
令和4年度第61回北海道体育学会大会要項 

1. 期日： 令和 4 年 11 月 12 日（土）・13 日（日） 

2. 会場： 東海大学札幌キャンパス 

  住所：札幌市南区南沢 5 条 1 丁目 1－1 

電話：011-571-5111 FAX 011-571-7879（大会担当：山田秀樹） 

3. 主催： 北海道体育学会 

4. 主管： 東海大学札幌キャンパス 

5. 日程     （タイムスケジュールは発表演題数により変更することがあります） 

【第 1 日目】 11 月 12 日（土） 

8:30～        受付 

9:20～12:30  研究発表（口頭）        ＊国際交流会館・マルチメディアホール（1 階） 

12:30～14:00    昼食 

14:00～15:00  研究発表（ポスター）   ＊国際交流会館・マルチメディアホール（2 階） 

15:10～16:10  研究発表（口頭）     ＊国際交流会館・マルチメディアホール（1 階） 

         16:20～17:50  教育講演                            〃 

                「（仮）スポーツ・文化・地域活性化」 

 

【第 2 日目】 11 月 13 日（日） 

   8:30～  受付 

   9:20～11:30 研究発表（口頭発表）   ＊国際交流会館・マルチメディアホール（1 階） 

11:40～12:30   総会・若手賞授賞式             〃               

12:30            閉会 

※本大会は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底した上で，対面での開催を予定しておりますが，

感染拡大の状況によりオンライン開催に切り替える可能性があります。また，オンライン開催となった 

場合は，参加申込者のみに学会参加情報を配信いたします。予めご了承ください。 

※本大会では懇親会は開催いたしません。 

 

6. 大会参加，及び発表申込み 

（1）大会参加，及び発表を希望される会員の方は，下記の Google フォームからお申込みください。 

   参加申込フォーム：https://forms.gle/Cu3Xv4QQnwtmeteg8 （〆切：9 月 30 日（金）） 

お申込み先：大会委員会委員長（瀧澤一騎・一般社団法人身体開発研究機構）            

お問い合わせ先：congress＠hspehss.jp 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として，事前に参加人数を確認した上で会場設営を行う    

ため，当日参加はできません。参加を希望される方は必ずフォームにて参加申込みをお願いします。 

※発表資格は発表代表者が北海道体育学会会員に限ります。発表を希望される方は，必ず入会手続きを    

行ってください。入会申込書は，本学会 HP（http://www.hspehss.jp/）からダウンロードできます。 

（2）発表を希望される方は，発表抄録を「発表抄録作成要領」を参考にご作成ください。作成された抄録原稿は

PDF 形式に変換の上，上記のフォームからご提出ください。なお，発表抄録の著作権は本学会に帰属します。 

（3）「参加申込み」・「発表申込み」，及び「発表抄録」締切日 

期日：令和4年9月30日（金） 

（4）「若手研究者賞」 

本賞は暦年度において満 30 歳未満の会員を対象とし，同賞審査委員会が口頭発表（抄録を含む）を基に審査

し，授与します（共同研究の場合は筆頭発表者）。応募される方は事前登録が必要ですので，上記のフォーム

からお申込ください。なお，規程により過年度受賞者は応募資格がありません。 

（5）学会大会予稿集（発表抄録集）は，10 月中旬頃に本学会 HP にて掲示する予定です。当日の紙媒体での配布

は行いませんので，学会 HP よりダウンロードをお願いいたします。 

tel:0115215211
https://forms.gle/Cu3Xv4QQnwtmeteg8


7. 大会参加費 

参加者は，下記の参加費を当日受付にてお支払いください。感染症に関連する行動制限等，柔軟に対応できる 

ように今大会では事前振込は行いません。 

 

(1) 北海道体育学会正会員および名誉会員  2,000 円 

(2) 学生（会員，非会員とも）       1,000 円 

(3) 一般非会員              3,000 円 

 

8. その他 

(1) 日程，発表スケジュール等は，発表申込数によって変更する場合があります。予めご了承ください。 

(2) 宿泊に関しては，各自でご手配ください。 

(3) 大会会場や発表方法等に関して不明な点がございましたら，大会委員会（congress＠hspehss.jp）まで 

お問い合わせください。 

(4) 会場案内 

      〇お車でお越しの場合 

下図をご参照の上，入構いただきますようお願いします。駐車は職員駐車場，ならびに学生駐車場を 

ご利用ください。 

  

〇公共交通機関をご利用の場合 

  JR 札幌駅から地下鉄南北線で真駒内駅下車（所要時間約 20 分）同駅よりじょうてつバス（南 96 番または

環 96 番）にて東海大学前下車（所要時間：中ノ沢先回り 17 分，南の沢先回り 25 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 昼食に関して，大会当日は大学食堂・売店は営業していません（大学前にコンビニがあります）。各自昼食

を持参されるか，大会で準備するお弁当（11/12 のみ，1,000 円予定，飲物付）を注文されますようお願い

します。お弁当を希望される方は，参加申込フォームのお弁当希望欄にてお申込みください。お弁当代は  

大会当日，受付にてお支払いください。お弁当の受け渡しは，受付にて午前 11 時 30 分頃から順次行い 

ます。 

 

 



9. 新型コロナウイルス等感染症予防および拡大防止対策（本学会と会場における対策） 

ご参加を予定されている参加者・演者・座長・協賛企業の皆様におかれましては，下記の対策をご確認いただき

ますとともに，学会大会の開催成功に向け，感染防止のためのお願い事項について，ご協力をいただけますよう

何卒宜しくお願い申し上げます。 

〇ご参加の皆様へのお願い［必ずお読みください］ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，下記の点についてご理解，ご協力くださいますよう   

お願いいたします。 

●ご参加の皆様へ● 

〔前日までの確認〕 

・参加者においては，ワクチン接種を受けていることを推奨しています。もしくは，前日または当日に，唾液で

の簡易キット検査を行ったうえでの参加を推奨しています。 

・参加者においては，下記の内容に該当する場合は来場を見合わせることを徹底してください。 

（1）発熱，咳，咽頭痛等の症状，感染の疑いがある場合 

（2）新型コロナウイルス感染症陽性と診断された者との濃厚接触がある場合 

（3）同居している者に感染が疑われた場合 

（4）過去２週間以内に政府から入国制限・入国後の観察期間を必要とされている国，地域への渡航，    

又は当該在中者との濃厚接触がある場合 

※北海道が定める感染者の療養期間，濃厚接触者の経過観察期間に準じます。 

〔大会会場では〕 

・体温が 37.5 度以上の方，体調がすぐれない時はご来場をお控え下さい。 

 （軽度であっても咳，咽頭痛などの症状がある場合は会場への入場を制限します。） 

・会場内では必ずマスクを着用してください。（不織布マスクをご着用ください。） 

・入館時等にはアルコール消毒液で手指消毒を行ってください（アレルギーのある方は入念に手洗いを 

行ってください）。 

・受付で検温を行いますのでご協力をお願いいたします。 

・ほかの参加者と十分な間隔（１m 以上を目安に）を空けてください。 

・食事は，感染対策を行った場所にて，黙食にご協力ください。食事後の会話は，マスクを着用してください。 

・会場内の混雑緩和のため，やむを得ず入場制限を行うことがございます。 

・学会大会終了後，2 日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，速やかに大会委員会（congress＠

hspehss.jp）までご連絡ください。 

 



＜発表要領＞ 

1. 発表方法 

(1) 発表資格：発表代表者は北海道体育学会会員に限ります。発表を希望される方は，9 月 30 日（金）までに

必ず入会手続きを完了してください。入会申込書は，本学会 HP からダウンロードできます。 

(2) 発表形式：研究発表は口頭またはポスターで行います。希望する発表形式を選択してください。口頭発表の 

時間は，一演題あたり 10 分または 12 分，質疑応答 3 分を予定しています。ポスター発表でのポスターを  

貼るボードの大きさは，横 84cm 縦 162cm です。演題数によって発表時間の変更がありますので，予め 

ご了承願います。 

(3) 視聴覚機器：口頭発表用視聴覚機器として，PC プロジェクター，パソコン（OS：Windows 10 Professional，

アプリケーション：PowerPoint 2019，動画再生ソフト：Media Player）をご用意します。発表者は発表用 

ファイルを USB メモリーでご用意の上，事前に会場のパソコンで動作確認を行ってください。パソコンを 

持ち込んでの利用（HDMI・VGA 接続）も可能ですが，動作保証はいたしかねますので，動作確認の上，各自 

でご対応をお願いします。 

(4) 発表資料：別途資料の配布を希望される方は，100 部作成の上，当日会場受付に提出してください。 

(5) 発表抄録：本学会 HP にて PDF ファイルで掲載いたします。 

(6) 若手研究者賞：本賞は暦年度において満 30 歳未満の会員を対象とし，同賞審査委員会が口頭発表（抄録を   

含む）を基に審査し，授与します（共同研究の場合は筆頭発表者）。応募される方は事前登録が必要ですので， 

参加申込フォームからお申込みください。なお，規程により過年度受賞者は応募資格がありません。 

 

2. 発表抄録作成要領 

(1) 発表抄録原稿：一発表につき A4 版縦用紙 1 枚とします。 

(2) 原稿の体裁：余白は上下, 左右 15 mm とします。発表演題は原稿の上から 1 行目および 2 行目に，発表者 

氏名・共同研究者氏名・所属（略記可）は 3 行目および 4 行目に，キーワード (3～5 語) は 5 行目に，     

本文は 7 行目から二段組みでご記載ください。発表演題の文字はゴシック体で 14 ポイント，氏名・所属， 

キーワード，本文の文字は明朝体で 10 ポイントとします。発表者氏名の左側に○印をつけて下さい。目的，

方法，結果・考察などを出来るだけ具体的にご記載ください。結果が記載されていない等，内容に不備な点が

ある場合には再提出を求める場合があります。作成例として，学会 HP に掲載されている「過去の学会予稿 

集」をご参照ください。 

（原稿イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 mm 

 
15 mm 

発表演題（ゴシック体，14ポイント，1・2行目） 

 

○発表者氏名（所属），共同研究者氏名（所属）（明朝体，10ポイント，3・4行目） 
 

キーワード：○○○○○，××××，△△△（明朝体，10ポイント，5行目） 
 

【本文】 

10ポイント，明朝体 

7行目以降 

二段組み 

 

15mm 


