４．一般発表演題一覧
口頭発表 A～D
ポスター発表 A・B

1１月 1６日（土）

口頭発表 A
1１月 1６日（土）9 時 15 分～12 時 00 分

会場：５C 216

OA-Ⅰ セッション（9 時 15 分～10 時 30 分）
座長：伊藤友記 （九州共立大学）
OA1
対面および SNS を介した自己開示がソーシャル

酒井優和子（大阪体育大学大学院）

サポートに及ぼす影響

菅生貴之 （大阪体育大学）

―大学生アスリートと

一般大学生の比較―
OA2
スポーツメンタルトレーニングにおけるアセス

大庭貴如 （大阪体育大学大学院）

メントの実施動向

菅生貴之 （大阪体育大学）

OA3
日本語版 SIAQ を用いたイメージトレーニングの

相川 聖

効果検証

高井秀明 （日本体育大学）

（日本体育大学大学院）

中瀬卓也 （日本体育大学・非会員）

OA-Ⅱ セッション（10 時 45 分～12 時 00 分）
座長：内田若希 （九州大学）
OA4
スポーツにおける個人のレジリエンスについて

荒木香織 （園田学園女子大学）

の探索的研究

小谷 郁 （株式会社 CORAZON）

OA5
グッドコーチ像の照合

―アスリートはどのよ

うなコーチを求めているのか―

山田 快

（法政大学）

堀本菜美 （順天堂大学大学院）

OA６
価値が明確な大学生アスリートは幸せか？

荒井弘和 （法政大学）
深町花子 （日本スポーツ協会）
榎本恭介 （法政大学大学院）
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1１月 1６日（土）

口頭発表 B
1１月 1６日（土）9 時 15 分～12 時 00 分

会場：５C 317

OB-Ⅰ セッション（9 時 15 分～10 時 30 分）
座長：兄井 彰

（福岡教育大学）

OB1
大学生アスリートの心理的特性の比較

―内田

クレペリン検査による定量的分析―

吉沼 智

（東洋大学大学院）

籏智 健

（東洋大学大学院・非会員）

加藤千恵子（東洋大学）
青木滉一郎（東洋大学）
OB2
大学ラグビー選手の心理的特性の解明

―内田

クレペリン検査を用いた検討―

青木滉一郎（東洋大学）
東山明子 （大阪商業大学）
加藤千恵子（東洋大学）

OB3
産後アスリートの競技復帰における心理的変容

江田香織 （国立スポーツ科学センター）

過程

千葉陽子 （国立スポーツ科学センター）

OB-Ⅱ セッション（10 時 45 分～12 時 00 分）
座長：武田大輔 （東海大学）
OB4
アスリートの競技不安により生じる抑うつ症状

平山浩輔 （帝京平成大学／目白大学大学院）

の生起過程の検討

笹川智子 （目白大学・非会員）

―認知的変数に焦点をあて

て―

高井秀明 （日本体育大学）

OB5
受傷アスリートはトレーナー依存からどのよう

藤本雄太 （びわこ成蹊スポーツ大学大学院）

に自立するのか

豊田則成 （びわこ成蹊スポーツ大学）

―トレーナーとの関わり合い

の中で癒されていくココロとカラダ―
OB6
スポーツ指導場面における体罰・暴力に関する認
識のズレ ―冒した側と受けた側への質的アプ
ローチ―
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豊田則成 （びわこ成蹊スポーツ大学）

1１月 1６日（土）

口頭発表 C
1１月 16 日（土）9 時 15 分～12 時 00 分

会場：5C 408

OC-Ⅰ セッション（9 時 15 分～10 時 30 分）
座長：荒井弘和 （法政大学）
OC1
The Movement-Specific Reinvestment Scale

川端雅人 （NTU Singapore）

and The Decision-Specific Reinvestment Scale

今中國泰 （首都大学東京）

―日本語版の妥当性と信頼性の検討―
OC2
ソフトボールの投・送球イップスの評価尺度

―作

成に向けた構成概念の検討―

稲田愛子 （武庫川女子大学）
田中美吏 （武庫川女子大学）
柄木田健太（大阪体育大学大学院）

OC3
競技中における気持ちが切れた／切れなかった現

来間千晶 （広島大学）

象の発現機序モデルの検討

関矢寛史 （広島大学）

OC-Ⅱ セッション（10 時 45 分～12 時 00 分）
座長：森

司朗 （鹿屋体育大学）

OC4
多様な座位・立位姿勢による心理・生理的効果

高山

彩 （広島大学大学院）

関矢寛史 （広島大学）
OC5
空間的制限がもたらす幼児の捕捉行為方略の違い

杉山真人 （神戸親和女子大学）

OC６
投手の心拍数と投球動作と制球力の関係

－実戦

環境下での計測－
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福田岳洋 （NTT コミュニケーション
科学基礎研究所）
西條直樹 （NTT コミュニケーション
科学基礎研究所・非会員）
小林明美 （NTT コミュニケーション
科学基礎研究所・非会員）
井尻哲也 （東京大学・非会員）
持田岳美 （NTT コミュニケーション
科学基礎研究所・非会員）
柏野牧夫 （NTT コミュニケーション
科学基礎研究所・非会員）

11 月 16 日（土）

口頭発表 D
11 月 16 日（土）9 時 15 分～12 時 00 分

会場：５C 416

OD-Ⅰ セッション（9 時 15 分～10 時 30 分）
座長：奥村基生 （東京学芸大学）
OD1
グループ運動学習のダイナミカルモデル

―固

有値と固有ベクトルによる秩序生成の定量化―

若月 翼 （中京大学大学院）
山田憲政 （中京大学）

OD2
サッカーにおける意思決定速度と潜在的パター

村川大輔 （鹿屋体育大学大学院）

ン知覚の関係

幾留沙智 （鹿屋体育大学）
森

司朗 （鹿屋体育大学）

中本浩揮 （鹿屋体育大学）
OD3
テコンドーキック予測判断における表象的慣性

今中國泰 （首都大学東京）

（近い将来が見える視覚機能 representational

杉

momentum, RM）の貢献

石原正規 （首都大学東京）

卓洋 （首都大学東京大学院）

OD-Ⅱ セッション（10 時 45 分～12 時 00 分）
座長：幾留沙智 （鹿屋体育大学）
OD4
野球の内野手の送球ミス発生原因へのアプロー

山田紀史 （国際武道大学大学院）

チ

前川直也 （国際武道大学）

OD5
プレショット局面での confusing な素振りが実

長谷川弓子（岩手大学）

打に及ぼす影響

三浦哲都 （早稲田大学）

OD6
剣道の打撃動作における標的位置と頭部姿勢の

碓氷典諒 （山梨大学大学院）

対応

奥村基生 （東京学芸大学）
木島章文 （山梨大学）
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11 月 16 日（土）

ポスター発表 A
11 月 16 日（土）1３時 00 分～1４時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PA1
ジュニアサッカーの指導者の協働に関する事例

高井秀明 （日本体育大学）

研究

本郷由貴 （目白大学大学院）

PA２
アスリートにおける恐怖反応尺度の作成

安田竜哉 （日本体育大学大学院）
高井秀明 （日本体育大学）

PA３
アスレティック・バーンアウトのタイプ別比較

雨宮 怜

―選手の状態に応じた心理サポートを目指して

坂入洋右 （筑波大学）

（筑波大学）

―
PA４
競技種目の違いによる競技中の反社会的態度の

榎本恭介 （法政大学大学院）

比較

荒井弘和 （法政大学）

PA５
柔道におけるメンタルサポートに関する基礎研

横山喬之 （摂南大学）

究1

内村直也 （大阪産業大学）

―強化選手 40 年間の UK データから：最

高精神健康度別分析―

齋藤正俊 （神戸親和女子大学）
石川美久 （大阪教育大学）
保井智香子（立命館大学）
船越正康 （大阪教育大学名誉教授）
東山明子 （大阪商業大学）

PA６
スポーツ選手の実力発揮のための個性と状況に

加畑 碧

応じた目標設定の活用

坂入洋右 （筑波大学）

（筑波大学大学院／仙台大学）

PA７
非認知能力に関する尺度作成の試み

夏原隆之 （東京成徳大学）
山田裕生 （東京成徳大学）
坂本悠馬 （松本大学大学院）
加藤貴昭 （慶応義塾大学）
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11 月 16 日（土）

ポスター発表 A
11 月 16 日（土）1３時 00 分～1４時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PA8
体操選手の競技レベルの規定要因

―姿勢制御

及び足・脳の優位性からの検討―

夏目侑香 （武庫川女子大学大学院）
田中美吏 （武庫川女子大学）

PA９
投擲選手における情動プロファイリングテスト

丸尾祐矢 （東京女子体育大学）

の活用

志賀 充

（東京女子体育大学・非会員）

佐々木大志（東京女子体育大学・非会員）
櫻田淳也 （東京女子体育大学・非会員）
PA10
スポーツチームの感謝風土に関する検討

久保昂大 （九州大学大学院）
杉山佳生 （九州大学）

PA11
大学生アスリートの情動知能と表情認知の正確

安部七波 （福岡大学）

性

山口幸生 （福岡大学）

―スポーツタイプに着目して―

水﨑佑毅 （徳山大学）
PA12
野球のボールが大きく見えると良いバッティン
グができる？

兄井 彰 （福岡教育大学）

―大きさ知覚とパフォーマンス

との関係―
PA13
競技スポーツにおける誇りの構造

―大学生ア

スリートの主観的感情体験に着目した検討―

近藤みどり（大阪体育大学大学院）
土屋裕睦 （大阪体育大学）

PA14
「投球失調（イップス）」と暴投はどう違うか

―

投球失調をどう防ぐか―
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久保田真広（株式会社カロ）

11 月 16 日（土）

ポスター発表 A
11 月 16 日（土）1３時 00 分～1４時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PA15
打球に対する反応に優れた内野手における視線

宮下寛太 （筑波大学大学院）

移動パターンの特徴

菊政俊平 （筑波大学大学院）
國部雅大 （筑波大学）

PA16
移動指標が停止または加速する一致タイミング
課題の学習Ⅳ

橋本晃啓 （広島修道大学）

―前試行の目標値と実現値との

平均値を移動時間とした課題について―
PA17
スポーツにおける自己調整学習に対する個人及

幾留沙智 （鹿屋体育大学）

び環境要因の影響

中本浩揮 （鹿屋体育大学）
森

司朗 （鹿屋体育大学）

PA18
「あがり」に対する新たなトレーニング法の確立

吉川直輝 （早稲田大学大学院）

―Quiet eye トレーニングと反復把握法を用いて

正木宏明 （早稲田大学）

―
PA19
知覚-行為結合の操作が野球打者のタイミング修

小野澤貴将（首都大学東京大学院）

正に及ぼす影響

中本浩揮 （鹿屋体育大学）
樋口貴広 （首都大学東京）
加藤貴昭 （慶應義塾大学）
福原和伸 （首都大学東京）

PA20
ソフトボール選手が集団の中で打球処理に関す

菊政俊平 （筑波大学大学院）

る判断を行う際に用いる情報の検討

國部雅大 （筑波大学）
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11 月 16 日（土）

ポスター発表 A
11 月 16 日（土）1３時 00 分～1４時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PA21
学校体育授業におけるターゲット型ゲーム（ゴル

高橋憲司 （愛知学泉大学）

フ）導入の提案 ―知的障害特別支援学校での体

清野宏樹 （北海道釧路養護学校）

育授業実践から（3）―
PA22
スポーツパフォーマンスにおける行動論的コー

高山智史 （関西学院大学大学院／
長野県鉢盛中学校）

チングの推進手順
佐藤 寛

（関西学院大学）

PA23
大学生アスリートの家族は大学生アスリートに

佐藤優希 （法政大学大学院）

コミットしているか？

飯田麻紗子（港北もえぎ心療内科）
榎本恭介 （法政大学大学院）
苅部俊二 （法政大学）
荒井弘和 （法政大学）

PA24
アスリートエンゲージメント尺度の作成および

坂詰和絵 （日本体育大学大学院）

信頼性と妥当性の検討

高井秀明 （日本体育大学）

PA25
時間的遮蔽された映像への選択反応課題中の行

坂部崇政 （日本体育大学大学院）

動的・生理的反応

高井秀明 （日本体育大学）

―空手道選手を対象として―

PA26
大学生アスリートにおけるヴァルネラビリティ

山口慎史 （順天堂大学）

が抑うつ症状に及ぼす影響

川田裕次郎（順天堂大学）
中村美幸 （順天堂大学大学院）
野栗立成 （順天堂大学大学院）
室伏由佳 （順天堂大学）
広沢正孝 （順天堂大学）
柴田展人 （順天堂大学）
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11 月 16 日（土）

ポスター発表 A
11 月 16 日（土）1３時 00 分～1４時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PA27
成人・高齢者における運動・スポーツ実施状況と

山内 愛

（NPO 法人神戸アスリート
タウンクラブ）

生活充実度や健康意識との関連

東山明子 （大阪商業大学）
PA28
「ドキドキ感」を検知する脳領域間の時間的結合

小谷泰則 （東京工業大学）

性変化
PA29
水泳運動における好意度と恩恵負担及び不安と

工藤慈士 （びわこ成蹊スポーツ大学）

の関係
PA30
予測スキルおよび運動スキルに対する同時模倣

畝中智志 （北翔大学）

トレーニングの効果

幾留沙智 （鹿屋体育大学）
森

司朗 （鹿屋体育大学）

中本浩揮 （鹿屋体育大学）
PA31
内田クレペリン法と運動パフォーマンスの変化

東山明子 （大阪商業大学）

の状態の検討

丹羽劭昭 （奈良女子大学名誉教授）

PA32
柔道におけるメンタルサポートに関する基礎研

内村直也 （大阪産業大学）

究2

横山喬之 （摂南大学）

―強化選手 40 年間の UK データから：最

高作業量段階別分析―

齋藤正俊 （神戸親和女子大学）
石川美久 （大阪教育大学）
保井智香子（立命館大学）
船越正康 （大阪教育大学名誉教授）
東山明子 （大阪商業大学）
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11 月 16 日（土）

ポスター発表 A
11 月 16 日（土）1３時 00 分～1４時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PA33
サッカーとスポーツ鬼ごっこの戦術的行動の類

板谷 隼 （筑波大学大学院）

似点に関する検討

大木雄太 （筑波大学大学院）

―サッカー熟練者とスポー

ツ鬼ごっこ熟練者の比較から―

國部雅大 （筑波大学）

PA34
試合前における保護者の声かけがジュニア選手

堀家弥姫 （川崎医療福祉大学大学院）

に及ぼす心理的影響

田島 誠

―女子バスケットボール

（川崎医療福祉大学）

選手を対象として―
PA35
バスケットボールのシュート課題において連帯

和田拓真 （筑波大学大学院）

責任がパフォーマンスに及ぼす影響

坂入洋右 （筑波大学）

PA36
柔道におけるメンタルサポートに関する基礎研

齋藤正俊 （神戸親和女子大学）

究 3

内村直也 （大阪産業大学）

―強化選手 40 年間の UK データから：

曲線傾向 3 分類別分析―

横山喬之 （摂南大学）
石川美久 （大阪教育大学）
保井智香子（立命館大学）
船越正康 （大阪教育大学名誉教授）
東山明子 （大阪商業大学）

PA37
暴力に関わる暴言および指導者のパーソナリテ

亀井誠生 （立命館大学）

ィ

岡本直輝 （立命館大学・非会員）

―体罰の実態把握から根絶に向けた研究―

PA38
アジアサッカー育成年代選手の競技力に関する
研究

―ブータン王国 U-13 代表選手の競技力

と日本の同年代選手との比較から―
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松山博明 （追手門学院大学）

11 月 17 日（日）

ポスター発表 B
11 月 17 日（日）9 時 00 分～10 時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PB1
対人競技場面における偏った確率判断について
の研究

安部健太 （帝京大学）

―1 対 1 のジャンケン場面を手掛かりに

―
PB２
ラグビーにおけるポジションが状況認知能力に

浦

佑大 （日本体育大学大学院）

及ぼす影響

高井秀明 （日本体育大学）

PB３
連続視覚運動におけるターゲット刺激のコント

青山千紗 （大阪大学）

ラストが運動パフォーマンスと眼球運動に及ぼ

呉屋良真 （大阪大学）

す影響

小見山高明（大阪大学・非会員）
水守大河 （大阪大学・非会員）
七五三木聡（大阪大学）

PB４
大学生スポーツ選手の運動部活動経験がストレ

牛来千穂子（筑波大学大学院）

スコーピングに及ぼす影響

水落文夫 （日本大学）

―大学生バスケッ

トボール選手を対象として―

磯貝浩久 （九州産業大学）
内山治樹 （筑波大学・非会員）

PB５
卓球競技者は周中心視野における運動視能が優

呉屋良真 （大阪大学大学院）

れている

青山千紗 （大阪大学）
水守大河 （大阪大学・非会員）
小見山高明（大阪大学・非会員）
七五三木聡（大阪大学）

PB６
ソフトテニス選手におけるサーブ時のルーティ

佐藤友哉 （法政大学大学院）

ンワークの介入効果についての検討

松岡悠太 （法政大学大学院）
中澤 史
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（法政大学）

11 月 17 日（日）

ポスター発表 B
11 月 17 日（日）9 時 00 分～10 時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PB７
運動部活動における顧問と保護者の認識の差異

三井みのり（大阪体育大学大学院）

が子どもに与える影響

菅生貴之 （大阪体育大学）

―運動部活動における

保護者の行動尺度の作成―
PB８
高校チアリーダー部・ダンス部・バスケットボー

山口有貴子（関西学院大学大学院）

ル部における価値志向性の比較検討

栗林千聡 （信州大学大学院）
佐藤 寛

（関西学院大学）

PB９
ライフスキルと自我状態との関連

―エゴグラ

ムを活用したライフスキルプログラムの可能性

山田弥生子（大阪体育大学大学院）
土屋裕睦 （大阪体育大学）

を探る―
PB10
ラバーハンド錯覚が身体的注意に及ぼす影響

渋谷 賢

（杏林大学）

―触覚時間順序判断による検討―
PB11
Go-before-you-know 課題における時間制約

女川亮司 （東京大学大学院）

に応じた開始動作計画

小池裕子 （東京大学大学院）
工藤和俊 （東京大学大学院）

PB12
起床時コルチゾール反応に影響を及ぼす運動強

小笠原佑衣（大阪体育大学大学院）

度に関する予備的研究

菅生貴之 （大阪体育大学）

PB13
両手間転移と Quiet Eye Duration

―けん玉ふ

りけん動作の利き手・非利き手試行の検討から―
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小田桐匡 （京都橘大学）

11 月 17 日（日）

ポスター発表 B
11 月 17 日（日）9 時 00 分～10 時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PB14
中学生サッカー選手のパーソナリティに関する

松岡悠太 （法政大学大学院）

検討 ―ポジションに着目して―

中澤 史

（法政大学）

PB15
大学生アスリートにおける自己への怒りとバー

本郷由貴 （目白大学大学院）

ンアウト傾向に対するセルフコンパッションの

笹川智子 （目白大学・非会員）

緩衝効果

高井秀明 （日本体育大学）

PB16
イップスの発症要因と長期化要因の検討

―オ

ーバーコミットメントに着目して―

松田晃二郎（九州栄養福祉大学）
相羽枝莉子（九州大学大学院）
工藤慈士 （びわこ成蹊スポーツ大学）
杉山佳生 （九州大学）

PB17
BMI が社会的手抜きに及ぼす影響

上妻卓実 （鹿児島大学大学院）
藤田 勉

（鹿児島大学）

PB18
事例研究：世界ジュニア卓球選手権大会における
チームジャパンへの心理サポート

水島禎行 （日本卓球協会）

―大会帯同

心理サポートの活動指針の探索―
PB19
サッカーコーチのコーチングスキルトレーニン

清水智弘 （法政大学大学院）

グプログラム開発

荒井弘和 （法政大学）

―ベースラインの測定―

PB20
野球の審判員の自信に影響を与える心理的スキ

西貝雅裕 （太成学院大学高等学校）

ル

来田宣幸 （京都工芸繊維大学）

―審判資格の有無と審判経験年数を考慮し

て―
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11 月 17 日（日）

ポスター発表 B
11 月 17 日（日）9 時 00 分～10 時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PB21
大学生アスリートにおける感情調節の安定性：１

川田裕次郎（順天堂大学）

年間の縦断調査

山口慎史 （順天堂大学）
中村美幸 （順天堂大学大学院）
野栗立成 （順天堂大学大学院）
室伏由佳 （順天堂大学）
広沢正孝 （順天堂大学）
柴田展人 （順天堂大学）

PB22
大学水泳部員の高校と大学の練習環境の差異に

船木菜々 （東京学芸大学大学院）

より発生する心理的課題と個別コーチングの展

奥村基生 （東京学芸大学）

望
PB23
選手の体験頻度からみるコーチの好ましい非言

前川直也 （国際武道大学）

語的行動の検討 ―性別，団体・個人種目に着目

石塚正一 （前・国際武道大学）

して―
PB24
競技場面における感情抑制方略の分析

―感情

を抑制する動機に着目して―

相羽枝莉子（九州大学大学院）
松田晃二郎（九州栄養福祉大学）
杉山佳生 （九州大学）

PB25
競争で生じる２者間の同期と非同期そしてパフ

村上宏樹 （中京大学大学院）

ォーマンスの変化

山田憲政 （中京大学）

PB26
タイムプレッシャーの強度が情報処理過程に及

大久保瞳 （日本体育大学）

ぼす影響

高井秀明 （日本体育大学）
坂部崇政 （日本体育大学大学院）
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11 月 17 日（日）

ポスター発表 B
11 月 17 日（日）9 時 00 分～10 時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PB27
課題難易度の違いによるパス動作変化

―サッ

カーにおけるパス変更課題を用いて―

中島健登 （中京大学大学院）
山田憲政 （中京大学）

PB28
陸上長距離選手のパーソナリティに関する一考

中澤 史

察

梶内大輝 （東急リバブル株式会社）

（法政大学）

佐藤友哉 （法政大学大学院）
松岡悠太 （法政大学大学院）
PB29
競技力向上に関わるメンタルトレーニングを用
いた実践的研究

田口耕二 （大商学園高等学校）

―新たに導入したプロ野球チ

ームの事例２―
PB30
太極拳の実技授業が大学新入生のライフスキル

島本好平 （明星大学）

獲得に及ぼす影響

陳

昱龍 （大阪大学・非会員）

土屋裕睦 （大阪体育大学）
PB31
デュアルキャリア遂行時に必要な心理的スキル

筒井 香

（株式会社ポリゴン）

の質的検討
PB32
バスケットボールジュニア選手の期待する人的

藤後悦子 （東京未来大学）

環境 ―指導者・親・応援席に希望すること，し

大橋 恵

ないことー

井梅由美子（東京未来大学・非会員）

（東京未来大学・非会員）

PB33
幼児期のアサーションを規定する要因

―鬼ご

っこ場面での行動に着目して―

畠中智惠 （鹿屋体育大学大学院）
中本浩揮 （鹿屋体育大学）
森
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司朗 （鹿屋体育大学）

11 月 17 日（日）

ポスター発表 B
11 月 17 日（日）9 時 00 分～10 時 40 分

会場：総合交流会館 多目的ホール／
マルチメディアルーム

PB34
中学運動部員のストレッサーとストレス反応と
の関連

飯田麻紗子（港北もえぎ心療内科）

―中学運動部所属生徒用ストレッサー

尺度の開発―
PB35
構成的グループエンカウンターを取り入れたス

福井邦宗 （国立スポーツ科学センター）

ポーツ実技系授業が大学新入生のコミュニケー

中澤 史

（法政大学）

ション・スキルに与える影響について
PB36
ラクロス選手を対象とした注意制御訓練

―コ

平尾貴大 （早稲田大学）

ンピュータベース訓練と運動イメージとの相乗

正木宏明 （早稲田大学）

効果―
PB37
ステレオタイプ脅威を喚起する教示が状態不安

柄木田健太（大阪体育大学大学院）

とパフォーマンスに及ぼす影響

藪中佑樹 （大阪体育大学大学院）
土屋裕睦 （大阪体育大学）
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