
　 日　　時：

場　　所： ５C棟１階　５C１０８室

報告時間： 報告会Ⅰ　３０分（発表１５分、質疑応答１５分）、報告会Ⅱ　３５分（発表２０分、質疑応答１５分）

※ 下記の通り研究報告会を開催いたします。時間厳守でお集まりくださいますようお願い申し上げます。

※ スケジュールは討論の状況により遅れる場合があります。

No. 報告会 学籍番号 氏名 論文題目 主指導教員 副指導教員 司会

11:30 ～ ほりかわ　たかし 清水 諭

堀川　竣 大石純子

12:05 ～ ぬまさわ　こうすけ 木塚 朝博

沼澤　孝輔 小池関也

14:30 ～ あきもと　しげはる 坂入洋右

秋本　成晴 深澤浩洋

15:05 ～ りゅう　てんう 菊 幸一

劉　展羽 坂入洋右

15:40 ～ はやしだ　としひろ 菊 幸一

林田　敏裕 深澤浩洋

16:15 ～ くわみず りゅうた 坂入洋右

桑水 隆多 松井 崇

17:00 ～ りゅう　じょえ 西嶋尚彦

劉   珏 小野誠司

人間総合科学研究科体育科学専攻・体育学学位プログラム専攻

研 究 報 告 会
令和４年９月２８日（水）　１１：３０　〜　１７：３５

発表時間

1 II 202030465
近代における武士道思想に関する研究－思想的連続性と武道の関連性に

着目して－
酒井利信 大林太朗

12:05

2 II 202130463 視覚刺激に対する無意識的な運動修正を決定する要因の解明 小野 誠司 岡本正洋
12:40

坂本拓弥
15:40

休 憩

3 II 201830458 障害者のエンパワメントとしてのパラリンピックムーブメントの射程：

大会の非利害関係者に着目して
澤江幸則 雨宮 怜

15:05

4 II 202030469
中国武術の特質およびその方向性に関する思想的研究

　ー天人相関の中で生命哲学を実践する内向超越の功夫ー
深澤浩洋

岡本正洋
16:50

5 II 201530496 青少年期における多様なスポーツライフの有効性と普及に関する研究 清水紀宏 醍醐笑部
16:15

6 II 202030459
超低強度運動が実行機能を促進する神経基盤:脳内カテコラミン作動性神

経仮説からの検証
征矢英昭

休憩  &  オンライン準備

7 II 201830468
地域在住高齢運転者におけるフレイル状態と交通事故発生との関連およ

び運動実践の予防効果に関する検討
大藏倫博 岡本正洋

17:35
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1 II 202030465
A Study of Bushido Thought in the Modern Era

: Focusing on Ideological Continuity and the Relevance of BudoTakashi Horikawa 酒井利信 大林太朗
12:05

2 II 202130463
Investigations of factors involved in implicit motor correction in

response to visual stimulus 小野 誠司 岡本正洋
12:40

坂本拓弥
15:40

休 憩

3 II 201830458 Scope of the Paralympic Movement as Empowerment of Individuals with
disability

澤江幸則 雨宮 怜
15:05

4 II 202030469
A Philosophical Study of the Particularity and Direction of Wushu

: Kung Fu of Inward Transcendence that Practices Life Philosophy in the
Mutual Relatedness of Heaven and Human

深澤浩洋

17:35
Jue Liu

岡本正洋
16:50

5 II 201530496
Research on the Effectiveness and Diffusion of Diverse Sport Life in

Youth 清水紀宏 醍醐笑部
16:15

6 II 202030459
Neural basis for very light exercise inducing executive function

potentiation: Tests of brain catecholaminergic hypothesis 征矢英昭

Kosuke Numasawa

Shigeharu Akimoto

Zhanyu Liu

Toshihiro Hayashida

Ryuta Kuwamizu

休憩  &  オンライン準備

7 II 201830468
The association of frailty status with traffic crashes and the preventive

effect of exercise among community-dwelling older drivers 大藏倫博 岡本正洋


