
時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IA-1 「古式の形」から採り入れられた「柔の形」の技
法について

松本　龍弥 東京都柔道連盟
研究委員会 永木　耕介

（兵庫教育大学）
9：15 IA-2 嘉納冶五郎清國巡遊記考　　其の一 東　　憲一 東京外国語大学

9：30 IA-3 韓国実業剣道連盟「映像判読訴請規定」に則し
て行使された訴請の内容とその判読結果の分析

加藤　純一 文教大学

酒井　利信
（筑波大学）9：45 IA-4 剣道試合・審判規則にみる日本剣道と韓国剣道 小田　佳子 東海学園大学

10：00 IA-5 南カリフォルニアにおける剣道の定着過程と現
状に関する研究

天野加奈子 大阪教育大学大
学院

10：15 IA-6 練兵館 齋藤弥九郎の野試合について 森本　邦生 広島県立宮島工
業高等学校

菊本　智之
（浜松大学）

10：30 IA-7 直心影流の分派についての一考察
─長沼派・藤川派・男谷派を中心に─

軽米　克尊 筑波大学大学院

10：45 IA-8 武道関係用語に関する研究
─古典文学を中心に─

原口理恵子 筑波大学大学院

昼食・休憩

本部企画
会場　（0026 教室）

13：30
総　会14：30

14：40 委員長挨拶：百鬼　史訓　大会委員長（東京農工大学）　　　総合司会：田中　幸夫　大会事務局長

本部企画：国際シンポジウム
　　　　　「武道の捉え方─世界の動向─」  
　　　　　パネリスト　百鬼　史訓（日本武道学会会長）
　　　　　　　　　　　金　正幸（大韓武道学会会長 )
　　　　　　　　　　　W.J. シナルスキー（ President, International Martial Arts and Combat 

Sports Scientific Society, Poland）
　　　　　司　　会　　大保木　輝雄（埼玉大学）　　　　　　　　　

17：40 　　　　　　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）
18：00 レセプション　　　　　　　会場：140 周年記念会館　エリプス19：30

一般研究発表
第 1日目　9月 6日（木）　　　　人文・社会科学系

A会場 （0011 教室）

（ 8 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IB-1 日本拳法の突きの直進性 倉賀野哲造 明星大学大学院

飯出　一秀
（環太平洋大学）9：15 IB-2 空手道形イメージ演練時における Functional MRI

による試行的脳画像評価
藤枝　賢晴 福井医療短期大

学

9：30 IB-3 柔道の審判員の投技評価における位置について 林　　弘典 明治国際医療大

学

春日井淳夫
（明治大学）

9：45 IB-4 シンガポールにおける柔道の意識調査
─柔道経験者を対象にして─

岡田　龍司 近畿大学

10：00 IB-5 体重管理における小学生柔道選手とその保護者
の意識及び実態調査

久保田浩史 岐阜大学

10：15 IB-6 柔道における頭部外傷予防のためのアンダー
マットの有効性

村山　晴夫 獨協医科大学

10：30 IB-7 剛体力学モデルによる面打ち足さばきの理論的
研究

坂井　伸之 山形大学

横山　直也
（横浜国立大学）

10：45 IB-8 暑熱環境における剣道稽古が血液流動性に及ぼ
す影響
─血小板凝集能と血液成分について─

久保　哲也 東京都市大学

11：00 IB-9 剣道の正面素振りから見た段位別動作の共通性
と個別性

高橋健太郎 群馬工業高等専
門学校

昼食・休憩

本部企画
会場　（0026 教室）

13：30
総　会14：30

14：40 委員長挨拶：百鬼　史訓　大会委員長（東京農工大学）　　　総合司会：田中　幸夫　大会事務局長

本部企画：国際シンポジウム
　　　　　「武道の捉え方─世界の動向─」  
　　　　　パネリスト　百鬼　史訓（日本武道学会会長）
　　　　　　　　　　　金　正幸（大韓武道学会会長 )
　　　　　　　　　　　W.J. シナルスキー（ President, International Martial Arts and Combat 

Sports Scientific Society, Poland）
　　　　　司　　会　　大保木　輝雄（埼玉大学）　　　　　　　　　

17：40 　　　　　　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）
18：00 レセプション　　　　　　　会場：140 周年記念会館　エリプス19：30

一般研究発表
第 1日目　9月 6日（木）　　　　自然科学系

B会場 （0012 教室）

（ 8 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IC-1 身体ことばについての研究
─体育系大学生の身体ことば認知度調査─

石井　祥子 大阪体育大学大
学院

山神　眞一
（香川大学）

9：15 IC-2 NHK BS1 『SAMURAI SUPIRIT』に見る武道の
共通点

加藤　弘貴 鳴門教育大学大
学院

9：30 IC-3 高等学校剣道部における強豪校の実態調査 小寺　千尋 筑波大学大学院

9：45 IC-4 剣道における残心再構築 恵土　孝吉 日本武道修学院

香田　郡秀
（筑波大学）

10：00 IC-5 中学校武道必修化にともなう剣道授業の安全管
理について

横山　健太 鳴門教育大学大
学院

10：15 IC-6 剣道の打突動作の指導法に関する研究 今福　一寿 明星大学

10：30 IC-7 IJF ルール改正に伴う手や腕で脚を掴む手技の技
術・戦術行動の変容

伊藤　　潔 順天堂大学大学

院

小澤　雄二
（熊本大学）

10：45 IC-8 中学校武道教材「柔道」について
─中学校保健体育教員の意識調査から─

齋藤　正俊 神戸親和女子大
学

11：00 IC-9 柔道選手における競技力の主観的評価尺度の作
成

前川　直也 徳山工業高等専
門学校

11：15 IC-10 世界柔道選手権複数代表制への移行に伴う精神
的適性水準の変動
〜日本女子代表の UK データから〜

船越　正康 近畿医療専門学
校

11：30 IC-11 柔道における持久力としての打込の効果 法兼　　真 筑波大学大学院

昼食・休憩

本部企画
会場　（0026 教室）

13：30
総　会14：30

14：40 委員長挨拶：百鬼　史訓　大会委員長（東京農工大学）　　　総合司会：田中　幸夫　大会事務局長

本部企画：国際シンポジウム
　　　　　「武道の捉え方─世界の動向─」  
　　　　　パネリスト　百鬼　史訓（日本武道学会会長）
　　　　　　　　　　　金　正幸（大韓武道学会会長 )
　　　　　　　　　　　W.J. シナルスキー（ President, International Martial Arts and Combat 

Sports Scientific Society, Poland）
　　　　　司　　会　　大保木　輝雄（埼玉大学）　　　　　　　　　

17：40 　　　　　　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）
18：00 レセプション　　　　　　　会場：140 周年記念会館　エリプス19：30

一般研究発表
第 1日目　9月 6日（木）　　　　武道指導法系

C会場 （0013 教室）

（ 10 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

10：00 IP-1 踏み込みのトレーニングが打突動作時の打突距
離及び左足の引き付けに及ぼす影響

椿　　　武 環太平洋大学短
期大学部

坂東　隆男
（大阪大学）

IP-2 剣道における基本打ちと実践的な打ちの手の内の
作用の比較

渡邊　由陽 元成城大学

IP-3 大学剣道選手における下肢の伸張 - 短縮サイク
ルに関する検討

廣野　準一 筑波大学

IP-4 竹刀の打撃力に関する一考察
〜中結の「位置とゆるみ」に着目して〜

草間益良夫 広島大学

10：30 IP-5 剣道の教材づくりに関する研究
─攻防の仕方からの検討─

柴田　一浩 流通経済大学

丸橋　利夫
（国際武道大学）

IP-6 剣道における左下腿傷害に関する研究─振り返
り動作における足さばき方法に着目して─ 

齋藤　　実 専修大学

IP-7 剣道審判員の技能構造に関する研究 川端　大輔 筑波大学大学院

IP-8 外国人剣道指導者と修練者の指導観・修練観の
ギャップに関する研究
─英国大学剣道クラブを対象に─

本多壮太郎 福岡教育大学

IP-9 剣道競技における攻防動作の瞬時切替 奥村　基生 静岡大学

11：00 IP-10 武道競技者の踏み込み動作における大腿部筋電
図活動の測定

麓　　正樹 東京国際大学

上田　　大
（文教大学）

IP-11 リラクセーショントレーニングが武道競技者の
身心の気づきに及ぼす効果

谷木　龍男 清和大学

IP-12 間合についての一考察（その 3）
─実際の間合の図り方・調整の仕方について─

江川　玟成 日本教育大学院
大学

昼食・休憩

本部企画
会場　（0026 教室）

13：30
総　会14：30

14：40 委員長挨拶：百鬼　史訓　大会委員長（東京農工大学）　　　総合司会：田中　幸夫　大会事務局長

本部企画：国際シンポジウム
　　　　　「武道の捉え方─世界の動向─」  
　　　　　パネリスト　百鬼　史訓（日本武道学会会長）
　　　　　　　　　　　金　正幸（大韓武道学会会長 )
　　　　　　　　　　　W.J. シナルスキー（ President, International Martial Arts and Combat 

Sports Scientific Society, Poland）
　　　　　司　　会　　大保木　輝雄（埼玉大学）　　　　　　　　　

17：40 　　　　　　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）
18：00 レセプション　　　　　　　会場：140 周年記念会館　エリプス19：30

一般研究発表
第 1日目　9月 6日（木）　　　　ポスター発表

P会場 （0016 教室）

（ 10 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IIA-1 「活法の系譜」柔術当て身技の変容 久保山和彦 環太平洋大学
濱田　初幸

（鹿屋体育大学）9：15 IIA-2 明治期における柔道投技の動きについて
─姿勢と組み方、作りと掛け等─

内田　賢次 学校講道館

9：30 IIA-3 鎌宝蔵院流各代院主の伝授書・術技についての
考察
─宝蔵院流に関する研究（その８）─

石川　哲也 尚稽館

田中　守
（国際武道大学）9：45 IIA-4 明治期における馬庭念流の動向について 数馬　広二 工学院大学

10：00 IIA-5 武士道思想における死生観に関する一考察
─『日新館童子訓』を中心に─

高瀬　武志 順天堂大学

10：15 IIA-6 武道における再現性に関する一考察 横地　浩紀 春風館

数馬　広二
（工学院大学）

10：30 IIA-7 岩手の被災地剣士のロシア（クラスノヤルスク）
における剣道合宿交流

浅見　　裕 岩手大学

10：45 IIA-8 「武道の可能性を拓く」リズムなぎなたの展開 福田　啓子 皇學館大学

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30

空手道
専門分科会

A 会場
0011

剣道
専門分科会

B 会場
0012

柔道
専門分科会

C 会場
0013

弓道
専門分科会

0024

なぎなた
専門分科会

0025

 　　　　　　　　　※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 7日（金）　　　　人文・社会科学系

A会場 （0011 教室）

（ 12 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IIB-1 合気道初心者における転換の動作解析 古谷　　修 国士舘大学大学院

佐藤　明
（東北大学）

9：15 IIB-2 なぎなた競技会におけるトレーナー室の活動
〜外傷および障害の対応〜

田中　宏基 佛教大学

9：30 IIB-3 和弓における「弓返り」に関する一考察 井出　敦夫 東京大学赤門弓
友会

9：45 IIB-4 柔道選手の競技力順位付けの客観性と信頼性
─男子重量級選手を評価対象とする場合─

佐藤　武尊 皇學館大学

小山　勝弘
（山梨大学）

10：00 IIB-5 柔道選手の競技力順位付けの客観性と信頼性
─女性指導者が女子選手を評価する場合─

竹澤　稔裕 関東学園大学

10：15 IIB-6 柔道におけるルール変更による試合内容への影
響

高橋隆太郎 秋田大学

10：30 IIB-7 柔道をゲーム情報力学から見る 中川　武夫 北陸先端科学技
術大学院大学

10：45 IIB-8 集成材の剣道場床における機能性評価の因子構
造と床面の特性

池田　孝博 福岡県立大学

草間益良夫
（広島大学）

11：00 IIB-9 剣道面打ち動作の多面的計測からみた熟練度 平田　隆幸 福井大学大学院

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30

空手道
専門分科会

A 会場
0011

剣道
専門分科会

B 会場
0012

柔道
専門分科会

C 会場
0013

弓道
専門分科会

0024

なぎなた
専門分科会

0025

一般研究発表
第 2日目　9月 7日（金）　　　　自然科学系

B会場 （0012 教室）

（ 12 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

9：00 IIC-1 剣道試合における判定制度の検討 木原　資裕 鳴門教育大学

吉村　哲夫
（東海大学）

9：15 IIC-2 武道必修化の現状と課題について
〜大阪の事例を中心に〜

太田　順康 大阪教育大学

9：30 IIC-3 武道必修化に対する中学校保健体育科教員の意
識について
〜特に剣道授業に関して〜

山神　眞一 香川大学

9：45 IIC-4 剣道授業の陥りやすい問題点〜教育実習生（剣
道初心者）の授業分析を中心に〜

西本　浩章 鳴門教育大学大
学院

太田　順康
（大阪体育大学）

10：00 IIC-5 剣道授業における補助教具の活用について
─打ち込み台の有用性についての調査─

笹木　春光 東海大学

10：15 IIC-6 武道の教材化に関する─試論 (3) ─生きる姿勢
とその身心技法─

大保木輝雄 埼玉大学

10：30 IIC-7 剣道初心者における送り足習得後の踏み込み足
打突の指導法に関する実践的研究

有田　祐二 筑波大学

10：45 IIC-8 形の技能評価原論 (7) ─「力避」の理合いについ
て

村田　直樹 公益財団法人　
講道館

増地　克之
（筑波大学）

11：00 IIC-9 柔道指導者資格制度における日本と欧州柔道連
盟の比較

濱田　初幸 鹿屋体育大学

11：15 IIC-10 柔道衣検査の規定改正に関する一考察
─高校生を対象として─

瀬川　　洋 広島国際大学

11：30 IIC-11 若手女性教員による中学校体育における柔道指
導の実践報告

渡辺　冬花 千葉大学教育学
部附属中学校

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30

空手道
専門分科会

A 会場
0011

剣道
専門分科会

B 会場
0012

柔道
専門分科会

C 会場
0013

弓道
専門分科会

0024

なぎなた
専門分科会

0025

 　　　　　　　　　※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 7日（金）　　　　武道指導法系

C会場 （0013 教室）

（ 14 ）



時間 演題番号 演　　題 発表者 所　属 座　長

10：00 IIP-1 柔道女子重量級競技者の減量介入による身体的
及び体力指標の変化

村田　浩子 早稲田大学

山田　利彦
（了德寺大学）

IIP-2 合宿時におけるポジティブなセルフトークが心
理的側面に与える影響
─大学男子柔道選手を対象として─

石橋　剛士 熊本学園大学

IIP-3 高校生の柔道の試合における負傷状況 廣川　彰信 東海大学

IIP-4 世界柔道形選手権大会の順位決定方式に関する
一考察

菅波　盛雄 順天堂大学

10：30 IIP-5 武道必修化に伴う柔道の安全指導の一考察
─都立 S 特別支援学校との受身指導の相違─

矢﨑　利加 国際武道大学

森脇　保彦
（国士舘大学）

IIP-6 受身及び投技学習補助教具の有効性の検証 薮根　敏和 京都教育大学

IIP-7 中学校柔道の授業教材としての「形」構築 小澤　雄二 熊本大学 

IIP-8 中学校武道必修化における柔道に対しての意識
調査
─柔道経験者と未経験者との比較─

徳安　秀正 東京有明医療大学

11：00 IIP-9 空手道における外傷・障害特性
─空手道に大会におけるトレーナーステーショ
ン利用状況から─

井下　佳織 国際武道大学

松尾　牧則
（国際武道大学）

IIP-10 日本拳法の打撃力と身体運動量の関係
─熟練度の違いに着目して─

安田　　翼 明星大学

IIP-11 礼法家の歩行 佐藤　　明 東北大学

IIP-12 大学体育における合気道の短期的効果
─ Iceberg Profile を用いた検討─

園部　　豊 日本体育大学

昼食・休憩

専門分科会企画

13：30

空手道
専門分科会

A 会場
0011

剣道
専門分科会

B 会場
0012

柔道
専門分科会

C 会場
0013

弓道
専門分科会

0024

なぎなた
専門分科会

0025

一般研究発表
第 2日目　9月 7日（金）　　　　ポスター発表

P会場 （0016 教室）

（ 14 ）


