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京都滋賀体育学会 第149回大会 

プログラム 

 

 
 

 

日時： 2020 年 3 月 1日（日）9:30～16:00  

場所： 京都光華女子大学 聞光館 253教室 

主催： 京都滋賀体育学会  
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京都滋賀体育学会 第 149 回大会 

日時： 2020 年 3 月 1 日（日） 9:30～16:00  

場所： 京都光華女子大学 聞光館 253教室  

〒615-0882 京都市右京区西京極葛野町38  

 

大会スケジュール  

9:30‐ 9:50 受付         ［聞光館 1階 エントランス］ 

9:50‐10:00 オープニング     ［聞光館 2階 253教室］ 

10:00‐11:00 一般研究発表① 4題 ［聞光館 2階 253教室］ 

11:00‐11:05 休憩 

11:05‐11:50 一般研究発表② 3題 ［聞光館 2階 253教室］ 

11:50‐12:50 昼食  

（理事会）   ［聞光館 2階 255教室］  

12:50‐14:05 一般研究発表③ 5題 ［聞光館 2階 253教室］  

14:05‐14:15 休憩  

14:15‐15:00 基調講演       ［聞光館 2階 253教室］  

15:00‐15:40 総会・奨励賞表彰   ［聞光館 2階 253教室］  

15:40‐16:00 クロージング     ［聞光館 2階 253教室］  

 

 

  

＊会場（聞光館）は、大学の正門を入ってすぐ左手の建物になります。 
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【大会役員】  

大会長   ： 高見 茂（京都光華女子大学）  

【大会事務局】  

事務局長 ： 佐竹 敏之（京都光華女子大学）  

お問合せ ： kyoto.shiga.149@gmail.com  

【大会実行委員（京都光華女子大学）】 

 小森 康加、橋元 真央、智原 江美、内田 和寿 

 

大会参加費：  

会員 ：無料   非会員 ：1,000 円 （臨時会員、一般参加）） 

大会受付にてお支払い下さい（事前申込・事前支払不要）  

一般発表者へのお知らせ：  

・ 発表時間は 10分、質疑応答 3分（合計13分）とします。発表終了 2分前に 

1鈴、発表終了で 2鈴、全体終了で 3鈴を鳴らします。発表は、時間厳守で

お願い致します。  

・ プロジェクターを使用する場合  

(a) 会場の発表受付にてPowerPointファイルを、午前の発表セッションは 9 

時 50分まで、午後の発表セッションは 12時 50分までに USB メモリ等で

会場のWindows PC(OS: Windows10)にコピーして下さい。なお持参したパソ

コンで発表される方は、その旨、お知らせください。 

(b) プレゼンテーションソフトは Microsoft PowerPoint 2016 です。レーザ

ーポインターは大会事務局で準備致します。 

(c) ファイルネームは『演題番号＋演者名字』でお願い致します。 

（例：01 佐竹）  

・ 発表資料について  

(a) 必要に応じて簡単なもので結構です。できるだけ 60部程度のご用意をお

願い致します。（当日、事務局でのコピーは致しません）  

(b) 各発表セッションの開始 5分前までに、会場後方部に設置する配布資料

テーブルにご提出ください。  

 

参加者へのお知らせ：  

・ 来場には、公共交通機関をご利用下さい。  

・ 受付は、聞光館 1階エントランスになります。  

・ 昼食は、ご持参いただくか近隣（徒歩 5分圏内）のコンビニ（セブンイレ

ブン、ファミリーマート） 、飲食店をご利用ください。 

・会場内は飲食可です。ごみの持ち帰りにご協力下さい。  
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【プログラム】 

オープニング        9:50‐10:00       聞光館 2階 253教室 

 

一般研究発表①      10:00‐11:00       聞光館 2階 253教室 

 

座長：来田 宣幸 （京都工芸繊維大学） 

 

01 小学生の全力疾走動作における接地タイプの研究 

 （奨）〇森瑛斗（京都教育大学大学院），小山宏之（京都教育大学） 

 

02 片脚着地動作における予防トレーニング効果の影響  

～前十字靭帯予防の観点から～ 

 （奨）〇中村遼平（京都先端科学大学健康医療学部）， 

井口順太（京都先端科学大学健康医療学部 ） 

 

03 バックストロークレッジを用いた背泳ぎスタート動作の比較 

：競技レベルの異なる男子選手を対象にして 

 （奨）〇佐藤大典（びわこ成蹊スポーツ大学），草薙健太（中京大学）， 

水上拓也（大阪体育大学），髙橋繁浩（中京大学） 

 

04 スポーツボランティアにおける心理学的エスノグラフィー 

     〇谷口明日香(びわこ成蹊スポーツ大学大学院) ， 

          豊田則成（びわこ成蹊スポーツ大学） 

 

休憩           11:00‐11:05                  

 

 

一般研究発表②      11:05‐11:50       聞光館 2階 253教室  

 

座長：智原 江美 （京都光華女子大学） 

 

05 幼児に対する保護者と保育士の評価に関する検討 

 （奨）〇玉木彩水（立命館大学大学院）， 

     永浜明子（立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科） 
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06 京田辺市主催の「一休さんウォーク」における社会環境的調査 

 （奨）〇田中春菜（同志社大学スポーツ健康科学部）， 

     三島一樹（同志社大学スポーツ健康科学部）， 

栁田昌彦（同志社大学スポーツ健康科学部） 

 

07 少年野球選手を対象とした肩および肘の投球障害発生の現状 

：京都での複数年間の野球検診データを用いた縦断的分析 

        〇田中真紀（京都工芸繊維大学大学院, 京都文教短期大学）, 来田宣

幸(京都工芸繊維大学),野村照夫(京都工芸繊維大学),松井知之(丸

太町リハビリテーションクリニック),奥谷拓真(石鎚会田辺中央病

院),平本真知子(丸太町リハビリテーションクリニック),東善一(丸

太町リハビリテーションクリニック),木田圭重(京都府立医科大

学),琴浦義浩(京都府立医科大学),竹島稔(石鎚会田辺中央病院),森

原徹(丸太町リハビリテーションクリニック) 

 

昼食            11:50‐12:50                    

 近隣の飲食店などをご利用ください。 

持ち込みの昼食を会場内で飲食いただくことは可能です。 

 ＊理事会 →  聞光館 2階 255教室 

 

一般研究発表③      12：50‐14:05      聞光館 2階 253教室  

 

座長：小森 康加 （京都光華女子大学） 

 

08 体罰を抑制する為の暴言研究 

   （奨）〇亀井誠生(立命館大学BKC社系研究機構),加藤雄志（立命館大学大

学院スポーツ健康科学研究科）,鍵本真啓（立命館大学大学院スポ

ーツ健康科学研究科）,岡本直輝（立命館大学スポーツ健康科学

部） 

 

09 女子バスケットボール選手のワンハンドシュートの使用実態 

  （奨）〇馮吉爾(立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科), 鍵本真啓

（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科）,亀井誠生（立命館

大学BKC社系研究機構）,岡本直輝（立命館大学スポーツ健康科学

部） 
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10 野球捕手の二塁送球動作におけるステップ動作の実態 

   （奨）〇加藤雄志(立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科) ,岡本直輝

（立命館大学スポーツ健康科学部）,亀井誠生（立命館大学BKC社

系研究機構）,鍵本真啓（立命館大学大学院スポーツ健康科学研究

科） 

11 体幹伸展動作における教示が姿勢に与える効果の検討 

－クラシックバレエのカンブレと体幹後屈について－ 

（奨）〇権野めぐみ(京都工芸繊維大学大学院), 野村照夫(京都工芸繊維大

学),来田宣幸(京都工芸繊維大学),松井知之(丸太町リハビリテーシ

ョンクリニック),東善一(京都工芸繊維大学大学院,丸太町リハビリ

テーションクリニック),森原徹(丸太町リハビリテーションクリニ

ック) 

 

12 身体部位に対応するトレーニング種目の理解度について 

：胸部と大腿部前面を対象として 

〇小林義樹(株式会社Enjoydream Holdings), 来田宣幸（京都工芸繊

維大学）,野村照夫（京都工芸繊維大学） 

 

休憩           14:05ー14:15                  

 

 

基調講演         14:15‐15:00       聞光館 2階 253教室  

 

演 題 ： 「   未 定   」  

 

高見 茂 （京都光華女子大学 学長）  

 

 

総会・奨励賞表彰     15:00‐15:40       聞光館 2階 253教室 

 

 

クロージング       15:40‐16:00        聞光館 2階 253教室 

 


