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会報
東京体育学会（
（社）日本体育学会 東京支部）
第 79 回研究会のご案内
○東京体育学会（（社）日本体育学会 東京支部）第 79 回研究会
日時：平成 22 年 7 月 3 日（土）14 時 00 分～15 時 30 分
場所：国士舘大学世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎３４号館
入場：無料（会員以外も無料）
〈演者〉 森川 貞夫（市民スポーツ＆文化研究所，日本体育大学名誉教授）
〈司会〉井上 誠治（国士舘大学）
今日のスポーツ政策の焦点
－スポーツ基本法（案）
・
「スポーツ立国」論を斬る－
昨年の総選挙前までは共産党を除く超党派によって「スポーツ基本法（案）
」が準備され国会に提
出されるかに見えたが、結果的には自民・公明両党を中心とした「スポーツ基本法案」として国会
に提案された。しかし超党派のスポーツ振興議員連盟も政治的かけひきに煩わされ、提案されたま
まで時間切れとなり、そのまま廃案になった。
今回また準備・提案される予定の「スポーツ基本法案」は自民・公明党を中心に超党派で法案提出
されるところまでに来ている。民主党は新たにスポーツ議員連盟を立ち上げ、次の国会で法案を提
出する予定である。
このように各党が競って「スポーツ基本法（案）
」を提出準備している雰囲気は一見わが国のスポ
ーツ政策を推進する上で有利なように見えるが、果たしてそうか？今回の研究会ではこれまでのス
ポーツ政策（とりわけスポーツ振興法もふくめて）の流れを整理し、とくに何が問題か、今日のス
ポーツ情勢に見合ったスポーツ基本法の要件とは何かを明らかにしながら今後の展開を予測しつつ、
学会としての取り組むべき課題などを提示したい。
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平成 21 年度 東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）
第 2 回理事会議事録
日時：平成 22 年 3 月 6 日（土）12:20～12:55
場所：東京大学

数理科学研究棟

056 講義室

出席者：池川繁樹，石田良恵，伊藤静夫，太田あや
子，大嶽真人，金久博昭，佐々木玲子，沢井史穂，
須藤明治，高橋正則，八田秀雄，深代千之，船渡和
男，丸山剛生，村岡哲郎，若山章信
委任状：9
議事に先立ち，角田理事長の代理として金久会長より挨拶があった．

報告事項
1) 東京体育学会が日本学術会議協力学術研究団体に指定されたことについて
村岡庶務担当理事より，平成 21 年 6 月，東京体育学会を日本学術会議の協力学術研
究団体としてもらう申請をし，同年 12 月 24 日に東京体育学会を日本学術会議協力学
術研究団体として指定するとの通知を受けた旨の報告があった．
2) 新入会員について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 2 月 17 日に
75 名の新入会員があったとの報告がなされ，内容が確認された．
3) 東京体育学会 設立記念会（（社）日本体育学会東京支部第 77 回研究会）について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，東京体育学会 設立記念会（（社）日本体育学
会 東京支部第 77 回研究会）についての報告があり，内容が確認された．
4) 平成２１年度の東京体育学研究について
資料に基づき，村岡庶務担当理事および金久会長より，平成２１年度の東京体育学研
究の進捗状況についての報告があり，平成２１年度内の会計で東京体育学研究第１巻
を刊行する（審査途中であるために東京体育学研究第１巻の掲載に間に合わない投稿
論文は，第２巻への掲載に向けて審査を継続する）ことが確認された．
5) 平成２１年度事業中間報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成２１年度事業中間報告についての報告が
あり，内容が確認された．
6) 平成２１年度会計中間報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成２１年度会計中間報告についての報告が
あり，内容が確認された．
7) 会員情報取得状況，ホームページ移転について
村岡庶務担当理事より，会員情報取得取得状況についての報告があった．
村岡庶務担当理事より，東京体育学会ホームページのサーバーを移転することについ
ての報告がなされた．
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8) その他
第１回常任理事会・理事会で東京体育学会第１回学会大会における一般研究発表を平
成 20 度の学会大会同様にポスター発表＋口頭発表にすることが了承されたが，第１
回学会大会においてシンポジウム・講演を行わず，また，例年ポスター発表で使用す
るフロアおよびポスター掲示用ボードの使用が出来ない可能性があったため，一般研
究発表を口頭発表とすることとしたとの報告が村岡庶務担当理事および金久会長よ
りなされた．

村岡庶務担当理事より，東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）の事務局
移転に関する報告があり，平成 22 年 4 月 1 日より国士舘大学（多摩キャンパス）
体育学部内に移動することが確認された．

審議事項
1)

平成２０年度事業報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成２０年度事業報告についての説明があり，
審議の結果，原案通り承認された．

2)

平成２２年度事業計画案について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成２２年度事業計画案についての説明があり，
審議の結果，原案通り承認された．

3)

平成２２年度予算案について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成２２年度予算案についての説明があり，審
議の結果，原案通り承認された．

4)

平成２１年度総会次第について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成２１年度総会次第についての説明があり，
校務による理事長の総会欠席にともない，一部修正（総会次第から理事長挨拶を除く）
の後，承認された．

5)

東京体育学研究の投稿・編集規定について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より東京体育学研究の投稿・編集規定の一部改正に
ついての説明があり，一部表現の訂正の後，承認された．
改正前）
16．本委員会より訂正を求められた論文は 60 日以内に再提出することとし，
60 日を超える場合は投稿を取り下げたものとみなす
改正後）
16．本委員会より訂正を求められた論文は原則として 30 日以内に再提出する
こととし，それを超える場合は投稿を取り下げたものとみなす

6)

東京体育学賞・同奨励賞の選考について
村岡庶務担当理事より，東京体育学賞および同奨励賞は，審査を希望した者の演題の
みを審査対象とし，理事による投票を行い，研究担当理事立ち会いのもと開票し，そ
の後，研究担当理事および理事長により決定することの説明があり，審議の結果，承
認された．
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7)

平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）理事選挙について
村岡庶務担当理事より，平成 22・23 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）
理事選挙の管理委員会の委員長を村岡哲郎庶務担当理事（日本大学），選挙管理委員
を若山章信庶務担当理事（東京女子体育大学）と丸山剛生広報担当理事（東京工業大
学）としたいの説明があり，審議の結果，承認された．

8)

日本体育学会第 63 回学会大会の開催地について
金久会長より，日本体育学会第 63 回学会大会の開催地に東海大学体育学部が立候補
していることに関する説明がなされ，審議の結果，日本体育学会第 63 回学会大会の
開催地を東海大学体育学部とすることに異論はないとの合意がなされた．

9)

その他
金久会長より，平成 22 年 4 月 1 日より鹿屋体育大学に異動するが，平成 22 年度は鹿
屋体育大学と東京大学を兼務し，東京体育学会（(社)日本体育学会東京支部）にも所
属することから，引き続き平成 22 年度も東京体育学会会長の職務を全うさせていた
だきたいとの提案があり，審議の結果，承認された．
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平成 21 年度東京体育学会（(社)日本体育学会 東京支部）
総会議事録
日時：平成 22 年 3 月 6 日（土）17 時 45 分～18 時 15 分
場所：東京大学 数理科学研究棟 大講義室
出席者：100 名
会議に先立ち，東京体育学会第１回学会大会（(社)日本体育学会 東京支部 第 37 回学会
大会）の東京体育学賞，同奨励賞に関して，深代研究担当理事より，その審査経過および
受賞者が発表された．その後，各賞の受賞者には金久会長より賞状および副賞が贈られた．
＜東京体育学賞＞
該当無し
＜東京体育学奨励賞＞
小笠原 理紀（東京大学大学院新領域創成科学研究科）
中川 剣人（早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）
山崎 猛（国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科）
佐久間 淳（早稲田大学大学院スポーツ科学研究科）
議事に先立ち，金久会長より挨拶があった．
村岡庶務担当理事より，総会の議長は会則 26 条により総会出席者の中から選出することに
なっており，その旨を出席者に諮った結果，沢井史穂氏（女子美術大学）にお願いしたい
との推薦があった．出席者にその旨を諮ったところ了承され，沢井氏によって議事が進行
された．

報告事項
1）平成 21 年度事業中間報告について
資料（スライド）に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 21 年度事業中間報告があっ
た．
2）平成 21 年度会計中間報告について
資料（スライド）に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 21 年度会計中間報告があっ
た．
3）東京体育学会が日本学術会議協力学術研究団体に指定されたことについて
資料（スライド）に基づき，村岡庶務担当理事より，東京体育学会が日本学術会議協
力学術研究団体に指定されたことについての報告があった．
4）東京体育学会事務局移転について
村岡庶務担当理事より，東京体育学会の事務局を平成 22 年 4 月 1 日より国士舘大学多
摩キャンパスの体育学部内に移転するとの報告があった．
5）平成 23・24 年度（社）日本体育学会 東京支部理事選挙について
村岡庶務担当理事より，平成 22 年 3 月から 5 月にかけ平成 23・24 年度（社）日本体
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育学会 東京支部理事選挙があり，選挙管理委員長は村岡哲郎庶務担当理事（日本大学），
選挙管理委員は若山章信庶務担当理事(東京女子体育大学)と丸山剛生広報担当理事(東
京工業大学)となったとの報告があった．

審議事項
1）平成 20 年度事業報告について
資料（スライド）に基づき，村岡庶務担当理事より平成 20 年度事業報告の説明があり，
審議の結果，原案通り承認された．
2）平成 20 年度会計決算について
資料（スライド）に基づき，村岡庶務担当理事（会計担当理事代理）による平成 20 年
度会計決算の説明，および，池川前監事（平成 19-20 年度）による同監査報告の説明が
あり，審議の結果，原案通り承認された．
3）平成 22 年度事業計画案について
資料（スライド）に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 22 年度事業計画案について
説明があり，審議の結果，原案通り承認された．
4）平成 22 年度予算案について
資料（スライド）に基づき，村岡庶務担当理事（会計担当理事代理）より，平成 22 年
度予算案について説明があり，審議の結果，原案通り承認された．
5）東京体育学研究の投稿・編集規定の変更について
資料（スライド）に基づき，村岡庶務担当理事より東京体育学研究の投稿・編集規定
の一部改正についての説明があり，審議の結果，原案通り承認された．
改正前）
16．本委員会より訂正を求められた論文は 60 日以内に再提出することとし，60 日
を超える場合は投稿を取り下げたものとみなす
改正後）
16．本委員会より訂正を求められた論文は原則として 30 日以内に再提出することと
し，それを超える場合は投稿を取り下げたものとみなす
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平成 21 年会計決算報告
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平成 21 年度事業報告
1.東京体育学会第１回学会大会（（社）日本体育学会東京支部 第 37 回学会大会）の開催
日時：平成 22 年 3 月 6 日（土） 9 時～18 時 15 分
場所：東京大学大学院数理科学研究棟 大講義室
・一般研究発表（口頭発表，29 演題）
・大学院紹介「院生が紹介する我が大学院」
お茶の水女子大学大学院，東海大学大学院
東京大学大学院，日本体育大学大学院
2.研究会の開催（年 2 回）
第 77 回（東京体育学会設立記念会） 平成 21 年 7 月 12 日（日）10 時 15 分〜
東京大学駒場キャンパス 18 号館 1 階ホール
開会の辞：金久博昭（東京体育学会 会長、東京大学大学院 教授）
祝辞：北川 薫（(社)日本体育学会 副会長、中京大学 学長）
特別講演：ニューロリハビリテーションと体育科学
中澤公孝（国立障害者リハビリテーションセンター研究所 部長）
特別講演：体育学の社会的存立構造と課題 -総合研究の理念と現実菊 幸一（筑波大学 教授）
閉会の辞：角田直也（東京体育学会 理事長、国士舘大学 教授）
総合司会：深代千之（東京大学大学院 教授）
第 78 回 平成 21 年 10 月 9 日（金）16～17 時 30 分
独立行政法人国立健康・栄養研究所 第一共用会議室
・シンポジウム「身体の柔軟性を科学する」
モデレーター：澤井史穂（女子美術大学），宮地元彦（国立健康・栄養研究所）
シンポジスト：前田清司（筑波大学），水村真由美（お茶の水女子大学）
3.研究誌「東京体育学研究第 1 巻」の発行（平成２２年３月３０日）
4.会報「とうきょう」の発行
「とうきょう」（2009. No.1）平成 21 年 7 月 7 日発行［Web 上に掲載］
「とうきょう」（2009. No.2）平成 21 年 11 月 12 日発行［Web 上に掲載］
「とうきょう」（2009. No.3）平成 22 年 2 月 17 日発行［Web 上に掲載］
5.諸会議の開催
総会（1 回）

平成 22 年 3 月 6 日（土）

理事会（2 回）
平成 21 年 4 月 18 日（土），平成 22 年 3 月 6 日（土）
常任理事会（2 回） 平成 21 年 4 月 18 日（土），平成 21 年 10 月 9 日（金）
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平成 22 年度予算
収入の部
科目
支部会費
支部入会金
寄付金・補助金

（単位：円）
予算額

内訳/注記

2,475,000 1650名×＠1500
25,000 50名×＠500
50,000 補助金

その他の収入
収入小計
前年度繰 越金
合計

2,550,000
800,000
3,350,000

支出の部
科目
事業費
研究誌
会報
広報
研究会
大会
（小計）
会議費

予算額

前年度

前年度差 額

600,000
0
50,000
300,000
600,000
1,550,000
200,000

500,000
0
100,000
300,000
600,000
1,500,000
200,000

100,000
0
-50,000
0
0
50,000
0

（小計）
通信費
会報
広報関係
研究誌
事務連絡
（小計）
事務費
事務用品費
通信用品費
人件費
事務委託費
雑経費
（小計）
HP管理費
選挙管理 費
臨時費

200,000

200,000

0

0
100,000
150,000
30,000
280,000

0
200,000
150,000
30,000
380,000

0
-100,000
0
0
-100,000

10,000
80,000
400,000
0
50,000
540,000
50,000
50,000
0

10,000
80,000
400,000
0
50,000
540,000
50,000
0
0

0
0
0
0
0
0
50,000
0

予備費

680,000

680,000

0

3,350,000

3,350,000

0

支出合計
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平成 22 年度事業計画
1.東京体育学会第 2 回学会大会（（社）日本体育学会東京支部

第 38 回学会大会）の開催

日時：平成 23 年 3 月上旬
場所：未定

2.研究会の開催（年 2 回）
第 79 回

平成 22 年 7 月中旬：開催場所は未定

第 80 回

平成 22 年 11 月中旬：開催場所は未定

3.研究誌「東京体育学研究第２巻」の刊行（平成 22 年 11 月発行）

4.会報「とうきょう」の発行
「とうきょう」
（2010. No.1）平成 22 年 6 月中旬発行［Web 上に掲載］
「とうきょう」
（2010. No.2）平成 22 年 10 月中旬発行［Web 上に掲載］
「とうきょう」
（2010. No.3）平成 23 年 2 月中旬発行［Web 上に掲載］

5.諸会議の開催
総会（1 回）

平成 23 年 3 月上旬

理事会（2 回）

平成 22 年 5 月中旬，平成 23 年 3 月上旬

常任理事会（2 回）平成 22 年 5 月中旬，平成 22 年 11 月中旬
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平成 22 年度 東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）
第 1 回理事会議事録
日時：平成 22 年 6 月 5 日（土）18:00～18:50
場所：国士舘大学多摩キャンパス

ゼミ室・研究室棟２階ゼミ室

出席者：有吉正博，池川繁樹，石田良恵，伊藤静夫，佐々木玲子，
定本朋子，須藤明治，角田直也，堀川浩之，宮地元彦，村岡哲郎，
矢田秀昭，若山章信
委任状：16
議事に先立ち，角田理事長より挨拶があった．また，事務員が 5 月末より北田から廣岡に交代し
た旨の説明があった．

報告事項
1) 会員情報取得状況について
村岡庶務担当理事より，会員への情報発信のための会員情報取得状況（メールアドレ
スの登録）
について，6 月 4 日時点で 354 名の登録がなされているとの報告があった．
今後，学会ホームページ上で情報登録を促していくことが確認された
2) 異動に伴う理事・常任理事の辞任について
角田理事長より，田畑理事（編集担当，編集委員会委員長）が異動に伴い平成 22 年
4 月 1 日より東京支部から他支部へ移られ，東京体育学会（（社）日本体育学会東京
支部）の役職を辞任されたとの報告がなされた．また，田畑理事辞任後においても理
事および常任理事の人数は会則に定められた必要人数を満たしているため，新たに理
事および常任理事を委嘱しないことの説明があり，承認された．
3) 平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）理事選挙結果について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体
育学会東京支部）理事選挙結果および理事委嘱手順についての報告があり，内容が確
認された．

4) 東京体育学研究第 2 巻への投稿について
村岡庶務担当理事より，東京体育学研究第 2 巻への投稿が 12 編あり，うち 1 編
は投稿・編集規定および投稿要領に従っていなかったため受付不可とし，11 編
を受け付けたとの報告がなされた．

審議事項
1) 平成 21 年度事業報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 21 年度事業報告についての説明があ
り，審議の結果，原案通り承認された．
2) 平成 21 年度会計決算報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 21 年度会計決算報告についての説明
があり，監査について伊藤監事より説明がなされ，審議の結果，原案通り承認さ
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れた．
3) 平成 22 年度研究会，学会大会について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 22 年度研究会，学会大会についての
説明および常任理事会承認事項の説明がなされた．審議の結果，資料および常任
理事会承認事項（第 80 回研究会の担当を宮地研究担当理事とすること，学会大
会の内容に(昨年度，一昨年度実施された)大学院紹介を盛り込むこと，その他の
未定となっている事案については研究担当に一任する）が承認された．
4) 編集委員長，副委員長について
角田理事長より，田畑編集委員長の辞任に伴い，新たな編集委員長を宮地研究担
当理事（現編集委員会副委員長）とし，新副委員長は宮地理事に指名していただ
いてはどうかとの提案，説明があり，審議の結果，承認された．
5) 平成 23・24 年度東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）会長，理事長につ
いて
角田理事長より，平成 23・24 年度東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）
の会長，理事長をどのように選出するかという議案が提起された．村岡庶務担当
理事より，常任理事会における審議概略及び承認事項の説明がなされた．審議の
結果，常任理事会承認事項（平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会
東京支部）の理事による話し合いを新理事の会で行い，会長，理事長を決定する）
が承認された．
6) 第 1 回日本学術振興会育志賞候補者の推薦について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，日本学術振興会より第 1 回日本学術振興
会育志賞候補者の推薦（1 名）のお願いがあったことについて説明および常任理
事会における審議概略及び承認事項の説明がなされた．審議の結果，常任理事会
承認事項（東京体育学会からの推薦者は，推薦対象者となる要件を満たす者であ
り，かつ，東京体育学会の直近学会大会における学会賞受賞者（該当者がいない
場合は奨励賞受賞者で得票数順に判断）とする）が承認された．
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平成 22 年度 東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）
第 1 回常任理事会議事録
日時：平成 22 年 6 月 5 日（土）17:00～17:50
場所：国士舘大学多摩キャンパス

ゼミ室・研究室棟２階ゼミ室

出席者：池川繁樹，伊藤静夫，角田直也，宮地元彦，村岡哲郎，
矢田秀昭，若山章信
委任状：7
議事に先立ち，角田理事長より挨拶があった．

報告事項
1) 会員情報取得状況について
村岡庶務担当理事より，会員への情報発信のための会員情報取得状況（メールアドレ
スの登録）
について，6 月 4 日時点で 354 名の登録がなされているとの報告があった．
今後，学会ホームページ上で情報登録を促していくことが確認された
2) 異動に伴う理事・常任理事の辞任について
村岡庶務担当理事より，田畑理事（編集担当，編集委員会委員長）が異動に伴い平成
22 年 4 月 1 日より東京支部から他支部へ移られ，東京体育学会（（社）日本体育学会
東京支部）の役職を辞任されたとの報告がなされた．角田理事長より，田畑理事辞任
後においても理事および常任理事の人数は会則に定められた必要人数を満たしてい
るため，新たに理事および常任理事を委嘱しないことの説明があり，承認された．
3) 平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）理事選挙結果について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，平成 23・24 年度東京体育学会（
（社）日本体
育学会東京支部）理事選挙結果および理事委嘱手順についての報告があり，内容が確
認された．
4) 東京体育学研究第 2 巻への投稿について
村岡庶務担当理事より，東京体育学研究第 2 巻への投稿が 12 編あり，うち 1 編は投
稿・編集規定および投稿要領に従っていなかったため受付不可とし，11 編を受け付
けたとの報告がなされた．受付不可とした詳細な経緯については，宮地研究担当理事
（副編集委員長）より報告がなされた．

審議事項
1) 平成 21 年度事業報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 21 年度事業報告についての説明があり，
審議の結果，原案通り承認された．
2) 平成 21 年度会計決算報告について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 21 年度会計決算報告についての説明があ
り，監査について伊藤監事より説明がなされ，審議の結果，原案通り承認された．
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3) 平成 22 年度研究会，学会大会について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より平成 22 年度研究会，学会大会についての説明
がなされた．審議の結果，第 80 回研究会の担当を宮地研究担当理事とすること，学
会大会の内容に(昨年度，一昨年度実施された)大学院紹介を盛り込むこと，その他の
未定となっている事案については研究担当に一任する，という修正の後，承認された．
4) 編集委員長，副委員長について
角田理事長より，田畑編集委員長の辞任に伴い，新たな編集委員長を宮地研究担当理
事（現編集委員会副委員長）とし，新副委員長は宮地理事に指名していただいてはど
うかとの提案，説明があり，審議の結果，承認された．
5) 平成 23・24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）会長，理事長について
角田理事長より，平成 23・24 年度東京体育学会（
（社）日本体育学会東京支部）の会
長，理事長をどのように選出するかという議案が提起された．審議の結果，平成 23・
24 年度東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）の理事による話し合いを新理事
の会で行い，会長，理事長を決定することが承認された．
6) 第 1 回日本学術振興会育志賞候補者の推薦について
資料に基づき，村岡庶務担当理事より，日本学術振興会より第 1 回日本学術振興会育
志賞候補者の推薦（1 名）のお願いがあったことについて説明がなされた．審議の結
果，東京体育学会からの推薦者は，推薦対象者となる要件を満たす者であり，かつ，
東京体育学会の直近学会大会における学会賞受賞者（該当者がいない場合は奨励賞受
賞者で得票数順に判断）とすることが承認された．
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新入会員（平成 22 年 2 月 18 日〜平成 22 年 6 月 15 日）
計 66 名
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国士舘大学世田谷キャンパスへのアクセス
小田急線梅ヶ丘駅下車、徒歩 9 分
東急世田谷線松陰神社前駅/世田谷駅下車徒歩 6 分
渋谷駅南口バス乗場 18 番「世田谷区民会館行」バスで終点下車、徒歩 1 分

詳細は国士舘大学ホームページ（下記 URL）をご参照ください
http://www.kokushikan.ac.jp/campus_life/campus/052900_0117.html

会報「とうきょう」2010 年
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発行人：東京体育学会（（社）日本体育学会東京支部）
〒206-8515 東京都多摩市永山 7-3-1
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