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第 1 巻〜第 35 巻

収録論文等一覧

第 1 巻（昭和 55 年度）
論文種別

テーマ

著者

レスリング選手の心臓形態に関する研究

豊田 章，角田 直也，市川 公一，
朝倉 正昭，滝山 将剛，西山 一行，
今藤 邦宏，伊達 治一郎，石田 啓

スポーツマンの性格特性

滝山 将剛，笠井 達哉

レスリング選手の頸椎に関する研究

豊田 章，市川 公一，角田 直也，
朝倉 正昭，滝山 将剛，西山 一行，
今藤 邦宏，伊達 治一郎，石田 啓

国士舘大学体育学部学生の体格と体力について

体育研究所

第 2 巻（昭和 56 年度）
論文種別

テーマ

著者

1．幼児の走ることに関する調査

望月 健一

ジョギング参加者における意識調査

服部 利夫，伊藤 勝三

1．疾走能力からみたスポーツ競技特性 ─レスリングとラ
グビーの比較─ 2．疾走能力と形態との関係 ─レスリン
グとラグビーの比較 ─力と形態との関係 ─レスリング
とラグビーの比較─

中原
滝山
岩崎
竹島

凱文，角田 直也，二ツ森 修，
将剛，西山 一行，伊達 治一郎，
孝，多賀 恒雄，朝倉 利夫，
靖夫

走と下腿及び足の形態について

鈴木
今藤
氏家
川田

八郎，橋本
邦宏，枝村
道男，古谷
儀博，市川

走における腕振り動作の効果

笠井 達哉

ECG からみた左心室収縮期・拡張期の時間変化

中原 凱文

豊司，伴 勇資，
亮一，渡部 近志，
洋一，前山 定，
公一

心エコー図法による非鍛練者とスポーツ競技者の左心室形
角田直也
態と機能特性
レスリング選手の性格特性（第 3 報） ─ジュニア選手（18
才～20 才）の国際試合前後における情緒の変化と成績との 滝山 将剛
関係について─

第 3 巻（昭和 58 年度）
論文種別

テーマ
児童の「走」に関する調査

著者
伊藤 勝三，岡田 定雄，須賀 義隆，
中野 紀明，志村 邦義

走能力からみたスポーツ競技特性
中原 凱文，角田 直也，滝山 将剛，
─レスリングとテニス選手における Anaerobic Threshold 多賀 恒雄，伊達 治一郎，朝倉 利夫，
（AT）の比較─
西山 一行，ニツ森 修，竹島 靖夫
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論文種別

第 1 巻〜第 35 巻

収録論文等一覧

テーマ

著者

レスリングの競技力向上のための攻撃と防御に関する技の
滝山 将剛，伊達 治一郎，朝倉 利夫，
研究（第 1 報） ─ 1983 年度、World cup Free Style 52 kg
多賀 恒雄，竹島 靖夫
級優勝朝倉利夫選手の場合─
上肢肢位変化が下腿部運動ニューロンに及ぼす影響

笠井 達哉

利き手・非利き手の固定化要因（その発達的変化について） 笠井 達哉，古井 敏美
堀江 健二，小林 幸子，伊藤 勝三，
鈴木 八郎

跳馬における助走速度
体育分野でのマイコン応用

─その 1 ─

川田 儀博

秋元千鶴子の足跡（400 M ハードル日本記録まで）

渡部 近志，秋元 千鶴子

体育管理専門分科会合宿研究会について

橋本 豊司

第 4 巻（昭和 59 年度）
論文種別

テーマ

著者

女子長距離ランナーと一般女子の身体組成の比較

西山 一行，石田 良恵，角田 直也

反応時間の運動パターン依存性の検討
─左手による回外反応動作トレーニングの影響─

笠井 達哉

児童の「走」に関する調査（そのⅡ）
（健康に関して）

伊藤 勝三，岡田 定雄，須賀 義隆，
中野 紀明，志村 邦義

「体育・スポーツの普及振興に関する基本方策について」の
望月 健一，橋本 豊司，西山 一行，
保健体育審議会の答申についての検証（スポーツ施設を中
川田 儀博
心として）
Moiré・topography の撮影と再現性に対する装置について
伊藤 勝三，市川 公一
─手掌と足底部の測定方法に関して─

第 5 巻（昭和 60 年度）
論文種別

テーマ

著者

手関節伸展反応動作に伴う上肢筋の筋放電開始順序
─上肢促通肢位（PNF）の影響─

関 博之，笠井 達哉

持久性能力と基礎代謝時の脈拍数の関係

渡辺 剛，伴 勇資，須賀 義隆，
枝村 亮一，氏家 道男

オリムピック 200 米競争から

渡部 近志

レスリングの競技力向上のための攻撃と防御に関する技の
滝山 将剛，伊達 治一郎，朝倉 利夫，
研究（第 5 報）
森 巧，多賀 恒雄
─リーグ戦における国士舘大学と日本体育大学の比較─
マックマスター大学体育学部運動生理学研究室における骨
角田 直也
格筋の形態及び機能的特性に関する研究活動
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第 6 巻（昭和 61 年度）
論文種別

テーマ

著者

女子長距離ランナーの 1 年間のトレーニングと身体組成の 西山 一行，石田 良恵，矢嶋 ますみ，
変化
角田 直也
手関節伸展反応動作に伴う上肢筋の筋放電開始順序
─肢位変化の違いによる影響─

関 博之，笠井 達哉

高年齢者における筋力トレーニングの効果

角田 直也

網膜動静脈径の経時変化からみた狭心症改善経過に及ぼす
渡辺 剛
身体トレーニングの効果（症例）
本学運動クラブ員のクラブ参加意識の調査
─ 1 年生の退部理由について─

滝山 将剛，伊達 治一郎，朝倉 利夫

膝関節障害が等尺性脚伸展力に及ぼす影響

中野 雅之，渡辺 剛，角田 直也

大学柔道部々員の年間傷害の比較と考察

小山 泰文，下川 哲徳，西田 孝宏

高学年児童における形態と運動機能に関する研究
─全国少年少女リレ─競走大会出場者について─

川田 儀博，服部 利夫

ハードル競技に関する研究
─男子 400 m ハードル競走について─

渡部 近志

第 7 巻（昭和 63 年度）
論文種別

テーマ

著者

垂直および前後左右方向の全身反応時間

笠井 達哉

鍛練者と非鍛練者の皮膚呼吸の比較

渡辺 剛

レスリング選手の性格特性（第 5 報） ─第 24 回ソウルオリ
ンピック大会の試合前後における情緒の変化と成績との関 滝山 将剛
係について─
女子長距離ランナーの減量と貧血に関する一考察

西山 一行，石田 良恵，伊東 輝夫

高齢者の肘関節屈筋群の筋力と筋断面積に及ぼす筋力トレ
角田 直也，島野 敬四郎
ーニングの影響
レスリング選手の疾走能力について

朝倉 利夫，伊達 治一郎，滝山 将剛

スプリントトレーニングについての基礎的研究

渡部 近志，柴野 貴史

異なる強度の筋力トレーニングが高齢者の筋力及び筋電図
中野 雅之，島野 敬四郎，角田 直也
積分値比率に及ぼす影響

第 8 巻（平成元年度）
論文種別

テーマ
誘発筋電図記録時の随意筋収縮開始時点の同定法
─負荷運動速度の違いについて─

著者
笠井 達哉，小宮山 伴与志

An analysis of the scoring pattern of collegiate wrestlers TAKIYAMA Yukitaka，
in bouts under the new FILA rules
ASAKURA Toshio
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論文種別

第 1 巻〜第 35 巻

収録論文等一覧

テーマ

著者

レスリング選手の等速性筋出力特性について

朝倉 利夫，滝山 将剛，堀川 浩之，
市口 政光，堀内 岩雄，角田 直也

ハードル走指導に関する基礎的研究

渡部 近志，堀川 浩之

長距離選手における等速性筋出力特性と競技成績の関係

西山 一行，堀川 浩之，角田 直也

短期間の筋力 training 及び detraining が等尺性随意最大筋
中野 雅之，堀川 浩之，角田 直也
力と筋電図積分値比率に及ぼす影響
Moire・topography の撮影と手掌の測定に関して

伊藤 勝三，市川 公一，小林 幸子，
福井 利勝

第 9 巻（平成 3 年度）
論文種別

テーマ

著者

生涯スポーツ時代における専門家養成

橋本 豊司

大学柔道選手の階級別による基礎体力の構造について

中野
稲垣
上口
田中

雅之，飯田 穎男，松浦 義行，
敦，武内 政幸，中島 武，
孝文，渋谷 恒男，中嶋 宣夫，
秀幸

Measures Accompanying the Revision of wrestling
Rules：What Measures Apply to the Shortening of Match TAKIYAMA Yukitaka
Time ？
女子長距離選手の血液性状と競技成績との関係

西山 一行，伊藤 輝雄，藤田 信之，
堀川 浩之

レスリング選手の最大無酸素パワー

堀川 浩之，矢田 秀昭，堀内 岩雄，
市口 政光，滝山 将剛，角田 直也

スポーツ（主としてレスリング）の科学的トレーニング法
朝倉 利夫
に関する調査研究
FREE-STYLE WRESTLING: MATCH ANALYSIS

Ciprano Nick

STRENGTH AND POWER TRAINING FOR THE HIGH
MacDougall J.Duncan
PERFORMANCE ATHLETE

第 10，11 巻（平成 4 年度）
論文種別

テーマ

著者

ソウル・バルセロナオリンピックの競技力の分析
─その 1．110 m ハードル競走─

渡部 近志

体育学部学生の咬合状態

市川 公一，伊藤 勝三

脳波からみた運動学習過程

佐久間 春夫，北 一郎

舒心平血功が生体に及ぼす影響

渡辺 剛，峯岸 由紀子，内藤 祐子，
市川 公一

大学生柔道選手の部位別骨塩量

松本 高明，斉藤 仁，杉野 健二郎，
吉田 耕志郎，関根 修一，林 泰史，
鳥居 俊
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著者

膝関節伸展筋と屈曲筋群の短縮性及び伸張性活動による筋 角田 直也，多賀 恒雄，浜田 拓，
出力特性
荒木 一彦，矢田 秀昭
自転車エルゴメーター駆動時の機械的パワーと血中乳酸濃 堀川 浩之，角田 直也，高橋 泰，
度に及ぼす運動時間の影響
田村 和哉，辻 秀一，佐藤 三千雄
An analysis of competition based on the revision of rules
in wrestling ─ A comparison of technique frequency and
scoring of the gold medalists from the Games of the 29 th TAKIYAMA Yukitaka
Olympiad in Barcelona and Japanese national team
members
マックマスター大学におけるスポーツリハビリテーション
中野 雅之
調査・研究活動

第 12 巻（平成 5 年度）
論文種別

テーマ
持続的注意能力の周期性

著者
佐久間 春夫

レスリング選手の性格特性（第 6 報） ─ 1993 年度世界選手
権大会及びエスポアール世界選手における試合前後の情緒 滝山 将剛
変化と試合成績との関係─
レスリング競技の TACTICS の研究
─ 5 分間の試合時間について─

朝倉 利夫

ストレッチングの実施状況と障害予防について

松本 高明，林 泰史，鳥居 俊

導引保健功による良導絡および唾液成分の変化

渡辺 剛，内藤 祐子，峯岸 由紀子，
市川 公一

肘関節の屈曲力と伸展力に及ぼす不活動の影響

角田 直也，中野 雅之，斉藤 仁，
南 和文

体育学部学生の咬合・咀嚼機能に関する客観的評価と主観 市川 公一，櫻井 みわ，松久保 隆，
的評価（第 1 報）
高江洲 義矩，内藤 祐子
3 週間のギブス固定が前腕の筋と骨形態に及ぼす影響

中野 雅之，辻 秀一，南 和文，
斉藤 仁，角田 直也

第 13 巻（平成 6 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

生体リズムと運動パフォーマンスについて

佐久間 春夫，平工 志穂，北 一郎

原著

本学水泳部の競技力について（第 1 報）

松本 高明，和田 匡史，岩原 文彦

原著

運動による唾液中の免疫物質の変化について

内藤 祐子，峯岸 由紀子，
新谷 益朗，市川 公一

原著

導引保健功による心電図 R-R 波間隔の変動および唾液成分 渡辺 剛，峯岸 由紀子，内藤 祐子，
の変化
小林 敏生，市川 公一

原著

体育学部学生の咬合・咀嚼機能に関する客観的評価と主観 市川 公一，櫻井 みわ，吉野 浩一，
的評価 第 2 報 Dental Prescale を用いた評価方法の有用性 松久保 隆，内藤 祐子，高江洲 義矩
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論文種別
原著

第 1 巻〜第 35 巻

収録論文等一覧

テーマ
ヒューマンパフォーマンスに及ぼす香りの影響

研究報告 スポーツ経営について

著者
平工 志穂，佐久間 春夫，鳥居 鎮夫
橋本 豊司

第 14 巻（平成 7 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

肘関節屈筋群と伸筋群の短縮性筋活動における収縮速度特
角田 直也，中野 雅之，矢田 秀昭
性

原著

肘関節屈筋群の筋硬度測定に関する検討

原著

レスリング選手の性格特性（第 7 報） ─第 21 回内閣総理大
臣杯全日本大学レスリング選手権大会における試合前後の情 滝山 將剛
緒変化と試合成績との関係・優勝チームの K 大学の場合─

原著

大学柔道女子選手の減量時における血液生化学成分と唾液 内藤 祐子，峯岸 由紀子，森脇 保彦，
lgA 濃度の変化
市川 公一

原著

大学サッカー選手の咬合機能と握力の関係について

原著

無極静功による心電図 R-R 波間隔の変動および血中カテコ 渡辺 剛，峯岸 由紀子，小林 敏生，
ールアミン、セロトニンの変化
内藤 祐子，市川 公一

原著

若年女子長距離ランナーの骨塩量と月経

西山 一行，角田 直也，松本 高明，
石田 良恵，伊東 輝雄

原著

筋形態と筋出力特性に及ぼすスポーツ競技種目特性

角田 直也，松本 高明，滝山 将剛，
西山 一行，中野 雅之

原著

長距離走者の筋硬度からみた性差

中野 雅之，角田 直也，西山 一行，
佐藤 三千雄，堀川 浩之，久光 正

原著

若年者における運動器の自覚症状と上肢挙上時の血流障害
山田 美絵子，吉田 久士，渡辺 剛
について

中野 雅之，角田 直也，佐藤 三千雄，
久光 正

市川 公一，内藤 祐子，細田 三二，
櫻井 みわ，松久保 隆

第 15 巻（平成 8 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

女性中学生駅伝選手の骨量と骨代謝マーカー

松本 高明，中川 滋木

原著

スポーツ選手の顎口腔機能について

内藤 祐子，市川 公一，細田 三二，
渡辺 剛

原著

低血圧者の活動期・睡眠期における自律神経活動の変化と 渡辺 剛，峯岸 由紀子，小林 敏生，
血中ホルモン濃度
内藤 祐子，吉田 久士，市川 公一

原著

バスケットボール競技に於けるシュ─トとアシストパスの
前山 定
有効性
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著者

原著

INOUE Daisuke，
Medical Guidance and Care of Masters Swimming：Video MATSUMOTO Takaaki，
Analysis of Two Cases of Drowning Accidents at World NAKAGAWA Shigeki，
Masters’ Meets
YAMANOUCHI Kenji，
UCHIYAMA Masanori

原著

大学生のスキー初心者指導における試み
─ビッグフットの導入─

原著

体肢の振り上げおよび振り下ろし動作スピードに及ぼすス 角田 直也，矢田 秀昭，西山 一行，
ポーツ競技特性
太田 昌孝，斎藤 仁

和田 勝，岡部 哲也，川田 儀博

第 16 巻（平成 9 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

競泳選手の骨量と骨代謝

松本 高明，岩原 文彦

原著

下肢の動作速度と無酸素性パワー

角田 直也，古谷 洋一，氏家 道男，
西山 一行，中野 雅之

原著

女子スポーツ選手の摂食障害について

西山 一行，角田 直也，松本 高明，
石田 良恵，伊東 輝男

原著

低血圧者の活動期・睡眠時における自律神経活動の変化
─ R-R 間隔変動の周波数領域解析と 1／ｆ揺らぎの傾き─

渡辺 剛，峯岸 由紀子，小林 敏生，
内藤 祐子，吉田 久士，市川 公一

原著

スポーツ選手の顎口腔機能について（第二報）

内藤 祐子，高柳 篤史，室 増男，
松本 高明，渡辺 剛，市川 公一

原著

ハンドボール選手の心理的競技能力における特性

吉田 久士，細田 三二，大澤 英雄

原著

大学サッカー選手の競技力に関連する運動機能の特性
─大学選抜候補選手と国士舘大学選手との比較─

細田 三二，中屋敷 眞，吉田 久士，
大澤 英雄

原著

大学女子柔道選手の基礎体力の構造
─本学女子柔道部員を対象にして─

森脇 保彦，今藤 邦宏，小山 泰文，
中野 雅之，斉藤 仁，中島 貅，
飯田 穎男，松浦 義行

原著

レスリング選手の性格特性（第８報） ─第 23 回内閣総理
大臣杯全日本大学レスリング選手権大会における試合前後 滝山 将剛
の情緒変化と試合成績との関係・K 大学の場合─

原著

大学体育実技における教師の社会的勢力と授業効果

多田 聡，坂本 昭裕，川田 儀博，
永嶋 秀敏

第 17 巻（平成 10 年度）
論文種別

テーマ

著者

総説

水温の影響

須藤 明治

原著

韓国と日本の大学レスリング選手の体力に関する研究（第
滝山 将剛，金 東建，全 海燮
一報） 一フリースタイルの場合─

原著

男子体育学部大学生の顎口腔機能と骨密度

内藤 祐子，松本 高明，高柳 篤史，
市川 公一
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論文種別

第 1 巻〜第 35 巻

収録論文等一覧

テーマ

著者
角田 直也，井出 亘，西山 一行，
矢田 秀昭

原著

長期間の持久性トレーニングと安静時エネルギー代謝

原著

睡眠・覚醒の日内リズムの相違による自律神経機能と血液 渡辺 剛，峯岸 由紀子，永吉 英記，
成分の変化
内藤 祐子，吉田 久士，市川 公一

原著

本学柔道部に対するメディカルサポート

原著

児童のリズム認知の発達特性 ─ 3 種類のリズム打ちの予
柴田 都子
測誤差時間測定による評価の試み─

原著

柔道における初心者指導の研究
─練習相手の固定化が投げ技に及ぼす影響について─

原著

本学柔道選手に対する心理的競技能力診断検査に関する検 山内 直人，小山 泰文，森脇 保彦，
討
斉藤 仁，松本 高明

原著

気管支拡張症に対する運動療法の効果
─運動療法にて運動耐容能が改善した 1 症例─

深谷 正敏

原著

スクーバ・ダイバーの活動継続要因に関する調査研究

千足 耕一，川田 儀博，永嶋 秀敏

原著

アルペンスキー選手の体力特性について
─パフォーマンステストにおける検討─

星野 宏司

原著

スクーバダイビングにおける不安に関する調査研究

永嶋 秀敏，千足 耕一，川田 儀博

松本 高明，内藤 祐子，斉藤 仁，
山内 直人，小山 泰文，森脇 保彦，
岩原 文彦

斉藤 仁，小山 泰文，森脇 保彦，
山内 直人，木村 昌彦

第 18 巻（平成 11 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

スポーツ世界の原則：具体的事例への適用

森田 啓，片岡 暁夫

原著

マンナン系ダイエット補助食品の減量効果に関する研究

内藤 祐子，後藤 美保子，松本 高明，
中村 三博

原著

下肢の筋形態と機能的特性が泳能力に及ぼす影響

角田 直也，須藤 明治，藤原 寛康

原著

キャンプにおける自律神経活動と 1／f ゆらぎの傾きの変化
渡辺 剛，永吉 英記，川村 協平
─心電図 R─R 間隔変動と周波数領域解析─

原著

超音波法により測定した女子スポーツ選手の骨強度

井出 亘，岡田 雅次，西山 一行，
石田 良恵

原著

国士舘大学サッカー部員の心理的競技能力の諸特徴

村上 志穂，平工 志穂，内藤 祐子，
前山 定，細田 三二

原著

競泳選手における上肢の筋形態と機能の関係

須藤 明治，角田 直也，藤原 寛康，
松垣 紀子，吉川 宏起，小林 寛道

原著

大学生男子運動選手の骨代謝マーカー
─柔道選手とハンドボール選手との比較─

松本 高明，岩原 文彦，吉田 久士，
内藤 祐子，斉藤 仁，山内 直人

原著

大学女子柔道選手の基礎体力の構造

森脇 保彦，大泉 佳子，飯田 頴男，
矢崎 利加，稲田 明，乙黒 靖雄，
中島 貅，松浦 義行
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著者

原著

新相撲の発足と今後の課題
─女相撲の歴史を踏まえて─

下川 隆司，ニツ森 修，屋田 敏弘，
小山 泰文，古谷 洋一，佐藤 和裕，
下川 学，下川 哲徳

原著

一流男子柔道選手の乱取り練習の運動強度

高橋 宗良，岩原 文彦，斉藤 仁，
森脇 保彦，山内 直人，下川 哲徳，
松本 高明

原著

スクーバ・ダイビング実習（専門野外教育Ⅰ）における学
千足 耕一，川田 儀博，永嶋 秀敏
生による授業評価

研究
ミャンマー・オリンピック・カウンシル法について
レポート

時本 識資，宇佐美 隆憲

第 19 巻（平成 12 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

スノースポーツ集中実技（専門野外教育Ⅳ・雪上実習）に
川田 儀博，千足 耕一
おける授業評価

原著

立位体前屈と大腿屈曲筋群の筋硬度の関係

須藤 明治，角田 直也

原著

森林内における自律神経機能と 1／f ゆらぎの傾き

永吉 英記，渡辺 剛，川村 協平

原著

筋出力の大きさと α ─ Motoneurones（α ─ MNs）の抑制率の
関係 ─伏臥位・立位姿勢とヒラメ筋脊髄 α 運動ニューロ 中島 剛，山懸 孝司，内藤 祐子
ンの興奮性について─

原著

唾液クロモグラニン A 濃度の変化と POMS 検査による感 内藤 祐子，松本 高明，井出 亘，
情・気分との関係
西山 一行

原著

レスリング選手の性格特性（第９報） ─第 26 回内閣総理
滝山 將剛，朝倉 利夫，下田 正二郎，
大臣杯全日本大学レスリング選手権大会における試合前後
高田 裕司，富山 英明
の情緒の変化と試合成績との関係・上位三大学の場合─

原著

男性大学生柔道選手の骨代謝マーカー

原著

陸上競技長距離選手の血液性状とパフォーマンスの関係 第
井出 亘，岡田 雅次，西山 一行，
77 回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会国士舘大学代表選
椛沢 靖博，松本 高明，石田 良恵
手の場合

原著

新相撲の開催とその隆盛
～北海道の二つの女相撲大会を見て～

下川 隆司，ニツ森 修，屋田 敏弘，
小山 泰文，古谷 洋一，佐藤 和裕，
下川 学，下川 哲徳

Fundamental Physical Fitness in Female College Judoists

MORIWAKI Yasuhiko，
OIZUMI Yoshiko，
KOYAMA Yasuhumi，SAITHO
Hitoshi，YAMAUCHI Naoto，
TANAKA Chikara，
NAKAJIMA Takeshi，Iida Eio

原著

研究報告

松本 高明，岩原 文彦，内藤 祐子，
斎藤 仁，山内 直人，田中 力

外側広筋の等尺性随意収縮に伴う形状の変化と等速性筋力
角田 直也，蒔野 豊，須藤 明治
及び最大無酸素性パワー
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論文種別
研究報告

第 1 巻〜第 35 巻

収録論文等一覧

テーマ

著者

低酸素暴露がラット喉頭粘膜内のペプチド性神経支配にお 竹中 敏文，松田 秀樹，林田 嘉朗，
よぼす影響
渡辺 剛，日下部 辰三

第 20 巻（平成 13 年度）
論文種別
原著

原著

テーマ
黒酢摂取が血液流動性改善におよぼす効果

著者
渡辺 剛，永吉 英記，内藤 祐子，
吉田 久士

レスリングの競技カ向上のための攻撃と防御に関する研究
（第 6 報） ─ 2001 年世界選手権大会と全日本選手権大会の 滝山 将剛，朝倉 利夫
比較─

原著

陸上競技投てき種目のコーチングに関する実践的研究
─ 2001 年女子砲丸投森千夏選手の日本記録更新の場合─

青山 利春，岡田 雅次，市川 貴子，
青山 慎一郎，角田 直也

原著

新体操個人競技における採点規則についての一考察

金 池妍，内海 祐吾，福井 利勝，
朝倉 正昭

原著

運動誘発性喘息における終末呼気陽圧法（PEEP）の効果に
椛沢 靖弘，伊藤 挙，天羽 敬祐
関する検討

原著

地域社会における剣道指導者の実態と指導意識

原著

大学スキーおよびスノーボード集中実技におけるフロー経 千足 耕一，川田 儀博，川端 雅人，
験
張本 文昭

原著

高齢者水中運動実施者のプロフィール

原著

運動終了後の副交感神経活動と唾液クロモグラニン A との
内藤 祐子，石原 和幸，渡辺 剛
関連

原著

体育学部学生の入学時健診における健康指標

伊藤 挙，椛沢 靖弘，牧 亮，
石堂 恵美子，中山 昭子

原著

温浴後の冷水浴における自律神経機能と血液成分の変化

永吉 英記，渡辺 剛，椛沢 靖弘，
川村 協平

原著

水中運動教室実施が中高齢者の降圧効果に与える影響

青葉 貴明，松本 高明，菅野 篤子，
野村 武男

氏家 道男，太田 昌孝，古谷 洋一，
右田 重昭，矢野 博志，小森 富士登，
角田 直也

松本 高明，青葉 貴明，岩原 文彦

研究報告 ミャンマー（ビルマ）のスポーツ構造と競技者育成システム

時本 識資，宇佐美 隆憲

研究報告 競技パフォーマンスに及ぼす筋形態と出力特性に関する研究

角田 直也，青山 利春，岡田 雅次，
須賀 義隆，須藤 明治

研究報告 腰痛と筋硬度との関係

須藤 明治，角田 直也

研究報告 低酸素環境下における循環器系の応答：生理学的検討

竹中 敏文，平川 晴久，林田 嘉朗，
日下部 辰三

研究報告

慢性低酸素環境下の動脈系化学受容器におけるペプチド性
日下部 辰三，林田 嘉朗，竹中 敏文
神経支配の免疫組織化学的研究
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第 21 巻（平成 14 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

低出力超音波処理飲酒と非処理飲酒の身体内アルコール処
渡辺 剛，永吉 英記，齋藤 初恵
理過程の比較

原著

柔道競技におけるウォーミングアップの至適強度

斉藤 仁，木村 昌彦，松崎 愛，
正木 嘉美，篠原 信一

原著

体育学部学生の体格と血圧及び血液データの相関について

伊藤 挙，椛沢 靖弘，牧 亮，
石堂 恵美子

原著

高齢者における登山時の自律神経機能

山仲 勇二郎，渡辺 剛，永吉 英記，
川村 恊平

原著

一過性運動が唾液リゾチームに及ぼす影響について

内藤 祐子，小野寺 識，金見 修

原著

玄米黒酢摂取の継続摂取がヘモレオロジーに及ぼす影響

武 宝愛，永吉 英記，村岡 幸彦，
渡辺 剛，内藤 祐子

原著

レスリング競技の競技力向上に関する研究（第 1 報）
─体力と競技力の関係について─

滝山 将剛，朝倉 利夫

原著

体育学部新入生の喘息有症率に関する検討

糀沢 靖弘，伊藤 挙，牧 亮

原著

高齢・低筋力者における水中運動の効果

須藤 明治，角田 直也，井尻 幸成，
八木 良訓

原著

雪上スポーツ集中実技におけるスノーボード選択者の疲労
千足 耕一，川田 儀博
自覚症状

原著

小学校体育授業の単元過程における「授業の勢い」の事例
的検討 ─各授業場面及び学習従事量の推移パターンの分 福ヶ迫 善彦
析を通して─

原著

水中運動時の運動強度の推定と評価

原著

男子学生ハンドボールにおけるシュートリバウンドボール 岡本 大，澤田 俊祐，内田 沙智，
の検討
吉田 久士

研究報告

青葉 貴明，松本 高明

ラオス人民民主共和国におけるスポーツ行政システムとス
時本 識資，宇佐美 隆憲
ポーツマスタープラン

研究報告 韓国における幼少年サッカークラブの現状

田簑 健太郎，杉山 重利

研究報告 投擲選手における筋機能特性と競技能力

青山 利春，青山 慎一郎，岡田 雅次，
西山 一行，角田 直也

研究報告 投動作パフォーマンスに及ぼす筋形態及び機能的特性

角田 直也，田中 重陽，石塚 信之，
青山 利春，岡田 雅次，西山 一行

研究報告 環境変化と心臓自律神経活動との関連

永吉 英記，渡辺 剛，山仲 勇二郎

研究報告 高地トレーニング下の骨格筋における生理学的検討

竹中 敏文，林田 嘉朗，日下部 辰三

研究報告 Systemic hypoxia における動脈系化学受容器の形態変化

日下部 辰三，林田 嘉朗，竹中 敏文
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第 22 巻（平成 15 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

レスリング選手における加温と運動能力の関係
～加温前と加温 2 日後の運動能力の変動～

原著

習慣的に水中運動を行っている中高年齢者の血液生化学的 松本 高明，内藤 祐子，青葉 貴明，
プロフィール
斉藤 仁，会田 庄造

原著

斉藤 仁，山内 直人，木村 昌彦，
柔道における中・高・大一貫教育による心理的競技能力の
正木 嘉美，篠原 信一，大関 貴久，
変遷について
末成 雅子，中村 一成

原著

レスリング競技の競技力向上に関する研究（第 2 報）
─体力と競技力の関係について─

原著

ヒトにおける食酢摂取が運動後の血中乳酸濃度およびアン
内藤 祐子，武 宝愛
モニア濃度に及ぼす影響

原著

体育学部男子学生の入学時健康診断時の健康指標における 伊藤 挙，小野 浩二，牧 亮，
学科及び BMl の影響
椛沢 靖弘

原著

死亡率季節変動の地域依存性

小野 浩二，伊藤 挙，窪山 泉，
大木 幸子，椛沢 靖弘

原著

浸水時の血圧に及ぼす水圧の影響

須藤 明治，赤崎 房生，八木 良訓，
井尻 幸成，小宮 節郎，角田 直也，
渡辺 剛

原著

運動時の水分摂取が体液調節に及ぼす影響
─高温環境下の湿度変化による影響─

齋藤 初恵，藤田 佳代，伊藤 挙，
渡辺 剛

研究報告 MC-FAN における血液流動性評価に影響を与える血液成分
研究報告

フランスにおける柔道の普及振興策
─特に、初心者指導を中心に─

滝山 將剛，小川 耕平，伊藤 要子，
田澤 賢次

朝倉 利夫，滝山 将剛

渡辺 剛，永吉 英記，内藤 祐子，
齋藤 初恵，小野 浩二
小山 泰文，杉山 重利，斉藤 仁

研究報告 筋形態の発育が競技パフォーマンスの向上に及ぼす影響

角田 直也，田中 重陽，熊川 大介，
青山 利春，岡田 雅次，西山 一行

研究報告 ベトナム社会主義共和国におけるスポーツ政策

時本 識資，田畑 亨

研究報告 21 世紀のオリンピズム構築のための基礎的研究

山本 徳郎，清水 重勇，小石原 美保

研究報告 キャンプ中の自律神経日内変動が白血球動態に与える影響

永吉 英記

研究報告 大学生ハンドボールにおける体力およびトレーニング評価

岡本 大，内田 沙智，高野内 俊也，
吉田 久士

研究報告 水中運動における運動強度と血圧応答の関係

青葉 貴明，松本 高明

韓国・ソウル市における幼少年サッカークラブの組織モデ
研究報告 ルの比較 ─サッカークラブにおけるアイデンティティの 田簑 健太郎
形成に着目して─
研究報告 現職段階での教師教育に関する基礎的研究
研究報告

福ヶ迫 善彦，杉山 重利

慢性低酸素環境下におけるラット骨格筋の免疫組織化学的
竹中 敏文，林田 嘉朗，日下部 辰三
検討

体育研究所報
論文種別
研究報告

第 1 巻〜第 35 巻

収録論文等一覧

テーマ

−149−

著者

低酸素環境下の動脈系化学受容器：NOS 陽性神経線維の動
日下部 辰三，林田 嘉朗，竹中 敏文
態

第 23 巻（平成 16 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

ストレッチングにおける筋血液量の変化

松本 高明，内藤 祐子，青葉 貴明，
奥 勝隆

原著

生活習慣病を有する高齢者の運動効果
～水中運動と陸上運動の検討～

須藤 明治，宇佐美 彰朗，角田 直也，
渡辺 剛

原著

運動習慣を実施している中高年女性の咬合力と握力および
内藤 祐子，松本 高明
栄養摂取状況について

研究報告

運動誘発性酸化ストレスに対するアミノ酸サプリメント摂
渡辺 剛，永吉 英記，伊藤 挙
取の影響

研究報告 体幹の筋出力発揮特性とスポーツ競技力
研究報告

フランスにおける柔道指導者の指導方法と指導観に関する
杉山 重利，小山 泰文，福ヶ迫 善彦
検討

研究報告 カンボジア王国におけるスポーツの現状
研究報告

角田 直也，熊川 大介，田中 重陽，
岡田 雅次，青山 利春

幼児の健康に関する一考察
─子どもの生活秩序を作る健康教育─

研究報告 水中運動におけるストレッチの実際

時本 識資，田畑 亨
西村 美佳
青葉 貴明，松本 高明

トレッドミルの不規則的変速に伴う歩行時の身体動揺とピ
永吉 英記，渡辺 剛，清水 敏寛，
研究報告 ッチ及びストライドの関係 ─高齢者の歩行能力向上を目
松岡 正夫，山内 忠行，若松 宏行
的とした新型トレッドミルの開発と効果─
研究報告

ハンドボールにおけるアテネオリンピック優勝チームのゲ
岡本 大，吉田 久士
ーム分析

研究報告

運動時の水分摂取が体液調節と血液流動性，体温調節反応 齋藤 初恵，藤田 佳代，伊藤 挙，
に及ぼす影響
渡辺 剛

研究報告

小学校体育授業におけるマネジメント方略に関する検討
─授業開始時の活動条件から─

研究報告 年齢死亡率曲線の指数関数近似
研究報告

日韓サッカー交流事業（韓国遠征）に関する調査研究
─静岡県 I 市を事例として─

福ヶ迫 善彦
小野 浩二，窪山 泉，大木 幸子，
丹羽 智志，伊藤 挙
田簑 健太郎

研究報告 21 世紀のオリンピズム構築のための基礎的研究（2）

山本 徳郎，小石原 美保，森川 貞夫，
水谷 豊，西村 美佳，清水 重勇

研究報告 高二酸化炭素暴露ラットにおける循環応答

竹中 敏文，林田 嘉朗，日下部 辰三

研究報告

低酸素環境下の動脈系化学受容器：カルシウム結合タンパ
日下部 辰三，林田 嘉朗，竹中 敏文
クの動態
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第 24 巻（平成 17 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

バスケットボール選手における加温と運動能力の関係
～加温前と加温 2 日後の運動能力テストの変動～

滝山 將剛，小川 耕平，伊藤 要子，
日下 幸則，橋爪 和夫

原著

レスリング選手の性格特性
─試合前後の情緒の変化とパーフォーマンスとの関係─

朝倉 利夫，和田 貴広，嘉戸 洋，
大館 信也，滝山 將剛

原著

オープンウオータースイマーの屋外プール練習における鼓 松本 高明，青葉 貴明，内藤 祐子，
膜温と皮膚表面温度の変化について
奥 勝隆

原著

水中運動後の陸上時の筋組織血液動態

原著

山内 直人，中島 貅，森脇 保彦，
大学柔道選手の基礎体力の一考察（本学男子柔道部員を対
飯田 穎男，小山 泰文，齋藤 仁，
象として）
田中 力，鈴木 桂治

原著

中高齢女性の水中運動におけるウォームスーツの保温効果

原著

自転車エルゴメーター運動によるランプ負荷運動時の酸素 齋藤 初恵，Nemeth Hajnalka，
摂取動態に対する数式モデルの妥当性について
木村 真優子，渡辺 剛，伊藤 挙

須藤 明治，角田 直也，渡辺 剛

青葉 貴明，高橋 宗良，奥 勝隆，
浅井 泰詞，松本 高明

研究報告 21 世紀スポーツ運動学構築のための基礎的研究

山本 徳郎

研究報告 運動学に期待する

片岡 暁夫

低強度負荷時のエネルギー供給の違いからみた筋線維のタ 渡辺 剛，池袋 敏博，永吉 英記，
研究報告
イプに関する検討
齋藤 初恵，若松 宏行，伊藤 挙
研究報告 発育・発達がスポーツパフォーマンスに及ぼす影響

角田 直也，熊川 大介，手島 貴範，
田中 重陽，岡田 雅次，青山 利春

研究報告 ヨーロッパにおける剣道の実態と初心者指導

杉山 重利，太田 昌孝，氏家 道男，
福ヶ迫 善彦

研究報告

運動習慣が唾液クロモグラニン A 濃度と心拍数減衰反応に
内藤 祐子，松本 高明，室 増男
及ぼす影響

研究報告

オーストラリア・スポーツの現状
─平成 16 年度海外研修報告─

朝倉 利夫

研究報告

ハンドボールにおけるゲーム分析
～2005 年世界選手権における男女日本チームの特徴～

岡本 大，吉田 久士

変速トレッドミルによる歩行トレーニングの効果 ─高齢
永吉 英記，渡辺 剛，清水 敏寛，
研究報告 者の歩行能力向上を目的とした新型トレッドミルの開発と
松岡 正夫，山内 忠行，江木 俊輔
効果─
研究報告 学年はじめにおける常軌的活動の指導に関する検討

福ヶ迫 善彦

研究報告 低酸素環境下の動脈系化学受容器：低酸素暴露期間との関係 日下部 辰三，林田 嘉朗，竹中 敏文

第 25 巻（平成 18 年度）
論文種別
原著

テーマ

著者

レスリング選手における加温と運動能力の関係 ～加温前
滝山 將剛，小川 耕平，伊藤 要子，
と加温 2 日後の無酸素パワー測定における最大仕事量の変
橋爪 和夫，日下 幸則
動～
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著者

原著

韓国と日本の大学レスリング選手の体力に関する研究（第 2 滝山 將剛，金 東建，全 海燮，
報）
崔 完滈

原著

レスリング選手の性格特性 ─試合前後の情緒の変化とパ 朝倉 利夫，和田 貴宏，嘉戸 洋，
フォーマンスの関係・K 大学の場合─
大館 信也，滝山 將剛

原著

マスターズ大会における危険な飛込についての検討

松本
浅井
加藤
高橋

原著

アクアマッサージ中の筋組織血液動態の変化

須藤 明治，角田 直也，渡辺 剛

原著

バスケットボールにおけるスクリーンプレイの勝敗への影響 前山 定

原著
原著

「大学柔道選手の基礎体力の構造」
（60 kg 級を対象として）

高明，青葉 貴明，阿部 太輔，
泰詞，奥 勝隆，川嶋 奈緒子，
容子，和田 壮生，井上 大輔，
雄介

山内 直人，中島 貅，森脇 保彦，
田中 力，飯田 穎男

セグメント別生体電気インピーダンス法による競技スポー
石黒 憲子，角田 直也
ツ選手の体幹部骨格筋体積の推定

研究報告

骨格筋の形態及び機能的特性に及ぼすスポーツ活動の影響 角田 直也，青山 利春，田中 重陽，
を探る
熊川 大介

研究報告

ロシアにおける柔道指導者の指導方法と指導観に関する検 小山 泰文，太田 昌孝，杉山 重利，
討
福ヶ迫 善彦

研究報告

高強度間欠 Cycling 運動および回復方法の違いが唾液成分
内藤 祐子，松本 高明，室 増男
に及ぼす影響について

研究報告 ドイツにおけるスポーツ科の学習指導要領改訂に関する検討 今野 賛
研究報告

日本・大韓民国サッカー交流事業に関する調査報告
岡県 I 市を事例として─

─静

研究報告

スピードスケート滑走能力に及ぼす発育・発達と性差の影
熊川 大介，角田 直也
響を探る

研究報告

連続ウェーブレット変換を用いた一定負荷運動時における 齋藤 初恵，木村 真優子，渡辺 剛，
酸素摂取応答の時間周波数解析
伊藤 挙，窪山 泉，吉岡 耕一

研究報告

低酸素環境下の動脈系化学受容器：暴露期間とペプチド性
日下部 辰三，林田 嘉朗
神経支配の関係

田中 宏和

第 26 巻（平成 19 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

海洋深層水を用いた水中運動の効果

原著

競技会中に発生した成人競泳選手の過換気症候群の特徴と、
松本 高明
その対応について

原著

新体操選手の下肢筋形態と筋出力発揮特性

研究報告

須藤 明治，角田 直也，渡辺 剛

山田 小太郎，朝倉 正昭，田中 重陽，
熊川 大介，角田 直也

骨格筋の形態及び機能的特性に及ぼすスポーツ活動の効果 角田 直也，青山 利春，田中 重陽，
を探る
熊川 大介，田中 憲子，宮本 英治
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テーマ

著者

レスリング選手の性格特性 ─ 2007 年天皇杯全日本レスリ
ング選手権大会兼北京オリンピック大会国内最終選考会に
研究報告
滝山 將剛，和田 貴広
おける試合前後の情緒変化と競技成績との関係・K 大学生
及び、K 大学 OB の場合─
研究報告

運動習慣を実施している成人の唾液分泌速度と sIgA 濃度に 内藤 祐子，松本 高明，只野 ちがや，
ついて
与那 正栄，室 増男

研究報告

小学校の走り高跳びにおける到達度（身に付けるべきミニ 池田 延行，田原 淳子，岡田 雅次，
マム）に関する研究
今野 賛

研究報告

ニュージーランドにおける学校保健体育 ─日本における 田原 淳子，池田 延行，今野 賛，
オリンピック教育推進の手がかりを求めて─
田中 宏和，朴 鍾鎮

研究報告

男子ジュニアスピードスケート選手の 1 年間における筋形
熊川 大介，角田 直也
態の変化

研究報告

我が国におけるスポーツ行政及びスポーツ政策に関する研
田中 宏和
究の現状

研究報告 体幹部骨格筋量における競技者と非競技者との差

田中 憲子，角田 直也

研究報告 低酸素暴露解除後の動脈系化学受容器

日下部 辰三，林田 嘉朗

第 27 巻（平成 20 年度）
論文種別

テーマ

著者
太田 昌孝，氏家 道男，福ヶ迫 善彦，
太田 早織，高田 大輔

原著

フランスにおける剣道の指導者が抱える問題点について

原著

男女新体操選手における下肢の筋形態、筋出力及び無酸素 山田 小太郎，朝倉 正昭，髙橋 佑輔，
性パワー発揮特性
田中 重陽，熊川 大介，角田 直也

原著

長距離選手の性格特性 試合前後の情緒変化と競技成績と
の関係について
滝山 将剛
─ 2009 第 85 回箱根駅伝における K 大学の場合─

原著

競泳トレーニング後の筋振動が乳酸代謝に与える影響

原著

韓国と日本の大学レスリング選手の体力に関する研究（第 3 滝山 将剛，和田 貴広，金 東建，
報）
全 海燮，崔 完滈，大館 信也

原著

運動後に行った足浴時の筋血液酸素動態の変化

研究報告

松本 高明，内藤 祐子，青葉 貴明，
高橋 雄介，阿部 太輔，浅井 泰詞，
和田 壮生，和田 匡史，井上 大輔

須藤 明治，渡辺 剛，角田 直也

骨格筋の形態及び機能的特性に及ぼすスポーツ活動の効果 角田 直也，髙橋 佑輔，田中 重陽，
を探る ─第 2 報─
熊川 大介，青山 利春

研究報告 サイドステップ運動時における下肢筋群の活動様式

西山 一行，田中 重陽，熊川 大介，
髙橋 佑輔，角田 直也

研究報告

自転車エルゴメーターによる無酸素パワーとペダル踏力の
田中 重陽，角田 直也
測定法

研究報告

競技種目の相違からみたスピードスケート選手における筋
熊川 大介，角田 直也
形態及び無酸素性パワー発揮能力の発達
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著者

李想白の小論「コーチの類型と進化」
（昭和 10 年）に関する
及川 佑介
一考察

研究報告 体育科模擬授業における学習成果の検討

藤田 育郎，細越 淳二

研究報告

ニュージーランド学校体育の「スポーツ学習」におけるオ
田原 淳子，池田 延行
リンピズムの位置づけ

研究報告

小学校の走り高跳び授業に関する研究
─発達段階による成果の違いの比較研究─

研究報告

短期間の皮膚冷刺激下での低負荷筋力トレーニングが中高 内藤 祐子，松本 高明，牧 亮，
年者の体力および自律神経調節に及ぼす影響
只野 千茅，与那 正栄，室 増男

池田 延行，田原 淳子，岡田 雅次

安田 康晴，加藤 義則，杉本 勝彦，
熊川 大介，田中 重陽，角田 直也

研究報告 救急活動時の筋活動に関する研究
研究報告

市民マラソン大会における効率的な沿道救護システムの構 田中 秀治，徳永 尊彦，前住 智也，
築
細川 晃央

研究報告

低酸素暴露解除後の動脈系化学受容器におけるペプチド性
日下部 辰三，林田 嘉朗
神経支配

第 28 巻（平成 21 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

男子新体操競技の継続的トレーニングに伴う下肢の筋形態 山田 小太郎，朝倉 正昭，田中 重陽，
及び筋出力発揮特性の変化
熊川 大介，角田 直也

原著

大学女子柔道選手における体重、身体組成の変動と栄養お
村田 浩子，森脇 保彦，内藤 祐子
よび食物摂取状況の関連について

原著

松本 高明，内藤 祐子，青葉 貴明，
競泳におけるラクテートカーブテストから見た高速水着と
高橋 雄介，阿部 太輔，浅井 泰詞，
通常水着との違い
和田 壮生，和田 匡史，井上 大輔

原著

皮膚冷刺激下での低強度有酸素トレーニングが被験筋に及 内藤 祐子，熊川 大介，与那 正栄，
ぼす影響
只野 千茅，松本 高明，室 増男

原著

レスリング選手の性格特性と試合前後の情緒変化と競技成
滝山 將剛，和田 貴広，嘉戸 洋，
績との関係 第 9 報 ─平成 21 年度天皇杯全日本における
大館 信也
K 大学生及び、大学院生の場合─

原著

胸骨圧迫心臓マッサージの質の向上に関する研究
救急車走行中の胸骨圧迫時の筋活動の比較─

原著

運動後に行った足浴時（20℃）の筋血液酸素動態の変化

─床と 加藤 義則，杉本 勝彦，角田 直也，
熊川 大介，田中 重陽，安田 康晴
須藤 明治，渡辺 剛，角田 直也

研究報告

スポーツアスリート・スポーツマネージャーへの救急危機
中尾 亜美，田中 秀治
管理体制の構築

研究報告

マラソンにおける脱水時の経口補水液（OS-1 Ⓡ）の効果に関
前住 智也，田中 秀治
する検討

研究報告 運動負荷、姿勢における循環動態の解明

窪山 泉

研究報告 低酸素環境下の動脈系化学受容器：神経切除の影響

日下部 辰三，林田 嘉朗
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テーマ

著者

研究報告

体育授業を観察・評価する能力を明らかにするための映像
藤田 育郎，池田 延行
作成の試み

研究報告

バスケットボールにおける屋外板張りコートに関する一考
及川 佑介
察（大正期～昭和初期）

研究報告

ニュージーランドにおけるオリンピック教育
─教師用資料「スポーツを通しての倫理」─

研究報告 小学校のハードル走の授業づくりに関する研究

田原 淳子，池田 延行
池田 延行，田原 淳子，藤田 育郎

研究報告 自転車運動時の無酸素パワー発揮特性と大腿筋群の活動特性 田中 重陽，角田 直也
研究報告

スピードスケート短距離・長距離選手における大腿部筋厚
熊川 大介，角田 直也
の発達

研究報告

骨格筋の形態及び機能的特性に及ぼすスポーツ活動の効果 角田 直也，田中 重陽，高橋 佑輔，
を探る ─第 3 報─
熊川 大介，伊原 佑樹，石川 幸一

第 29 巻（平成 22 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

男子新体操選手の膝関節伸展・屈曲運動における両側性機 山田 小太郎，朝倉 正昭，田中 重陽，
能低下
熊川 大介，角田 直也

原著

松本 高明，内藤 祐子，青葉 貴明，
シンクロナイズドスイミング競技におけるフィギュア種目
高橋 雄介，阿部 太輔，浅井 泰詞，
の得点と選手の体格、体力との関係
和田 壮生，和田 匡史，井上 大輔

原著

レスリング選手の性格特性 ─平成 22 年度天皇杯全日本レ
スリング選手権大会における試合前後の情緒変化と競技成 滝山 將剛，和田 貴広，西口 茂樹，
績との関係・K 大学、K 大学院・K 大学 OB、T 大学の場合 嘉戸 洋
及び、高校生の場合─

原著

異なる負荷を伴ったペダリング運動時の下肢筋群の活動様式 田中 重陽，角田 直也

原著

運動後に行った足浴時（20℃・25℃・30℃） の筋血液酸素
須藤 明治
動態の変化

プロジェ
市民マラソン大会における自転車救護チームの移動速度
クト報告

喜熨斗 智也，稲村 嘉昭，白川 透，
田中 秀治

プロジェ
救急車内での胸骨圧迫質向上に関する研究
クト報告

加藤 義則，杉本 勝彦，安田 康晴，
田中 重陽，熊川 大介，角田 直也

骨格筋の形態及び機能的特性に及ぼすスポーツ活動の効果
プロジェ
角田 直也，田中 重陽，熊川 大介，
を探る ─第 4 報─
クト報告
高橋 佑輔，伊原 佑樹，池川 繁樹
─筋電図及び筋音図を用いた筋活動の評価─
プロジェ 男子ジュニアスピードスケート選手における下肢筋群の筋
熊川 大介，角田 直也
クト報告 厚発達の左右差
プロジェ
高血圧ラットの動脈系化学受容器
クト報告

日下部 辰三，松田 秀樹，林田 嘉朗
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著者

内藤 祐子，松本 高明，与那 正栄，
プロジェ 皮膚冷刺激が低負荷自転車運動中の筋酸素動態におよぼす
下瀬 良太，関 博之，只野 千茅，
クト報告 影響
室 増男
プロジェ
自転車運動負荷時の血圧変化
クト報告

木村 真優子，小野 浩二，齋藤 初枝，
海保 享代，窪山 泉，渡辺 剛

プロジェ ジュニアスポーツのインストラクターに対する応急手当普 田中 秀治，高橋 宏幸，中尾 亜美，
クト報告 及についての具体的方策
千田 いずみ
プロジェ
小学校における走り幅跳びの授業づくりに関する研究
クト報告

池田 延行，田原 淳子，藤田 育郎

プロジェ スポーツを通しての倫理教育に関する研究 ─映像教材
田原 淳子，池田 延行
クト報告 「ピエール・ド・クーベルタン：過去と現在」の分析─
プロジェ
体育科模擬授業の効果的な実施方法に関する検討
クト報告

藤田 育郎，池田 延行

プロジェ オリンピック大会をめぐる李想白の動向
クト報告 ─バスケットボールの正式種目決定について─

及川 佑介

プロジェ 小学校自然体験活動プログラムの開発と組織運営方法の検 永吉 英記，松浦 隆治，山川 秀一郎，
クト報告 討
山崎 源太，浅倉 大地
プロジェ
小学校教員養成課程における学生による運動会実施の意義
クト報告

藤井 千惠子，三小田 美稲子，
池田 延行

研究報告

小山 泰文，森脇 保彦，斉藤 仁，
本学体育学部武道学科柔道専攻学生の形態及び体力の縦断
山内 直人，鈴木 桂治，田中 力，
変化
熊川 大介，田中 重陽，角田 直也

研究報告

氏家 道男，矢野 博志，太田 昌孝，
本学体育学部武道学科剣道専攻学生における形態及び体力
右田 重昭，田中 重陽，熊川 大介，
の縦断変化
角田 直也

第 30 巻（平成 23 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

男子新体操選手における膝伸展筋力が後方伸身宙返りの高 山田 小太郎，朝倉 正昭，田中 重陽，
さに及ぼす影響
角田 直也

原著

松本 高明，内藤
2011 年に FINA（国際水泳連盟）が承認した水着が競泳に 佐野 秀匡，高橋
おけるラクテートカーブテストに与える影響
浅井 泰詞，和田
井上 大輔，篠原

原著

フェデラル・エクスプレス（FDX）航空 80 便横転炎上事故
柴田 伊冊，中山 友紀，渡辺 剛
から救急を考える

原著

須藤 明治，山田 健二，石川 雄太，
水中ウォーキング時の浮帯付きアクアトレーニングウェア
阪本 沙央理，清家 望，丹松 由美子，
の影響
久保 貴裕，小山 真

祐子，橋本 恵一，
雄介，阿部 太輔，
壮生，和田 匡史，
一之
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テーマ

著者

原著

レスリング選手の性格特性 平成 23 年度天皇杯全日本レス
リング選手権大会兼ロンドン五輪選考会 ─ K 大学及び、 滝山 將剛，和田 貴広，嘉戸 洋
OB の試合前後の情緒変化と競技成績の関係について─

原著

レスリング選手の性格特性はチャンピオンになる重要な要
滝山 將剛
因か

原著

高校ラケット系運動部員の部活動参加意欲への心理支援に 山口 豊，佐久間 健，窪田 辰政，
ついて
森脇 保彦

原著

YAMAGUCHI Yutaka，
Relationship between Self-Esteem and Physical
KUBOTA Tatsumasa，
Competence in Female University Students
MORIWAKI Yasuhiko

プロジェ
振動刺激下での筋力トレーニングの効果について
クト報告

内藤 祐子，熊川 大介，松本 高明，
与那 正栄，関 博之，只野 千茅，
室 増男

プロジェ
低酸素暴露動物および高血圧動物における気道粘膜の動態
クト報告

磯中 理沙，川上 倫，松田 秀樹，
林田 嘉朗，日下部 辰三

プロジェ マラソンランナーに対する救護での経口補水液（OS-1）の 喜熨斗 智也，白川 透，稲村 嘉昭，
クト報告 可能性
田中 秀治
プロジェ
韓国初等学校体育科における国家水準カリキュラム研究
クト報告

関根 明伸，池田 延行

プロジェ ボールキック動作における Speed Meter およびスピードガ
手島 貴範，角田 直也
クト報告 ンを用いた速度測定法の信頼性
プロジェ
小学校の「体つくり運動」に関する研究
クト報告

池田 延行，田原 淳子

プロジェ 救急活動時における身体負担の検討
クト報告 ─筋活動による負担の検証─

加藤 義則，安田 康晴，田中 重陽，
熊川 大介，杉本 勝彦，角田 直也

プロジェ
スポーツ競技者における骨格筋の形態と機能的特性
クト報告

角田 直也，田中 重陽，手島 貴範，
髙橋 佑輔，平塚 和也，伊原 佑樹，
熊川 大介

プロジェ 全力ペダリング運動時のクランク力に及ぼす大腿部筋厚の
田中 重陽，角田 直也
クト報告 影響
プロジェ
体育系教員養成課程における鍵盤楽器指導に関する研究
クト報告

三小田 美稲子

プロジェ
運動時の息止め中における循環動態
クト報告

海保 享代，窪山 泉，伊藤 挙，
吉岡 耕一，渡辺 剛

プロジェ 勤め人モデルのスポーツ実施に関する研究
クト報告 ─特に生活時間の視点から─

千葉 洋平

プロジェ
昭和初期における土肥一雄とバスケットボールとの関係
クト報告

及川 佑介

プロジェ
マラソン大会における AED を含めた救護体制の検討
クト報告

田中 秀治，喜熨斗 智也，高橋 宏幸，
白川 透，稲村 嘉昭
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著者

プロジェ 女子の運動・スポーツ活動を促進するための施策に関する
田原 淳子，池田 延行
クト報告 研究 ─オーストラリアの場合─
実践研究

砲丸投げ選手における体幹トレーニングが投擲記録に及ぼ 白井 裕紀子，上村 孝司，岡田 雅次，
す影響
角田 直也，青山 利春

実践研究

キャンプにおける主観的睡眠感と睡眠時心拍数及び自律神
永吉 英記，浅倉 大地，山崎 源太
経活動の関係

第 31 巻（平成 24 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

ラグビーにおけるサポートプレーのトレーニングに関する
実践研究 ─国士舘大学ラグビー部の攻撃継続力の向上を 古田 仁志
目的として─

原著

レスリング選手の性格特性と試合直前の情緒変化と競技成
績の関係 ─ 2012 ロンドンオリンピック大会における日本 和田 貴広，佐藤 満，嘉戸 洋
選手の場合─

原著

柔道の受け身に対するイメージ調査の検討
を対象に─

原著

平行棒における後方屈身 2 回宙返り下りの技術考察

原著

松本 高明，内藤 祐子，佐野 秀匡，
2010 年に制定された FINA（国際水泳連盟）承認水着規定
高橋 雄介，阿部 太輔，浅井 泰詞，
の妥当性について
和田 壮生，和田 匡史，井上 大輔

原著

陸上運動直後の水中浮揚のクーリングダウン効果

原著

体育哲学における〈思想研究〉のあり方に向けた一視点：
林 洋輔，井上 誠治
心身関係論に着眼して

─道場指導者

田中 力，鈴木 桂治，百瀬 晃士，
成田 泰崇，山内 直人，斉藤 仁，
小山 泰文，森脇 保彦，中島 たけし
久木 直哉，堀江 健二

山田 健二，須藤 明治

プロジェ 体育系教員養成課程の特性を生かした鍵盤楽器学習に関す
三小田 美稲子，池田 延行
クト報告 る研究
プロジェ 学校期における女子のスポーツ政策に関する研究
クト報告 ─女子に特化した施策の必要性─

田原 淳子，池田 延行

プロジェ 小学生を対象とした「投げる運動」の授業実践に関する研
池田 延行，田原 淳子
クト報告 究
プロジェ 自由遊びにおける幼児の態度や行動の発達に関する研究
クト報告 ─保育園における参与観察─

千葉 洋平

プロジェ
スポーツ資料収集家・田尾栄一の資料について
クト報告

及川 佑介

プロジェ
自転車駆動時のクランク力発揮特性と下肢筋群の活動量
クト報告

田中 重陽，平塚 和也，角田 直也

プロジェ
サッカー選手における大腿部筋の左右差
クト報告

手島 貴範，細田 三二，角田 直也
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テーマ

プロジェ
スポーツ競技者の全身骨格筋量から下肢筋量を推定する
クト報告

著者
角田 直也，田中 重陽，手島 貴範，
平塚 和也，伊原 佑樹，熊川 大介

内藤 祐子，与那 正栄，下瀬 良太，
プロジェ 皮膚冷刺激が 90 %VT 強度での定常負荷運動中における活
只野 千茅，関 博之，松本 高明，
クト報告 動筋内の酸素動態におよぼす影響について
室 増男
プロジェ
運動中の息止め後における呼吸ガス動態の検討
クト報告

海保 享代，窪山 泉，伊藤 挙，
吉岡 耕一，渡辺 剛

福岡 利仁，磯村 杏耶，高橋 孝幸，
プロジェ 呼気ガス分析による CKD（慢性腎臓病）患者のエネルギー 宮澤 さやか，要 伸也，山田 明，
クト報告 代謝に関する研究
永吉 英記，山口 嘉和，吉岡 耕一，
伊藤 挙，牧 亮
プロジェ 低酸素環境下と高血圧状況下における動脈系化学受容器の 磯中 理沙，川上 倫，山本 欣郎，
クト報告 形態比較
松田 秀樹，林田 嘉朗，日下部 辰三
プロジェ
救急車両の振動に関する研究
クト報告

加藤 義則，安田 康晴，杉本 勝彦，
中山 友紀，田中 重陽，角田 直也

プロジェ
我が国のマラソン大会における心停止例の分析
クト報告

白川 透，田中 秀治，喜熨斗 智也，
高橋 宏幸

実践研究 小学校におけるハードル走の学習指導に関する一考察

陳 洋明，池田 延行

第 32 巻（平成 25 年度）
論文種別
原著

テーマ
「スポーツ権」の人権性に関する考察

著者
松宮 智生

原著

松本 高明，内藤 祐子，足立 夢美，
シンクロナイズドスイミング選手の関節可動域評価とスプ 地神 裕史，高橋 雄介，阿部 太輔，
リット動作の関連について
浅井 泰詞，和田 壮生，和田 匡史，
井上 大輔

原著

ジュニアレスリング選手における体肢の筋形態特性

原著

小学校高学年の体育授業における短距離走指導に関する研 陳 洋明，池田 延行，中山 孝晃，
究
清田 美紀

原著

伊原 佑樹，手島 貴範，平塚 和也，
田中 重陽，熊川 大介，角田 直也

〈原理〉から〈哲学〉へ：〈生き方としての体育哲学〉に向
林 洋輔
けた序論

原著

スポーツ教育論の基礎思想研究

原著

日本舞踊におけるおすべり動作の指導が足底圧力と筋活動 柴田 都子，森田 ゆい，手島 貴範，
に及ぼす影響
角田 直也

原著

5 日間の健康増進観光がメタボリックシンドローム及びロ
須藤 明治，山田 健二，石川 雄太
コモティブシンドロームに及ぼす効果

プロジェ 柔道の組み手（組み方）における心理学的一考察
クト報告 ─調査用紙作成のための予備調査について─

髙橋 徹，井上 誠治

鈴木 桂治，田中 力，百瀬 晃士，
多賀 興一郎，山内 直人，斎藤 仁，
小山 泰文，森脇 保彦
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著者

プロジェ 運動中の息止めによる除脈と動脈血酸素飽和度の動態の比 海保 享代，窪山 泉，伊藤 挙，
クト報告 較
吉岡 耕一，渡辺 剛
プロジェ
男女サッカー選手の大腿部における筋の発育とその性差
クト報告

手島 貴範，細田 三二，角田 直也

プロジェ スポーツ競技選手における骨格筋の形態とその機能的特性 角田 直也，手島 貴範，伊原 佑樹，
クト報告 を探る
平塚 和也，田中 重陽，熊川 大介
プロジェ
音楽が身体に及ぼす影響に関する研究
クト報告

三小田 美稲子

プロジェ
じゃれつき遊びの効果と特徴に関する研究
クト報告

千葉 洋平

プロジェ 小学校での陸上運動指導の体系化に関する研究
クト報告 −特に、指導の考え方と進め方について−

池田 延行，田原 淳子

プロジェ
マラソン大会における心停止の発生頻度
クト報告

白川 透，田中 秀治，喜熨斗 智也，
高橋 宏幸，後藤 奏

福岡 利仁，磯村 杏耶，高橋 孝幸，
プロジェ 呼気ガス分析による CKD（慢性腎臓病）患者のエネルギー 宮澤 さやか，要 伸也，山田 明，
クト報告 代謝に関する研究
永吉 英記，山口 嘉和，吉岡 耕一，
伊藤 挙，牧 亮
内藤 祐子，与那 正栄，只野 千茅，
プロジェ 低負荷強度での等尺性収縮運動における筋活動に及ぼす皮
菅原 仁，関 博之，松本 高明，
クト報告 膚冷刺激の影響
室 増男
プロジェ 学校期における女子のスポーツ参加促進に対する教育委員 田原 淳子，飯田 貴子，田畑 泉，
クト報告 会の認識と取組
池田 延行
田中 秀治，島崎 修次，牧 亮，
プロジェ マラソン大会における心停止例の心電図波形解析と脳機能
喜熨斗 智也，高橋 宏幸，白川 透，
クト報告 予後
後藤 奏
プロジェ 動脈系化学受容器の内因性および外因性環境変化に対する 磯中 理沙，川上 倫，山本 欣郎，
クト報告 適応
松田 秀樹，日下部 辰三

第 33 巻（平成 26 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

運動環境の違いにおける成長期スポーツ選手の身体的特徴
須藤 明治，山田 健二，石田 洋平
の比較

原著

音楽療法と身体運動の関連と効果に関する研究

三小田 美稲子，松井 晴美

漸増強度負荷による競泳選手の唾液中ホルモンの変動

松本
市川
阿部
土居

原著

プロジェ
学習指導要領にみる陸上運動の変遷と今後の課題
クト報告

高明，内藤 祐子，和田 壮生，
大樹，高橋 雄介，和田 匡史，
太輔，浅井 泰詞，篠原 一之，
裕和

池田 延行

体育研究所報

−160−

論文種別

第 1 巻〜第 35 巻

収録論文等一覧

テーマ

著者

プロジェ 保育園でのボランティア活動を行う体育専攻学生の実態に
千葉 洋平
クト報告 ついて
プロジェ
男子大学生サッカー選手における持久性走能力
クト報告

手島 貴範，細田 三二，角田 直也

プロジェ 息止め中および息止め後の呼吸ガス動態のシミュレーショ 吉岡 耕一，海保 享代，窪山 泉，
クト報告 ン
牧 亮，伊藤 挙，渡辺 剛
プロジェ
舌・化学受容器に対する内因性環境変化の適応
クト報告

磯中 理沙，川上 倫，山本 欣郎，
松田 秀樹，日下部 辰三

内藤 祐子，与那 正栄，只野 千茅，
プロジェ 掌握運動における前腕筋の筋活動および筋酸素動態に及ぼ
菅原 仁，関 博之，下瀬 良太，
クト報告 す皮膚冷刺激の影響
松本 高明，室 増男
プロジェ 骨格筋の形態及び機能的特性に及ぼすスポーツ活動の効果 角田 直也，手島 貴範，伊原 佑樹，
クト報告 を探る
平塚 和也，田中 重陽，熊川 大介
プロジェ 市民マラソン大会における男女別・年代別心停止発生率の 白川 透，田中 秀治，喜熨斗 智也，
クト報告 調査
高橋 宏幸，後藤 奏，長谷川 瑛一
プロジェ 全国主要マラソン大会における傷病者レジストリー構築の
田中 秀治，喜熨斗 智也，白川 透
クト報告 試み
プロジェ
救急車走行中における胸骨圧迫時の姿勢差の検討
クト報告

後藤 奏，田中 秀治，高橋 宏幸，
喜熨斗 智也，白川 透，長谷川 瑛一

第 34 巻（平成 27 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

漸進的筋弛緩法が脊髄反射機構の興奮性に及ぼす影響

秋葉 茂季，角田 直也

原著

松本 高明，内藤
男性競泳選手の最大下運動負荷に伴う唾液中ストレスホル 市川 大樹，高橋
モンの変動
阿部 太輔，浅井
土居 裕和，井上

原著

競技に使用される曲の特徴に関する研究

三小田 美稲子

資料

総合格闘技（MMA）のユニファイド・ルール

松宮 智生

祐子，和田 壮生，
雄介，和田 匡史，
泰詞，篠原 一之，
大輔

プロジェ 女子体操競技のゆか運動における音楽性の採点規則に基づ
尾西 奈美
クト報告 いた演技構成の一考察
プロジェ 男子サッカー選手における Yo-Yo test からみた間欠的持久
手島 貴範，細田 三二，角田 直也
クト報告 性走能力の発達
プロジェ
体幹脂肪厚は減少させられるかを探る
クト報告

伊原 佑樹，田中 重陽，角田 直也

プロジェ
スポーツ競技と骨格筋の形態及び収縮特性の関わりを探る
クト報告

角田 直也，手島 貴範，平塚 和也，
宮崎 大佑，岩城 翔平，田中 重陽，
岡田 雅次，細田 三二

プロジェ
児童の身体的要因を踏まえた陸上運動の授業づくりの研究
クト報告

池田 延行
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著者

プロジェ 日本の競技団体におけるスポーツ国際交流史：第二次世界
田原 淳子，千葉 洋平
クト報告 大戦前後のオリンピック競技大会競技を中心に
プロジェ
じゃれつき遊びにおける保育士の関わりに関する研究
クト報告

千葉 洋平

プロジェ 高血圧ラットの動脈系化学受容細胞におけるノルアドレナ 磯中 理沙，川上 倫，山本 欣郎，
クト報告 リン合成酵素活性の変化
松田 秀樹，日下部 辰三
内藤 祐子，与那 正栄，只野 ちがや，
プロジェ 掌握運動における前腕筋の筋活動および筋酸素動態に及ぼ
菅原 仁，関 博之，下瀬 良太，
クト報告 す皮膚冷刺激および加圧の影響
松本 高明，室 増男
プロジェ
運動負荷に対する呼吸循環応答の線形性と非線形性
クト報告

木村 真優子，海保 享代，吉岡 耕一，
渡邉 剛，窪山 泉，伊藤 挙

プロジェ
マラソン大会におけるランナーの傷病傾向に関する分析
クト報告

喜熨斗 智也，田中 秀治，曽根 悦子，
後藤 奏，原 貴大，中尾 誠宏，
中村 俊貴，武田 唯，古関 春南

第 35 巻（平成 28 年度）
論文種別

テーマ

著者

原著

歌唱法と体の構造に関する研究

三小田 美稲子

原著

アドレナリン投与時間の遅れが脳機能予後へ及ぼす影響の 植田 広樹，田中 秀治，田久 浩志，
検討
匂坂 量，曽根 悦子

原著

スポーツにおける男女二元制に関する一試論：性別確認検
松宮 智生
査における女子競技者の基準を起点に

原著

足底圧力中心からみた空手道基本動作の特性

田中 理沙，亀山 歩，田中 重陽，
角田 直也

プロジェ オリンピック・パラリンピック教育を志向した陸上運動の
池田 延行
クト報告 授業づくり
プロジェ 小学校 5 年生児童を対象とした走り幅跳びの体育授業にお
西村 三郎，池田 延行
クト報告 ける練習試行が跳躍距離に与える影響
体育学部出身の小学校教諭の理科教育・生活科教育に関す
プロジェ
る資質・能力の現状について：教員養成課程 理科教育の 藤井 千惠子，池田 延行
クト報告
方法等の改善に向けて
プロジェ
第 1 回アジア競技大会（1951 年）への日本の参加経緯
クト報告

田原 淳子，池田 延行，波多野 圭吾

プロジェ
骨格筋の形態と機能的動態特性を探る
クト報告

角田 直也，伊原 佑樹，秋葉 茂季，
平塚 和也，岩城 翔平，田中 重陽

プロジェ
大学生アスリートにおける Grit に関連する要因
クト報告

秋葉 茂季，角田 直也

プロジェ
短距離選手における大腿筋群の収縮特性
クト報告

平塚 和也，宮崎 大佑，角田 直也
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テーマ

著者

プロジェ
部分脂肪は減少させられるかを探る
クト報告

伊原 佑樹，田中 重陽，角田 直也

プロジェ
ラグビーにおける身体移動量に関する研究
クト報告

古田 仁志

内藤 祐子，吉岡 耕一，伊藤 挙，
プロジェ 心拍変動時系列による 24 時間勤務時の主観的疲労感につい
只野 ちがや，菅原 仁，松本 高明，
クト報告 て
与那 正栄
喜熨斗 智也，田中 秀治，曽根 悦子，
プロジェ トレイルランおよびアドベンチャーレースにおける傷病傾
原 貴大，上杉 純平，武田 唯，
クト報告 向の調査
坂梨 秀地
プロジェ
ウサギ頚動脈小体の免疫組織化学的特徴
クト報告

磯中 理沙，川上 倫，横山 拓矢，
山本 欣郎，日下部 辰三

プロジェ
男性競泳選手の試合に伴う唾液中ストレスホルモンの変動
クト報告

松本
高橋
阿部
井上

曽根
プロジェ 東京オリンピックに向けた救護ボランティアスタッフの育 田中
クト報告 成プログラムの検討
坂梨
井上

高明，内藤 祐子，和田 壮生，
雄介，和田 匡史，地神 裕史，
太輔，篠原 一之，土居 裕和，
大輔
悦子，田中 秀治，喜熨斗 智也，
翔大，月ヶ瀬 恭子，上杉 純平，
秀地，原 貴大，武田 唯，
拓訓

KUBOYAMA Izumi，SATO Yuta，
プロジェ Time distribution of ambulance requests in the Utstein
TAKYU Hiroshi，SAITO Eiichi，
クト報告 Style
ITO Susumu

