
 

2009 年度日本水泳・水中運動学会年次大会プログラム 
 
 
開催日程 2009 年 11 月 14 日（土）・15 日（日） 
場所  慶應義塾大学日吉キャンパス（講義室および室内プール） 
 
【プログラム】 
11 月 14 日（土） 
開会式 合屋十四秋（日本水泳・水中運動学会会長） 
来賓挨拶 佐野和夫（日本水泳連盟会長） 
シンポジウム 「日本の水泳を盛り上げる」 登壇者 3 名を予定 
一般講演 口頭発表 
特別招待講演 Dr. Kevin Moran （オークランド大学健康体育学部教授） 
一般講演 ポスター発表 
懇親会 
 
 
11 月 15 日（日） 
プールサイドワークショップ１ FINA 新ルールのスターティングブロック公開実験（セ

イコータイムシステム社＋日本水泳連盟医科学委員会） 
プールサイドワークショップ２ 水中運動指導 DVD の紹介（川崎医療福祉大学 小野寺

昇） 
プールサイドワークショップ３ 水中ホッケー観戦＋体験（千葉大学教育学部准教授 下

永田修一ほか） 
一般講演 口頭発表 
特別講演 佐竹弘靖（専修大学ネットワーク情報学部教授） 
閉会式・若手奨励賞授賞式 
 



競泳スタートにおける跳び出し方法が入水方法に与える影響 尾関一将
福岡大学スポーツ

科学部

競泳飛び込みスタートにおける流体力のモデル化 木内宏和
東京工業大学大学

院
スタートブロックの位置と傾斜がスタートパフォーマンスに与える影響 武田剛 筑波大学

女子一流競泳選手における推進効率と各泳距離のパフォーマンスとの関係 黄忠
鹿屋体育大学大学

院
新型競泳用水着が水泳運動中の抵抗指標に及ぼす影響 荻田太 鹿屋体育大学

シンクロナイズドスイミング基本技術の標準動作の作成 本間正信 神戸大学

慣性センサ・地磁気センサを用いたクロール泳法の運動計測に関する研究 廣瀬圭 秋田大学

圧力計測と画像分析から推定したクロール泳1ストローク中の抵抗力推移 市川浩
国立スポーツ科学
センタースポーツ科

学研究部
競泳平泳ぎエリート選手における下肢動作の違いと泳速度の関係 角川隆明 筑波大学大学院

平泳ぎにおける未熟練キック「あおりあし」についての一考察 安藤邦彬 筑波大学大学院

モノフィンスイミングのシミュレーション手法の開発 鈴木信吾 東京工業大学

音表現よる水中ドルフィンキック足先ターゲット課題の検討 下門洋文 筑波大学大学院

ラバー水着が泳者の身体負荷に与える影響 白木孝尚
びわこ成蹊スポー

ツ大学

クロールのハイエルボ動作における肩関節の役割 水藤弘吏
愛知学院大学心身

科学部
競泳の通常スタートとリレースタートの相違に関するバイオメカニクス的研究 言上智洋 筑波大学大学院

バタフライ日本記録保持者の記録樹立要因を探る 井出貴久
大阪体育大学大学
院 スポーツ医学研

究室

第25回ユニバーシアード大会における水球競技のデータ分析 洲雅明
大分県立芸術文化

短期大学

フィンスイミングのサーフィス種目におけるCritical Velocity理論から考察したエネルギー供給特性 大下和茂
日本学術振興会，
神戸大学大学院

プール水泳時におけるゴーグル装用の有用性
オサマ・イブラヒ

ム

慶應義塾大学医学
部J&J眼表面眼光

学講座

ボビングと水慣れの一考察 小川芳典
公益財団法人兵庫
県青少年本部

スイミングスクールに通う幼児における日常の身体活動量 田中千晶 桜美林大学

噴流を用いた他動運動装置の研究 加藤智久

TOTO株式会社総
合研究所商品研究
部健康技術研究グ

ループ
重力項とヒト身体運動制御との連環 三好扶 岩手大学

中高齢者における水中歩行時の呼吸代謝は性別によって異なるか？ 金田晃一
慶應義塾大学政
策・メディア研究科

1回の水中運動による中高年女性の主観的コンディションの変化 宮坂麻耶
東洋英和女学院大

学
RCTによる水中ウォーキングの身体的・精神的効果に関する研究 柴田陽介 浜松医科大学

中国における水中運動の普及に関する問題点と推進策の検討 王莹 筑波大学大学院

左片麻痺クライアント（脳出血）による『水中運動訓練における“目的と処方”への提言と見解』 水野加寿 城西大学水泳部

これからの水泳教育方法の検討 鳥海崇
慶應義塾大学体育

研究所

指定管理者制度の運用に基づく公共スポーツ施設の地域特性と課題 田坂英郁
株式会社アクア

ティック，筑波大学



2010 年日本水泳・水中運動学会　年次大会

主　　　催：日本水泳・水中運動学会

日　　　時：平成 22 年 11 月 20 日 ( 土 ), 21 日 ( 日 )

場　　　所：20 日 - 新潟医療福祉大学 (新潟県新潟市 )

          　21 日 -NSG 学生総合プラザ STEP( 新潟県新潟市 )

大会テーマ：「地域活性とスポーツ」

プログラム ( 予定 )：

 ●シンポジウム 1 「地域活性とスポーツ」

　演者：広川　俊男（新潟産業大学学長）

　演者：竹村　吉昭（長岡スイミングスクール㈱）

　演者：若杉　透　 （新潟医療福祉大学教授）

　司会：西原　康行（新潟医療福祉大学教授）

　

 ●プールサイドセッション「ライフセービング体験」　　●一般発表 (口頭，ポスター )　　●懇親会

　演者：稲垣　裕美（流通経済大学講師）

重要な期日：

　演題登録期間：6月 1日 (火 )～ 8月 31 日 ( 火 )　（＊変更しました）

　抄録提出期間：8月 1日（日 )～ 9月 20 日 ( 月 )

　事前参加登録期間：6月 1日 (火 )～ 10 月 31 日 ( 日 )

大会事務局：

　〒950－3198　新潟県新潟市北区島見町 1398 新潟医療福祉大学内　

  Tel & Fax: 025-257-4676(4694)，E-mail：swex2010@swex.org， 大会 HP：http://www.swex.org/

～地域活性とスポーツ～  

参　加　費：

　<一般参加者 >

　<学生参加者 >

 学会員 非学会員 

事前参加 3,000 4,000 

当日参加 4,000 4,000  

 学会員 非学会員 

事前参加 2,000 3,000 

当日参加 3,000 3,000 

 

 

　●シンポジウム 2「水泳・水中運動と保健・医療・福祉」

　　演者：石川　知志（新潟医療福祉大学教授・医師）

　　演者：地神　裕史（新潟医療福祉大学助教・理学療法士）

　　演者：佐藤　晶子（JISS 研究員・管理栄養士）

　　司会：佐藤　大輔（新潟医療福祉大学・健康運動指導士）

　　　　　（*健康運動指導士・実践指導者登録更新単位（2単位）となります．）　



大学水泳部での活動が「チーム意識」に与える影響
～ソーシャル・サポートに対する満足度の視点から～

櫻岡　まりえ
（新潟医療福祉大学）

水泳におけるCritical Speed概念におけるY切片および全力泳パフォーマンスとの関連性 沖田　健二
（新潟医療福祉大学）

生まれ月がジュニア期の競泳パフォーマンスに及ぼす影響―2006年度全国JOCジュニアオリ
ンピックカップ夏季大会および春季大会の出場者から―

富川　理充
（筑波大学）

スプリントトレーニングにおけるパフォーマンス向上の要因解析
荻田　太

（鹿屋体育大学）

平泳ぎにおける足部の圧力分布測定による下肢動作の考察
角川　隆明

（筑波大学）
バックプレートを用いたスタート方法はスタート局面時間を短縮するか‐キックスタートと

トラックスタートの比較‐
尾関　一将

（福岡大学）

背泳ぎスタートにおけるグリップを握る位置が手部反力に与える影響
糸井　紀

（筑波大学）

背泳ぎスタートの指先入水技術に関わる要因
武田　剛

（筑波大学）

水中物体３自由度駆動装置の開発とスイマーマネキンに作用する非定常流体力の測定
中島　求

（東京工業大学）

飛込競技全日本ジュニア選手の傷害発生状況について
成田　崇矢

（健康科学大学）

水球競技における立ち泳ぎ（巻き足）動作の解析的研究
鳥海　崇

（慶應義塾大学）

第25回ユニバーシアード大会における水球競技のゲーム分析　-シュート局面に着目して- 乙女　陽平
（筑波大学）

脳血管障害者の水中運動における生理応答の因子分析について
水野　加寿

（城西大学）

大学水泳選手における試合期の食事に関する意識と競技レベル
松波　勝

（別府溝部学園短期大学）

高速水着による身体形状の変化　―ＭＲ画像による横断面形状の解析― 賢木　友理絵
（早稲田大学）

クーリングダウン泳中に行う超短時間激運動が血中乳酸除去に与える影響
白木　孝尚

（びわこ成蹊スポーツ大学）

トライアスロン用ウェットスーツのトレーニング用具としての可能性
言上　智洋

（筑波大学）

肘・膝・大転子の3点デジタイズによる平泳ぎの全身重心速度推定 市川　浩
（国立スポーツ科学センター）

状態空間から見るドルフィンキックの滑らかさの評価
下門　洋文

（筑波大学）

有浮力水着が重心浮心間距離および水中トルクとけのび動作に及ぼす影響
若吉　浩二

（びわこ成蹊スポーツ大学）
モノフィンスイミングのシミュレーション手法の開発（第２報，開発したモデルによるシ

ミュレーション解析）
中島　求

（東京工業大学）

平泳ぎのタイミングを習得させる練習方法の検討
松田　康伸

（佐渡市立小木小学校）

ドルフィンスイムプログラムに参加した障がいを持った子どもたちへの影響観察
原　英喜

（國學院大學）
けのび動作習得のための有効的な指導～「浮き身」を主眼としたけのび指導の事例を通して

～
中島　きよ

（筑波大学）

初等教育における今後の水泳教育方法の検討　-ニュージーランド大学の水泳関係者の意見 森下　愛子
（慶應義塾大学）

マスターズ水泳大会に対する参加者意識について
田坂　英郁

（筑波大学）

水球競技のルール変更に伴う指導者の意識調査　－小学生区分の特別ルールについて－
今田　千紗都

（びわこ成蹊スポーツ大学）

水球競技における投動作の正確性について
小林　達也

（愛知教育大学）

水中でのストレッチングの効果
天野　真志

（木幸スポーツ企画株式会社）

肘関節屈曲動作を用いた大学男子競泳選手の水中での関節位置覚
金田　晃一

（日本学術振興会特別研究員，
慶応義塾大学）



2011 年日本水泳・水中運動学会年次大会 
 

記 
主催：日本水泳・水中運動学会 
日時：2011 年 10 月 15 日（土）11 時～18 時 30 分、16 日（日）9 時 30 分～16 時 
場所：日本大学文理学部百周年記念館、総合体育館屋内プール 
大会テーマ：「温古知新」 (「古」は古橋名誉教授にちなんでおります) 
 
プログラム： 
シンポジウム１ 「教育者としての古橋廣之進を語る」 
シンポジウム２ 「未来のトレーニングを創造する」 
プールサイドセッション１ 「大学における水泳授業実践 (救助法指導の導入)」 
プールサイドセッション２ 「練習道具の進化からみる競泳トレーニングの未来」 
水泳・水中運動に関する最新研究の発表 (口頭発表、ポスター発表) 
ランチョンセミナー、懇親会 

 
以上 



No 筆頭著者 所属 カテゴリー 演題

1 仙石 泰雄 筑波大学 競泳 間欠的漸増負荷泳テスト中における血中グルコース濃度の動態と代謝応答の関係

2 門田理代子 筑波大学大学院 競泳 水泳中のプル・キック動作時の酸素摂取動態の比較

3 松田有司 京都大学大学院 競泳 クロール泳における1ストローク中の最小・最大速度にストローク頻度の増加が与える影響

4 角川　隆明 筑波大学大学院 競泳 平泳ぎキック動作による推進力発揮に関する流体力学的考察

5 寺内浩紀 東京工業大学大学院 競泳 平泳ぎにおける呼吸法がパフォーマンスに及ぼす影響のシミュレーション解析

6 水野　加寿 城西大学 医学
「プールリハビリ運動教室」実施における身体的、生理的応答の臨床的考査研究報告

―坂戸市大学連携地域活性化支援助成事業を中心に―

7 篠原健真 鳴門教育大学附属小学校 教育 小学4年生における「浮く・泳ぐ運動」の実践報告−安心・安全水泳の視点から−

8 中島きよ 筑波大学大学院 競泳 けのび動作の指導法改善とその多角的評価

9 三輪　飛寛 国立スポーツ科学センター 競泳
回流水槽における泳動作と実際泳動作時の比較

-PIV法による手部周り流れ場可視化結果と手部動作の関係から-

10 乙女 陽平 筑波大学大学院 水球
水球競技のシュート時における下肢動作の違いがパフォーマンスに与える影響

– 巻き足と蹴り足の比較

11 渡邉　泰典 武蔵中学・高等学校 水球 水球シュート時におけるゴールキーパーのセービング反応時間に関する分析

12 中山裕太 東京工業大学大学院 水球 水球における投球動作のシミュレーションモデルの開発

13 小林達也 愛知教育大学大学院 水球 水中動作を含めた水球競技における投動作の3次元画像解析

14 酒井　紳 筑波大学大学院 競泳 トラックスタートにおける台上での腕動作の違いがスタートパフォーマンスに与える影響

15 尾関　一将 大阪体育大学 競泳
バックプレートを用いたスタート方法はスタート局面時間を短縮するか

‐大学女子競泳選手を対象として‐

16 武田剛 早稲田大学 競泳 大学男子競泳選手における水中ドルフィンキックのキネマティクス的特徴

17 櫻岡　まりえ 新潟医療福祉大学大学院 競泳 水泳における道具の使用方法が重心-浮心間距離に与える影響

18 三村　紗友理 新潟医療福祉大学 医学 円皮鍼が泳パフォーマンスに与える影響

19 後藤　香織 群馬大学 飛込 高飛込入水衝撃値の測定

20 成田崇矢 健康科学大学 飛込 飛込競技男子ジュニア選手の身体特性の変化　－3年間縦断的評価による検討－

21 倉澤　歩 筑波大学大学院 飛込 飛込競技におけるノースプラッシュ入水技術解明に向けての一考察

22 藤島遥香 筑波大学大学院 シンクロ シンクロナイズドスイミングの基本動作における高さと体力の関係

23 畠山剛 東京工業大学大学院 シンクロ シンクロナイズドスイミングのシミュレーションモデルの開発

24 市川浩 福岡大学 競泳 慣性センサによる平泳ぎ中の腰部加減速推定

25 兄井　彰　 福岡教育大学 競泳 競泳の泳動作中の感覚に影響を与える要因の検討：泳ぎと水に対する感覚に焦点づけて

26 下門洋文 筑波大学大学院 競泳 立体的に見たヒトの水中ドルフィンキック下肢動作の特徴

27 賢木　友理絵 早稲田大学大学院 競泳 水中ハイスピードカメラによるバタ足キック動作解析

28 宝来　毅 奈良教育大学大学院 競泳 レースにおけるスタート局面のパフォーマンスにスタート台のバックプレートが及ぼす影響

29 明石啓太 広島大学 競泳 バックプレート付きスタート台におけるキックスタートの３次元動作解析

30 安藤邦彬 筑波大学 競泳
400m自由形における効果的なペース配分の検討

―距離特性および実力発揮度に着目して―

31 陶山俊介 福岡大学大学院 競泳 クロール泳におけるアシステッドトレーニングが泳動作に与える影響

32 森　誠護 鈴鹿工業高等専門学校 競泳 簡易型泳パワー測定装置の開発

33 渡部有紗 新潟医療福祉大学 競泳 競泳選手の股関節伸展時の筋活動と腰椎前弯の関連性

34 栗木　明裕 福岡大学大学院 競泳 競泳競技における反張膝の発生要因の解明と競技パフォーマンスに与える影響

35 洲　雅明 大分県立芸術文化短期大学 水球 第14回FINA世界選手権大会水球競技におけるデータ分析

36 谷川　哲朗
大阪体育大学

京都工芸繊維大学大学院
フィン フィンスイミングにおけるキック動作とビーフィンの動きの関係

37 福崎　千穂 東京大学大学院 医学 水中歩行速度に影響を与える要因の検討

38 三輪　千子 長野県松本市立芝沢小学校 教育 「ボビングの習熟とクロール泳の達成度」（仮題）

39 南　隆尚 鳴門教育大学 教育 学校水泳の実施状況調査と外部委託に関する一考察

40 鳥海　崇 慶応義塾大学体育研究所 教育 総合的水泳教育プログラムの実施報告

41 中村 皓平 工学院大学 教育 「科学的アプローチによる水泳教室」実施報告

42 野口智博 日本大学 教育 東日本大震災の大津波から生還した被災者の水泳経験



2012年々次大会発表演題一覧

動的時間伸縮法を応用した水中歩行動作の陸上歩行動作に対する類似性 金田 晃一（日本学術振興会，慶應義塾大学）

足浴が痛覚誘発電位に与える影響 吉井 慶介（新潟医療福祉大学）

社会福祉健康文化ICF社会モデルにおけるOxford Scale 1978「徒手筋力テスト
評価法」に基づく「水中でのスケールの修正」に関する一考査

水野 加寿（城西大学）

水中運動サークル参加が障害児および家族に及ぼす影響について 小林 敏枝（清泉女学院短期大学）

プール水が水泳愛好者の皮膚及び毛髪に及ぼす影響 河上 俊和（大阪体育大学スポーツ医学研究室）

競泳の選手・スタッフに向けたフィードバックシステムの開発 林 勇樹（神戸大学）

胸部加速度からの泳タイム推定 仰木 裕嗣（慶應義塾大学）

高速水着着用による練習効果はみられるか？　～即時効果の検証～ 富川 理充（専修大学）

意図的な呼吸方法の質的変容は浮心‐重心間距離の短縮に作用するのか 渡邉 泰典（びわこ成蹊スポーツ大学）

個人メドレーにおける背泳ぎから平泳ぎへのターン動作分析およびターンの違
いが平泳ぎの生理応答に及ぼす影響

倉貫 壮（筑波大学大学院）

平成24年度総合的水泳教育プログラムの実施報告 鳥海 崇（慶應義塾大学）

小学3年生における「浮く・泳ぐ運動」の実践報告　～命を守るためのサバイバル
水泳術～

篠原 健真（徳島市新町小学校）

競泳競技における技術の注視点と指導ポイント 仲本 恭悠（東海大学大学院）

「科学的アプローチによる水泳教室」実施報告―第2報― 野口 智博（日本大学）

大学競泳選手に対するメンタルサポートの実践 兄井 彰（福岡教育大学）

競泳の種目間記録関係 林 良平（鹿児島工業高等専門学校）

世界選手権男子水球競技における選手の出場時間の分析 洲 雅明（大分県立芸術文化短期大学）

クロール泳における呼吸動作が身体ローリング動作に及ぼす影響 波多 遥（中京大学大学院）

クロール泳時の腕の協調性に及ぼすヘッドアップの影響 原 怜来
（早稲田大学スポーツ科学研究科）

クロール泳のキック動作が推進に貢献する可能性の検討 市川 浩（福岡大学）

水中でのドルフィンキックおよびバサロキックの腰部挙動解析 原 有美（早稲田大学大学院）

200m平泳ぎ全力泳における1ストローク中の速度変化 馬場 康博（新潟医療福祉大学）

着衣泳時のヒト皮膚表面温の変化と自律神経系動態の評価 木村 隆彦（長岡技術科学大学）

フィンスイミング競技における中・長距離サーフィス種目の泳速度変動とCritical
Veocityから評価した有酸素性能力との関係

大下 和茂（九州共立大学スポーツ学部）

クロール泳における酸素摂取動態とパフォーマンスとの関係 門田 理代子（中村学園大学）

水中トレッドミルと陸上トレッドミルによる呼吸循環応答の差異 道下 竜馬（福岡大学）

水流速度の違いが水中歩行時の代謝応答と歩行周期に及ぼす影響 平野 雅巳（福岡大学）

クロール泳キック動作における筋活動パターンの検討　－競泳経験者と未経験
者の比較－

松田 有司（大阪体育大学）

バタ足キック動作時の下肢筋活動解析 神舘 盛充（早稲田大学大学院）

測定方法の違いが浮心の位置に及ぼす影響 奈良 梨央（新潟医療福祉大学大学院生）

加速度情報を用いたリアルタイム競泳補助システムの開発 奥浦 航（鳥羽商船高等専門学校）

Translational opportunities in human motion: from elite to recreational James Lee（Keio University, Griffith University）

水着の性能比較評価法について 前田 時生（慶應義塾大学）

水中における詳細な動作分析を目指して　～水中モーションキャプチャシステム
を用いて～

三輪 飛寛（国立スポーツ科学センター）

水泳用全身筋骨格シミュレータによる平泳ぎの解析 長谷川 貴大（東工大院）

一定泳速度における平泳ぎ中の足部流体力の変化 角川 隆明（筑波大学大学院）

泳速度の低下に伴うバタ足動作への影響 成田 健造（筑波大学大学院）

シンクロナイズドスイミングにおけるフリールーティン分析　～世界水泳2011・チー
ムフリールーティンの演技構成に着目して～

藤島 遥香（筑波大学大学院）

飛込競技の後宙返り演技におけるカムアウト局面のキネマティクス的研究 倉澤 歩（筑波大学大学院）

競泳スタートにおけるグラブスタートとトラックスタートの特徴　―力発揮に着目し
て―

酒井 紳（筑波大学大学院）

競泳トラックスタートの入水姿勢にかかわる角運動量発生メカニズム 武田 剛（早稲田大学）

一流競泳短距離選手のスタート動作の特徴 尾関 一将（大阪体育大学）



No. 演題題目 発表者 所属

1 水球国際試合における男女選手の泳距離・泳速度 南隆尚 鳴門教育大学

2 スタートスキル改善のための現場での科学的サポート 佐藤進 金沢工業大学

3 ロンドン五輪男子水球競技における退水時攻撃の分析‐パス回しによるディフェンスの崩しについて‐ 洲雅明 大分県立芸術文化短期大学

4 水球における球速増大のための下肢動作の最適化シミュレーション 南豊 東京工業大学大学院

5 飛込競技の入水時腰椎アライメントと肩関節可動域との関連 成田崇矢 健康科学大学

6 シンクロナイズドスイミングにおけるスカーリング動作時の手部流体力の推定 川合結万 筑波大学大学院

7 クロール泳における呼吸動作習得に関する指導の有効性 金沢翔一 日本女子体育大学

8 クロール泳における呼吸制限による呼吸法の変化‐ビデオ分析と鼻腔内圧の変化からー 長岡裕里子 筑波大学大学院

9
坂戸市・城西大学共同プロジェクト｢水中リハビリ運動教室｣における参加者の生理応答と水中運動効果へ
の一考査

水野加寿 城西大学

10 主運動前の第2ウォーミングアップが呼吸代謝応答と泳パフォーマンスに及ぼす影響 佐野公英 筑波大学

11
インターバル泳中における休息状態の違いがエネルギー消費量及び筋酸素動態に及ぼす影響~Active
Recovery と Passive Recoveryの比較

伊藤駿太朗 新潟医療福祉大学大学院

12 中高年女性における水中ウォーキングが血中レプチンに及ぼす影響 河上俊和 大阪体育大学

13 クロール泳における下肢の利用が泳ぎの効率に及ぼす影響 成田健造 筑波大学大学院

14 平泳ぎキック動作中の下肢に働く流体力と圧力分布から推定した足部流体力 角川隆明 筑波大学

15 重心-浮心間距離がキック泳におけるエネルギー消費量に与える影響 奈良梨央 新潟医療福祉大学

16 足部圧力変動からみたクロール泳6ビートキックの流体力発揮 市川浩 福岡大学

17 モノフィン泳未経験者のアプニア泳動作に関する基礎的研究 谷川哲朗 京都工芸繊維大学大学院

18 水中および陸上歩行時の体幹・下肢筋活動比較 大久保雄 埼玉医科大学

19 各種泳法のストローク推移と競泳用バタフライストロークの提案 伊藤慎一郎 工学院大学

20 ジュニアスイマーの選手参加型泳法講習会の効果‐心理的競技能力の変化‐ 野口智博 日本大学

21 クロール泳とヘッドアップクロールの筋活動量の違いについて 原怜来 早稲田大学大学院

22 水中ドルフィンキック泳中の体幹動作と筋活動における特徴 -大学競泳選手を対象として- 小林啓介 筑波大学大学院

23 バタ足キックの筋活動解析 神舘盛充 早稲田大学大学院

24 水球競技における巻足動作の筋活動解析（仮） 飯塚哲司 早稲田大学大学院

25 水中ドルフィンキックおよび水中バサロキックの筋活動解析 原有美 早稲田大学大学院

26 大学競泳選手に対する心理的コンディショニング中心にしたメンタルサポートの実践 兄井彰 福岡教育大学

27 ジュニア競泳選手におけるクーリングダウンの方法の検討~クーリングダウンができない環境を仮定して~ 佐藤大典 中京大学大学院

28 水球競技の小学生用ゴール導入に伴う攻撃パターンの特徴 西澤晃希 大阪産業大学

29 競泳スタート後の潜水局面が記録に及ぼす影響 奥田修人 大阪体育大学

30 競泳選手の反張膝が膝関節障害に及ぼす影響 栗木明裕 福岡大学

31 大腿部および胸部の慣性センサデータからみた水中歩行の特徴 金田晃一 千葉工業大学

32 小学校における着衣泳指導の現状と課題 目黒拓也 日本大学大学院

33 高血圧で運動制限された者の日常トレーニングとラップタイムコントロール 佐藤皓 高エネルギー加速器研究機構

34 整形外科的メディカルチェックからみた大学競泳選手の身体的特徴 川島康弘 大阪体育大学

35 クロール泳におけるフリップ・ターン動作の特徴 桂田健太 中京大学大学院

36 ストリームライン姿勢時における頭部位置の違いは 泳パフォーマンスに影響を及ぼすのか？ 安藤邦彬 筑波スポーツ科学研究所

37 飛込競技における入水姿勢　‒後方回転種目の回転数による違い－ 谷口徹 笹本整形外科

38 競泳選手における静的および動的バランス能力特性 杉浦宏季 福井県立大学

39 大学生の浮標能力に関する研究～ラヌー式浮標の有用性を探る～ 鈴木淳也 日本大学
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