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たい」と、優勝の喜びと
今後の抱負を語りまし
た。
杉野さんは９月に行わ
れた２０１７フランス国
際に続いての国際大会で
の金メダル獲得。今後の
さらなる活躍が期待され
ます。

月９～ 日、自転車 は、銀メダルを獲得。同 也さんは、最終種目のポ
の２０１７－１８ＵＣＩ 種目でのメダル獲得は日 イントレースでもトップ
トラックワールドカップ 本史上初の快挙となりま 争いを演じ、惜しくも総
第４戦がチリのサンティ す。
合１位には届かなかった
こどもの時、運動が苦
アゴで行われ、鹿屋体育
４種目の総合得点で順 ものの、総合２位で見事 手だった。運動会の前日は
大学自転車競技部の橋本
銀メダル獲得となりまし 「明日は雨が降れば良いの
位
を
争
う
オ
ム
ニ
ア
ム
。
ス
優弥さん（スポーツ総合 クラッチ、
に ･･･
」と思うようなこど
テンポレース、 た。
課程２年）がメンバーと エリミネーションの３種
もだった。足が遅く、体力
して出場した日本女子団 目で２位となった橋本英
もなく、身体もあまり強
体追い抜きチームが銅メ
い方でもない、そんなこど
ダルを獲得しました。
もだった。そんな私が、紆
橋本優弥さんは、 月
余曲折の末、鹿屋体育大
に行われた同ワールド
学で働いているのだから、
カップ第 戦での銅メダ
こどもの頃の自分が知っ
ルに続く快挙となりま
たらさぞ驚くことだろう
す。
▼鹿屋体育大学はその名
９日の予選を、３位で
に恥じず、屋内外の運動
通過した日本女子チーム
施設が充実しており、学
は、 日に行われた３位
生はもとより大学で働く
決定戦で中国と対戦。序
者も老若男女問わず、運
盤リードを奪われるもの
動を楽しむ者が少なくな
の徐々に追い上げ、最後
い。かくいう私も今は運
の２周ほどで逆転。最終
動を楽しむ１人であり、
的には５秒ほどの大差を
年以上にわたり親しん
つけ、
中国を下しました。
できた。その甲 斐 あって
また、同大会の男子オ
か、こどもの頃より体力
ムニアムに出場した同大
がついたように思え（足は
学自転車競技部ＯＢの橋
遅いままだが・・）、同年
本英也さん（２０１６年
代の人よりも動ける中年
月卒業、
日本競輪学校）
（おじさん）であると自負
している▼こどもの頃に
月 日、鹿屋体育大学サッカー部、松田天馬さん（スポーツ総合課程４ 比べて運動の楽しさ、素
年）の、日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）湘南ベルマーレへの加入内定 晴らしさを学び知ること
ができた。体育大学で働
記者会見が実施されました。
松田さんは、１年生の時からチームの中心選手として活躍。昨年８月に開 く者として、それらを伝
えることも重要ではない
催されたユニバーシアードの日本代表ではエースナンバーである背番号 を
かと思う。伝える相手は
背負い、金メダル獲得に貢献しました。
友人、知人色々あるがや
今後のさらなる飛躍を期待して応援よ
はり一番は家族であろう。
ろしくお願いいたします。
幸い私のこども達は（私の
◇本人コメント
こ
ども時代には似ず）運
動が苦手ではないようで
湘南ベルマーレという素晴らしいチームに
ホッとしている。しかし、
入団できたのも、周りの皆さんのサポート
いつか孫が生まれ、こども
のおかげです。
の頃の私に似て運動が苦
豊富な運動量と得点に絡むプレー、攻撃
手であったら、身を以て運
にリズムを与えるプレーなど、自分の長所
動の楽しさ、素晴らしさ
をいかしてチームに貢献し、一日も早くサ
を伝 えたいと思う。その
ポーターに愛される選手になりたい。
日
に向けて、動けるおじい
選手として学び続けること、サッカーを
ち
ゃんでいるために、今後
も運動を続けていきたい。
（Ｔ・Ｈ）

自転車競技部

サッカー部
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楽しむことを忘れずにがんばります。
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ワールドカップで
メダル獲得！
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Ｊリーグ湘南ベルマーレへの
加入内定記者会見を実施

杉野正尭さん
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豊田国際体操競技大会で
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向かって一番左が橋本優弥さん
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金メダル獲 得
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橋本優弥さん、OB 橋本英也さん
松田天馬さん

体操競技部
月 日～ 日、スカ いう杉野さん。大会後、
イホール豊田（愛知県）「素直に嬉しい気持ちで
で行われた２０１７豊田 いっぱいです。来年につ
国際体操競技大会に日本 なげられた優勝だと思う
代表として出場した鹿屋 ので、さらに成長できる
体育大学体操競技部の杉 ように頑張りたい。今年
野正尭さん（スポーツ総 は世界選手権の代表候補
合課程 年）が、種目別 で終わったので、来年は
のあん馬で金メダルを獲 候補で終わらずにしっか
得しました。
りと代表の座を勝ち取り
白井健三選手（日本体
育大学）をはじめ、オリ
ンピックや世界選手権で
活躍した海外選手も参加
した今大会。初出場の杉
野さんは長い手足を生か
した演技で観客を魅了
し、 ・８５０の高得点
で今大会初優勝を果たし
ました。
「 ２０１７年最後の大
会なので良い締めくくり
ができるように」という
気持ちで大会に臨んだと
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は、４年生やＯＢ・ＯＧ
によるインターンシップ
の体験談や考え方等の講
話、２年生コースでは、
就職活動を終えた４年生
による就職活動の状況報
告、３年生コースでは、
教員、公務員、一般企業
の３コースに分け、Ｏ
Ｂ・ＯＧや企業等の人事
担当者等による業界説明
や座談会が行われまし
た。
「第１回就職塾」は、
毎年この時期に開催され
ており、就職活動のみな
らず、卒業後の働き方に
おいても“気づき”を得
る良い機会として、大変
好評を得ています。今回
も、キャリアカウンセ

ガイダンス座談会の様子

ラーで元就職相談員の斉
藤淳郎氏を講師に招き、
自己分析、履歴書作成の
ポイント、個別カウンセ
リング、面接・グループ
ディスカッション実践な
どを通じ、学生自らの経
験（強み）をどのように
具体的に伝えるかといっ
た内容の講座や、キャリ
アトランプを使ったグ
ループワーク等を取り入
れながら展開されまし
た。
受講した学生からは
「考え方を変えること
で、自身の特徴を知るこ
とができた」などといっ
た感想がありました。
月 日、鹿屋体育大
学の同窓生と教職員や退
職者等多方面における関
係者との情報交換会が開
催されました。
この情報交換会は、同
窓生と大学関係者とが意
見交換や情報交換を行う
ことにより今後の大学運
営や在学生、同窓生への
支援等に生かすととも
に、積極的な今後の交流
を図ることを目的に同窓
会と同大学が連携して開
催したもの。３回目と
なった今回は、リーガロ
イヤルホテルＮＣＢ（大
阪市）で開催され、関西
在住の同窓生を中心に約
名の参加がありまし
た。

松下雅雄学長からの挨拶

情報交換会は松下雅雄
学長、濱田幸二同窓会会
長による挨拶からはじま
り、金久博昭理事から松
下学長就任時に掲げた３
つの目標（透明化、組織
化、発信化）の活動のほ
か、最近の教育・研究・
社会貢献の活動について
報告がありました。
大学側からの様々な活
動報告のあと、同窓生と
大学役員等との意見交換
会が行われ、それぞれの
立場や経験から、今後の
大学、同窓会の発展をめ
ざして活発に意見が交わ
されるなど、有意義な情
報交換会となりました。
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学法人へ寄附
（修学支援）
をした場合、既存の「所
得控除」に加えて「税額
控除 」
（ 税額控除対象の
寄附に対し税率に関係な
く所得税から直接寄附金
額の一定割合を控除）を
選択でき、小口寄附でも
税制面で有利になったこ
とから、同基金を創設す
るとともに税額控除対象
法人として文部科学省か
ら認可を受け、平成 年
１月からこの修学支援事
業に取り組むことになり
ました。
森司朗学長補佐（学生

きる良好な関係が築かれ
てきていることが、事業
の継続に繋がっていると
のこと。
期間中、両大学の部員
は合同でトレーニングや
比較研究用のデータ測定
を 行 っ た ほ か、 鹿 屋 市
内で行われた
「 かのやサイク
リングフェス
ティバル」に
参 加 し、 ロ ー
ド公式戦を利
用した交流戦
を 行 う な ど、
充実した合宿
交流事業とな
りました。
ま た、 月
日には鹿屋
体育大学の松
下雅雄学長を
表 敬 訪 問 し、
26

12

支援担当 ）は、
「 この事
業ができるだけ早く軌道
に乗り、経済的に困窮し
ている学生への支援の一
つとして有効に機能する
ことを期待している」と
述べました。
同大学では、今後Ｗｅ
ｂサイト等を通じ、本事
業への理解と賛同
（寄附）
を個人だけでなく法人へ
も呼びかけ、従来からの
寄附制度と併せて修学環
境の改善に向けた経済的
支援の充実を図ることと
しています。

現在行っている測定や
ト レ ー ニ ン グ、 そ し て
２０２０東京五輪・パラ
リンピック出場への想い
など両大学の現況につい
ての情報交換などを行い
ました。

鹿屋支店

http://www.mizuho.kubota.ne.jp

あなたの町に、
レモンガス

農業機械

新たな修学支援事業基金を設立

27

韓国体育大学自転車競技部と
合同合宿交流事業を実施！

30

学生への経済的支援充実へ

鹿屋体育大学では、経
済的理由で修学が困難な
学生への支援を目的に、
「 国立大学法人鹿屋体育
大学修学支援基金」を新
設し、集めた寄附金を修
学支援として授業料、入
学料等の免除に充当する
事業を開始しました。
同大学では、これまで
経済的理由で授業料等の
納付が困難な学生への減
免・納付猶予措置や独自
の奨学金給付等を行って
きましたが、平成 年税
制改正により、個人が一
定要件を満たした国立大

12

自転車
競技部

月 日～ 日、鹿屋
体育大学と国際交流協定
を締結している韓国体育
大学自転車競技部 名が
鹿屋体育大学を訪れ、両
大学の自転車競技部で合
同合宿交流事業を行いま
した。本事業は、同部員
同士の交流と競技力向上
を目的として実施し、今
回で６回目。
韓国体育大学は、ソウ
ル市の大都会にあるス
ポーツエリート育成校
で、自転車競技場で走る
短距離種目に基軸をおい
たトレーニングを行って
います。一方、鹿屋体育
大学は、恵まれた環境を
活かしたトレーニングで
長距離種目も得意として
いるため、合同合宿を行
うことによりお互いの良
さを吸収し、切磋琢磨で

活発な意見がとびかった情報交換会の風景
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同窓生と
鹿屋体育大学との
情報交換会を関西で開催！

熱心に取り組む就職塾の様子

1

40

就職支援行事は後期も実施中

月から後期に入り、
鹿屋体育大学キャリア形
成支援室では就職支援会
社の協力による様々なセ
ミナーや各学年に応じた
就職支援行事を企画して
おり、学生は積極的に参
加しています。
そんな中、 月 日に
は１～３年生を対象に
「第２回就職ガイダン
ス」を、 月９・ 日に
は主に３年生を対象に
「第１回就職塾」が開催
されました。
「第２回就職ガイダン
ス」では、６月に開催さ
れた第１回就職ガイダン
ス同様、学年ごとに見
合った講話等が行われま
した。１年生コースで
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コンプライアンス及び
個人情報保護に関する研修を開催
篤氏。
小峰氏は、小さな違反
も適切に取り扱うことや
内部統制の欠如は不正を
誘発すること、また、平
成 年 月に改正された
個人情報保護法について
詳細を講演され、参加し
た教職員からは「日頃の
心がけを更に強める良い
機会となった」等の意見
をはじめ、日常業務のな
かでの個人情報の取扱い
についての質問が出るな
ど有意義な研修となりま
した。

1

技特性を活かせるポジションも沢山あります！是
非、見学、体験にお越しください。ラグビー部は、
いつでも誰でもウェルカムです。
大学での練習は、週３回、火曜、水曜、木曜の
午後４時から大学のラグビー場で実施しており、
日曜日は、鹿屋いこいの森グラウンドで「鹿屋ウォ
ンバッツ」に参加して練習しています。練習内容
では、初心者の方も参加しやすいようなハンドリ
ングやタッチフットがメインです。また、ラグビー
の醍醐味であるタックルの練習も行っています。
そのほか、大学ラグビーの主流は、15 人制ラグ
ビーなので、鹿屋体育大学の学生で部活に加入し
ていない学生、他の部活を既に引退した学生など、
ラグビーをやってみたいという意思のある方は、
是非ラグビー部の練習の見学に来てください。ま
た、女子のラグビー部員に関しても昨年同様募集
しています。

ラグビー部

12

郭さんの授業風景

介
紹
体
団
動
活
課外

私たちラグビー部は、鹿屋市の社会人ラグビー
チーム「鹿屋ウォンバッツ」に参加し、春と秋に
行われる県社会人リーグおよび県社会人７人制大
会に出場しています。７人制の大会では、ここ数
年他の部活を引退した学生も一緒に参加し、活躍
しています。近年のラグビーブームにより、本学
ラグビー部においても未経験者が数名加入し、公
式戦でトライを取るなど活躍しています。2017
年に開催された第 54 回南日本新聞社旗争奪（後期 )
鹿児島県社会人ラグビーフットボール大会では、
鹿屋ウォンバッツと合同で参加し、１部リーグで
４位という成績でした。これからも、経験・未経
験者問わず、鹿屋体育大学ラグビー部では新規参
加者を募集しております。
2019 年にはＷ杯（15 人制）、2020 年にはオリ
ンピック（７人制、男女とも）が日本で開催され
る今、ラグビーを体験してみませんか？自分の競

29

5

金さんの授業風景

はとても楽しい」と、引
率の指導者は、
「 子ども
達の練習中での笑顔を引

29
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留学生が地域の小中学校で先生として活躍

代表取締役 田 中 ふ み 子
鹿屋市王子町4531−2
TEL（0994）4 3 − 3 4 2 5

月 日と 日、鹿屋
体育大学において、野球
を通して小中学生と交流
することで双方の技術と
野球に対する意識の向上
を図り、鹿児島県野球界
の振興に寄与することを
目的とした野球教室が同
大学硬式野球部の主催で

2

付きの機会となりました。
今後も、中国出身のス
ポーツ総合課程 年生の
叢瑋（ソウ イ）さんと
上海体育学院（中国）か
らの交換留学生黄娟（コ
ウ ジュエン）さんを鹿
屋市立東原小学校へ、国
立体育大学（台湾）から
の交換留学生連軒逸（レ
ン シェンイー）さんを
曾於市立岩川小学校へ派
遣予定です。

西日本浄化サービス

株式
会社

鹿屋市
許 可

12

野球教室を開催

1

12

26

硬式野球部

13

大学入試センター試験を実施
14

17

鹿屋体育大学では、
き出す野球の楽しさをも
開催されました。
日には中学校野球部 教えてくれて本当に嬉し 月 日 に 教 職 員 に 対 し
校総勢１７５人、 日 い。 大 学 生 の 後 ろ 姿 を て、コンプライアンスに
にはスポーツ少年団に所 追って成長させたい」と 対する意識を醸成するこ
属する小学生 名が参加 感謝の言葉をかけられま と、厳格な保有個人情報
の取扱い及び公文書管理
しました。当日は、 月 した。
大学生からは「個人個 についての日常業務にお
の冷たい風が吹く中にも
かかわらず大勢のかけ声 人によって反応も技術の ける意識の高揚を図るこ
や声援がグラウンド等に 様 々 な の で、 上 手 く 伝 とを目的とした「コンプ
響 き 渡 り ま し わっているのか考えなが ライアンス及び個人情報
ら教えるのは難しい。一 保護に関する研修」を実
た。
教 室 は、 全 人でも本学に入学してく 施しました。
講師は、同大学の財務
て 鹿 屋 体 育 大 れることが楽しみ」と
学 野 球 部 員 が いった感想が聞かれ、双 監査を 年間にわたり請
進行・運営し、 方にとって大変有意義な 負っている有限責任監査
法人トーマツのアドバイ
参 加 者 一 人 一 時間となりました。
ザリー事業本部の小峰英
人への細やか
な指導が行わ
れ ま し た。 中
で も、 ス ポ ー
ツパフォーマ
鹿屋体育大学では、公 の文化や習慣について日
ンス研究棟で
益財団法人鹿児島県国際 本との違いや共通点、母
の球速測定や
交流協会が実施している 国 の 名 所、 食 文 化、 子
ベースランニ
「 協力隊ＯＢと留学生が 供 の 遊 び 等 を 紹 介 す る
ン グ、 ス イ ン
先生～見える・学べる・ とともに、母国と日本の
グの分析など
世界の国々～」事業に、 関係などについて発表を
の各種測定は、
留学生を派遣しました。 行いました。子供達から
数字や視覚的
この事業は、青年海外 は、
「 言葉や遊びについ
に各自のプ
協力隊ＯＢや県内の大学 てもっと知りたい」
「世
レーを確認で
に在籍している留学生が 界の役に立てるような人
きた貴重な体
自身の体験や母国につい になりたい」
「 様々な国
験となりまし
て語ることで国際協力や の人と交流したい」など
た。
異文化交流などについて の意見があり、異文化理
参加者は「大
理解を深めてもらうこと 解だけでなく、新たな気
学生はわかり
を目的とし、実施されて
や す く、 的 確
いるものです。
に教えてくれ
平 成 年 度 は、 同 大
て、 こ の 教 室
学が所在する大隅地域
の小中学校を中心に、垂
水市立柊原小学校に国立
体育大学（台湾）からの
交換留学生郭述柔（カク
シュウジュウ）さんを、
南大隅町立根占中学校に
韓国体育大学校からの交
換留学生金建東（キム
ゴンドン）さんを派遣し
ました。それぞれ、母国

水質保全に
全力投球

85

了しました。
なお、国公立大学の２
次試験となる一般入試の
出願受付も始まりました。
鹿屋体育大学では前期日
程となる２月 日、 日
の２日間で試験が行われ
ます。

浄 化 槽 の 管 理

10日の集合写真
％多い 万２６７１人
本格的な入試シーズン
の幕開けとなる大学入試 で、センター試験を利用
センター試験が１月 日、 する大学は、過去最多と
日の２日間、全国６９５ なりました。
この冬一番の強い寒波の
会場で実施され、鹿屋体
育大学では５００人近く 影響で２日間とも大変冷
が受験しました。今年の え込みましたが、トラブ
志願者数は昨年より ・ ル等もなく試験は無事終

汲取の御注文

17日の集合写真

10
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学問である「生理学」、「バイオ

てスポーツサイエンスの基本的な

の専門科目「体育学実験Ⅰ」とし

本学では、体育学部１年生対象

マンス研究棟でモーションキャプ

野については、スポーツパフォー

業である「バイオメカニクス」分

す。なかでも前田明教授の担当授

の学習を目指す授業を行っていま

もに、測定値を評価する基礎理論

んな機器があったら！」と
驚きを隠せない様子でし
た。
今回の放送を通して、
全国に同大学の取組や魅
力を伝えることができ、
また、撮影に協力した学
生らにとっても、生放送番
組が作られる過程を身を
以て経験できた貴重な機
会となりました。

ＮＨＫ放送「ひるブラ」に
取り上げられました！

45

12

スポーツパフォーマンス研究棟だより

メカニクス」、「衛生・公衆衛生
チャーのセッティングやアスリー

12

（前田明学長補佐）

学」、「栄養学」、「心理学」の
ト役の学生に反射マーカーを付け

22

スポーツパフォーマンス研究棟を活用した授業の紹介

各分野における基礎的な実験を行
てフォースプレート上で垂直跳や

い、その測定技術を習得するとと
サッカーのヘディング動作、キッ
年生か

ク動作の測定を行う三次元動作分
析を実施しました。学部
ら最新機器を用いた実習ができる
のも少人数の教育が可能である本
このように、授業にもスポーツ

学の強みであるといえます。
パフォーマンス研究棟は活用さ

月報「蒼天」、鹿屋体育大学のホームページ、
Twitter、Facebookで発信している鹿屋体育大学の情報（広報活動）
へのご意見をお聞かせください。
ご協力は左記のQRコードより簡単な選択型アンケートと
なっております。
お待ちしております。
URL︓https://goo.gl/forms/vfGDcplBPO0g8QcW2
アンケート回答期間︓平成30年3月31日

れ、また、ゼミや学生の論文作成

【水泳】
◆第23回冬季短水路公認記録会
（12/17 福岡/福岡市総合西市民プール）
▽男子
100ｍ自由形
2位 古賀 圭一郎
200ｍ自由形
2位 小林 祐馬
400ｍ自由形
1位 小林 祐馬
		
2位 野﨑 充
		
3位 佐貫 省吾
1500ｍ自由形
1位 小林 祐馬
		
2位 野﨑 充

等の実験にも活用されています。

【体操競技】
◆2017豊田国際体操競技大会
（12/9～10 愛知/スカイホール豊田）
▽男子
種目別 あん馬 優勝 杉野 正尭

h t t p : // s p l a b .

20

12回
第

（スポーツパフォーマンス研究棟ホー

皆様の声をお聞かせください!!

２日・2017年度全日本学生ボードセーリング選手権 団体戦
（～５ 和歌山/和歌山セーリングセンター）
４日・第24回九州学生短水路公認記録会
（福岡/福岡市総合西市民プール）
・第60回九州柔道選手権大会
（福岡/福岡武道館）
８日・2017年度全日本学生ボードセーリング選手権 新人戦
（～10 静岡/浜名湖）
・2018年九州学生新進テニストーナメント
（～18 福岡/春日公園テニスコート他）
11日・第12回明治神宮外苑大学クリテリウム
（東京/明治神宮外苑）
15日・九州新人学生ヨット選手権大会（団体戦）
（～18 長崎）
17日・九州チャレンジサイクルロードレース2018
（～18 熊本/五木村）
27日・2018カヌースプリント 海外派遣選手選考会
（～31 香川/府中湖カヌー競技場）

闘いのスケジュール 3月

大木場 真由
石原 愛由
石原 愛由
川﨑 碧
小川 真侑
川﨑 碧
小川 真侑
山口 藍李
川崎 涼夏
山口 藍李
川崎 涼夏
川崎 涼夏
山口 藍李
五十嵐 陽美
小林 瑠那
小林 瑠那

学内行事 3 月

3位
1位
1位
1位
2位
1位
2位
1位
2位
1位
2位
1位
2位
2位
1位
1位

８日 大学院修士課程第２次募集入試
９日 大学院博士後期課程第２次募集入試
11日 春期休業（～ 31 日）
18日 大学説明会（東京サテライトキャンパス）
23日 卒業証書・学位記授与式
野﨑 充
古賀 圭一郎
田崎 竜成

【剣道】
◆第12回全日本学生剣道オープン大会
（12/16～17 広島/広島グリーンアリーナ）
▽男子
参段以上の部
2位 内橋 響希
2位
1位
1位

12月

）
nifs-k.ac.jp/

修平
真吾
寛大
樹
寛大
樹
寛大

ムページはこちら→

１月 日放送のＮＨＫ
「ひるブラ」（平日午後
時 分～午後 時 分放
送）で鹿屋体育大学が取
り上げられました。
「ひるブラ 」は、番 組
リポーターが全国各地の
“旬”な場所をブラりと
訪れ、四季折々、地域の魅
力をダイレクトに届ける
番組です。
このたび取り上げら
れたのは、スポーツパ
フォーマンス研究棟、屋
内実験プールといった
研究施設と、本学を基
盤とする総合型地域ス
ポーツクラブ「ＮＩＦ
Ｓスポーツクラブ」の
貯筋サークル。
リポーターとして、
元陸上競技・やり投げ
の選 手で全日 本 学 生
選 手 権や国 体で準 優
勝の経歴をもつタレン
ト照英さんが、実際に
モーションキャプチャ
やフォースプレート、
球質測定システム、オ
ブジェクトトラッキン
グシステムによる測定
を体験。その場でわか
る科学的分析データに
「自分の学生時代にこ

出演準備中の照英さん

1

状況が、
「 東京オリンピ 動状況について報告され
ック・パラリンピック事 たほか、高齢者の介護予
前キャンプ誘致事業」に 防を目的とした運動指導
関しては、誘致対象であ の実施について鹿屋市側
る各国の競技団体に対す か ら 提 案 が 出 さ れ る な
る誘致活動の進捗状況及 ど、活発な意見交換が行
び今後の展望について報 われ、大変有意義な協議
告されました。また、「日 会となりました。
本版ＮＣＡＡ ＫＡＮＯ
ＹＡモデル」の活動報告
として、同大学で実施さ ありがとう
れた九州大学サッカーリ
ございます
ーグ及びプロバスケット
賛 助 会 費 は、 奨 学
ボール公式戦の応援イベ 金、 国 際 交 流、 学 内
ントの実施状況や、今後 研 修 等 に 利 用 さ せ て
の事業実施予定等につい いただきます。
心から感謝申し上
ても報告されました。併
げます。
せて、鹿屋市内の中高年
者を対象に、同大学教職 《一 般》
員の指導を元に実施され カイコー㈱ 様
（三万円）
ている運動サークルの活
12

【ウインドサーフィン】
◆2017年度全九州学生ボードセーリング
選手権冬季大会
（12/2～3 福岡/福間海岸）
▽男子
テクノ293
エキスパート男子 1位 由里 亮太
ビギナー男子 1位 黒岩 将希
ビギナー男子 3位 今井 敦暉
▽女子
テクノ293 エキスパート女子
		
1位 石塚 智菜実
富田
黒川
田渕
脇園
田渕
脇園
田渕

【テニス】
◆平成29年度全日本学生室内テニス選
手権大会
（11/26～12/3 大阪/江坂テニスセンター）
▽女子
シングルス ベスト8 今村 凪沙

授業の様子

鹿屋市との連携協議会を開催
鹿屋体育大学では、
月 日に鹿屋市との連携
協議会を開催しました。
この連携協議会は、同
大学と鹿屋市との連携に
関する協定書に基づいて
持ち回りで開催されてお
り、今回は鹿屋市役所に
おいて実施。大学からは
松下雅雄学長、金久博昭
理事、原田耕蔵理事が出
席、市からは中西茂市長
及び原口学副市長が出席
し、大学と市が連携して
実施している様々な事業
内容について意見交換が
行われました。
連携協議会では、
「ス
ポーツ合宿まちづくり推
進事業」に関してプロ選
手等による合宿等の実施
11

		
2位 大木場 真由
200ｍバタフライ 1位 小林 瑠那
		
2位 大木場 真由
200ｍフリーリレー 2位 石原、川崎
			
大木場、木原
200ｍメドレーリレー 2位	川崎、石原、
大木場、木原
2位
2位
3位
2位
3位
1位
3位

100ｍ背泳ぎ
200ｍ背泳ぎ
50ｍ平泳ぎ
100ｍ平泳ぎ
		
200ｍ平泳ぎ
		
100ｍバタフライ
		
200ｍ個人メドレー
400ｍ個人メドレー
▽女子
50ｍ自由形
100ｍ自由形
200ｍ自由形
400ｍ自由形
		
800ｍ自由形
		
50ｍ背泳ぎ
		
100ｍ背泳ぎ
		
200ｍ背泳ぎ
		
200ｍ平泳ぎ
50ｍバタフライ
100ｍバタフライ
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