
日本生涯スポーツ学会第 22 回大会 開催要項（Web 開催） 

期 日：2020 年 10 月 31 日（土）〜11 月 1 日（日） 

会 場：大会 HP からの Web 開催 

※配信場所は仙台大学（宮城県柴田郡柴田町） 

主 催：日本生涯スポーツ学会 

主 管：日本生涯スポーツ学会第 22 回大会実行委員会 

大会テーマ： 東北より 2020 復興五輪への歩みと効果を検証する 

開催方法：Web（大会ホームページ）を用いたライブ配信およびオンデマンド配信、Web 会議システム

によるリアルタイム方式の併用 

 

＜大会日程＞ 

 

  10 月 31 日（土） 11 月１日（日） 

8:30  受付 
エンジョイエクササイズ 

溝口絵里加氏 
9:30 開会式 

10:00 

  

12:00 

口頭発表Ａ‐１・２ 口頭発表Ｂ‐１・２ 

12:50 

 

13:30 

総会 
ランチョンセミナー 

演者：池田敦司氏 

13:40 

  

 

14:50  

基調講演 

演者：原田宗彦氏  

閉会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15:00 

  

  

  

  

17:00 

シンポジウム 演者： 

上田栄治氏 

熊谷大氏 

木村久氏 

コーディネーター：   

仲野隆士氏 

17:10 

  

18:00 

 

ポスター発表 A・B 

 



【学会大会 HP について】 

 学会大会 HP は 10 月中旬ごろにオープンを予定しております。学会 HP 及び学会 Facebook にてお知

らせいたしますので、ご参照いただき、アクセスをお願いいたします。なお、大会 HP へは、フリーアク

セスとなりますが、大会の各プログラムへアクセスする場合はパスワードが必要となります。なお、参加

申し込みをされた方にのみパスワードは発行します。（申込時のアドレスにメールで送信予定） 

 

【実施方法について】 

 プログラムごとに実施方法が異なります。 

1.基調講演・シンポジウム：Zoom を用いたウェビナー方式 

＜基調講演＞ 

●テーマ 「スポーツ地域マネジメント」 

●演 者 原田 宗彦 (早稲田大学)  

＜シンポジウム＞ 

●テーマ 「東北より 2020 復興五輪の歩みと効果を検証する」 

そのプロセスや具体的な取組･効果･問題や課題等について福島･宮城･岩手３県から 

の情報発信や問題提起を中心に展開する。 

●シンポジスト  

上田 栄治（福島県株式会社 J ヴィレッジ副社長）J ヴィレッジの取り組み及び福島の歩み 

熊谷 大（宮城県利府町長）宮城スタジアムを有する利府町の取り組み及び宮城の歩み） 

木村 久（岩手県文化スポーツ部オリパラ推進室長） 

ラグビーWC を開催した釜石復興スタジアムの取り組みと効果及び岩手の歩み 

2.一般口頭発表：Zoom を用いたリアルタイム方式（事前録画なし） 

※パワーポイントを用いて、画面共有をしていただき、発表となります。 

3.ポスター発表：ポスターを大会 HP に掲載し、質疑応答はチャットで行う 

※ポスターの書式（容量、形式等）につきましては、抄録提出時にお知らせいたします。 

4.総会：大会 HP にて詳細を記載いたします。 

 

【若手研究発表賞について】 

会則第 3 条に定める目的を促進するために「若手研究発表賞」を授与します。詳細は、以下の通りで

す。若手個人会員の皆様、また研究室所属の大学院生にお勧めいただき、ふるってエントリーいただきま

すようお願いいたします。 

① 対象者：当該年度末（3 月 31 日）に 35 歳未満の者 

② 対象発表：当該年度の学会大会における口頭発表 

③ エントリー：応募は自薦とし、発表申込時に「エントリーする」を選択してください。 

④ 受賞者の決定：研究企画委員会によって選出された「若手研究発表賞選考委員会」の審査によって決

定します。なお、賞は発表者のみに授与します。 

⑤ 表彰：選考委員長が選考経過および選考理由を学会期間中に報告し表彰します。 

※今大会はオンライン大会となるため、表彰の方法については変更になる場合がございます。 

⑥ 副賞：3 万円 



なお、事前審査として発表抄録の評価を行います。若手研究発表賞にエントリーされる方は、エントリー

後に事務局から送付される抄録フォーマットを使用して発表抄録をご提出ください。 

 

【ポスター発表賞について】 

学部学生および大学院生によるポスター発表を促進するためにポスター発表賞を授与します。 

詳細は下記の通りです。 

① 部門および対象者 

学部生部門 単独・共同に関わらずポスター発表を行う学部学生および共同研究者 

大学院生部門 ポスター発表を行う大学院生（筆頭者）および共同研究者 

② エントリーと審査 

ポスター発表にエントリーされた発表のうち、両部門に該当するすべての発表を審査対象とします。た

だし、単独・共同発表に関わらずエントリーは 1 編のみです。なお、共同研究者として複数の発表に名

前が記載されることは妨げません。 

③ 表彰および副賞 

両部門それぞれに「最優秀」、「優秀」を選考し授与します。賞状には対象者全員の名前およびタイト 

ルが明記されます。 

「最優秀」には１万円程度、「優秀」には５千円程度の副賞を授与します。 

 

【参加・発表申込について】  

1.申込方法 

下記のフォームから各種申込（参加、口頭発表、ポスター発表）を行ってください。

同時に、参加費の振込もお願いします。 

https://forms.gle/7x8SZyhJYH3KGdEi8 

※QR コードからも同じフォームへアクセスできます。ご活用ください。 

参加・発表申込と入金の期限：2020 年 10 月 2 日（金） 

2.発表抄録提出方法 

申込完了後に自動送付されるメールに提出方法を記載いたしますので、その指示に従ってご提出くだ

さい。 

※若手発表賞にエントリーされる方は抄録様式が異なりますので、申し込み時にエントリーした方の

みに大会事務局からメールにて様式をお送りします。 

研究発表抄録提出期限：2020 年 10 月 9 日（金） 

３.申込時の注意事項 

申し込みをされますと sendai.lifelong.sport2020@gmail.com（学会事務局）より申し込み時にご入力

いただきましたメールアドレスに完了メールが自動配信されます。メールが届かない場合には「入力

したメールアドレスが正しくない」、「迷惑メールフィルターにより拒否されている」等の可能性があ

りますので、メールアドレスの確認及びドメイン（@gmail.com）が受信許可となっている事の確認の

上、もう一度申し込みをお願いいたします。なお、二度申し込みをされても返信のメールが来ない場

合は、お手数ですが、大会事務局までお問い合わせください。 

 

大会申し込みフォーム用 

QR コード 

https://forms.gle/7x8SZyhJYH3KGdEi8


【大会参加費】 

参加申込と同時に、下記の金額をご送金ください。 

1. 個人会員（一般） ···················································· 5,000 円 

  〃  （大学院生） ············································ 1,000 円 

2. 学生会員（学部学生等） ········································· 1,000 円 

3. 非会員 （一般） ···················································· 2,000 円 

4.  〃   （大学院生・学部学生等） ······················· 1,000 円 

 

【学会大会号について】 

学会大会号については事前に学会大会 HP よりダウンロードする方式となります。なお、ご申込の方の

みがアクセス可能なページに掲載いたしますので、学会大会号をダウンロード後、他の方への転送や譲

渡はお控えくださいますようお願いいたします。 

 

【大会参加費の振込先】 

1. 全国の郵便局から 

ゆうちょ銀行（郵便局）記号 02260 番号 0144726 

日本生涯スポーツ学会 22 回大会実行委員会 

2. 郵便局以外の金融機関からの振込先 

ゆうちょ銀行（郵便局）金融機関コード 

店番：229 預金種目：当座 店名：二二九（ニニキュウ）店 

口座番号：0144726 

 

【一般研究発表の資格に関する注意事項】 

1． 日本生涯スポーツ学会の年会費が未納の方は、発表できません。 

2． 共同研究者とみなされるのは、 

① 日本生涯スポーツ学会会員（年会費の未納がないこと） 

② 非会員の場合は、個人会員と同額の大会参加費（申込時期に関わらず 5,000 円）を収めた者 

上記のいずれかに該当される方です。発表申込をされる方は共同研究者について条件をご確認ください。 

口座名：（漢字）日本生涯スポーツ学会 22 回大会実行委員会 

（カナ）ニホンショウガイスポーツガッカイニジュウニカイタイカイ 

記号番号：02260－2－144726 

ゆうちょ銀行コード：9900 

店番：二二九店（ニニキュウ店） 

預金種目：当座 

口座番号：0144726 

 

【問い合わせ先】日本生涯スポーツ学会第 22 回大会事務局 

〒989-1963 宮城県柴田郡柴田町船岡南二丁目 2－18 仙台大学  

Email: sendai.lifelong.sport2020@gmail.com 担当者：馬佳濛 

mailto:sendai.lifelong.sport2020@gmail.com

