
令和２年度卒業研究題目一覧

学生氏名 卒業研究題目 ゼミナール指導教員

関口　闘起辰 柔道の指導者を対象とした後ろ受身に関する考察 濱田　初幸
後藤　優太 知的・発達障害児における柔道療育の有効性と課題 濱田　初幸

平垣　拓馬
柔道療育の有効性を探る－自閉スペクトラム症の児童を対象に事例から考察する
－

濱田　初幸

上田　直樹 平行棒における「棒下宙返り倒立」に関する研究 北川　淳一
市口　大和 あん馬における「ウ・グォニアン」に関する研究 北川　淳一
杉野　正尭 鉄棒における手放し技の連続についての研究 北川　淳一

阪上　拓真
砲丸投回転投法において効率よく力を伝えるための投擲動作を探る
～ある大学男子砲丸投げ選手の取り組み事例から～

瓜田　吉久

菅　翔弥 スクワット運動中のbuttwinkの発生様相とその解消法に関する研究 金高　宏文

堀井　直樹
学校体育のハードル走におけるハードル高や動作課題がハードルパフォーマンス
に及ぼす影響：体育専攻一般学生を対象にして

金高　宏文

丸山　航平
バレーボールにおけるブロック移動動作の左右差についてのバイオメカニクス的
研究―選手の感じる左右の違和感に着目して―

濱田　幸二

田部　咲来
大学バレーボール競技におけるジャンプの回数、高さが及ぼすパフォーマンス低
下について

濱田　幸二

山岡　瑞希 バレーボール選手における貧血とシャトルラン、最大挙上の関 濱田　幸二
磯邉　幸翼 大学男子柔道選手の競技レベルと筋力の関係について 濱田　幸二

渡辺　諒
大学男子柔道選手の短期間減量が、身体組成及びパフォーマンスに与える影響に
ついての研究

濱田　幸二

─ 高校生部活動実施者における競技成績と特性的自己効力感の関係について 濱田　幸二

─ 形稽古の重要性～日本剣道形と木刀による剣道基本技稽古法からの考察～ 前阪　茂樹

─ 戦後教育を起点とした現代剣道に求められる教育特性について 前阪　茂樹
─ 竹刀の定寸化を起点とした競技文化としての剣道について 前阪　茂樹
─ 学校剣道教育がもたらす技能を身につけるための指導とは 前阪　茂樹
─ 近世以降の剣道修行による意義についての私的考察 前阪　茂樹
─ 青少年の剣道人口の減少における現状と課題～野球との比較において～ 前阪　茂樹
─ 剣道における礼の意義と普遍性について 前阪　茂樹
今村　凪沙 女子テニスにおける左利き選手のサービスの戦術の特徴 髙橋　仁大
江上　翔紀 塁間でのスピードトレーニングが野球の投球速度に及ぼす影響 髙橋　仁大

大底　鈴奈
オフェンスリバウンドの参加人数が獲得率に及ぼす影響について
-大学女子バスケットボール競技を例として-

木葉　一総

國松　愛依
映像分析ソフト導入がチーム内コミュニケーションに及ぼす影響　       　-大
学女子バスケットボールを例として-

木葉　一総

沼沢　太河
パックライン・ディフェンスの導入による相手チームの　　　　ショット確率の
変化について

木葉　一総

平川　健太
女子バスケットボール選手のジャンプショットにおける　　　　      　体幹運
動に関する実験研究：肩及び骨盤の動きに注目して

木葉　一総

田中　美帆 COVID-19が大学バスケットボールに及ぼした影響 木葉　一総

横内　颯斗
バスケットボールにおける3ポイントショットの成功確率を　　　　     向上さ
せるイメージトレーニングの研究

木葉　一総

安田　一輝
カナダ（トロント市）と日本（東京23区）における
バスケットボール環境についての比較

三浦　健

久次　航洋
トロント市と東京都在住者のトップアスリートに対する
心理的つながりの比較研究

三浦　健

池浦　健太朗 バスケットボールにおけるペイントアタックについての事例研究 三浦　健

櫻田　響
バスケットボール競技におけるアウトサイドからの
攻撃方法に関する研究
－自身の攻撃力向上への取り組みと検証－

三浦　健

─
女子バスケットボール競技における
ゲーム時のシュート成功率基準値のカテゴリー別比較

三浦　健

下屋敷　泰成
カヌースプリント・カナディアン種目における短期間での体力回復を目指したト
レーニングの効果

中村　夏実

橋沼　新
バトルロープを用いたHIITがカヌースプリント・カヤック選手の200ｍレースの
パフォーマンスに及ぼす影響

中村　夏実

林田　薫 筋電図からみたSUP（Stand-Up Paddle Board）運動の特性 中村　夏実

─
剣道選手における竹刀の形状と得意技の関係性について―打突時の竹刀の振幅に
着目した面技の形成―

竹中　健太郎

─
類いまれな競技成績を有する男子大学生剣道トップ選手の試合特性についての分
析

竹中　健太郎

─ 高校剣道部活動における稽古内容に関する調査 竹中　健太郎
曽田　峻平 大学生における剣道の発声が竹刀の打撃時間に及ぼす影響 竹中　健太郎

茅根　大裕
生涯剣道の実践に向けた目的意識の変容についての検討－KT 大学剣道選手のコ
ロナ禍における対人稽古中断による意識の変容に着目して－

竹中　健太郎

村上　聖彦
剣道における打突時の重心に関する検討-出ばな技としかけ技の面打突の比較か
ら-

竹中　健太郎



学生氏名 卒業研究題目 ゼミナール指導教員

川邉　健斗
ウォークドリルによるランニングフォームの変化に関する研究
：大学陸上競技女子中長距離選手を対象に

松村　勲

伊藤　龍生 J1リーグの得点におけるシュート位置とシュートコースについて 塩川　勝行
─ 競技水準との関連からみたサッカーのオフザボールにおける１対１の競合 塩川　勝行

宮内　真輝
サッカー試合中におけるハイボールの競り合いとセカンドボール奪取数が
シュート本数に及ぼす影響

塩川　勝行

向井　遼児 サッカー選手のサーヴェイ的視点に関する研究 塩川　勝行
本野　崇恭 サッカーの試合におけるスローインの分析 塩川　勝行

石田　千尋
セーリング競技470クルーの筋持久力ウエイトトレーニングがロッキング疲労度
軽減に及ぼす効果

榮樂　洋光

岩下　メナード
セーリング初級者への指導によって変化する技術～海上練習とフィードバックの
事例から～

榮樂　洋光

真鍋　優
セーリング競技におけるハイクアウト継続時間向上を目的とした下肢のトレーニ
ング効果

榮樂　洋光

入江　美和 突出した競技実績を持つ女子剣道選手における試合特徴の変化 下川　美佳

小林　桃香 女子競技者を対象とした柄の長さの違いによる面打ちの打突時間について 下川　美佳

松本　泉帆
女子競技者を対象とした突き技における竹刀で部位を捉えるコツについての事例
的研究

下川　美佳

村田　桃子
中段の構えにおける体重配分と出ばな面に関する研究
～左右足の体重配分と剣先が打突部位に届くまでの時間～

下川　美佳

可德　圭秀 中高齢者の膝関節症例に及ぼす水中運動処方の影響について 赤嶺　卓哉

─ 中高年の肩関節症状を有する症例における水中運動の及ぼす影響について 赤嶺　卓哉

古賀　圭一郎 中高齢の腰痛症者に及ぼす水中運動処方の影響について 赤嶺　卓哉
─ 本学陸上競技部走・跳・投種目選手における腰部故障についての研究 赤嶺　卓哉

─
大学体操競技における外傷・障害について―腰痛疾患の原因と予防・対処法を中
心に―

赤嶺　卓哉

山口　大輔
本学陸上競技選手におけるハムストリングスの肉離れとその予防・対処法につい
て

赤嶺　卓哉

─ 大学柔道における肘部外傷・障害の実態とその予防・対処法について 赤嶺　卓哉
─ 大学柔道選手における膝部外傷・障害の実態と予防・対処法について 赤嶺　卓哉

田口　哲也 離島在住高齢者におけるバランス能力への地域型及び家庭型運動の効果について イスラム　モハモド　モニルル

寺本　豊 離島在住高齢者の柔軟性へ地域型運動の効果について イスラム　モハモド　モニルル

増岡　良樹
離島在住高齢者における下肢筋パフォーマンスへの自体重を利用した運動を中心
としたモニ体操の効果

イスラム　モハモド　モニルル

永田　圭彦
離島在住高齢者における上肢筋パフォーマンスへのペットボトル体操を中心とし
たモニ体操の効果

イスラム　モハモド　モニルル

田代　翔
離島在住高齢者における上肢筋パフォーマンスへのペットボトル体操を中心とし
たモニ体操の効果

荻田　太

千原　凌
男女共習授業の有用性を考える
～男子生徒の技能向上を目指して～

栫　ちか子

─
高校生が楽しいと感じる体育授業の提案
～体育系大学生のアンケートを手がかりとして～

栫　ちか子

仲辻　勢生 リモート授業下での体育実技授業の実施可能性を探る 栫　ちか子
野瀬　章弘 運動前の音楽聴取が気分と運動パフォーマンスに及ぼす影響 栫　ちか子

長野　健悟
疾走動作時の肉離れ防止を目的としたメトロノーム活用に関する事例研究：ハム
ストリングスの肉離れが多発する大学男子走幅跳競技者における運動介入事例の
分析より

小森　大輔

山本　渚
ある大学女子走幅跳競技者における競技記録の延伸に関する事例研究-大学4年間
で5.92mから6.31mに至った事例を対象として-

小森　大輔

黒川　真吾 生イオン及び負イオンがeスポーツに及ぼす影響 隅野　美砂輝

古賀　萌子
卒業生の出身部活動への応援特性
―鹿屋体育大学バスケットボール部を対象としてー

隅野　美砂輝

小林　瑠那 チョコレートの摂取が集中に与える影響について 隅野　美砂輝
澤本　康太郎 リズムゲームが集中および課題遂行能力に与える影響 隅野　美砂輝
叢 瑋 Bリーグ集客数に影響を及ぼす要因 隅野　美砂輝
都丸　昌樹 Ｊリーグの観客動員数に影響を与える要因についての研究 隅野　美砂輝

橋積　朋希
大学アイデンティフィケーションと
部活動アイデンティフィケーションの関連性

隅野　美砂輝

松井　澪
空手指導者の指導内容と
生徒の保護者の求める指導内容との意識の相違

隅野　美砂輝

岩下　倖紀 女子大学生アスリートの月経随伴症状 添嶋　裕嗣

小原　瑛花
持続的有酸素運動が睡眠の質に及ぼす影響：陸上中長距離選手と短距離選手の比
較

添嶋　裕嗣



学生氏名 卒業研究題目 ゼミナール指導教員

東　美月 女子大学生アスリートの月経周期が睡眠の質に及ぼす影響 添嶋　裕嗣
真鍋　智寛 男子大学生アスリートの疲労度が睡眠の質に及ぼす影響 添嶋　裕嗣
渡邊　純菜 有酸素運動が女子大学生アスリートの月経前症候群に与える影響 添嶋　裕嗣
田口　真耶 女子大学生アスリートの月経周期が健康関連QOLに及ぼす影響 添嶋　裕嗣

村田　ひいろ
大学生アスリートの睡眠状態：就寝前のスマートフォン使用が睡眠の質に及ぼす
影響

添嶋　裕嗣

北村　健
異なる力発揮様式における等尺性トレーニングが
トレーニング初期の神経筋活動および機能に与える影響

髙井　洋平

土井　颯一郎 日本プロサッカーリーグにおける勝敗とPackingの関連 髙井　洋平

福村　僚
競技水準との関連からみた
ボールポゼッショントレーニングにおけるパッキングレート

髙井　洋平

本多　飛雄我
異なる力発揮様式における
等尺性最大随意肘関節屈曲力と筋サイズの関係

髙井　洋平

森元　直施
等尺性肘関節屈曲動作における最大筋力向上と
筋肥大向上を目的としたトレーニング効果

髙井　洋平

藤原　廉士
大学柔道選手がボディブルタイカイ入賞を
目指す減量の取り組みと身体組成の変化の事例

髙井　洋平

浅田　幸輝
テニスラケットの購買基準についての研究
－九州学生テニス連盟の所属する大学のテニス部員を対象として－

竹下　俊一

有木　隆太
インタビューボードへの視線と CM の関係性
－陸上競技の試合中継を使った事例－

竹下　俊一

井邉　光郁
陸上競技の試合中継中における企業スポンサー広告への視線検証
　　　～1500ｍを対象として～

竹下　俊一

─ コロナ禍における大学生競技者の精神的健康度の現状についての研究 竹下　俊一

小川　弘貴
スポーツとリーダーシップの研究動向
　　　－変革型リーダーシップに着目して－

竹下　俊一

小林　拓矢
大学生の進学動機、在学理由とキャリア選択に関する検討
―鹿屋体育大学学部生を対象として―

竹下　俊一

櫻谷　哲郎 タブレット端末でのメモと紙ノートでのメモが認知機能に及ぼす影響 竹下　俊一

安田　惟太郎
Ｊリーグにおける収益ビジネスモデルの研究－Ⅴ・ファーレン長崎を事例として
－

竹下　俊一

山路　謙成
フィギュアスケートの試合中継におけるスポンサー広告への視線検証の研究 ―
陸上競技部男性10名を対象として―

竹下　俊一

田上　三奈
働き世代における運動・スポーツの実践に影響を及ぼす促進・阻害要因に関する
研究

中垣内　真樹

篠原　諒 高齢者の運動実践頻度と主観的な体力への自信感及び健康感との関連 中垣内　真樹
久野　元也 大学男子陸上競技中長距離選手の生活行動と睡眠の質の関係 長島　未央子
西澤　和馬 大学サッカー選手の食事摂取状況と血液性状の現状 長島　未央子

林　正俊
大学男子陸王競技部短距離選手におけるトレーニング時期の違いによる
身体組成と競技力の関係性

長島　未央子

安田　健人 大学体操選手の補食の有無によるパフォーマンス発揮の違い 長島　未央子
幸村　康平 仮眠が午後のパフォーマンスに及ぼす影響 長島　未央子

東福　すずほ
鹿屋体育大学女子剣道部員の競技に対するモチベーションと食意識と
行動の現状について

長島　未央子

塔本　葵葉
トレーニング自粛中に行った１か月間のハイインテンシティインターバルトレー
ニング（HIIT）が体力に及ぼす影響－大学柔道女子選手の事例

長島　未央子

大河内　綾香
剣道の試合前における選手の緊張とリラクゼーションに関する研究ー大学剣道部
員を対象としてー

中村　勇

小山　華音
応援が剣道の試合に及ぼす影響と応援認識に関する研究ーK大学剣道部を対象と
してー

中村　勇

小林　礼弥 柔道における背負投の施技法ー相手に警戒されている時の対処法についてー 中村　勇

坂田　愛里 柔道における内股の種類に関する一考察 中村　勇
相良　宗知 柔道における橋本壮市選手の組み手の特徴についての研究 中村　勇

照屋　ひなた
世界柔道選手権大会における男女日本代表選手の施技傾向について〜2009年と
2019年の比較〜

中村　勇

星田　和希 柔道における連絡技から大外刈の種類に関する一考察 中村　勇
石川　義活 パフォーマンス目標の教示時における身体性認知の影響 中本　浩揮
加藤　佳大 バントパフォーマンスを決定する注視行動の解明 中本　浩揮

鴨瀬　拓輝
バッティング前のボール速度の知覚が
バッティングパフォーマンスに及ぼす影響
～調子の良し悪しと知覚の関係～

中本　浩揮

岸田　剛 自転車競技における回転数の違いが時間知覚に及ぼす影響 中本　浩揮

近藤　雄大
知覚変化のメカニズム
～大きさや距離の見え方が変わることがあるのはなぜか？～

中本　浩揮

髙橋　良太 少年サッカー指導への提案―自ら学ぶ制約学習― 中本　浩揮



学生氏名 卒業研究題目 ゼミナール指導教員

竹澤　啓介
運動能力に対する潜在的な能力観と内発的動機づけの関連
―コロナ禍の練習へのモチベーション―

中本　浩揮

樋口　優満
行動から潜在的能力観を測定する手立てについての検討
‐ビデオゲーム課題を用いて‐

中本　浩揮

藤川　遥 パフォーマンス発揮と覚醒水準の関係に関する事例的研究 中本　浩揮
藤本　一輝 環境の捉え方とサッカーにおける潜在的パターン知覚の関係 中本　浩揮
松下　豊顕 スポーツスキル獲得場面における適切なグループ分けの検討 中本　浩揮

三浦　玄
全習法・分習法による運動学習がプレッシャー下での
過剰な意識的制御に及ぼす影響及びその改善法の解明

中本　浩揮

溝口　朋美
波バイオフィードバックが
緊張下での情動コントロールに及ぼす影響

中本　浩揮

金本　彩花 大学部活動におけるリーダーの在り方とは 浜田　幸史
神崎　智一 生徒が「主体的・対話的で深い学び」を実感できる体育授業とは 浜田　幸史
坂本　航大 体育が苦手と見受けられる生徒への指導の工夫について 浜田　幸史
嶋永　有紗 よりよい保健授業の在り方について 浜田　幸史
清水　大輝 休校時に保健体育教員ができることとは 浜田　幸史
鈴木　日菜 生徒が主体的に部活動に取り組むためには 浜田　幸史

安東　悠太郎
柔道部活動指導を充実させるためには～柔道の公認柔道指導者資格及び学校顧問
特例資格に着目して～

浜田　幸史

工藤　祐輝 中・高等学校の柔道部活動指導におけるＩＣＴ活用について 浜田　幸史
下代　崇仁 今後の運動部活動の在り方について 浜田　幸史
宮本　昇真 安全で楽しく効果的な剣道授業とは 浜田　幸史

四方　美咲
中高齢者に対する短期間のノルディックウォーキングによる　　　  　　運動介
入がバランス能に及ぼす影響

藤田　英二

上地　星菜
手部動静脈吻合に対するアイシングが暑熱環境下における　　　　　    なぎな
たのパフォーマンスに与える影響

藤田　英二

指方　正太郎
筋力トレーニングが上腕屈筋の一過性の筋硬度、筋厚、　　  　　　　　力発揮
ならびに圧痛に及ぼす影響

藤田　英二

松西　夢紀
福岡県小学生女子柔道強化選手における　　　　　　　　　　　　　　　体力測
定値のまとめ

藤田　英二

御前　昂史
福岡県小学生男子柔道強化選手における　　　　　　　　　　　　　　　体力測
定値のまとめ

藤田　英二

中川　樹希 拳へのテーピングがフルコンタクト空手のパンチ力に及ぼす影響 前田　明

─
ストラップハーネス時のハーネスライン位置がパフォーマンスに　　　　及ぼす
影響

前田　明

桑原　潤也 体幹の捻転動作が社会人・大学野球選手の打撃パフォーマンスに及ぼす影響 前田　明

─ バットの選定とパフォーマンスの関係 前田　明

─
軸足の投球動作改善に着目したトレーニングが　　　　　　　　　　　　大学野
球選手の投球パフォーマンスに及ぼす影響

前田　明

森杉　亮太
芯部がマークされたバットで行う打撃練習が　　　　　　　　　　　　　　野球
打撃の正確性に及ぼす影響

前田　明

─ 回転ボックスジャンプトレーニングが内股動作に及ぼす影響 前田　明

─ 剣道の中段の構えにおける右足先方向が正面打突動作に　　　　　及ぼす影響 前田　明

─ タイヤ引きトレーニングが 15m 走に与える影響 前田　明
松尾　明 アロマセラピーが esports のプレイパフォーマンスに与える影響 前田　明
黒岩　将希 FPSゲームにおけるアイトラッキングを用いた視線の反応の研究 前田　博子

野瀬　雄太
国際大会のボランティアマネジメントについて
-東京2020オリンピックボランティア応募者の意識を手がかりに-

前田　博子

平井　里歩
月経関連症状への女性アスリートの認識に関する研究
－情報の受信と発信のマッチングに着目して－

前田　博子

前田　耕平
大学生の大学までのスポーツ経験の質の違いにおける
ライフスキルと結婚観

前田　博子

三浦　柚記
女性の健康問題に関する教育機会について
−保健体育科教員免許状取得可能な大学のシラバスに着目して−

前田　博子

─
サッカー選手の年齢と試合成績との関連性について
〜FIFAワールドカップの6大会を対象として〜

前田　博子

横山　瑞紀 性別変更競技者の競技参加に対する意識に関する研究 前田　博子
熊野　央一 武道学研究からみる剣道の国際化 前田　博子

─
eスポーツ競技者の集中力に関する研究
―競技レベルと競技実施による影響に着目して―

前田　博子

吉屋　秀人
日本のプロ野球出身者の「学生野球資格回復制度」創設の経緯及び同制度の現
状・意義と課題について

森　克己

石井　僚馬
学校教育における体罰問題の現状と対応策について－桜宮高校事件とその後の教
育界の対応に焦点を当てて

森　克己



学生氏名 卒業研究題目 ゼミナール指導教員

大塚　龍也
学習指導要領の改訂への対応及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う中学・高
校における球技領域での授業づくりについての研究

森　克己

新谷　航史 新型コロナウイルス感染拡大による日本の大学野球界への影響と課題について 森　克己

長谷川　聖
新型コロナウイルスによる大学バスケットボール界への影響と課題について−九
州大学バスケットボール連盟１部リーグ所属チームに焦点を当てて−

森　克己

濱口　功聖
青少年のサッカーにおける指導の現状と将来的なパフォーマンスを伸ばす指導の
在り方について

森　克己

迎　海斗
大学バスケットボールにおける日本とアメリカの環境の違いと大学スポーツ
UNIVASの成功に向けての課題

森　克己

─
中学校保健体育科における武道必修化後の女子生徒による剣道選択の促進要因と
阻害要因に関する研究

森　克己

─
ノンフィクション小説にみる自転車競技の魅力：山本元喜著『僕のジロ・デ・イ
タリア』（2017年）を通して

山田　理恵

─ 自転車ロードレースの戦略に関する事例研究 山田　理恵
─ スポーツマンガからみた競輪の特徴とあり方 山田　理恵
─ スポーツマンガにみる自転車ロードレースの人間形成における意義 山田　理恵

野中　大貴
体力・技術の両面からのアプローチにより垂直跳のパフォーマンスを向上させた
取り組み事例

山本　正嘉

鵜林　晃介 セパタクローにけるアタック時の打点の高さを向上させるための取り組み事例 山本　正嘉

江藤　雄大
サッカーの展開力を向上させるためのロングキック技術の改善を目指した取り組
み事例

山本　正嘉

高田　淳一朗
サッカーのゴールキーパーが体力と技術の両面からキックの最大飛距離を向上さ
せるために行った取り組み事例

山本　正嘉

藤坂　侑実
新型コロナウイルスの影響下にもかかわらず自己ベストの更新に成功した女子平
泳ぎ選手の事例

山本　正嘉

森重　輝
サッカーの試合後半におけるプレーの失速を抑制しパフォーマンスを改善するた
めの取り組み事例

山本　正嘉

─ 剣道における打突パフォーマンス時の竹刀の特徴 與谷　謙吾
南雲　賢亮 競泳競技のコーチングにおけるICT活用 和田　智仁
川島　元貴 硬式テニスのサーブパフォーマンスと床反力の関係 和田　智仁
─ クラウチングスタートにおける腕振りの教示が走動作に及ぼす影響 和田　智仁
幸　信光 ウエイトベストがスプリント走に及ぼす即時的な影響 和田　智仁
─ 競技力の違いによる小手打ちの比較 和田　智仁
坂元　忍 前腕トレーニングが剣道の試合終盤のパフォーマンスに及ぼす効果 和田　智仁

─ 剣道競技の基本動作における映像フィードバックを用いた技術指導の効果 和田　智仁


