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3. ハンドボール・プレーヤーからみたコーチの Leadership Behavior について. 順天堂
大学大学院修士論文：体育学修士 (1984)
4. 子どもの運動感覚を高める（4）
：ＮＨＫ教育 3 月 8 日放送 (2008)
5. 子どもの運動感覚を高める (3)：ＮＨＫ教育 5 月 15 日放送 (2005)
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