9：15 IC-2 動きを学ぶ柔道練習の一方法
－ 崩し・つくりの実践による乱取の効果 －

見上　元太 国士舘大学

9：30 IC-3 柔道初心者指導における安全のための大外刈り
極めの技術：引き手と釣り手について

三戸　範之 秋田大学

籔根　敏和
（京都教育大学）

9：45 IC-4 柔道における律動的動作を用いた授業開発に関
する研究

佐藤　武尊 皇學館大学

10：00 IC-5 柔道授業における ICT 活用の有効性 田中　秀昌 横浜市立上郷中
学校

10：15 IC-6 精神障害者、知的障害者に対する柔道療法の事
例研究－社会医療法人清和会西川病院の取り組
みから見た柔道療法の新たな可能性－

中村　和裕 福山大学
德安　秀政

（東京有明医療
大学）

10：30 IC-7 大学柔道選手における運動歴と競技成績の関係 谷口　貴章 岐阜大学大学院

10：45 IC-8 体育授業「剣道」で生じる問題点について 西本　浩章 鳴 門 教 育 大 学
（非常勤）

本多壮太郎
（福岡教育大学）

11：00 IC-9 小学校体育授業における武道の動きを取り入れ
た教材開発

太田　順康 大阪教育大学

11：15 IC-10 小中学生の剣道観に関する調査研究 山神　眞一 香川大学教育学部

11：30 IC-11 剣道初心者の送り足習得後における踏み込み足
打突習得に跳躍素振りが及ぼす影響

有田　祐二 筑波大学

11：45 IC-12 武道等指導充実・資質向上支援事業に係る武道
指導に関する調査結果（柔道）

磯村　元信 東京都立秋留台
高等学校

太田　順康
（大阪教育大学）

12：00 IC-13 武道等指導充実・資質向上支援事業に係る武道
指導に関する調査結果（剣道）

柴田　一浩 流通経済大学

12：15 IC-14 武道等指導充実・資質向上支援事業に係る武道
指導に関する調査結果（相撲）

滿留　久摩 東京都立桜修館
中等教育学校

12：30 IC-15 学校指導現場における武道必修化の授業成果と
課題－柔道授業に着目して－

渡邉　　協 埼玉大学大学院

昼食・休憩

本部企画
会場　（6号館2階　621 教室）

13：00
13：45 総　会

14：00
15：00 特別講演：日本精神と武道

15：15 本部企画：シンポジウム
「メディアと武道：伝統文化としての武道との関連から」
パネリスト：柔道専門分科会　西森　大（NHK 報道局スポーツセンター）
　　　　　　剣道専門分科会　和田　崇（県立広島大学）
　　　　　　空手道専門分科会　小日向　藍菜（空手道マガジン月刊ＪＫＦａｎ編集長）

17：30 コーディネーター：アレキサンダー・ベネット（関西大学・日本武道学会企画委員）

一般研究発表
第 1日目　9月 7日（水）　　　　武道指導法系

C会場 （7号館2階　721 教室）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

10：00 IP-1 血流制限下における技術トレーニング効果の検討
－理論と実際の効果から－

大川　康隆 東海大学

竹澤　稔裕
（関東学園大学）

IP-2 肥満遺伝子と柔道選手の競技力および階級との
関連性－ UCP1 と UCP2 遺伝子多型の検討－

上水研一朗 東海大学

IP-3 日本剣道形の動作中に現れる脳波とは 高橋健太郎 関東学院大学

10：15 IP-4 スポーツ障害の原因に関する足下からのアプ
ローチ －柔道選手の場合－

小嶋　新太 日本体育大学

前川　直也
（国際武道大学）

IP-5 中学校柔道部員のケガの発生と体力レベルの関
係－東京都公立中学校のデータを用いて－

渡辺百合子 東京学芸大学
大学院

IP-6 剣道における外傷および障害の発生状況
－高等学校および大学の比較－

廣野　準一 信州大学総合
人間科学系

10：30 IP-7 大学柔道選手における学年別のストレッサーに
関する研究

渡部　将之 大阪産業大学

横山　喬之
（摂南大学）

IP-8 自律訓練法の介入が減量時の心身のコンディ
ションに及ぼす影響－大学男子柔道選手を対象
として－

藤本　太陽 日本体育大学
大学院

IP-9 柔道整復師養成施設学生と保健医療学部学生の
柔道に対するイメージ調査の検討

小柳　祐華 日本柔道整復
専門学校

10：45 IP-10 サンボ競技のルール改正が試合結果に及ぼす影
響－世界選手権二大会における競技分析の比較
から－

松本　秀彦 至学館大学
短期大学部

射手矢　岬
（早稲田大学）IP-11 道具の運動から予期する上肢の構え 木村　陽子 北海道大学

大学院教育学院

IP-12 弓道体配基本動作の運動学 佐藤　　明 東北大学

昼食・休憩

本部企画
会場　（6号館2階　621 教室）

13：00
13：45 総　会

14：00
15：00 特別講演：日本精神と武道

15：15 本部企画：シンポジウム
「メディアと武道：伝統文化としての武道との関連から」
パネリスト：柔道専門分科会　西森　大（NHK 報道局スポーツセンター）
　　　　　　剣道専門分科会　和田　崇（県立広島大学）
　　　　　　空手道専門分科会　小日向　藍菜（空手道マガジン月刊ＪＫＦａｎ編集長）

17：30 コーディネーター：アレキサンダー・ベネット（関西大学・日本武道学会企画委員）

一般研究発表
第 1日目　9月 7日（水）　　　　ポスター発表

P1会場 （7号館1階　711 教室）

（ 14 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IIA-1 直信流柔道成立過程に関する史的研究：松江藩
の給帳調査から

久保山和彦 日本体育大学

菊本　智之
（常葉大学）

9：15 IIA-2 荒井十内と鳥羽藩の柔術（１）　起倒流 村林　正美 東海支部

9：30 IIA-3 通し矢弓術家和佐大八郎と遺品弓具について 松尾　牧則 筑波大学

森本　邦生
（広島県立佐伯

高等学校）

9：45 IIA-4 明治神宮鎮座祭における弓道奉納演武に関する
一考察
－戦前期における弓道団体乱立を視座として－

五賀　友継 筑波大学大学院

10：00 IIA-5 弓道の「霞的，星的」に関する一考察 黒須　　憲 東北学院大学

10：15 IIA-6 大嶋流、種田流槍術の術技について 石川　哲也 全日本槍術連盟

中嶋　哲也
（茨城大学）

10：30 IIA-7 甲乙流関係史料にみる為政者の武芸実践と政治
思想に関する一考察

菊本　智之 常葉大学

10：45 IIA-8 『教授館總宰餘業記録』にみる土佐藩の居合につ
いて

森本　邦生 広島県立佐伯高
等学校

11：00 IIA-9 韓国剣道における審判に関する研究 
－第 1 回会長杯全国実業剣道選手権大会での取
り組みから－

加藤　純一 文教大学教育学部

アレキサン
ダー・

ベネット
（関西大学）

11：15 IIA-10 日 本 剣 道 KENDO の「 残 心 」 と 韓 国 剣 道
KUMDO の「存心」
－競技規則の共通理解から－

小田　佳子 東海学園大学

11：30 IIA-11 植民地朝鮮における日本柔道の受容過程 朴　　周鳳 国際武道大学

11：45 IIA-12 東京外国語学校と講道館に於ける本田存について 東　　憲一 東京外国語大学

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30 弓道
なぎなた
空手道

合同専門分科会

7 号館
2 階 722 教室

剣道
専門分科会

7 号館
2 階 721 教室

障害者武道
専門分科会

6 号館
2 階 622 教室

柔道
専門分科会

7 号館
1 階 711 教室

 　　　　　　　　　　　　　　※各専門分科会企画の開始時刻が異なります。

一般研究発表
第 2日目　9月 8日（木）　　　　人文・社会科学系

A会場 （6号館2階　622 教室）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IIB-1 剣道の面打ち動作における踏み切り脚の力学的
特徴

村瀬　直樹 サレジオ工業高等
専門学校

高橋健太郎
（関東学院大学）

9：15 IIB-2 下肢の動作様式が剣道の打突速度に及ぼす影響 椿　　　武 神戸親和女子大学

9：30 IIB-3 棒の力学に基づく「押し手引き手」「手の内」の
考察

坂井　伸之 山口大学理学部

9：45 IIB-4 弓道での傷害群と非傷害群における体幹機能の
違い

竹澤　鮎美 広瀬医院

10：00 IIB-5 大学剣道選手の脳内情報処理過程に関する研究
－ Go-NoGo 課題時における非利き手の反応時間
と P300 に着目して－

川井　良介 日本大学文理学部

坂東　隆男
（大阪大学）10：15 IIB-6 筋電計とバランス Wii ボードなどを用いた剣道

動作の総合計測
西畑　大輔 福井大学大学院

10：30 IIB-7 暑熱環境下における剣道合宿での経口補水液を
利用した効果的な水分摂取方法の検討

岩佐　健太 岐阜大学大学院

10：45 IIB-8 女子柔道選手の体幹筋力：軽・中・重量級の特徴 仲田　直樹 仙台大学

松﨑　守利
（九州女子
短期大学）

11：00 IIB-9 女子柔道軽量級選手における体幹筋力の特徴 越原　未歩 東京学芸大学
大学院

11：15 IIB-10 柔道選手における等速性体幹筋力と脚伸展パ
ワーの関係

秋本　啓之 了徳寺学園

11：30 IIB-11 女子柔道選手における受け身動作の特徴 越田専太郎 了徳寺大学

河鰭　一彦
（関西学院大学）

11：45 IIB-12 一流柔道競技者における背負投のキネマティク
ス的特徴

石井　孝法 了徳寺大学

12：00 IIB-13 柔道の後ろ受身動作における打ち手の効果 田村　篤敬 鳥取大学

12：15 IIB-14 釣手がパフォーマンスに与える影響
－釣手の形体や位置に着目して－

射手矢　岬 早稲田大学

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30 弓道
なぎなた
空手道

合同専門分科会

7 号館
2 階 722 教室

剣道
専門分科会

7 号館
2 階 721 教室

障害者武道
専門分科会

6 号館
2 階 622 教室

柔道
専門分科会

7 号館
1 階 711 教室

 　　　　　　　　　　　　　　※各専門分科会企画の開始時刻が異なります。

一般研究発表
第 2日目　9月 8日（木）　　　　自然科学系

B会場 （7号館2階　722 教室）

（ 16 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IIC-1 柔道形の指導に関する研究
－投の形の手技を対象に－

坂本　道人 福岡大学

山崎　俊輔
（甲南大学）9：15 IIC-2 形の技能評価原論（10）－「曳落」の理合いに

ついて
村田　直樹 公益財団法人　

講道館

9：30 IIC-3 大学柔道競技者による柔道競技力の重点評価項
目について

前川　直也 国際武道大学

増地　克之
（筑波大学）

9：45 IIC-4 リオデジャネイロ五輪に向けた日本代表選手サ
ポートのための『柔道ノート』作成と活用事例

川戸　湧也 筑波大学大学院

10：00 IIC-5 高校女子柔道選手の指導状況について 林　　弘典 びわこ成蹊
スポーツ大学

10：15 IIC-6 武道における「礼」の概念と体育学習への展開 竹内友季子 兵庫教育大学
大学院

高橋　　進
（大東文化大学）

10：30 IIC-7 大学体育における武道種目受講学生の武道イメージ 小林　優希 筑波大学

10：45 IIC-8 ガッツポーズに関する意識調査
～武道に携わる大学生を対象として～

小野　卓志 筑波大学

11：00 IIC-9 剣道における男子大学生の競技力に関する研究 桜井　美子 神奈川大学

山神　眞一
（香川大学）

11：15 IIC-10 剣道の技術と技術観に関する研究：有効打突の
「刃筋正しく」という判定基準に注目して

佐藤　皓也 早稲田大学
大学院

11：30 IIC-11 剣道における諸手左上段の構えに対する中段の
構えからの技法に関する考察

大矢　　稔 国際武道大学

11：45 IIC-12 弓道における「口割」に関する一考察 原田　隆次 国際武道大学

井下　佳織
（麗澤大学）

12：00 IIC-13 空手道全日本選手権大会における決まり技につ
いて

三村　由紀 防衛大学校

12：15 IIC-14 なぎなたの授業が示す可能性－皇學館大学の実
践例をとおして－

福田　啓子 皇學館大学

12：30 IIC-15 大学におけるなぎなた授業受講前の認知について 木村　有里 順天堂大学
大学院

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30 弓道
なぎなた
空手道

合同専門分科会

7 号館
2 階 722 教室

剣道
専門分科会

7 号館
2 階 721 教室

障害者武道
専門分科会

6 号館
2 階 622 教室

柔道
専門分科会

7 号館
1 階 711 教室

一般研究発表
第 2日目　9月 8日（木）　　　　武道指導法系

C会場 （7号館2階　721 教室）

 　　　　　　　　　　　　　　※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 発見型抑技授業プログラムの有効性の検討 籔根　敏和 京都教育大学

小澤　雄二
（熊本大学）

IIP-2 中学校武道必修化に対応した武道系授業の実践
報告～教員養成系 O 大学の事例～

石川　美久 大阪教育大学

IIP-3 中学校武道授業の実施体制と困難を示す生徒の
実態　－岡山県における実態調査から－

京林由季子 岡山県立大学

IIP-4 中学校保健体育教員の武道授業実践に関する意
識   －岡山県における実態調査から－

平田　佳弘 環太平洋大学

10：20 IIP-5 中学柔道指導者の選手との心理的距離感と競技
成績との関係

村田　正夫 大阪成蹊大学

三戸　範之
（秋田大学）

IIP-6 大学生柔道選手におけるコーチングの認知に関
する研究

岡崎　祐史 武庫川女子大学

IIP-7 大学生柔道選手におけるライフスキル獲得の様相 岡田　龍司 近畿大学

10：35 IIP-8 注視点距離に着目した剣道における面技の目付け 秋山　大輔 日本経済大学

有田　祐二
（筑波大学）

IIP-9 世界剣道選手権大会における有効打突の傾向
－第１５回大会と第１６回大会の比較から－

川端　大輔 札幌市立平岡
緑中学校

IIP-10 剣道正面打ち動作における指導言語による打撃
力と打撃フォームの変化について

天野　　聡 東海大学

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30 弓道
なぎなた
空手道

合同専門分科会

7 号館
2 階 722 教室

剣道
専門分科会

7 号館
2 階 721 教室

障害者武道
専門分科会

6 号館
2 階 622 教室

柔道
専門分科会

7 号館
1 階 711 教室

 　　　　　　　　　　　　　　※各専門分科会企画の開始時刻が異なります。

一般研究発表
第 2日目　9月 8日（木）　　　　ポスター発表

P1会場 （7号館1階　711 教室）

（ 18 ）



時間 専門分科会 演　　題 発表者 所　属 座　長

10：00 柔道 中学校武道必修化に対応した柔道指導のあり方
調査研究～第 1 学年での授業検証から～

熊野　真司 練馬区立貫井
中学校

佐藤　明
（東北大学）

福田　啓子
（皇學館大学）

剣道 中学校武道必修化における剣道授業の課題・
対応策について

本多壮太郎 福岡教育大学

空手道 「中学校武道必修化における課題・対応策」
空手道授業に関して

井下　佳織 麗澤大学

相撲 「中学校武道必修化における課題・対応策
～相撲～

滿留　久摩 東京都立桜修館
中等教育学校

弓道 中学校武道必修化における課題・対応策」
－弓道の立場から－

松尾　牧則 筑波大学

なぎなた「中学校武道必修化における課題・対応策」
なぎなたの授業における導入教材の検討

佐藤　豊 桐蔭横浜大学

障害者
武道

中学校武道必修化における包括教育の可能性
－東京都江東区 A 中学校における柔道指導につ
いて－

德安　秀政 東京有明医療
大学

少林寺
拳法

少林寺拳法授業による思考の変化 中島　正樹 富士見丘中学校

11：30 合気道 「中学校武道必修化における課題・対応策」
（合気道）

熊澤美裕紀 明治薬科大学

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30 弓道
なぎなた
空手道

合同専門分科会

7 号館
2 階 722 教室

剣道
専門分科会

7 号館
2 階 721 教室

障害者武道
専門分科会

6 号館
2 階 622 教室

柔道
専門分科会

7 号館
1 階 711 教室

 　　　　　　　　　　　　　　※各専門分科会企画の開始時刻が異なります。

本部企画ポスター発表
第 2日目　9月 8日（木）　　　　ポスター発表

P2会場 （7号館1階　712 教室）


