
【カンファレンスの開催実績】

2001年／早稲田大学国際会議場／ 300
演題１：基礎動作を強化する　margaet R stone（スコットランドスポーツ協会　ハイパフォーマンスコーチ）
演題２：陸上競技のストレングス＆コンディショニングの実際　margaet R stone（スコットランドスポーツ協会　ハイパ

フォーマンスコーチ）
演題３：競技のためのストレングス・トレーニング　michael H stone（エジンバラ大学教授）
演題４：パワーを養成する　michael H stone（エジンバラ大学教授）
演題５：トレーニングと筋肉痛　野坂和則（横浜市立大学大学院助教授）
演題６：パーソナルトレーナーのリスクマネージメント　斎藤健司（神戸大学助教授）
演題７：柔軟性を考慮する　魚住廣信（兵庫大学教授）
演題８：中高齢者に対する体力測定と評価　朽木勤（財団法人明治生命厚生事業団）
演題９：アメリカンフットボール選手のための専門的Ｓ＆Ｃ　田村尚之（国立スポーツ科学センター）
演題１０：肥満に対する運動指導　中嶋佳子（順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院）
演題１１：ダンベルによる機能的エクササイズ　有賀誠司（東海大学助教授）
演題１２：野球のための肩と肘のエクササイズの実際　瀬戸口芳正（みどりクリニック院長）
演題１３：クイックネスとアジリティーのトレーニング　有賀雅史（昭和学院短期大学助教授）
演題１４：プライオメトリクス　米沢和洋（おおもり整形外科スポーツクリニック）
演題１５：アクアティックリハビリテーションの実際　山本利春（国際武道大学助教授）
演題１６：【特別実技セミナー】コンディショニングへのクイックリフトの導入　岡田純一（早稲田大学助教授）
ポスター発表１：サイクリング運動に伴う疲労感と快感情の関係　荒井弘和（早稲田大学大学院）
ポスター発表２：包括的高齢者運動トレーニング　齋藤清和（酒井医療株式会社）
ポスター発表３：剣道の動作特異性を考慮したプライオメトリックトレーニングの実際　曽我部晋哉（筑波大学）
ポスター発表４：実業団リーグ（Ｖ１）女子バレーボール選手におけるイン・シリーズンのパワー変化　熊谷大志（大森整形

外科スポーツクリニック）
ポスター発表５：医療機関とフィットネスクラブ共同でのアクアティックリハビリテーション　王路加奈子（大森整形外科

スポーツクリニック）
ポスター発表６：効果を出すための実践ストレッチング法　大河内一哉（スポーツクラブCass）

開催年／会場／参加人数　※順不同

2006年カンファレンスの様子



2002年／東海大学湘南校舎／ 380
演題１：【実技セミナー】筋力・パワー系トレーニングの実際　Allenn Hedrick（米国空軍士官学校ヘッドＳ＆Ｃコーチ）
演題２：【基調講演】エアフォース・アカデミーにおけるＳ＆Ｃ　Allenn Hedrick（米国空軍士官学校ヘッドＳ＆Ｃコーチ）
演題３：東海大学におけるトレーニングサポートシステムの導入　有賀誠司（東海大学助教授）
演題４：ＡＣＳＭにおけるレジスタンストレーニングのガイドライン　野坂和則（横浜市立大学大学院助教授）
演題５：サッカーのＳ＆Ｃ　有賀雅史（昭和学院短期大学助教授）
演題６：トレーニングで体はこう変わる　石井直方（東京大学教授）
演題７：貯筋のすすめ　福永哲夫（早稲田大学教授）
演題８：中高齢者の筋力トレーニング　大渕修一（北里大学助教授）
演題９：爆発的筋力の測定・評価とトレーニング指導の実際　長谷川裕（龍谷大学教授）
演題１０：【実技セミナー】オリンピック　リフティング・プログラムの実際　岡田純一（早稲田大学助教授）
演題１１：【実技セミナー】スポーツ選手における測定と評価の実際　土黒秀則（国立スポーツ科学センター）
ポスター発表１：医療法第42条施設におけるＳ＆Ｃ　関賢一（勝浦整形外科クリニック）
ポスター発表２：徳島県におけるトレーナー活動の実践報告　四宮寛子（徳島医療福祉専門学校）
ポスター発表３：スノーボード競技におけるコンディショニング　水谷一直（アップルスポーツカレッジ）
ポスター発表４：プロバスケットボール選手における年間コンディショニング計画　阿部理一（アップルスポーツカレッジ）
ポスター発表５：パフォーマンス向上と障害予防に関わるスポーツアインラーゲン（中敷）の試み　樋田淳美（シューフォーラム）
ポスター発表６：現場で役立つ、個別性の原則を考慮したストレッチング法　大河内一哉（スポーツクラブCass）
ポスター発表７：低負荷運動テストによる運動指標の試み　寺下貴之（船橋整形外科スポーツ医学センター）
ポスター発表８：膝関節疾患を有する高齢者に対するストレングストレーニングと評価　国井実（セントラルスポーツ研究所）
ポスター発表９：ウェイト・トレーニングと起床時心拍数の関係について　曽我部晋哉（筑波大学）
ポスター発表１０：大学におけるスポーツサポートシステムの構築と展開に関する研究報告　湯浅康弘（立命館大学スポー

ツ強化センター）
2003年／早稲田大学国際会議場／ 400

演題１：野球のためのコンディショニングの重要性　Marilyn. Pink（センチネラ病院メディカルセンター主事、解剖学・
研究手法博士）

演題２：スポーツにおける置ける肩：水泳、テニス、ゴルフについて　Marilyn. Pink（センチネラ病院メディカルセンター
主事、解剖学・研究手法博士）

演題３：【公開セミナー】リトルリーガーのための傷害予防　Marilyn. Pink（センチネラ病院メディカルセンター主事、解
剖学・研究手法博士）

演題４：筋力発揮のメカニズム（神経系の発達）　森谷敏夫（京都大学教授）
演題５：ショルダーエクササイズ（デモンストレーション）　瀬戸口芳正（みどりクリニック院長）
演題６：スポーツパフォーマンスに及ぼす筋と腱の役割　福永哲夫（早稲田大学教授）
演題７：科学的根拠に基づいたストレングス＆コンディショニング　野坂和則（横浜市立大学大学院助教授）
演題８：トレーニングのプログラムデザイン　上田大（日本体育大学大学院）
演題９：パーソナルトレーナーのためのぺリオダイゼーション　小松清隆（アメリカンクラブ）
演題１０：中高年齢者に対するトレーニングのプログラミング　朽木勤（財団法人明治生命厚生事業団）
ポスター発表１：NSCAジャパンの意識調査　有賀雅史
ポスター発表２：15秒上体起こしテストの妥当性について　関賢一
ポスター発表３：野球選手の体力的特徴　三島隆章
ポスター発表４：新潟県におけるトレーナー活動実践報告　阿部理一
ポスター発表５：社会人野球における年間コンディショニング計画　阿部理一
ポスター発表６：介護老人保健施設におけるパワーリハビリテーションの実践報告　齋藤清昭
ポスター発表７：ジュニアヨット選手に対するストレングストレーニング　西村典子
ポスター発表８：エリートサッカー選手とエリートラグビー選手の体力からみた競技特性の検討　太田千尋
ポスター発表９：アメリカンフットボール競技における爆発的パワー発揮能力向上のトレーニング　湯浅康弘
ポスター発表１０：方向転換を伴う走能力に影響を与える因子　岩垣光洋
ポスター発表１１：視覚が高速滑降系選手のバランス能力に及ぼす影響　川端悠
ポスター発表１２：V1リーグ男子バレーボールチームにおける体力測定とS&C　下条厚治
ポスター発表１３：競技レベルの差異からみた女子バレーボール選手の体力特性　笠原政志
ポスター発表１４：高校サッカーに対するトレーナー活動　水谷一直
ポスター発表１５：激運動後に行う心肺蘇生法の技術に関する研究　佐藤洋二郎
ポスター発表１６：競技会におけるトレーナーステイション活動とトレーナー教育　北﨑雅代
ポスター発表１７：簡易体力テストを用いた健康づくり指導の試み　金成仙太郎



2004年／早稲田大学国際会議場／ 350
演題１：プログラムデザインの重要性と実例　Allenn Hedrick（米国空軍士官学校ヘッドＳ＆Ｃコーチ）
演題２：パワー系選手に対するオリンピックリフティングの応用　Black Blad（米国空軍士官学校Ｓ＆Ｃコーチ）
演題３：石井直方（東京大学教授）
演題４：スポーツ栄養学　岩間雅彦（東京栄養専門学校）
演題５：高齢者に対するトレーニングの実践　久野譜也（筑波大学）
演題６：糖尿病の現状と運動処方の可能性　森谷敏夫（京都大学教授）
演題７：競泳選手のS&C ～アテネ五輪へ向けての実践　田村尚之（日本工学院八王子専門学校）
演題８：米国研修報告～エアフォースアカデミーにおけるS&C　和田洋明（森永製菓株式会社健康事業部）
ポスター発表１：ストレッチングが等張性筋活動時における瞬発的なパフォーマンスに及ぼす影響　山口太一（北海道大学

大学院）
ポスター発表２：ハートレートモニターを活用したパーソナルトレーニング指導の発表　松山克彦（パーソナルトレーナー）
ポスター発表３：医療法第42条施設におけるＳ＆Ｃの実践報告　下条厚志（株式会社国際スポーツ医科学研究所）
ポスター発表４：地方在住の高齢者に対するReconditioning　明石渡海男（株式会社国際スポーツ医科学研究所）
ポスター発表５：投球傷害スクリーニングのための肩関節可動域簡易テストの意義　笠原政志（国際武道大学大学院）
ポスター発表６：Shoulder strengthening exercise with an orthosis for multidirectional shoulder instability　牛島史雄（熊

本大学医学部整形外科）

2005年／早稲田大学所沢キャンパス／ 670
演題１：高齢者におけるストレングストレーニングに関する研究とトレーニングのガイドライン　Thomas R,　Baechle
（NSCA試験委員会事務局長、クレイトン大学教授）

演題２：パーソナルトレーナーのための基本的なウェイトトレーニングの原則とプログラムデザインについてのガイドラ
イン　Thomas R,　Baechle（NSCA試験委員会事務局長、クレイトン大学教授）

演題３：野球における下肢のコンディショニングとプライオメトリックス　Tim Bishop（ボルティモア　オリオールズヘッ
ドS&Cコーチ）

演題４：【実技】野球における上肢のコンディショニングとプライオメトリックス　Tim Bishop（ボルティモア　オリオー
ルズヘッドS&Cコーチ）

演題５：野球における上肢と体幹のコンディショニング　Jay Shiher（ボルティモアオリオールズマイナーリーグプレイ
ヤーディベロップメント）

演題６：【実技】野球における姿勢のコントロールとダイナミックエクササイズ　Jay Shiher（ボルティモアオリオールズ
マイナーリーグプレイヤーディベロップメント）

演題７：野球における「オフシーズンのピリオダイゼーション」「ショルダーコンディショニング」および総まとめ　Tim 
Bishop&Jay Shiher（ボルティモア　オリオールズS&Cコーチ）

演題８：フィットネスの評価方法の開発　福永哲夫（早稲田大学教授）
演題９：【実技】オリンピックリフティング　岡田純一（早稲田大学助教授）
演題１０：エクササイズの効果　中嶋佳子（順天堂大学浦安病院）
演題１１：生活習慣病と食事　小清水孝子（国立スポーツ科学センター）
演題１２：運動不足病　林達也（京都大学助教授）
ポスター発表１：G大学の学生における生活および運動習慣の実態調査　加藤浩人（学習院大学）
ポスター発表２：被験者の特性から分析した遅発性筋肉痛およびエクセントリックを主体とした筋損傷に関する文献的知

見のまとめ　川岡臣昭（総合学園ヒューマンアカデミースポーツカレッジ）
ポスター発表３：ウォームアップにおける最適なストレッチングテクニック　山口太一（北海道大学大学院）
ポスター発表４：肩関節可動域簡易テストの意義　第２報　笠原政志（国際武道大学大学院）
ポスター発表５：低速度低強度のレジスタンストレーニングが高齢者の下肢筋力および身体組成に及ぼす影響　向本敬洋
（日本体育大学大学院）

ポスター発表６：跳躍前のMVC発揮の利用および跳躍の向上や維持に適したトリートメントの検討　稲森謙吾（北海道大学
大学院）

2006年／京都文教短期大学／ 300
演題１：青少年のレジスタンストレーニング　Avery D.Faigenbaum（ニュージャージ大学助教授）
演題２：【実技】子どものための漸進的プライオメトリクス　Avery D.Faigenbaum（ニュージャージ大学助教授）
演題３：NSCA新理事長として；ストレングス＆コンディショニングの将来展望　Lee E.. Brown （NSCA理事長）
演題４：子どものからだの現状　正木健夫（日本体育大学名誉教授）
演題５：子どものスポーツ外傷・障害　柏口新二（東京厚生年金病院）



演題６：パーソナルトレーナーとしてのスポーツ栄養士　河南こころ（管理栄養士）
演題７：基礎から学ぶアジリティドリル　土黒秀則（国立スポーツ科学センター）
演題８：【CSCSディスカッション】大学施設におけるS&Cコーチの役割　森井秀樹（京都文教短期大学）、花田理（龍谷大学）、

岩井雄史（びわこ成蹊スポーツ大学）、山田佳奈（東海大学）
ポスター発表１：片麻酔患者にラダー、ミニハードルを用いて転倒予防トレーニングを行った１症例　鈴木健大（鹿沼整形外科）
ポスター発表２：整形外科におけるメディカル・フィットネスの現状と特性　筒井健裕（田園都市整形外科メディカル・フィットネス）
ポスター発表３：高校野球部におけるウェイトトレーニングと栄養指導の成果　甲賀千詠子（森永製菓株式会社ウイダー ･トレーニングラボ）
ポスター発表４：社会人女子チアリーダーのためのストロングス　吉田直人（森永製菓株式会社ウイダー ･トレーニングラボ）
ポスター発表５：中高大学生スポーツ選手におけるエネルギーとビタミンB1の摂取状況　斎藤裕子（森永製菓株式会社ウイダー ･トレーニングラボ）
ポスター発表６：ジュニアアスリートの栄養素等摂取状況　大堀幸恵（森永製菓株式会社ウイダー ･トレーニングラボ）
ポスター発表７：音楽が身体運動に及ぼす影響について　赤澤暢彦（早稲田大学スポーツ科学研究科）
ポスター発表８：医療法第42条施設におけるパーソナル指導の試み　栗林太一（佐久平整形外科クリニック）

2007年／学術総合センター／ 350
演題１：野球選手のためシーズントレーニングとピリオダイゼーション　Jay Shiner（ボルティモアオリオールズS&Cコーチ）
演題２：【実技】野球選手のためのストレングス＆コンディショニング・エクササイズ　Jay Shiner（ボルティモアオリオー

ルズS&Cコーチ）
演題３：ダイナミック・ワークアウトの作成　Gina　Lombardi（パーソナルトレーナー）

2008年／早稲田大学所沢キャンパス／ 350
演題１：メタボリックシンドローム解消のための運動施策～エクササイズガイド2006による健康づくり～　田畑泉（国立健

康・栄養研究所）
演題２：メタボリックシンドローム改善のためのコンディショニングの実際　宮地元彦（国立健康・栄養研究所）
演題３：戦術的代謝系コンディショニング　John Talor（New Mexico State University）
演題４：総合的なHIPトレーニング　Robb Rogers（St.Vincent Sports Performance）
演題５：パーソナルトレーナーのためのリスクマネジメント　谷塚哲（スポーツ法務事務所）
演題６：骨格筋肥大のメカニズムとトレーニング　石井直方（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）
演題７：ウエイトリフティングにおける動作習得のための基礎理論～理論編～　小栗和成（ウエイトリフティング協会理事）
演題８：ファンクショナルトレーニング～パーソナルトレーナーの今後の可能性とあるべき姿～　鈴木岳（株式会社R-body代表）
演題９：【実技】ダイナミック動作におけるコアの安定アプローチ　小松清隆（アメリカンクラブ）
演題10：【実技】ウエイトリフティングにおける動作習得のための基礎理論～実技編～　小栗和成（ウエイトリフティング協会理事）
演題11：【実技】戦術的代謝系コンディショニング　John Talor（New Mexico State University）
演題12：【実技】総合的なHIPトレーニング　Robb Rogers（St.Vincent Sports Performance）
ポスター発表１：高校野球新入部員における１RM測定の追跡調査～ピリオダイゼーションを活用して～　沖山裕也（鹿沼整形外科）
ポスター発表２：運動機能低下が疑われる高齢者に対する運動教室のトレーニング内容とその効果
　河野洋充（株式会社Perfect Trainaers）
ポスター発表３：段階的弾性圧迫ストッキングの着用が歩行中の下腿筋群の血液循環動態に及ぼす影響
　光川眞壽（早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）
ポスター発表４：大学年代におけるサッカーのフィールドテスト活用法～大学女子チームの実践例～
　氏平裕人（関東学園大学サッカー部）
ポスター発表５：大学自転車競技選手の体力要素と１kmタイムトライアルにおけるパフォーマンスの関係
　池田祐介（国立スポーツ科学センター）
ポスター発表６：学生選抜アメリカンフットボール選手の体格変化－1996年選抜選手とのポジション別体格比較－　
　島典広（鹿屋体育大学）
演題４：【実技】PHAトレーニング　Gina　Lombardi（パーソナルトレーナー）
演題５：中高年の筋力アップ　福永哲夫（早稲田大学教授）
演題６：加齢による筋機能低下と末梢循環　加賀谷淳子（日本女子体育大学客員教授）
ポスター発表１：当院におけるジュニア期の投球障害予防の取り組み　松田堅太郎（鹿沼整形外科）
ポスター発表２：投球肩　障害予防とコンディショニング　百済はつえ（みどりクリニック）
ポスター発表３：心拍数を基準にした漸増的有酸素運動中における運動強度とそれらに対するアイシングの部位の違いが、

運動負荷、呼吸数、および主観的運動強度に及ぼす影響　川岡臣昭（総合学園ヒューマンアカデミースポーツカレッジ）
ポスター発表４：動的体平衡機能の測定と評価　小林秀紹（福井工業高等専門学校）
ポスター発表５：高校野球における障害発生率とトレーニングによる体力レベルの変化について　塩多雅矢（森永製菓株式

会社ウイダー ･トレーニングラボ）



2009年／了徳寺大学／ 300
講演１－１：アメリカにおけるパーソナルトレーニング最新情報～これからの日本を見据えて～　Diane Vives（Vives 

Training Systems）
講演１－２：アクティブダイナミックウォームアップの原理～ウォームアップ以上のウォームアップにするために～
　Loren Seagrave（Velocity Sports Performance）
講演２－１：シンポジウム『パーソナルトレーニングの現状と未来』
講演２－２：加速における神経－バイオメカニクス～ 40ヤードダッシュのスピード強化～　Loren Seagrave（Velocity 

Sports Performance）
講演３－１：パーソナルトレーナーのためのリスクマネジメント　谷塚哲（RESISTA 有限責任事業組合）
講演３－２：スプリントのトレーニング現場からみたバイオメカニクス　土江寛裕（城西大学）
講演４－１：パーソナルトレーナーのためのビジネスマネジメント　齋藤邦秀（NESTAジャパン）
講演４－２：短距離走のワザを探る～加速とそのコーチング～　礒 繁雄（早稲田大学）
講演５－１：身体のメンテナンスとレジスタンストレーニング：健康に関連する体力の維持・増進に果たすレジスタンス

エクササイズの役割　金久博昭（東京大学大学院）
講演５－２：スプリント動作、競技に関連した障害およびアスレティックトレーニング　藤田英二（鹿屋体育大学スポーツトレー

ニング教育研究センター）
実技１－１：セルフ＆パートナー レジスタンス コアスタビリティエクササイズ　小松清隆（アメリカンクラブ）
実技１－２：動きの連鎖と対角螺旋のファンクショナルムーブメント　高順姫（日本フィットネス協会）
実技１－３：オリンピックリフティングの初心者指導のポイント～骨盤の使わせ方と脚パワーの発揮～　小栗和成（日本ウ

エイトリフティング協会）
実技２－１：スモールグループ・パーソナルトレーニング～少人数のパーソナルトレーニングの計画とプログレッション

～　Diane Vives（Vives Training Systems）
実技２－２：代償運動とリスク管理を考慮したパーソナルストレッチング（下肢）　長畑 芳仁（日本ストレッチング協会）
実技２－３：アクティブダイナミックウォームアップ＆加速における神経－バイオメカニクス～ 40ヤードダッシュのス

ピード強化　Loren Seagrave（Velocity Sports Performance）
実技３－１：統合されたストレングスサーキットの構築～ファンクショナルトレーニングから最大限の効果を得るための

プログラミングとは？～　Diane Vives（Vives Training Systems）
実技３－２：代償運動とリスク管理を考慮したパートナーストレッチング（体幹と上肢）　長畑芳仁（日本ストレッチング協

会）
実技３－３：アクティブダイナミックウォームアップ＆多方向動作における神経－バイオメカニクス　Loren Seagrave
（Velocity Sports Performance）

ポスター発表１：高校生ラグビー競技者における計画的レジスタンストレーニングが体格および筋力・パワーに及ぼす影
響　河野儀久（こころ医療福祉専門学校）

ポスター発表２：大相撲における四股トレーニングについて、力士の意識調査検証　波田野峰人（専門学校東都リハビリテー
ション学院）

ポスター発表３：児童の疾走能力を高めるための動作意識　大久保仁志（美作大学大学院）
ポスター発表４：６週間のダイナミックウォーミングアッププログラムが小学生の体力と生活習慣に与える影響　藤本千

晶（仙台大学大学院スポーツ科学研究科）
ポスター発表５：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）

2009年カンファレンスの様子



2010年／京都文教短期大学／ 350
講演１－１：「タレント発掘育成事業」におけるコオーディネーショントレーニング　荒木秀夫（徳島大学教授、日本コーディ

ネーショントレーニング協会副理事長）
講演１－２：2010年サッカーワールドカップにおける高地対策のためのコンディショニング　杉田正明（三重大学准教授、

2010年ワールドカップ日本代表高地対策トレーナー）
講演２－１：メタボリックシンドローム解消のための運動施策～エクササイズガイド2006による健康づくり～
　田畑 泉 （立命館大学教授）
講演２－２：体幹＆股関節のコントロール：膝の傷害予防のための神経筋トレーニング　Donald A. Chu（Athercare取締役、

元NSCA理事長）
講演２－３：日本のプロ野球界におけるS&Cの事情と今後の課題
座長：葛原憲治（愛知東邦大学准教授、元 オリックス・ブルーウェーブコンディショニングコーディネーター）
パネリスト：小宮山 悟（野球解説者、野球評論家、元 メジャーリーグ投手、元 千葉ロッテマリーンズ投手）
　金崎泰英（元 東北楽天ゴールデンイーグルスS&Cコーチ、元 台湾プロ野球S&Cコーチ）
　弘田雄士（株式会社Arrow、元 千葉ロッテマリーンズコンディショニングコーディネーター）

実技１－１：野球に関連したコンディショニング　弘田雄士 （株式会社Arrow、元 千葉ロッテマリーンズコンディショニン
グコーディネーター）

実技１－２：Med ballを使用したプライオメトリクス（上肢～体幹）　土黒秀則 （北京五輪競泳銅メダリスト松田丈志選手、
セパタクロー 女子日本代表選手パーソナルトレーナー）

実技１－３：体幹＆股関節のコントロール：膝の傷害予防のための神経筋トレーニング　Donald A. Chu （Athercare取締
役、元NSCA理事長）

実技２－１：セミグループ指導時の自体重エクササイズ　尾陰由美子 （（有）アクトスペース企画）
実技２－２：コアトレーニング　野口克彦 （Total-Conditioning Lab.）
実技２－３：パートナーストレッチングの技術を高めるために　長畑芳仁 （日本ストレッチング協会理事長）
実技３－１：効率の良いオリンピックリフト習得法　小栗和成 （日本ウエイトリフティング協会理事）
実技３－２：トップスポーツ選手に対するオリンピックリフト指導法　稲垣英二 （ウエイトリフティング全日本男子監督）

ポスター発表１：高校生男子バスケットボール競技者における計画的なレジスタンストレーニングが体格、筋力、パワーおよびジャ
ンプパフォーマンスに与える効果　河野儀久（こころ医療福祉専門学校）

ポスター発表２：胸郭ストレッチングによる全身持久力への効果　太齋 貫也（株式会社オーエンス）
ポスター発表３：ベンチプレスパワーと打球速度の関係　中嶋 風太（大阪体育大学大学院）
ポスター発表４：拮抗筋の事前疲労が主動筋の筋出力および筋活動に及ぼす影響　山之内 夏人（早稲田大学スポーツ科学研究科）
ポスター発表５：内転筋群の疲労が垂直ジャンプパフォーマンスに及ぼす影響　荒井 進之介（早稲田大学スポーツ科学研究科）
ポスター発表６：体育系大学における学生ストレングス＆コンディショニングコーチ制度導入の取り組み　森 実由樹（国際武道大学

トレーニングルーム）
ポスター発表７：ジュニアレスリング選手における試合期減量の実践報告－日本レスリング協会「ジュニアレスラーのためのコンディ

ショニングブック」を用いて－　岩井 一師（日本レスリング協会スポーツ医科学委員会）
ポスター発表８：特定高齢者における身体機能の特徴と介護予防教室の有効性　菊池 考祐（医療法人社団みのり会　疾病予防運動施

設メディット21）
ポスター発表９：医療機関に併設する運動施設内における、集団運動教室の試み　今井 加奈子（医療法人アレックス　上田整形外科

クリニック　有限会社　Body Conditioning Factory）
ポスター発表10：スポーツ競技団体へのトレーナー活動について報告（医療からスポーツ現場へ）　秋山 純也（医療法人アレックス　

上田整形外科クリニック　有限会社　Body Conditioning Factory）
ポスター発表11：長野県内におけるS&C指導者間交流の取り組みについて　栗林 太一（医療法人アレックス　上田整形外科クリニッ

ク　有限会社　Body Conditioning Factory）
ポスター発表12：高校ボート競技選手の身体的特徴および傷害調査　佐々野 梨絵（貞松病院）
ポスター発表13：バランスシューズを用いたトレーニングが高校・大学男女バレーボール選手のスポーツパフォーマンスに及ぼす効

果～無作為化対照試験～　杉野 伸治（医療法人慧明会　貞松病院　リハビリテーション科　副科長）
ポスター発表14：バランスシューズを用いたトレーニングが高校・大学男女アスリートの跳躍パフォーマンス に及ぼす効果　伊藤 

一也（医療法人慧明会　貞松病院　リハビリテーション科/広島国際大学大学院　医療・福祉科学研究科　医療工学専攻　博士前期
課程）

ポスター発表15：腹壁の筋群の最大筋力と剣道パフォーマンスの主観的評価との関係性　井川 貴裕（大阪体育大学大学院　スポーツ
科学研究科　博士前期課程）

ポスター発表16：コーディネーショントレーニングプログラムの年代別体系化に関する基礎研究～トレーニング方法論および測定評
価に関する問題性を中心として～　泉原 嘉郎（ライプツィヒ大学）



2011年／東京国際交流館 プラザ平成／ 500
講演１－１：Principle of Strength Training and Periodization　Jay Hoffman（米国NSCA理事長、University of Central 

Florida教授）
講演１－２：座談会：スキルコーチからみた、各年代に求められるフィジカル要素とは何か？　座長：米澤和洋（中四国

AD）　パネリスト：竹内映二（テニス日本代表監督）、佐藤満（日本レスリング協会強化委員長）、宮崎義仁（卓球男子ナショ
ナルチーム監督）

講演２－１：運動指導者と医療連携～医学における運動指導の実践と展開、エイジングソリューションとしての身体活動～
　久保 明 （高輪メディカルクリニック院長、東海大学医学部抗加齢ドック教授）
講演２－２：Supplementation for Recovery　Jay Hoffman（米国NSCA理事長、University of Central Florida教授）
講演２－３：筋力トレーニングに対する代謝、内分泌、および運動パフォーマンスの応答　後藤一成（立命館大学スポーツ

健康科学部准教授）

実技１－１：プライオメトリックトレーニングの理論と実践　図子浩二 （筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授）
実技１－２：筋量増大を目的とした筋力トレーニングの実技と指導～効果を高めるためのポイントとケース別対応法～　

有賀 誠司 （東海大学スポーツ医科学研究所教授）
実技２－１：回旋系アスリートのためのスクリーニングとその機能的トレーニング作成への応用　友岡和彦 （ドームアス

リートハウスGM）
実技２－２：ボディバランス（体軸）形成のための体幹トレーニング　牧野講平 （ウイダートレーニングラボ）
実技２－３：パワークリーン　～セカンドプルを極める～　岡田純一（NSCAジャパン理事、早稲田大学スポーツ科学学術

院准教授）
実技３－１：女性のためのボディメイキングトレーニング　吉田直人 （南関東AD、ウイダートレーニングラボ）
実技３－２：日常動作とSQ姿勢のつながり　～ SQ姿勢のアライメント評価＆アライメント改善トレーニング～
　澤野裕一 （Evidence Based Training LLC代表）
実技３－３：脚の構造と機能　～足の評価とエクササイズ指導の展開～　入谷 誠（足と歩きの研究所）

ポスター発表１：動作トレーニングにおける注意操作の重要性について　新井健之（高千穂大学商学部）
ポスター発表２：Functional Core Boxを用いた体幹筋トレーニングの検証　大塚 潔（ヤマハ発動機Jubilo）
ポスター発表３：当院におけるダイエット教室の取り組みについての報告　大東亜衣（医療法人MSMC　みどりクリニック）
ポスター発表４：砂上でのトレーニングがジャンプ、アジリティ能力に及ぼす影響　山地智仁（早稲田大学スポーツ科学研究科）
ポスター発表５：段階的弾性タイツ着用がDPBPに及ぼす影響　相塲久仁香（同志社大学スポーツ健康科学部）
ポスター発表６：初期加速局面走における走速度、体幹の前傾角度、床反力データの関係性について　関根悠太（早稲田大学スポー

ツ科学研究科）
ポスター発表７：柔道の試合中の運動強度－ゴールデンスコアを含めた試合の検討－　宍戸清恵（早稲田大学スポーツ科学研究科）
ポスター発表８：フィリピンにおける児童の体格・体力および運動・栄養に関する一考察　小芝裕也（大阪体育大学体育学部）

2011年カンファレンスの様子



2012年／早稲田大学所沢キャンパス／ 500
講演１－１：全日本女子バレーボールチームのS＆C ～ロンドン五輪に向けてオリンピックサイクルの取り組み～
　甲谷洋祐, CSCS（全日本女子バレーボールチーム）
講演１－２：Speed and Agility Training for Various Sports （様々なスポーツのためのスピード＆アジリティ）
　Jay Dawes, CSCS, NSCA-CPT（Texas A&M University）
講演２－１：世界で闘うためのフィジカルコンディショニング　広瀬統一 氏（早稲田大学准教授）
講演２－２：生活習慣病の統合的な予防メカニズム　前田清司（筑波大学准教授）
講演３－１：体幹深部筋機能とトレーニング　金岡恒治（早稲田大学教授）
講演３－２：中高齢者の元気長寿（active aging）のためのフィットネス　田中喜代次（筑波大学教授）
講演３－３：パネルディスカッション：様々な立場から見たロンドン五輪　座長：奥野景介（早稲田大学教授） 
　パネリスト： コーチ 久世由美子（（株）コスモス薬品） 　S&Cコーチ　土黒秀則, CSCS, NSCA-CPT, 認定検定員 
　選手　伊藤華英（セントラルスポーツ） 　選手　星奈津美（スウィン大教・早稲田大学） 

実技１－１：サッカー選手の潜在力を高めるコーディネーショントレーニング　泉原嘉郎（ライプツィヒ大学）
実技２－１：こどもに教えるレジスタンストレーニング（能力開発と測定技術）：株式会社ウエサカ ティー・イー社による

協賛セミナー　永友史子、上坂忠正
実技３－１：ウエイトリフティングのスナッチの技術習得のために～セカンドプル・スクープ・ファーストプルの姿勢～
　小栗和成（日本ウエイトリフティング協会）
実技１－２：Circuit Training: Practical Applications for Various Populations（様々な対象へのサーキットトレーニングの

実践応用）　Jay Dawes, CSCS, NSCA-CPT（Texas A&M University）
実技２－２：「最大効果を得る」ウェイトトレーニングセミナー：株式会社THINKフィットネス社による協賛セミナー
　田代誠（株式会社THINKフィットネス 取締役　ゴールドジム事業部長）、佐藤貴規（株式会社THINKフィットネス ゴール

ドジムプロダクツ事業部）
実技３－２：オリンピックリフティングのバリエーション　浅井大一郎（立教大学アメリカンフットボール部S&Cコーチ）
実技１－３：腰痛を中心とした体幹部の機能改善と傷害予防法　岡田隆, CSCS*D（了徳寺大学講師）
実技２－３：「BE：POWERFULセミナー」ストレングストレーニングにおけるパワーの重要性：有限会社フィットネスア

ポロ社による協賛セミナー　Randall Huntington（Keiser Global Director of Marketing, Education & Performance）、
　鈴木岳, CSCS（株式会社R-body project 代表取締役）

ポスター発表１：大学アメリカンフットボール選手における4週間のレジスタンストレーニングの効果について　青木 達（龍谷大学
トレーニングセンター）

ポスター発表２：パーソナルトレーニングにより体幹筋力・下肢筋力が向上した後期高齢者の腰痛症例　泉 重樹（八王子スポーツ整
形外科、法政大学スポーツ健康学部）

ポスター発表３：自転車走行時の空気抵抗と出力の関係　北見 裕史（スーパーＫアスリートラボ）
ポスター発表４：スクワット動作における等速性筋活動の評価　小林 秀紹（札幌国際大学スポーツ人間学部スポーツ指導学科）
ポスター発表５：高校野球部に対する傷害予防トレーニングの実践報告　佐藤 晋也（船橋整形外科病院　アスレティックトレーニン

グ部）
ポスター発表６：足関節用リアライン・バランスシューズトレーニングが中・高校生女子バレーボール選手のパフォーマンスに及ぼ

す効果　杉野 伸治（貞松病院リハビリテーション科）
ポスター発表７：中学生期の青少年を対象にしたレジスタンストレーニングの実践　中嶋 風太（ウイダートレーニングラボ）
ポスター発表８：バスケットボールのウォームアップにおける肩関節の可動域　新田 恵斗（YMCAスポーツ専門学校）
ポスター発表９：ロンドンパラリンピック競泳メダリストのウエイトトレーニング　野口 智博（日本大学）
ポスター発表10：反動ジャンプ動作トレーニング指導時における声かけの実験的考察　桑野 慧（ウイダートレーニングラボ）
ポスター発表11：野球の投球における肩関節前方剪断力の力学的発生機序　内藤 耕三（専門学校浜松医療学院）
ポスター発表12：北信越代表大学サッカー選手における競技パフォーマンス向上のための体力的課題　田中 淳（新潟経営大学）
ポスター発表13：他者からの促進的・阻害的働きかけが高齢者の運動実施に対する自己効力感に与える影響　中山 健（大阪体育大学）
ポスター発表14：ACTN3遺伝子のRアレルとACE遺伝子のDD型の組み合わせは日本人のエリートレスリング選手において頻度が高

い　菊池 直樹（日本体育大学）
ポスター発表15：FUNCTIONAL MOVEMENT向上させるためのCORRECTIVE EXERCISEの効果　森下 拓実（福岡大学大学院）
ポスター発表16：大学女子バレーボール選手におけるスクワットおよびハングパワークリーンと各種ジャンプの関係　藤野 健太（日

本体育大学大学院、バイタルストレングス）
ポスター発表17：大学野球投手におけるコンディション指標の検討　小平 豊海（早稲田大学スポーツ科学研究科）
ポスター発表18：クォーターバックの投球速と骨盤の前方への並進運動に関する事例研究　又 あゆみ（早稲田大学スポーツ科学研究

科）


