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4012006 関節弛緩性における親子の類似性 飯田悠佳子

4013031
S大学における学生の家族計画に関する知識の実態調査
‐人工妊娠中絶に対する認識‐

飯田悠佳子

4013060 発声による筋力及び筋電図反応時間の変化 飯田悠佳子

4013064 野球経験と認知反応との関係 飯田悠佳子

4013068 S大学におけるパフォーマンス・ルーティンの使用実態 飯田悠佳子

4013074 「あがり」による身体的影響と対処法 飯田悠佳子

4013109 S大学学生の幸福度の規定要因 飯田悠佳子

4013125 児童の関節弛緩性と競技歴との関連性 飯田悠佳子

4013129 筋力発揮調整力の年齢に伴う変化 飯田悠佳子

4013143 三日間の睡眠時間の短縮が運動能力・認知機能に及ぼす影響 飯田悠佳子

4012045
ハンドボール競技におけるサイドシュートの決定要因
－シューターとキーパーからみて－

大貫秀明

4012099
東京ディズニーリゾートの従業員教育について
－教育方針と意識改革－

大貫秀明

4013026
イップスと野球
－プレーに影響を与える精神面との関係－

大貫秀明

4013033
陸上競技における個人種目とリレー種目のタイムの違い
－400mと4×400mリレーの差について－

大貫秀明

4013052
ハードル走
－日本人と海外選手のハードリングの比較－

大貫秀明

4013053
陸上競技短距離におけるスタートダッシュの重要性
－100m走について－

大貫秀明

4013093
なぜ現代人の運動不足は深刻化するのか？
－その原因と影響を追求する－

大貫秀明

4013114
朝食の重要性
－野球においてのパフォーマンスへの影響について－

大貫秀明

4013120
大人になりたくないピーターパン
－現代に読む「ピーターパン」－

大貫秀明

4013139
近年の野球人気の動向
－野球人気は低迷しているのか－

大貫秀明

4013144
尐年サッカーの役割と発展
－日本と海外の比較から考える－

大貫秀明

4013028 運動が精神的機能に及ぼす影響 大森一伸

4013046 激運動後の血中乳酸濃度の回復動態と陸上400m走のパフォーマンスとの関係 大森一伸

4013051 陸上短距離における疾走直前の選手の心理状態がパフォーマンスに及ぼす影響 大森一伸

4013071
陸上短距離選手における試合前の練習内容とコンディションが試合の結果に及
ぼす影響

大森一伸

4013085 陸上400ｍハードル競技におけるハードル間の歩数とレースペース 大森一伸

4013089 陸上競技選手における筋温がパフォーマンスに及ぼす影響 大森一伸

4013134 陸上800m走中のエネルギー供給機構に関する研究 大森一伸

4013061 私たちの幸せ－デンマークから学ぶ私たちの幸せ－ 岡田安芸子

4013126 グリモワールがヨーロッパに与えた影響 岡田安芸子

4013808 仏教について 岡田安芸子

4013008 野球の素振りとバッティングの違い 久我晃広

4013018
逆上がり補助具の有効性
－スロープ型とベルト型の差異－

久我晃広

4013021 サッカー競技におけるインサイドキックの動作解析 久我晃広

4013032 ホッケー競技における右抜きの動作分析 久我晃広
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4013067 陸上200m競争におけるコーナリングの動作分析 久我晃広

4013073 大学陸上競技者の心理的競技能力について 久我晃広

4013095 ホッケー競技における2対1の攻撃パターンの分析 久我晃広

4013106
野球における打撃動作について
－引っ張り打ちと流し打ちの動作分析－

久我晃広

4013118 バレーボールのフローターサーブにおける上肢の各関節角度 久我晃広

4013137 陸上200m競争でのピッチの持続がタイムにおよぼす影響 久我晃広

4013802 スポーツツーリズムの可能性 久我晃広

4013001 400m走における200m～300m地点のスピードとラスト100mのタイムの相関 狐塚賢一郎

4013003 陸上競技（長距離）夏合宿における疲労度と練習達成度の関係 狐塚賢一郎

4013048 入浴の疲労回復効果に関する考察 狐塚賢一郎

4013056
国民体育大会から見た陸上競技における都道府県別の競技特性
－陸上競技4×100mリレーを事例として－

狐塚賢一郎

4013057
アスリートのセカンドキャリア
－女性・男性のキャリア比較を通して－

狐塚賢一郎

4013058 偏平足の原因とその影響 狐塚賢一郎

4013128 体罰についての意識に関する考察 狐塚賢一郎

4013136 全国高校野球選手権大会日程と選手の身体負担度に関する研究 狐塚賢一郎

4013147 ストレッチとその効果を高める要因に関する研究 狐塚賢一郎

4013803 スポーツツーリズムを成功させる要素 狐塚賢一郎

4013804 韓流ブームが韓国観光産業に与える影響とその今後 狐塚賢一郎

4012078 スポーツ・ツーリズムに参加する旅行客 小林将輝

4013020
ローカル線経営危機から脱出に向けて
－いすみ鉄道を例に－

小林将輝

4013050 携帯アプリやゲーム機が子供に与える影響 小林将輝

4013059
ペットの歴史
－家畜時代から現代までの歴史と人間との関係性－

小林将輝

4013084
日本におけるスポーツツーリズムについて
－2020年東京オリンピックへ向けた取り組みと課題－

小林将輝

4013087 ラグビーにおけるルール改正 小林将輝

4013094 英語習得における学習の違い 小林将輝

4013117
ニュージーランドのラグビー
－オールブラックスとマオリ、ハカの関係－

小林将輝

4013814
インバウンドの発展による宿泊施設への影響について
－浅草周辺のホステルを例として－

小林将輝

4011092 地ビールによる町おこしによる考察 小林奈穂美

4013029 スポーツ観戦の変化と今後 小林奈穂美

4013035 日本人にとってお風呂とは 小林奈穂美

4013044 人気の名言・名場面から見るワンピースの人気について 小林奈穂美

4013086 コンセプトカフェの役割について 小林奈穂美

4013103 2つの東京オリンピックの比較からの考察 小林奈穂美

4013104 ペナルティキック時の選手の心理状態について 小林奈穂美

4013138 ゲームのイメージアップ 小林奈穂美

4013816 中国人にとって旧正月の意義とは 小林奈穂美

4013817 日中食文化の相違と変化 小林奈穂美

4013111
ケガおよび年齢がプロ野球選手のパフォーマンスに及ぼす影響についての歴史
的考察

佐竹由帆

4013805 日本の爆買いの原因と影響 佐竹由帆

4013806 核兵器は本当に抑止力があるのだろうか 佐竹由帆

4012013 音楽の衰退 長尾健
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4013011 野球の球数制限について 長尾健

4013025 現代の魔球 長尾健

4013100
オリンピック開催におけるカジノ誘致について
―カジノが及ぼす経済効果と問題―

長尾健

4013113 日本の長距離界がアフリカ勢のレベルに達する可能性があるのか 長尾健

4013130 野球と数字の関係性について 長尾健

4013810 「人虎伝」と「山月記」について 長尾健

4012054 民泊の問題点と今後の課題 平井純子

4012083 エコツーリズムを活用した地域振興について 平井純子

4013013 埼玉県飯能市名栗地区における移住者増加の可能性について 平井純子

4013017 「雪マジ！」がスキー･スノーボードの人口推移に与える影響 平井純子

4013042 アニメ聖地巡礼と地域振興 平井純子

4013065
エコツアーの質の担保
－飯能市を事例に－

平井純子

4013066 女子限定エコツアーのニーズについて 平井純子

4013076 大学生の課外活動選択について 平井純子

4013124 レジャーカヌーが人々の心に与える影響 平井純子

4013132 子どもの運動能力低下の要因について 平井純子

4013002 車社会の未来 廣野行雄

4013010 人間にとってギャンブルとは 廣野行雄

4013015 ゆるキャラの力 廣野行雄

4013040 ニュージーランドのスポーツ状況 廣野行雄

4013043
落語の演出
－上方と江戸－

廣野行雄

4013081 ラグビーの不思議 廣野行雄

4013112 アニメーション作品による地域活性化 廣野行雄

4013122 若者にとって日本酒とは 廣野行雄

4013809 余華・莫言の小説から見る当代中国 廣野行雄

4013815 喫茶の文化 廣野行雄

4011103
地方観光交通
－天橋立を事例に－

福永昭

4013030 中小企業と大企業の問題、現状 福永昭

4013070 ブラック企業について 福永昭

4013078 日本の混浴温泉の維持について 福永昭

4013080 SNSの利用によって生じる問題について 福永昭

4013101 ACL再建術とリハビリについて 福永昭

4013131 近年の映画館における発展 福永昭

4013811 訪日中国人観光者の観光行動 福永昭

4013813 中国における食旅の現状と発展について 福永昭

4013006 七夕について 増田久美子

4013022 ハーマン・メルヴィル『ビリー・バッド』 増田久美子

4013049 ユニクロにおけるCSR活動の社会的意義について 増田久美子

4013063 オリエンタルランドにおけるホスピタリティについて 増田久美子

4013079
ルネサンス演劇と歌舞伎
－男性のみの劇－

増田久美子

4013098 流行語からみる日本の文化 増田久美子

4013115 スポーツ選手におけるルーティンの重要性と効果 増田久美子

4013121 色感覚と言語、文化の関係 増田久美子

4013141 ハリウッド映画におけるアメリカ政治と社会発展について 増田久美子

4013019 香水の存在について人と国で探る 油井恵
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4013038 自転車の利用促進に向けた街づくり政策 油井恵

4013102 アメリカの食文化について 油井恵

4013801
なぜ日本人は英語を話せないのか
－駿河台大学の学生の意識調査をもとに－

油井恵

4013812 漢字の異同における日中言語文化比較について 油井恵

4013012 駿河台大学サッカー部におけるゴールキーパー・トレーニングの運動強度 吉野貴順

4013014 駿河台大学サッカー部における８対８シュートゲームの運動強度 吉野貴順

4013023 日本人800mランナーにおけるレースタイムとレースパターンとの関連性 吉野貴順

4013047 駿河台大学サッカー部におけるクーパー走と最大酸素摂取量との関係 吉野貴順

4013082 駿河台大学サッカー部における３対３シュートゲームの運動強度 吉野貴順

4013088 駿河台大学サッカー部における１対１持久力トレーニングの運動強度 吉野貴順

4013105 駿河台大学サッカー部における練習試合の運動強度 吉野貴順

4013119 駿河台大学サッカー部における２対２トレーニング の運動強度 吉野貴順

4013135
駿河台大学サッカー部におけるシャトラントレーニングとエルゴメータによる
３０秒間インターバルトレーニングとの運動強度の比較

吉野貴順

4013007
ラグビーにおけるセットプレーの重要性
―駿大ラグビー2014年と2015年を比較して―

吉野瑞恵

4013009
日本の伝統音楽
―和太鼓の歴史と発展―

吉野瑞恵

4013072 『千と千尋の神隠し』が伝えるもの 吉野瑞恵

4013083 『ガルム』とトーベ・ヤンソンが伝えるもの 吉野瑞恵

4013092 よさこい踊りの必要性と今後について 吉野瑞恵

4013099
違法薬物の危険性
―なぜ人間は依存してしまうのか―

吉野瑞恵

4013123 妖怪の変遷についての考察 吉野瑞恵

4013127
ディズニーランドの魅力を生むもの
―リピーターが多い理由―

吉野瑞恵

4013133
『ジーキル博士とハイド氏』にみる二重人格
―現実とフィクションの違い―

吉野瑞恵

4013807 日本語教育における若者ことばの位置づけ 吉野瑞恵


