
受賞年月 授与機関 賞名 タイトル 受賞者(グループ)

201707
日本スポーツパフォーマンス学

会
優秀賞 試合映像から見る野球捕手の二塁送球時間と盗塁阻止率 鈴木智晴、藤井雅文、前田　明

201708

East Asia Sports 

Exercise Science 

Society

East Asia Sports 

Exercise Science 

Society Best Paper 

Award

Study approach to increase participation of collegiate 

athletics in Japan: Based on sport commitment 

researches

萩原悟一

201710 日本水泳・水中運動学会 発表奨励賞
クロール泳における泳速度の変化と上肢動作で発揮される推進力との

関係
角川隆明、萬久博敏、成田健造、高木英樹、荻田太

201710 日本トレーニング科学会大会
日本トレーニング科学会

大会奨励賞

1分程度の競技種目のパフォーマンス向上を目指したトレーニングプロト

コールの開発
大和谷健太、荻田太、 與谷謙吾

201711 日本スポーツ心理学会
日本スポーツ心理学会優

秀論文奨励賞
スポーツ版自己調整学習尺度の開発 幾留沙智、中本浩揮、森司朗、藤田勉

201712 日本野球科学研究会 最優秀発表賞
ボールから頭から離すな？ヴァーチャル環境下における野球打者の視線

行動とタイミング精度の関係
中本浩揮、福原和伸、David L Mann

201803 日本発育発達学会 最優秀研究賞
小学生における走動作の思春期不器用に関する 探索的研究

～走動作と身長の関係～
國土将平、川勝佐希、佐野孝、近藤亮介

201803
日本体育学会測定評価専

門分科会

優秀発表

（ポスター発表）

立ち五段跳びにおける技能ステージの評価とその跳躍特性：

ニューラルテスト理論を用いた技能の順序的類型を通して
近藤亮介、國土将平

201803 日本体育測定評価学会 優秀発表
立ち五段跳びの技能ステージ判定に有効な選択項目の検討：

ニューラルテスト理論と共時等化法を用いて
近藤亮介、國土将平

平成２９年度　受賞状況



受賞年月 授与機関 賞名 タイトル 受賞者(グループ)

201805 日本登山医学会 日本登山医学会奨励賞 高山病と関連疾患の診療ガイドライン

日本登山医学会・高山病と関連疾患の診療ガイドライン作成

委員会編（花岡正幸、臼杵尚志、橋本しをり、原田智紀、高

山守正、小林信光、大城和恵、増山茂、山本正嘉、

齋藤繁）

201806
日本運動・スポーツ科学学

会

日本運動・スポーツ科学

学会学会賞

競技者アイデンティティと競技スポーツコミットメントの関連

－２つのコミットメントの側面に着目して－
萩原悟一

201806 日本テニス学会
日本テニス学会研究奨

励賞

日本トップテニス選手のグラウンドストロークにおける打球データ分析

ーコースとポジションの違いに注目してー
村上俊祐、岡村修平、柏木涼吾、北村哲、髙橋仁大

201807 日本スポーツ産業学会
日本スポーツ産業学会学

会賞奨励賞
スポーツ中継視聴者の看板広告への視線検証 萩原悟一、隅野美砂輝

201807
日本スポーツ産業学会

スポーツ庁
スポーツ庁長官賞 ふるさと納税を活用したスポーツ産業の活性化 萩原悟一

201808 Motor Control研究会 若手奨励賞
サッカー選手の意思決定における非意識的な知覚と競技レベル

の関係

村川大輔、山本健太、小笠希将、幾留沙智、森司朗、

中本浩揮

201810 日本トレーニング科学会 奨励賞
高強度持続的および間欠的運動トレーニングが1分程度で終了する

運動パフォーマンスに与える効果

大和谷健太、柏木涼吾、岩下幸平、小原侑己、荻田太、

與谷謙吾

201903 日本コーチング学会 優秀発表賞

運動意識の発生分析から得られる実践知の活用に関する研究

国内一流女子円盤投競技者のコツ等を手がかりに取り組んだ大学競

技者の事例研究から

田川浩子、金高宏文、山口大貴、小森大輔、瓜田吉久、

大山卞圭悟、辻川美乃利

201903 日本コーチング学会 優秀発表賞
スポーツ指導者コンピテンシーを可視化する客観的評価テスト

（SCCOT）の開発

近藤亮介、濱中良、金高宏文、會田宏、伊藤雅充、土屋裕

睦、久保田潤、日本スポーツ協会・スポーツ指導者育成部、

松村直樹、石川純一

201903 日本体育測定評価学会 優秀発表賞 項目反応理論を用いたバレーボールにおけるゲーム評価項目の困難度 沼田薫樹、濱田幸二、坂中美郷、村上俊祐、髙橋仁大

201903 日本コーチング学会 優秀発表賞
大学女子バスケットボール選手が自主的に課題解決策を考えてトレー

ニングに取り組む手法の考案と成功事例
小原侑己、木葉一総、山本正嘉

平成３０年度　受賞状況



受賞年月 授与機関 賞名 タイトル 受賞者(グループ)

201905 超異分野学会

超異分野学会 テクノロ

ジースプラッシュ賞アカデミ

ア部門

eスポーツ活動の一効果とは？ 萩原悟一

201907
日本スポーツパフォーマンス学

会
学会賞

野球投手における「ノビ」や「キレ」に関する研究

-初速と終速の差に着目して-
鈴木智晴、藤井雅文、前田明

201907
日本スポーツパフォーマンス学

会
優秀賞 二塁走者における至適な第二次リードの位置取りとは 藤井雅文、鈴木智晴、前田明

201908 九州体育・スポーツ学会 若手優秀賞 女子バスケットボール選手の切り返し能力と跳躍能力との関係 亀田麻依、前田明

201910
日本水泳・水中運動学会年

次大会
奨励賞 競泳リレースタートにおけるステップ動作がパフォーマンスに与える影響 鈴木天理、角川隆明、萬久博敏、 前田 明

201910
日本水泳・水中運動学会年

次大会
奨励賞 間欠的全力クロール泳時の泳動作と手部にはたらく流体力の変化 加地智哉、角川隆明、萬久博敏、荻田太

201911 日本スポーツ心理学会
日本スポーツ心理学会最

優秀論文賞
自動模倣傾向の個人差が観察による運動学習の効率に与える影響 竹内竜也、幾留沙智、森司朗、石倉忠夫、中本浩揮

201912 日本フットボール学会 学会奨励賞 速度ベクトルを用いたサッカー選手の試合中における方向転換の定量 甲斐智大、加藤裕、平井森、安部悠平、高井洋平

202002 株式会社リバネス フォトシンス賞 アスリートのゾーンを可視化できるアプリケーション 萩原悟一

202003 日本スポーツ協会
秩父宮記念スポーツ医･

科学賞　奨励賞
高強度･間欠的トレーニング（HIIT)研究開発グループ

田畑泉、入澤孝一、澤井史穗、荻田太、川中健太郎、

家光素行、松山允則、寺田新、松尾香里、佐藤幸治、

高井恵理、宮本恵理、原怜来、街勝憲

202003 日本コーチング学会 優秀発表賞
カヌースプリント・カナディアン種目におけるパドルの握り方と手枷の活用

方法の検討
柚野秀斗、中村夏実

令和元年度　受賞状況



受賞年月 授与機関 賞名 タイトル 受賞者(グループ)

202009 九州体育・スポーツ学会 若手優秀発表賞 サッカーのゴールキーパーにおけるポジショニングの定量 小川稜、甲斐智大、塩川勝行、高井洋平

202010 日本登山医学会 日本登山医学会奨励賞
登高速度のわかる機器を用いて体力相応の歩行ペースを自主学習

する試み
照内明良、笹子悠歩、山本正嘉

202011
日本水泳・水中運動学会年

次大会
奨励賞

慣性センサを利用した泳者の手部で産生される推進力推定方法

の検討
加地智哉、和田智仁、角川隆明、田巻弘之、荻田太

202101
日本山岳・スポーツクライミン

グ協会
日本山岳グランプリ 山本正嘉

202103 日本ランニング学会 日本ランニング学会賞
思春期の長距離走選手における3000ｍ走能力と4種類の跳躍能力

との関係
田中耕作、フダラキス G ヨルギオス、森寿仁、山本正嘉

202103 日本ランニング学会

日本ランニング学会賞

（2019年度優秀論文

賞）

下肢にスポーツ外傷・障害を抱えた女子長距離ランナーの体重免荷ト

レッドミルを活用した競技復帰事例ー日本インカレ女子10000mで優

勝した選手の場合ー

松村勲、田中克典、盛山鈴奈、中畑敏秀、小森大輔、

瓜田吉久、金高宏文

202103 日本フットボール学会 学会奨励賞 サッカーのゴールキーパーがシュートストップ時に行うポジショニングの特徴 小川稜、甲斐智大、塩川勝行、高井洋平

令和２年度　受賞状況


