
令和３年度卒業研究題目一覧

専門研究領域 分野/種目 卒業研究題目 学生氏名 ゼミナール指導教員

スポーツ・武道実践科学 陸上競技
円盤投げのターン動作における入りを改善するために取り組んだ段階的技術練習
事例―ある大学男子円盤投げ選手の取り組みをもとに―

－ 瓜田　吉久

スポーツ・武道実践科学 陸上競技
砲丸投げの回転投法において競技記録を大幅に延伸させたある大学男子砲丸投げ
選手の取り組み事例

－ 瓜田　吉久

スポーツ・武道実践科学 スポーツ運動学/陸上競技
三段跳における積極的着地を習得するためのティップス：ある大学三段跳競技者
の高校生期の自己記録更新を目指した取組の事例分析から

島田　智成 金高　宏文

スポーツ・武道実践科学 コーチング学/バレーボール
ブロック動作の左右差についての研究
―某国男子バレーボールナショナルチームを対象にして

原本　実和 濱田　幸二

スポーツ・武道実践科学 コーチング学/バレーボール 大学女子バレーボール選手におけるセッターの注視点に関する研究 東　美奈 濱田　幸二

スポーツ・武道実践科学 コーチング学/バレーボール
大学女子バレーボール選手におけるスパイクコース打ち分けに関する研究－スト
レート打ちとクロス打ちのフォーム改善について－

吉田　萌子 濱田　幸二

スポーツ・武道実践科学 武道/剣道 新たな学力の三要素から考えられる剣道指導教材の検討 － 前阪　茂樹

スポーツ・武道実践科学 武道/剣道
2020　全日本選手権者と 2021KT大学男子代表選手を比較して
∼2020年から暫定的に行われているCovid-19に対応した試合技術∼

－ 前阪　茂樹

スポーツ・武道実践科学 武道/剣道
剣道試合審判規則の「不易流行」的事項の整理
～主に戦後から現在までの剣道に注目して～

－ 前阪　茂樹

スポーツ・武道実践科学 武道/剣道 日本剣道形と競技における剣道の術理上での関係性について － 前阪　茂樹
スポーツ・武道実践科学 武道/剣道 般若心経と五輪書にみる剣道の極意 － 前阪　茂樹
スポーツ・武道実践科学 武道/剣道 N県I市における幼少年剣道の実態 － 前阪　茂樹
スポーツ・武道実践科学 武道/剣道 近・現代武道の先達者における稽古修行のあり方に関する考察 － 前阪　茂樹

スポーツ・武道実践科学 武道/剣道
日本剣道形が竹刀剣道の技術に及ぼす影響について
～大学生の意識調査から～

－ 前阪　茂樹

スポーツ・武道実践科学 指導法/カヌースプリント
カヌースプリント競技カヤック種目未経験者の初期乗艇技術習得に対する指導介
入の効果

松村　圭祐 中村　夏実

スポーツ・武道実践科学
トレーニング科学／カヌースプ
リント

カヌースプリント競技カヤック種目における牽引トレーニングの効果について － 中村　夏実

スポーツ・武道実践科学
トレーニング科学／カヌースプ
リント

バトルロープを用いた高強度インターバルトレーニングの運動強度について － 中村　夏実

スポーツ・武道実践科学
トレーニング科学／カヌースプ
リント

カヌースプリント・カヤック200ｍ競技のレース間におけるストレッチポールエク
ササイズがパフォーマンスに及ぼす影響

内田　海斗 中村　夏実

スポーツ・武道実践科学 評価法／海洋スポーツ バランス能力とSUP運動パフォーマンスとの関係 － 中村　夏実

スポーツ・武道実践科学 カヌースプリント
カヌースプリント競技カナディアン種目における膝立姿勢の足幅が200ｍレースの
スタート局面の艇速度に及ぼす影響

鈴木　涼太 中村　夏実

スポーツ・武道実践科学 健康増進／海洋スポーツ SUPトレーニングによるバランスへの影響 － 中村　夏実

スポーツ・武道実践科学
スポーツパフォーマンス学／テ
ニス

テニス女子ダブルスにおけるラリー様相とポイント取得率の関係 大津　あかり 髙橋　仁大

スポーツ・武道実践科学
スポーツパフォーマンス学／野
球

日本人プロ野球選手における身長と体重の変化が野球成績に及ぼす影響　－BMIか
らみる野球成績との関係－

小倉　太我 髙橋　仁大

スポーツ・武道実践科学 バスケットボール
国内バスケットボールトップリーグにおけるピック＆ロール・オフェンスについ
ての研究 －ヘッジ・ディフェンスに対する攻撃法－

羽地　清弥 木葉　一総

スポーツ・武道実践科学 バスケットボール ピック＆ロールに対するハードヘッジディフェンスの有効性について 宮崎　馨 木葉　一総

スポーツ・武道実践科学 剣道
剣道の指導現場におけるICTを使った新たな指導形態の有効性について
～遠隔指導に着目して～

楠　孝納佑 竹中　健太郎

スポーツ・武道実践科学 剣道
コロナ禍における剣道の暫定的な試合・審判規則への対応についての検討
－KT大学剣道選手の体格差による対応の現状把握と修錬課題－

杉田　龍太郎 竹中　健太郎

スポーツ・武道実践科学 剣道
大学剣道選手における右足踵部の傷害経験の有無による踏み込みの動作と地面反
力について

伹馬　圭太郎 竹中　健太郎

スポーツ・武道実践科学 剣道
大学剣道選手における竹刀形状と技の関係性
―技の習熟度における自己評価からの分析―

谷口　祥磨 竹中　健太郎

スポーツ・武道実践科学 剣道
コロナ禍における剣道の暫定的な試合・審判規則の対応についての検討
－賛否の要因に着目した分析から－

冨居　健太 竹中　健太郎

スポーツ・武道実践科学 剣道
一拍子の正面打撃の習得による応用に関する事例的研究
～実践における払い面の活用に着目して～

水田　千尋 竹中　健太郎

スポーツ・武道実践科学
スポーツ教育学/ストリートダン
ス

ストリートダンス指導による伝達方法による対象者の主観的満足度と見る者の評
価の違いの検証

天野　海都 三浦　健

スポーツ・武道実践科学
トレーニング科学/
バスケットボール

30-15 Intermittent Fitness Testを活用した高強度インターバルトレーニングが
バスケットボール選手のパフォーマンスに及ぼす効果について

上野　翔護 三浦　健

スポーツ・武道実践科学
スポーツパフォーマンス学/
バスケットボール

バスケットボール競技における自身のスリーポイント成功率向上に関する取り組
みと検証

－ 三浦　健

スポーツ・武道実践科学
スポーツパフォーマンス学/
バスケットボール

バスケットボール競技の3ポイントショット力の向上への取り組みが自身の得点力
に及ぼす影響についての事例研究

松井　誠吾 三浦　健

スポーツ・武道実践科学 水泳 ある競泳男子選手における大学４年間の競技記録に影響を及ぼした要因 田切　和也 萬久　博敏

スポーツ・武道実践科学 水泳
大学女子競泳選手のコンディションと試合結果の関係
―ONE TAP SPORTSを活用して―

安波　美鈴 萬久　博敏

スポーツ・武道実践科学 陸上競技中距離
ある大学男子中長距離選手における800ｍ走の競技記録の変化に関する研究
：大学4年間で1分56秒79から1分51秒91に至った事例を対象として

甲原　海人 松村　勲

スポーツ・武道実践科学 陸上競技中距離 陸上中長距離選手における競技力向上の一例 － 松村　勲

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

サッカーにおけるクロスのタイプと得点率に関する研究 五十嵐　理人 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

FCバルセロナのプレースタイルの変遷についての研究 トモキ　カノ 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

サッカーにおけるサイドバックの攻撃の重要性についての研究 城戸　杜 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

サッカーにおけるコーナーキックの得点パターンに関する研究 木橋　朋暉 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

サッカーにおけるヘディング能力の主観的評価および跳躍能力の関係
―片脚での跳躍能力に着目して―

西山　涼 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

ボール支配率が低いチームにおける勝率と攻撃成功との関係について 根本　凌 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

サッカーにおけるカウンター攻撃（速攻）と時間及びパス本数との関係 蓁原　脩平 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

サッカーにおけるパッキング・レートの有効性 柴山　宣喜 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学
コーチング学/
サッカー

サッカーにおける攻撃時の縦パスの有効性の検討
－イングランド・プレミアリーグに着目して－

永井　翔平 塩川　勝行

スポーツ・武道実践科学 コーチング学/セーリング
セーリング競技スナイプ級におけるハイクアウト継続時間を向上させるための取
り組み事例
～ハイクアウトベンチを用いたトレーニングに着目して～

牛島　信太朗 榮樂　洋光

スポーツ・武道実践科学 コーチング学/ボート
ボート競技における選手育成のヒントを探る
－1名の選手に着目した事例的な検討－

倉地　紘平 榮樂　洋光

スポーツ・武道実践科学 剣道 突出した競技実績を有する女子選手における試合特徴の変化　その２ 大山　愛奈 下川　美佳

スポーツ・武道実践科学 剣道
女子競技者を対象とした小手打ちのコツについての事例的研究
～相手の構えている竹刀を下から裏に回して打つ小手打ちについて～

小川　有紗 下川　美佳



専門研究領域 分野/種目 卒業研究題目 学生氏名 ゼミナール指導教員

スポーツ・武道実践科学 剣道
コロナ禍において追加された暫定的な剣道試合審判法による有効打突の変化～コ
ロナ禍前と禍中における全日本女子剣道選手権大会に着目して～

桑水流　愛香 下川　美佳

スポーツ・武道実践科学 剣道
剣道競技者の踏み込み動作の地面反力および踏み込み音に関する研究
～右足踵部痛を発生した経験のない剣道競技者に着目して～

東　陽乃 下川　美佳

スポーツ・武道実践科学 体操競技 鉄棒の「コールマン」に関する研究 高田　佑貴 村田　憲亮

スポーツ・武道実践科学 体操競技
体操競技つり輪における力技のトレーニングの有効性についての研究
　　－ゆっくりと後方伸腕伸身逆上がり中水平支持の場合－

福本　岳琉 村田　憲亮

スポーツ・武道実践科学 体操競技
平行棒における「懸垂前振り上がり開脚抜き伸身かつ水平位で懸垂（バブ
サー）」に関する研究

藤巻　竣平 村田　憲亮

スポーツ・武道実践科学 体操競技
鉄棒における手放し技の連続についての研究
～「トカチェフ」から「リンチ」を対象として～

山田　拓哉 村田　憲亮

スポーツ・武道実践科学 バレーボール ビーチバレーボールがジャンプ力へ与える影響について 有村　涼美 坂中　美郷

スポーツ・武道実践科学 バレーボール
バレーボールにおける２種類のサーブについての比較・研究
～ドライブサーブとジャンプフローターサーブについて～

中島　咲愛 坂中　美郷

スポーツ・武道実践科学 バレーボール
鹿屋体育大学女子バレーボール部のトレーニング研究
～過去11年間のスターティングメンバーの成長率～

諸石　真衣 坂中　美郷

スポーツ・武道実践科学
スポーツパフォーマンス学/陸
上

ある大学男子三段跳競技者の競技記録向上に関する取組事例
－大学4年間で15.19ｍから15.82ｍに至った事例を対象として－

岩﨑　孝史 小森　大輔

スポーツ・武道実践科学
スポーツパフォーマンス学/陸
上

大学三段跳競技者の4年間の取組事例－遊脚の振込動作の改善に着目して－ 千葉　正紀 小森　大輔

スポーツ生命科学 トレーニング科学／ヨット
セーリング競技（国際470級）におけるフリック動作持続時間向上のトレーニング
方法に関する検討

今津　雄登 山本　正嘉

スポーツ生命科学 トレーニング科学／サッカー
大学サッカー競技者（GK）がビルドアップ能力を改善させるための取組み～ボー
ルコントロール能力の向上に着目して～

木村　壮宏 山本　正嘉

スポーツ生命科学 トレーニング科学／サッカー
大学サッカー競技者（ボランチ）が守備能力を向上させるための補助トレーニン
グの工夫～重心の移動の速さと切り返し能力に着目して～

小屋原　尚希 山本　正嘉

スポーツ生命科学 トレーニング科学／競泳
けがの多い男子大学競泳選手がバタフライを対象として短期間で記録を更新させ
た取り組み事例

榊　大希 山本　正嘉

スポーツ生命科学
トレーニング科学／自転車競
技

1型糖尿病を有する大学自転車競技者が自身に合った血糖値コントロール法を身に
つけるための取り組み

田仲　駿太 山本　正嘉

スポーツ生命科学
トレーニング科学／バスケット
ボール

大学女子バスケットボール選手における練習日誌の効果的な活用法を探るための
取り組み事例

三坂　彩友 山本　正嘉

スポーツ生命科学 トレーニング科学／野球
インターナルインピンジメント症状による疼痛の除去を目的とした元野球選手の
取り組み事例

石井　翔平 山本　正嘉

スポーツ生命科学 運動・スポーツ科学／野球
大学野球選手の異なる投球速度の打撃時におけるスイングスピードに視覚機能が
及ぼす影響

髙橋　爽 前田　明

スポーツ生命科学 トレーニング科学 砂浜でのラダートレーニングが方向転換能力に及ぼす影響 根耒　誠也 前田　明

スポーツ生命科学
トレーニング科学／やり投・陸
上競技

メディシンボールを用いた体幹SSC運動がやり投動作に及ぼす影響 藤森　敬貴 前田　明

スポーツ生命科学 トレーニング科学／野球
キングオブザヒルを用いた軸足のトレーニングが投球速度と地面反力に及ぼす影
響

本白水　太成 前田　明

スポーツ生命科学 トレーニング科学／野球 映像を用いた変化球を見るトレーニングが打撃パフォーマンスに及ぼす影響 鈴木　徳仁 前田　明

スポーツ生命科学 運動・スポーツ科学／ボート 異なる種類のオールが艇パフォーマンスに及ぼす影響 木下　栞那 前田　明

スポーツ生命科学 トレーニング科学／野球 スナップボールトレーニングが投球速度およびスナップ動作に及ぼす影響 － 前田　明

スポーツ生命科学 トレーニング科学／陸上競技 高速スキップトレーニングが疾走時間へ及ぼす影響 藏坐　快 前田　明
スポーツ生命科学 バイオメカニクス／野球 野球の内角コース打撃時における肩関節動作とパフォーマンスの関係 登　賢太郎 前田　明
スポーツ生命科学 運動・スポーツ科学／野球 肋間筋ストレッチによる胸部回旋角度の向上が投球速度に及ぼす影響 － 前田　明

スポーツ生命科学 運動生理学/陸上競技
ラクトセラム錠含有食品摂取が低圧低酸素環境における安静時および運動時の呼
吸循環応答に及ぼす影響

－ 田巻　弘之

スポーツ生命科学 運動生理学/陸上競技
クリティカルパワーテストを用いた陸上競技選手の有酸素性および無酸素性作業
能力の評価
―ｙ切片による無酸素性作業能力の評価の妥当性に着目して―

大賀　亮也 田巻　弘之

スポーツ生命科学 運動学/テニス
テニスラケットを用いた地上静置ボールのtap-bounce & catch時の前腕筋群の筋
活動パターンの特徴

大久保　恵将 田巻　弘之

スポーツ生命科学 運動生理学 高温での足浴が肘関節屈筋群の筋力発揮率に及ぼす影響 鈴木　恵佑 田巻　弘之
スポーツ生命科学 運動生理学 高温環境が鼓膜温の上昇と光刺激による反応時間に及ぼす影響 　辰登 田巻　弘之

スポーツ生命科学 運動生理学 カプサイシン誘発性TRPV1刺激がラット前脛骨筋の筋収縮張力発揮率に及ぼす影響 吉田　晃 田巻　弘之

スポーツ生命科学 運動生理学 両腕の最大随意筋力発揮時が筋力や筋電図に与える変化について 篠田　凌太 田巻　弘之

スポーツ生命科学 体力医学
脛骨骨梁構造に対する坐骨神経のdenervationによる不動及びカプサイシン感受性
感覚神経阻害の影響

諏訪原　佑紀 田巻　弘之

スポーツ生命科学 介護予防・健康づくり
地域在住高齢者を対象としたスクエアステップおよび貯筋運動を組み合わせた運
動プログラムが身体機能に及ぼす効果についての研究

竹森　あん 中垣内　真樹

スポーツ生命科学 介護予防・健康づくり
オフィス内エクササイズが社員のプレゼンティーズムとワークエンゲージメント
に及ぼす効果についての研究

谷口　智佳子 中垣内　真樹

スポーツ生命科学 介護予防・健康づくり
鹿屋市における成人身体障がい者の運動・スポーツ実施に関するアンケート調査
及びインタビュー調査

－ 中垣内　真樹

スポーツ生命科学 介護予防・健康づくり
地域在住高齢者を対象とした貯筋運動及びスクエアステップを組み合わせた運動
プログラムが社会的心理面に及ぼす影響

中島　紗弥 中垣内　真樹

スポーツ生命科学 介護予防・健康づくり
健康経営に期待出来る新たなプログラム（オフィスマッチ・モデル）が参加者の
身体面に及ぼす効果について

田　佳祐 中垣内　真樹

スポーツ生命科学 陸上 大学投擲選手における動的バランス能力と足趾把持筋力の関係 加藤　鴻次郎
イスラム　モハモド
モニルル

スポーツ生命科学 介護予防・健康づくり
初心者対経験者におけるバランス能力へのバランス運動を中心としたモニ体操の
効果について

久保　拓仁
イスラム　モハモド
モニルル

スポーツ生命科学 介護予防・健康づくり
初心者対経験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について

河野　諒太
イスラム　モハモド
モニルル

スポーツ生命科学 介護予防・健康づくり
初心者対経験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

村田　奈月
イスラム　モハモド
モニルル

スポーツ生命科学
アスレティックトレーニング学/
バスケットボール

大学女子バスケットボール部における１シーズンのスポーツ傷害の発生率調査 飯隈　愛理 藤田　英二

スポーツ生命科学 運動・スポーツ科学/競泳 大学競泳選手の種目別に関連した体格および身体組成の違い 讃岐　百花 藤田　英二

スポーツ生命科学 トレーニング科学
上腕屈筋に対する長期のレジスタンストレーニングが、肘屈曲トルク、筋厚なら
びに筋硬度に与える影響

桃崎　洋行 藤田　英二

スポーツ生命科学 運動・スポーツ科学/柔道
全国体育系学生柔道体重別選手権大会出場選手の身体組成データの分析
～大会成績上位者とその他の除脂肪量の比較～

田中　龍矢 藤田　英二

スポーツ生命科学 測定評価 単周波生体電気インピーダンス法による身体組成測定値への月経周期の影響 濵野　未来 藤田　英二

スポーツ生命科学 運動・スポーツ科学/柔道
コロナ禍における柔道の稽古ならびにトレーニングの制限が本学男子柔道選手の
身体組成に与えた影響

福井　優駿 藤田　英二

スポーツ生命科学 運動・スポーツ科学/柔道 本学男子柔道選手における除脂肪量の年間増加率 藤原　裕季 藤田　英二

スポーツ生命科学 運動・スポーツ科学/柔道 男子学生柔道選手を対象とした減量による身体組成ならびに体水分量の変化 吉野　弘人 藤田　英二

スポーツ生命科学 測定評価 非接触式３次元人体形状計測装置を用いた体型変化の視覚化 升方　美優 藤田　英二



専門研究領域 分野/種目 卒業研究題目 学生氏名 ゼミナール指導教員

スポーツ生命科学 体力医学/セーリング 大学ヨット競技者における試合期間中の身体組成及び疲労感の変化に関する研究 北林　風花 沼尾　成晴

スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 本学野球部の投手におけるオフシーズン期の体重増加に関わる要因の検討 海老澤　樹 長島　未央子

スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 自転車競技短距離選手の連続的な血糖値測定と、パフォーマンスとの関連 黒瀬　浩太郎 長島　未央子

スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 大学女子体操競技選手の調子の良し悪しに及ぼす要因の検討 碩山　莉穂 長島　未央子
スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 大学サッカー選手の試合後の行動が疲労度に及ぼす影響 － 長島　未央子
スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 大学サッカー選手の走行強度とCPK（筋疲労）の関係性について － 長島　未央子
スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 大学女子中長距離選手の糖質摂取による身体組成の変化 久田　ちひろ 長島　未央子

スポーツ生命科学 スポーツ栄養学
本学柔道部員が行う試合のための減量方法の違いとその方法が確立するまでの背
景の検討

小川　真未 長島　未央子

スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 大学生女子アスリートにおける低用量ピルの服用に関する意識調査 北　みずき 長島　未央子
スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 なぎなた競技者における睡眠課題解決が睡眠の質に及ぼす影響 春山　りんか 長島　未央子
スポーツ生命科学 スポーツ栄養学 大学柔道選手における目標設定の内容が食行動に及ぼす影響 古野　彩佳 長島　未央子

スポーツ生命科学
スポーツバイオメカニクス/バス
ケットボール

バスケットボール競技におけるワンハンドシュートとボースハンドシュートの投
射距離獲得メカニズムの差異

島川　帆乃花 村田　宗紀

スポーツ生命科学
スポーツバイオメカニクス/サッ
カー

サッカーのスローイン動作における飛距離の調節方略が
身体各関節のkinematicsに与える影響

三宅　麟太郎 村田　宗紀

スポーツ生命科学
スポーツバイオメカニクス/バス
ケットボール

バスケットボールにおけるジャンプミートの踏切足の違いがスリーポイント
シュート動作に与える影響

宮本　美優 村田　宗紀

スポーツ生命科学
スポーツバイオメカニクス/体
操

体操競技のゆか運動における空中姿勢の異なる前方宙返りの踏切動作の相違 石川　美里 村田　宗紀

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学 体育大学生のeスポーツに対する意識 柏野　有研 前田　博子
スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学／サッカー オリンピックサッカーにおけるオーバーエイジ枠についての研究 － 前田　博子
スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学 大学におけるセパタクロークラブの設立経緯と運営の課題 小澤　駿 前田　博子
スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学 九州学生クラシコ観戦者の観戦動機に関する研究 北野　竜也 前田　博子

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学
大学競技者の動機づけに関する研究
-鹿屋体育大学サッカー部を対象として-

鈴木　佑理 前田　博子

スポーツ人文・応用社会科学
スポーツ社会学／ジェンダー
学

体育とスポーツ活動における男女混合に対する意識 土屋　菜海 前田　博子

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学
大学運動部のSNS閲覧者に関する研究と活用法の検討
～鹿屋体育大学水泳部のSNS閲覧者を対象として～

戸田　亮真 前田　博子

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学／サッカー
新型コロナウイルス感染症の地域スポーツクラブへの影響に関する研究
－佐賀県の中学生年代の地域サッカークラブについて－

－ 前田　博子

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学
若者のラグビーへの意識に関する研究
～Ｗ杯日本大会前後の比較を通して～

森谷　真七斗 前田　博子

スポーツ人文・応用社会科学 体育・スポーツ史 戦前の相撲論に関する一考察 － 山田　理恵
スポーツ人文・応用社会科学 体育・スポーツ史 大正期の投擲種目に関する歴史的研究 － 山田　理恵

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ法学
小学校のスポーツ活動及び中学・高校の運動部活動における不合理な規則の現状
と改善策について

枝尾　祐希 森　克己

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ法学
中学・高校の運動部活動における新型コロナウイルス感染症の影響及び対応の実
態に関する研究

小原　陸 森　克己

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ法学 運動部活動改革による学校と地域の連携の効果と課題について 仲道　彩音 森　克己

スポーツ人文・応用社会科学 バスケットボール
Bリーグ設立の経緯と現状及び今後の課題についてー日本の他のプロリーグとの比
較考察及びBリーグの試合の観戦者等へのアンケート調査をとおして

野口　瑞貴 森　克己

スポーツ人文・応用社会科学 学校保健
新型コロナウイルス感染拡大による児童・生徒への影響と学校での保健衛生上の
感染防止対策の課題について

村上　龍平 森　克己

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ法学/剣道 中学・高校の剣道の部活動の実態と活動の在り方に関する研究 細貝　正輝 森　克己

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ法学/剣道
高校の剣道の部活動における安全対策についてー新型コロナウイルス及び熱中症
への対策を中心にー

山口　歩夢 森　克己

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学 ニューノーマルにおけるサイクリングイベント持続的開催への課題検討 西原　裕太郎 北村　尚浩
スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ社会学 大学生のスポーツ観が卒業後のスポーツ参加意向に及ぼす影響 安野　春輝 北村　尚浩

スポーツ人文・応用社会科学
スポーツパフォーマンス分析/
水泳

競泳競技におけるトレーニングデータ活用 加納　聖士 和田　智仁

スポーツ人文・応用社会科学 トレーニング科学/剣道 剣道における前腕トレーニングの効果 村山　侑矢 和田　智仁

スポーツ人文・応用社会科学
スポーツパフォーマンス分析/
サッカー

サッカーにおけるシュートシーンを用いたゲーム分析 橋口　昴征 和田　智仁

スポーツ人文・応用社会科学 運動学習 VR技術を用いた課題難易度の調整が運動学習に及ぼす影響 小田島　華子 和田　智仁
スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学 言語的要素と非言語的要素の組み合わせの変化が記憶に及ぼす影響 志鷹　彩音 中本　浩揮

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学
インクルーシブリーダーシップが自己調整学習に及ぼす影響
－援助要請を媒介変数としたプロセスモデルの検討－

鈴村　誠太郎 中本　浩揮

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学
水深の変化によって誘発される視覚誘導性自己運動が泳パフォーマンスに及ぼす
影響

髙宮　玲音 中本　浩揮

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学 Quiet Eyeは失敗後の処理に貢献しているのか？ 松村　美怜 中本　浩揮
スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学 柔道における予測と熟達差 福田　大悟 中本　浩揮

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学 全身を使う運動でも自動模倣傾向の個人差は運動学習の効率に影響するのか？ 菊池　玲希 中本　浩揮

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学 ペースメーカーが陸上長距離選手の走パフォーマンスに与える影響 副田　典岐 中本　浩揮
スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学 スポーツ場面における空間と感情の関係 武田　大地 中本　浩揮

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学
野球における e スポーツがもたらす実打撃のオープンスキル学習に与える影響
～投手観察時の視線行動とバットを出すタイミングに着目して～

辻　雄太 中本　浩揮

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学
投手の投球動作速度が打者の球速知覚に及ぼす影響
－ベイズ統合的知覚観からのアプローチ－

鳥居　大河 中本　浩揮

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学 プレッシャー下において苦手意識による失敗が起こる原因 橋本　翔弥 中本　浩揮
スポーツ人文・応用社会科学 スポーツ心理学 野球打者のボール回転の知覚が打撃パフォーマンスに与える影響 松田　侑大 中本　浩揮
スポーツ人文・応用社会科学 武道学／剣道 剣道の国際化に関する一考察～ドイツの剣道クラブでアンケート調査～ 岡崎　是 中村　勇

スポーツ人文・応用社会科学 武道学／剣道
鹿屋体育大学剣道部における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響
～モチベーションの変化に関する研究～

五十嵐　優子 中村　勇

スポーツ人文・応用社会科学 武道学／剣道 見取り稽古の重要性・効果について 上村　紘槻 中村　勇
スポーツ人文・応用社会科学 武道学／柔道 大学柔道選手の体罰に対する実態調査と意識調査に関する研究 柿原　向陽 中村　勇

スポーツ人文・応用社会科学 武道学／柔道 柔道競技において寝技が得意な選手と対戦する場合の心理と寝技の必要性 鎌田　樹 中村　勇

スポーツ人文・応用社会科学 武道学／柔道 国際柔道連盟試合審判規定改正に伴う男子重量級の競技傾向について 黒河内　健介 中村　勇

スポーツ人文・応用社会科学 武道学／柔道 柔道男子日本代表の羽賀龍之介選手とウルフアロン選手の「内股」の研究 永田　賢斗 中村　勇

スポーツ人文・応用社会科学 武道学／柔道 柔道に携わる学生のガッツポーズに対する意識に関する研究 福島　章人 中村　勇

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツマネジメント
バレーボールのテレビ観戦者の視聴行動に関する研究
－視聴中に求める情報に着目して－

大辻　ゆう 隅野　美砂輝

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツマネジメント
SNSからみた大学運動部の応援者に関する研究
～鹿屋体育大学テニス部を対象として～

岡﨑　亜美 隅野　美砂輝

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツマネジメント
大学バスケットボール大会ライブ配信における観戦者の特性
～全九州大学バスケットボールリーグ戦（男女１部）を対象に～

緒方　之葉 隅野　美砂輝

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツマネジメント
スポーツ選手の魅力が消費者の購買行動に及ぼす影響について～出演者によって
影響に差が出るのか～

岡室　遼 隅野　美砂輝



専門研究領域 分野/種目 卒業研究題目 学生氏名 ゼミナール指導教員

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツマネジメント
サッカーシューズの購買決定要因に関する研究　－鹿屋体育大学サッカー部の学
生を対象にして－

小田　祐治 隅野　美砂輝

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツマネジメント 大学スポーツ観戦者の特性に関する研究～九州大学サッカーリーグを対象に～ 新居見　望 隅野　美砂輝

スポーツ人文・応用社会科学 スポーツマネジメント J３リーグ観戦者特性　～J参入初年度のチームを対象に － 隅野　美砂輝
スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学 教師の態度に関する研究～体育系大学生が考える望ましい教師像～ 北脇　嵩祥 栫　ちか子
スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学 児童の主体的・対話的で深い学びにつながる器械運動の動画教材の開発 高岡　耕平 栫　ちか子

スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学
中学校・高等学校における保護者対応の違い
～新任教員とベテラン教員の対応の違いを中心に～

山口　覚永 栫　ちか子

スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学 早朝練習は必要か ～体育系大学生・指導者のアンケートを手がかりとして～ 山下　将人 栫　ちか子

スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学 教師の声と表情が受講者に与える影響について 上間　朱梨 栫　ちか子

スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学 生徒の印象に残っている保健体育教師の特徴～教師の言動・行動に着目して～ 大久保　俊弥 栫　ちか子

スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学
生徒の意欲を引き出す保健・体育理論の授業
～教師の授業の進め方，談話の使い方に着目して～

遠矢　浩人 栫　ちか子

スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学
スポーツの平等性に関する意識の現状
－学生アスリートのインタビュー調査から－

有薗　ゆい 栫　ちか子

スポーツ人文・応用社会科学 体育科教育学 教員の生徒の呼び方による教員と生徒の意識の違いについて 中本　雄也 栫　ちか子

スポーツ人文・応用社会科学
教育社会学／
スポーツ社会学

体育・スポーツ系の課程をおく高等学校での進路指導 尾崎　信幸 栗山　靖弘

スポーツ人文・応用社会科学
教育社会学／
スポーツ社会学

高校野球から考える現代の「理想の高校生像」
―「21世紀枠」の分析を通して―

和田　征大 栗山　靖弘

スポーツ人文・応用社会科学
教育社会学／
スポーツ社会学

A大学生の就職活動―地理的制約と就活戦略に着目して― 大塚　流華 栗山　靖弘

スポーツ人文・応用社会科学
教育社会学／
スポーツ社会学

体育大学生の生活満足度とキャンパスライフ 長松　空吾 栗山　靖弘

スポーツ人文・応用社会科学
教育社会学／
スポーツ社会学

自転車プロロードレーサーを目指す大学生のキャリアプランについて 成海　大聖 栗山　靖弘

スポーツ人文・応用社会科学
教育社会学／
スポーツ社会学

現代の競争のあり方を運動会から考える
～小学校教員への質問紙調査から～

山根　慶太 栗山　靖弘

スポーツ人文・応用社会科学
教育社会学／
スポーツ社会学

日本プロ野球選手の球歴からみる「表彰・個人タイトル獲得選手」の特徴～『プ
ロ野球選手名鑑』のデータ分析を中心に～

岡田　良輔 栗山　靖弘

スポーツ人文・応用社会科学
教育社会学／
スポーツ社会学

運動部活動における指導者と生徒の関係～強豪校の部活動に着目して～ 岸本　菜々美 栗山　靖弘


