
第 89 回日本体力医学会中国・四国地方会 

プログラム 

 

・期 日：令和4年12月10日（土），11日（日） 

・開催方法：Web開催（Zoom使用） 

・プログラム： 
【1 日目：令和 4 年 12 月 10 日（土）】 

11：30～       Zoom 入室受付 
12：00～12：50  幹事会 
12：50～13：00  開 式・挨 拶 
13：00～14：00   研究発表（1） 
14：00～14：10   休 憩 
14：10～15：10  特別講演（1） 行動とエネルギーバランスの相互作用に関する話題提供 

「生活リズムがエネルギーバランスと血糖調節に及ぼす影響～朝食、睡眠、食事 
時間に着目して～」  講 師：吉村 英一 先生（国立健康・栄養研究所） 

「身体活動の促進によるエネルギー代償反応：日常身体活動と摂食行動に着目

して」  講 師：熊原 秀晃 先生（中村学園大学） 
座 長： 森村 和浩（就実大学） 

15：10～15：15   休 憩 
15：15～16：30   研究発表（2） 
16：30～16：35   休 憩 
16：35～17：50   研究発表（3） 

 
【2 日目：令和 4 年 12 月 11 日（日）】 

8：30～        Zoom 入室受付 
9：00～10：00   研究発表（4） 

10：00～10：05   休 憩 
10：05～10：55   特別講演（2） 

「デジタルゲームを活用したスポーツの価値を創造するための研究マネジメント」  
講 師：萩原 悟一 先生（九州産業大学） 

座 長：飯田 智行（就実大学） 

10：55～11：00   休 憩 
11：00～11：45  研究発表（5） 
11：45～11：50   写真撮影・挨 拶 

    11：50～        総 会・若手優秀発表賞授賞式・閉 会 
 
 
 

  



【研究発表プログラム】 

 

1 日目：12 月 10 日（土） 

研究発表（1） 13：00～14：00  ＜座長：宮崎 亮 先生（島根大学）＞ 

13：00～13：13 
演題 1：ビデオゲームプレイ時における前頭前皮質活動の NIRS 計測 

        〇大山 剛史（岡山県立大学） 
13：15～13：28 

演題 2：高齢者への運動指導実践による学生のエイジズムの変化 
        〇宮本 彩（環太平洋大学） 

13：30～13：43 
演題 3：若年女性を対象とした習慣的な甘酒摂取による便秘改善効果 

        〇坂上 遥香（岡山県立大学大学院） 
13：45～13：58 

演題 4：組織再生中の筋内リンパ球および筋細胞の効率的な単離方法の確立 
        〇北嶋 康雄（広島大学） 

研究発表（2） 15：15～16：30  ＜座長：山口 英峰 先生（吉備国際大学）＞ 

15：15～15：28 
演題 5：バレーボールの連続試合における試合間の下肢の冷水浸漬がジャンプパフォーマ

ンスに及ぼす影響 
        〇熊谷 哲（広島大学大学院） 

15：30～15：43 
演題 6：若年男性における日常生活における食時前後の身体活動パターン 

        〇蔵本 憲信（岡山県立大学大学院） 
15：45～15：58 

演題 7：地域高齢者における Ring Fit Adventure の運動強度 
        〇大西 桃吾（島根大学大学院） 

16：00～16：13 
演題 8：指尖脈波閾値による至適運動強度判定の妥当性: 若年男性における再現性と換気

性作業閾値との比較 
        〇三谷 海人（岡山県立大学大学院） 

16：15～16：28 
演題 9：持ち上げ動作における腰部負担を減らすための指示方法の検討 

        〇古市 将也（岡山県立大学大学院） 
研究発表（3） 16：35～17：50  ＜座長：宮本 彩 先生（環太平洋大学）＞ 

16：35～16：48 
演題 10：保育園保護者の食物アレルギーに対する認識と行動に関する検討～授乳・離乳の

支援ガイド改訂前後での比較～ 
        〇齋藤 亜利沙（倉敷芸術科学大学大学院） 

 



16：50～17：03 
演題 11：成人男性における重心位置の異なるウォーキングシューズ着用歩行の運動学・運

動力学的分析 
        〇河村 隼太（岡山県立大学大学院） 

17：05～17：18 
演題 12：中長距離選手の足部形態の特徴 

        〇入口 海（環太平洋大学） 
17：20～17：33 

演題 13：バスケットボールのランニングジャンプにおける起こし回転と下肢伸縮が跳躍高に

及ぼす影響 
        〇臼井 城二（倉敷芸術科学大学大学院） 

17：35～17：48 
演題 14：サッカーのボール奪取時の選手の密集を評価するための凸面積の解析 

        〇村井 聡紀（岡山県立大学大学院） 
 
2 日目：12 月 11 日（日） 

研究発表（4） 9：00～10：00  ＜座長：高原 皓全 先生（吉備国際大学）＞ 

9：00～ 9：13 
演題 15：男子大学生における夕食後の間食頻度と食事，睡眠習慣の関係 

        〇西村 一樹（広島工業大学） 
9：15～ 9：28 
演題 16：遠泳時の HRモニタリングシステム 

        〇濱田 大幹（川崎医科大学） 
9：30～ 9：43 
演題 17：成人女性における歩行中の足部痛の発生状況調査 

        〇入口 舜太（岡山県立大学大学院） 
9：45～ 9：58 
演題 18：革靴インソールの滑り抵抗係数の違いが成人男性の歩行パラメータに与える影響 

        〇赤木 暢浩（岡山県立大学大学院） 
研究発表（5） 11：00～11：45  ＜座長：枝松 千尋 先生（倉敷芸術科学大学）＞ 

11：00～11：13 
演題 19：異なる競技における反応時間の検討 

        〇石田 恭生（岡山理科大学） 
11：15～11：28 

演題 20：フットボール試合の交代人数の増員のルール改正による走パフォーマンスの変化：

J リーグ公式戦の GNSS解析 
        〇綾部 誠也（岡山県立大学） 

11：30～11：43 
演題 21：地域在住高齢者における日常的タマゴ摂取量とフレイルとの関係 

        〇宮崎 亮（島根大学）  



○ 参加申し込み 

大会に参加を希望される方は，12 月 2 日（金）までに次の URL より申込ください． 

  

大会参加申込フォーム  https://forms.gle/hmNWpKMX216fzfES6 

 

○ 研究発表について 

・ 発表時間は，発表10分，質疑応答3分の計13分とします． 

・ 発表は，「Zoom」を使用し，プレゼンテーション画面を共有，実際にプレゼンテーションしているリアルタイム

動画を配信などの方法を用いてください． 

・ 発表者はカメラをオンにしてください． 

・ 発表資料は，MS power pointを推奨しますがその限りではありません． 

・ 発表セッション開始10分前にはZoomにお入りください 

 
○ Zoomアドレスについて 

・ 参加申し込みをされた方に12月6日（火）までに大会オンラインアドレスをE-mailにてお送りい

たします． 

・ 参加申し込みをされた方で期日までに連絡がない方は事務局までお問い合わせください． 

 
○ 学会誌「体力科学」への掲載用原稿 
・ 学会誌「体力科学」への掲載用原稿は，地方会事務局がとりまとめ，学会誌編集事務局へ送付します． 

・ ＜原稿提出書式＞に従い E-mail にて 12 月 16 日（金）（必着）までに地方会事務局の方へお送りくださ

い． 

・ 筆頭著者が非学会員の場合，抄録掲載料は 1 演題あたり 3,000 円となります． 

・ 掲載原稿送付先：jspfsm@mw.kawasaki-m.ac.jp（地方会事務局） 

 
（提出原稿書式）  

1） 原稿の１枚目から演題名，発表者名，所属名，本文の順にお書きください． 

2） 900 字以内になるよう作成してください（演題名，発表者名，所属名，本文を含む）． 

3） 図表は認められません． 

 
〇問い合わせ先 

〒719-1197  岡山県総社市窪木111  

岡山県立大学 情報工学部 人間情報工学科 大下 和茂 

TEL：0866-94-2130 

E-mail: oshita@ss.oka-pu.ac.jp 

 


