学生との意見交換会にて

松田

天馬

第 29 回ユニバーシアード競技大会
サッカー男子 日本代表 優勝
個人表彰

この冬は、本学の北側
に位置する高隈山が度々
白くなっている様子を見
ることができた。起伏の
激 しい 稜 線 が 冠 雪 し て
いる様子は、日本アルプ
スを 彷 彿 させ積 雪 は
センチを超えるところも
ある。江戸時代に書かれ
た地誌「三国名勝図会」
には「諸峯の絶頂は風烈
しくして、樹木長大なら
ず」とあり、山岳の厳しい
自然環境を示している▼
同山は、千メートル以上の
ピーク７つを含む山地の
総称であり、あまり知ら
れていない印象があるが、
かつては山岳信仰の地と
して、「 七嶽 参 詣 」とい
うイベントもあったよう
だ。山中にはいくつもの祠
が今でも鎮座している。
山岳信仰ではないが、江
戸時代、伊能忠敬も測量
のため高隈山を登ったと
いうエピソードもある▼
今ではハイキングに適し
た山として登られている
とともに、青少年教育の
フィールドでもある。その
魅力は、一年中緑が美しい
照葉樹林や、山頂から見
られる桜島、錦江湾、太
平洋、遠くは屋久島も見
ることができる展望だろ
う。また、万滝、白滝、赤
松滝と滝の景色もいい。
鳴之尾牧場へ行くと、牧
歌的な景色を楽しむこと
もできる▼季節はちょう
ど春。マンサクやアセビと
いった春の花たちが咲き、
ハイキングには最もいい
シーズンを迎える。「七嶽
参詣」も春に行われてい
たようだ。身近で、すばら
しい高隈山に癒やされに
登ってみては。（ ・ ）
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鹿児島県知事表彰

第 72 回国民体育大会（愛顔つなぐえひめ国体）
優勝

（スポーツ総合課程４年）

財団
月報

大地

（スポーツ総合課程３年） 成年男子ポイントレース

表彰状等を受け取る田中さん（左）、冨尾さん（右）

前列左から 3 番目が田中さん、後列左から 3 番目が冨尾さん
※松田さんは都合により欠席

「スポーツ部門」に
３名受賞

平成 29 年度 日本カヌースプリント選手権大会
（スポーツ総合課程４年） 女子カヤックペア 200m 優勝

平成 年度に国際大会・全国大会等のス
ポーツ大会で優秀な成績を収め、鹿児島県の
スポーツ振興に貢献した選手を表彰する鹿児
島県知事表彰「スポーツ部門」で、鹿屋体育
大学の学生３名が選出されました。
表彰式は２月８日に鹿児島県庁で行われ、
三反園訓知事から受賞者一人一人に表彰状等
が授与されるとともに「２０２０年の東京オ
リンピックや鹿児島国体で活躍し、県民に自
信や勇気、活力を与えてほしい」との激励の
言葉が送られました。出席した学生らは受賞
の喜びを胸に、誇らしげな表情で表彰を受け
ていました。

冨尾

サッカー

大学の現状と課題等の確
認に来られました。
はじめに松下雅雄学長
ら役員との懇談会が行わ
れ、松下学長から大学の
概要及び特色の説明、地
域と密着した同大学の取

【鹿児島県知事表彰「スポーツ部門」受賞者（鹿屋体育大学関係）】
種目
氏名
功
績

羽ばたけ
大空へ

27

30

M

香奈

自転車

成 年１月には同委員会
の副会長に就任された経
歴の持ち主。このたび、
２０２０年東京五輪・パ
ラリンピックを迎えるに
あたり、国立大学唯一の
体育系単科大学である同

26

丹羽文部科学副大臣
鹿屋体育大学を来訪
学生との意見交換を実施
16

29

田中

カヌー

１月 日、丹羽秀樹文
部科学副大臣が鹿屋体育
大学を訪れました。
丹羽副大臣は、平成
年９月には東京五輪・パ
ラリンピック競技大会組
織委員会理事を務め、平

SOUTEN No.324

編集・発行／
公益財団法人 鹿屋体育大学
体育・スポーツ振興教育財団
〒891−2393 鹿屋市白水町１番地
鹿屋体育大学内
0994 − 46 − 4827（直）
編集兼発行人 風呂井 敬
り組みと地域の方との交
流等について報告しまし
た。丹羽副大臣からは、
今後さらに「見る・支え
る」スポーツを広げる役
割を同大学に担っていっ
て欲しい等の期待が述べ
られました。
次に行われた在学生と
の意見交換会では、入学
前と入学後のギャップや
現在困っていることな
ど、学生からの素直で忌
憚のない意見に対し、メ
モを取りながらにこやか
に対応され、最初は緊張
を隠せなかった学生も最
後は笑顔で受け答えして
いました。そして「働き
方改革」の一環として、
今後学校現場において部
活動指導者が多く求めら
れることに触れ、学生た
ちへ将来の活躍について
激励の言葉をかけられま
した。
最 後 に、 ス ポ ー ツ パ
フォーマンス研究棟や屋
内実験プール、総合体育
館など同大学の誇る施
設・設備を見学された丹
羽副大臣は、充実した施
設に感嘆され、設備や測
定の説明に熱心に耳を傾
けられ、今後もなお一層
の競技力の向上に努めて
いただきたいと改めて期
待を述べられ帰路につか
れました。

スポーツパフォーマンス研究棟での様子

平成３０年３月
⑴

⑵
平成３０年３月

【第 56 回 南日本スポーツ賞 受賞者（鹿屋体育大学関係）
】

第
平成

年度

平成

に、第 代体育会会長候
補者の後藤菜月さん（ス
ポーツ総合課程２年）か
ら挨拶があり、副会長及
び総務・事業・渉外・会計・
会計監査の各局長・局員
候補者の紹介と、平成
年度活動予定の説明があ
りました。その後、学生
による投票が行われ、集
計の結果、全候補者が信
任されました。
参加した学生たちに

とっては、体育会活動に
ついて理解を深める、大
変有意義な総会となりま
した。

年度第２回体育会総会を開催

鹿屋体育大学体育会
は、 月 日に水野講堂
で第 回体育会総会を開
催しました。
こ の 総 会 は、 例 年
回、役員の選出や体育会
の予算等の体育会が活動
する際の重要な案件につ
いて、構成員である学部
全学生で審議し、議決す
るために開催されます。
今回は、平成 年度の
体育会活動報告と、新体
育会役員の選出が行われ
ました。
まず、第 代体育会会
長の小川直生さん（武道
課程３年）から、平成
年度の体育会活動とし
て、新入生合宿研修への
参加や学内一斉清掃、学
園祭（蒼天祭）等につい
て報告がありました。次

35

能性として、日本版ＮＣ
ＡＡ構想を基軸にした大
学プロモーションについ
て説明がありました。そ
の後行われた全員によ
るディスカッ
シ ョ ン で は、
学生から学内
施設の充実に
関する要望や、
地域の方々と
交流できるイ
ベントのアイ
デアが多く出
されました。
終 了 後、 学
生からは「もっ
と時間をかけ
て意見交換を
したい」
「や
ろうと思えば、
何でも出来る

んだなと感じた」といっ
た声が聞かれ、今後の学
生支援の方策を検討する
うえで、貴重な機会とな
りました。

「なんでんかんでん語ろう会」開催

西市長から目録が手渡さ
れました。加えて、本年
度より一般社団法人テン
オーバーナインスカラー
シップから競技成績の成
長が特に顕著な課外活動
団体へ支援金が贈られる
こととなり、同法人の今
村潤代表理事から体操競
技部、女子バレーボール
部、カヌー部に目録が手
渡されました。
その後、学生を代表し
て前野風哉さんから感謝
の気持ちや今後の抱負な
どが語られ、最後に、瓜
田吉久学長補佐（競技力
向上担当）から支援者へ
の謝辞が述べられ、盛会
のうちに終了しました。

2

回南日本スポーツ賞
個人が受賞！

29

29
29

鹿屋体育大学では、
月 日、学生相談支援室
主催で「なんでんかんで
ん語ろう会」が開催され
ました。この会は、学生
と教職員が直接自由に意
見を交わすことで、学生
のニーズや満足度を把握
し、今後の学生支援の方
策に資することを目的と
して毎年開催されてお
り、今回は教職員 名、
学生 名が参加しまし
た。
今回のテーマは「日本
版ＮＣＡＡ事業について
～自分たち（学生）に出
来ること・望むこと～」
。
初めにスポーツアドミニ
ストレーション室の川前
真一室長と萩原悟一講師
から、鹿屋体育大学の可

第35代体育会役員の紹介

30

新会長 後藤さんによる挨拶

13

29

2

3

団体・

全日本学生剣道選手権大会

1

34

29

「競技成績報告会」
を開催

学生代表の挨拶

1

自転車成年男子ポイント・レース

愛媛国体
優勝
優秀団体賞のなぎなた部

29
13

大地（スポーツ総合課程３年）

冨尾

特別賞

2 2

31

25

優勝

本新聞社の佐潟隆一社長
から祝福と激励の言葉が
述べられたほか、受賞者
月 日、鹿屋体育大
へ表彰状等が手渡されま
学及び本財団主催による
した。
平成 年度「競技成績報
告会」を開催しました。
この会は、平成 年度に
優秀な成績を収めた学生
の健闘を讃えるととも
に、日頃ご声援をいただ
いている学内外の支援者
に対し、感謝の意をこめ
て競技成績の報告を行う
ために毎年開催されてい
るものです。
はじめに、松下雅雄学
長からの主催者挨拶があ
り、中西茂鹿屋市長によ
る来賓挨拶、風呂井敬本
財団理事長による乾杯の
発声と続き、和やかな雰
囲気の中はじまりまし
た。
乾杯後には、各課外活
動団体顧問から今年度の
成績と選手の紹介があ
り、出席者が、盛大に祝
福しました。
また、スポーツ分野の
成績が顕著で鹿屋市の名
声を高めた者に贈られる
鹿屋市スポーツ奨励金の
贈呈式も執り行われ、対
象者を代表して前野風哉
さん（スポーツ総合課程
年・体操競技部）に中

競技成績優秀者の紹介

凜太郎（スポーツ総合課程３年）

牧島

優勝

跳馬

全日本学生体操競技選手権大会

児島市）で行われまし
た。
鹿屋体育大学からは、
優秀団体賞１団体、優秀
個人賞５名、特別賞１名
が受賞。贈賞式では南日

ユニバーシアード競技大会 男子サッカー 優勝

56
1
56

6
杉野 正尭（スポーツ総合課程１年）
全日本体操競技種目別選手権大会 あん馬 優勝
FIG チャレンジカップ・フランス大会 あん馬
優勝
長谷川 瑞樹（スポーツ総合課程２年）
優秀
個人賞

29

優秀
団体賞

なぎなた部
全日本学生なぎなた選手権大会
試合競技団体の部 優勝
高木 駿一（スポーツ総合課程２年）
日本学生陸上競技個人選手権
男子 800m 優勝
松田 天馬（スポーツ総合課程４年）

平成 年度に国内外で
活躍したスポーツ選手や
団体を表彰する第 回南
日本スポーツ賞の贈賞式
が、２月３日、南日本新
聞会館みなみホール（鹿
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あなたの町に、
レモンガス

鹿屋支店

平成３０年３月
⑶

のトレーニング法の研修 （理論と実際）
」
「 スポー
を実施し、競技力向上を ツ障害の予防と対策」「ス
担う指導者としての資質 ポーツ栄養」について講
向上を図ることを目的 義と実技が行われまし
に、
毎年開催しています。 た。
セ ミ ナ ー で は、
「ト
レーニング概
論」
「スポーツ
心理」
「スピー
ド・ パ ワ ー の
トレーニング

スポーツリフレッシュセミナーを開催

１月 日～ 日、鹿屋
体育大学スポーツトレー
ニング教育研究センター
と鹿児島県教育委員会と
の共催で「平成 年度ス
ポーツリフレッシュセミ
ナー」を鹿屋体育大学に
おいて開催しました。
このセミナーは、公立
の中学校、高等学校、特
別支援学校の保健体育
担当教員
及び運動
部活動指
導 者、 並
びに競技
団体の競
技力向上
担当指導
者を対象
に、体育・
スポーツ
及び健康
に関する
専門的研
究や最新

スポーツパフォーマンス研究棟だより
（松尾 彰文 教授）

学生の研究の紹介
スポーツパフォーマンス研究棟
は、授業や大学行事、自治体や各
種団体との連携による事業、教員
の研究などの他に、本学の学生に
よる論文作成のための研究にも活
用されています。短距離走やサッ
カー、野球の測定をはじめ、円盤
投やバスケットボール、剣道や柔
道など、測定する種目は多岐にわ
円盤投の測定では、フォースプ

たります。
レート上からネットに向かって円
盤を投げることにより、踏み込ん
だ際の圧力やステップごとの接地
位置等を算出することができます。
バスケットボールの測定では、測
定アリーナ内にゴールを持ち込み、
フォースプレート上でモーション
キャプチャシステムを用いて１対
その他の種目の測定の様子につ

１の動作の分析を行いました。
いても、ホームページに掲載して

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

（スポーツパフォーマンス研究棟ホー

いますので、ぜひご覧ください。

）
nifs-k.ac.jp/

ムページはこちら→

鹿屋体育大学では、肝
「 障がいのある学生の
支援について－精神障 付町教育委員会主催の
害・発達障害を中心に」「きもつき中学生イング
と題して行われた講演で リ ッ シ ュ・ ト レ ー ニ ン
は、大学生に見られる精 グ」事業として、英語の
神障害やメンタルヘルス 語学力向上を目的とした
対応例、主な発達障害の 留学生と中学生の交流学
特性や特性による利点、 習を同大学ＮＩＦＳギャ
修学支援の流れやポイン ラリーで実施しました。
同大学の交換留学生
トなどについて、具体的
な事例を交えながらわか ５人（韓国体育大学校か
りやすく話されました。 らの金建東（キム ゴン
講演後は、参加した教 ドン）さんと柳希姃（ユ
職員から多くの質問があ ヒジョン）さん、上海体
り、今後の学生支援につ 育学院（中国）からの黄
ながる有意義な講演会と 娟（コウ ジュエン ）さ
んと趙原（ チョウ ユア
なりました。
ン ） さ ん、 国 立 体 育 大

学（台湾）からの唐雅琪 かな交流の時間を過ごし
（タン ヤーチー）さん） ました。
が、 母 国 の 文
化 や 名 所、 食
べ 物、 服 装 な
どを、時折ジェ
スチャーを交
えながら英語
で紹介しまし
た。 初 め は 緊
張していた中
学 生 も、 次 第
に打ち解けて
き て、 留 学 生
との会話もは
ずみ、部屋いっ
ぱいに笑い声
が溢れた賑や

西日本浄化サービス

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

株式
会社

福 岡・熊 本・鹿 児 島・宮 崎・国 分・川 内・都 城・奄 美・種 子 島・屋 久 島
大 口・指 宿・南 薩・志 布 志・南 大 隅・串 間・日 南・出 水・姶 良・曽 於

鹿屋市
許 可

〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1-22-34
TEL 0994-43-2238/FAX 0994-43-7541
URL http://www.shinsei-p.co.jp E-mail kan@shinsei-p.co.jp

汲取の御注文

浄 化 槽 の 管 理

何か物足りない、何か決め手に欠く、
そんな“あと一歩”をお手伝いします。

13回

「障がい学生支援等に関する講演会」
を開催
肝付町の中学生と留学生の交流学習を実施
１月 日、鹿屋体育大
学では富山大学保健管理
センター准教授で、同大
教 育・ 学 生 支 援 機 構 学
生支援センター副セン
ター長及びアクセシビリ
ティ・コミュニケーショ
ン支援室長を兼任されて

いる西村優紀美氏を講師
に迎え、障がい学生支援
及び学生対応のためのメ
ンタルヘルスに関する講
演会が開催されました。
この講演会は、教職員
のカウンセリングマイン
ドの向上と障がい学生
支援への理
解と機運を
高めること
を目的とし
て、学生委
員会と障が
い学生支援
室が連携し
て企画した
ものです。

講師の西村氏

別選手権においてあん馬で優勝し男子ナショナル
強化指定選手に選出され、国際大会で金メダルを
獲得しました。また、２年生の堀内柊澄において
は U － 21 日本代表に選出され３月に行われる国
際大会への出場を控えているなど、個人でも大き
く飛躍した年となりました。
来年度は、男子は「全日本インカレ団体優勝」、
女子は「全日本インカレでの種目別決勝出場」の
目標を掲げ、一致団結して日々練習に励んでいま
す。
来年度の目標を達成できるよう、鹿屋体育大学
体操競技部にしかできない、「美しく丁寧な演技」
を目指して日々練習に励みますので、応援よろし
くお願いします。

体操競技部

25

24

現在体操競技部は、総勢 30 名が北川淳一先生、
村田憲亮先生のご指導のもと活動しています。今
年度は、創部以来初の、2017 年全日本インカレ
男子団体総合３位に入賞することができました。
さらに、団体日本一を決める全日本団体体操競技
選手権においても、４位入賞することができまし
た。女子については、インカレ出場や九州新人戦
では平均台で優勝しました。女子部員は３名で活
動していますが、男子に負けじとそれぞれの目標
に向かって努力しています。
個人では、３年の前野風哉が５月に行われた
NHK 杯で 11 位となり、鹿屋体育大学初の男子ナ
ショナル強化指定選手に選出され、国際大会で金
メダルを含む複数のメダルを取ることが出来まし
た。それに続き、１年生の杉野正尭が全日本種目

介
紹
体
団
動
活
課外

講義「トレーニング概論」の様子
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29

第

バスケットボールの測定
円盤投の測定

交流学習参加者と一緒に

実技「スピード・パワーのトレーニング」の様子
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ヒューマン印刷に徹する

水質保全に
全力投球

も教員採用試験で「ダン
ス」を必修課題とする県
や市が多くなったことか

26
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ダンス発表会を開催
担当になった平成 年度
から毎年開催され、今年
で８年目。
８年前のダンスの授業
は前期のみの開講でした
が、ダンスが中学校体育
で必修となり、全国的に

電子掲示板を設置しました。
閲覧も可能で、来訪者の
利便性を高めるものと
なっており、今後、学内
数カ所でテスト運用を経
た後に、一番効果的と判
断された場所へ配置予定
です。

１月

また、同じく３日には
鹿屋体育大学東京サテラ
イトキャンパスにて、公
開講座「逃すな！発育発
達期 知っておきたい
ジュニア期の食事」が開
催され、 名の方が受講
されました。講座では、
ジュニア期の食事、運動
や睡眠が身体に与える大
きな影響、
バランス良
い食事・栄
養の大切さ

をわかりやすく解説。参
加者からは「もっと聞き
たい」「指導や子育てに
役立てたい」との感想が
聞かれました。
鹿屋体育大学では来年
度も同大学の施設や研究
を生かした公開講座を計
画していますので、是非
ご参加ください。

盛況のうちに終了！

冬の公開講座

ら、教員免許取得を希望
鹿屋体育大学では、学
する学生への履修を促す 内外の方への積極的な情
ため、平成 年度からは 報発信や広報マインドの
新たに後期にも開講する 醸成、さらに特に優れた
ことになり、それに合わ 競技成績・研究成果を積
せてダンス発表会も年２ 極的に発信することを目
回行われています。
的に「電子掲示板」を設
今回のダンス発表会で 置しました。
は、総勢 名の学生が普
モニターは
段の授業で学んだことを タッチパネル
ふんだんに発揮し、学校 を操作するこ
生活や仲間をモチーフに とで教員紹介
したもの、昔話を取り入 や施設案内の
れたもの、親への感謝の
気持ちを表現したものな
ど学生ならではのパワフ
ルさが溢れる様々なダン
スが披露されました。ど
の発表からも学生の多種
多様なあり方や授業に真
月３日、４日の２日
剣に取り組む熱心さを感
間、鹿屋体育大学にて公
じることができ、会場も
開講座「バレーボール・
盛り上がりました。
ウィンター・キャンプ」
が鹿児島県内の小中学生
名が参加して開講され
ました。講座では、少人
数のグループに分かれて
技能学習やミニゲームが
行われ、会場となった体
育館には立春とは名ばか
りの寒さを吹き飛ばすよ
うな元気な声が響いてい
ました。
！
！

２月８日、鹿屋体育大
学水野講堂を会場として
後期開講の「ダンス」受
講者による「ダンス発表
会」が行われました。こ
のダンス発表会は、非常
勤講師の栫ちか子先生が

創作ダンス

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

事務局から

賛 助 会 費 は、 奨 学 金、 国 際
交流、学内研修等に利用させて
いただきます。
心から感謝申し上げます。
《一 般》
カイコー㈱ 様 （三万円）

ありがとうございます

農業機械

本財団の賛助会員制度は、平
成元年四月に発足しました。年
会 費（ 寄 付 金 ） は 一 口 企 業
三万円、個人一万円からです。
本財団は、公益財団法人とし
て認定されています。本財団に
対する年会費（寄付金）につき
ましては税法上の優遇措置があ
り、二千円を超えるご寄付につ
きましては、その超える額につ
いて所得税の寄付金控除の対象
となります。
※年会費は、振り込みもしくは
現金で受け付けております。
振り込みの場合は、次の金融
機関へお願いいたします。
・鹿児島銀行鹿屋支店
（普）九三二〇六七
・鹿児島興業信用組合
西原支店
（普）三五八二一一
・鹿児島相互信用金庫
西原支店
（普）〇〇四三八〇
∧口座名義∨
公益財団法人 鹿屋体育大学
体育・スポーツ振興教育財団
理事長 風呂井敬
本財団の活動の趣旨をご理解
いただき、関係各位の格別なる
御高配をお願い申し上げます。

3日・第94回日本選手権水泳競技大会
（～8 東京/東京辰巳国際水泳場）
7日・全日本学生トラックレースシリーズ第1戦（自転車）
（～8 静岡/日本サイクルスポーツセンター）
・平成30年全日本選抜柔道体重別選手権大会
（～8 福岡/福岡国際センター）
21日・全日本学生ロードカップシリーズ第1戦（自転車）
（～22 長野/飯山市）
27日・第72回全日本体操競技選手権大会
（～29 東京/東京体育館）
28日・第20回全日本学生選手権クリテリウム大会（自転車）
（滋賀/ふれあい運動公園）
29日・全日本柔道選手権大会
（東京/日本武道館）
・第52回織田幹雄記念国際陸上競技大会
（広島/広島広域公園）

闘いのスケジュール ４月

2日 ・新入生オリエンテーション
・第3年次編入生オリエンテーション
・英語プレイスメントテスト（１年次）
・定期健康診断（～5日）
3日 ・在学生ガイダンス（学部）
・小クラス懇談会（2・3・4年次）
4日 ・関連実技科目ガイダンス
・大学院在学生ガイダンス
5日 ・入学式
・新入生及び保護者との懇談会
・大学院新入生オリエンテーション
6日 ・授業開始
・履修登録期間（～19日）
7日 ・新入生合宿研修（～8日）
27日 ・競技力向上の会
・研究題目届・学位論文変更届（修士）提出締切
・論文主題・研究計画書・博士論文作成計画書（博士後期）提出締切
下旬 ・日本学生支援機構奨学金申請説明会

受講者全員でのソーラン節

学生宿舎会もちつき大会を実施

50

2

34

22

学生、トレーニングの成 昼食時間ということもあ
果とばかりに杵を力一杯 り、部活帰りの学生たち
振り下ろす学生など様々 で会場は大いに賑わいま
で、会場は参加者の笑い した。
外は冷たい風が吹いて
声に包まれました。
参加者は、きな粉、あ いましたが、学生達の熱
んこ、醤油、大根おろし 気とつきたてのもちによ
などバリエーションを変 り、温かな時間となりま
えながらつきたてのもち した。
を十分味わっていました。

東京サテライトキャンパスでの公開講座

27

バレーボール・ウィンター・キャンプ

SOUTEN No.324
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１月 日、鹿屋体育大
学学生食堂で学生宿舎会
の主催による「もちつき
大会」を実施しました。
学生宿舎会は学生宿舎
入居者の自治組織で、共
同生活に必要な様々な活
動を行っています。今回
のもちつき大会は、入居
者間の交流を深めること
を目的に、学生食堂の協
力のもと毎年実施してい
る交流イベントで、運営
はすべて学生が行ってい
ます。
当日は、 キロのもち
米を準備し、この日のた
めに用意した大きな臼と
杵で、もちつきを行いま
した。初めて持つ杵の重
さに驚く学生や、慣れた
様子でリズミカルにつく
27

【自転車競技】
◆2017年度 全日本学生トラックレースシリーズ第4戦
（1/21 静岡/伊豆ベロドローム）
▽男子
200ｍフライング・タイムトライアル
1位
阿部 将大
チーム・スプリント
1位
阿部・真鍋・岸田
1kmタイムトライアル
2位
岸田 剛
ケイリン
2位
阿部 将大
▽女子
3kmインディヴィデュアル・パーシュート
2位
西森 彩良々
500ｍ タイムトライアル
2位
西島 叶子
3位
内村 風羽香
ポイントレース
4位
西森 彩良々
5位
内村 風羽香
6位
西島 叶子

学内行事 ４月

⑷
平成３０年３月

