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自転車競技部
インカレ

３冠達成！
女子スプリント優勝！

我が故郷では、特産品
としてラッキョウが生産
されている。我が家も例
外ではなく生産している
が、植え付けから収穫ま
での道のりはなかなか険
しいものである。 ㎝ほ
ど掘った深い土の中に、一
列ずつ植え付けをし、収
穫の際は大きくなったも
のを抜き、出荷用に長さ
を整える。同じようなこ
とを繰り返し行うため、
とても忍耐のいる作業で
ある▼私は非常に根気弱
く、農業は絶対しないと
思っていたものだが、気
づけばいつからかシーズ
ンには帰省し手伝いをし
ている。近年は値がいい
ようで、作付面積も以前
の２倍以上となり、収穫
時期と重なるゴールデン
ウィークは、畑に張り付
いている。わずかばかりの
手伝いであるが、疲労感
はとても大きく、農業を
専業としている方々には
頭が下がる思いである。
しかしながら、普段パソコ
ンに向かって仕事をして
いる私にとって、たまに行
う肉体労働は一種の気晴
らしになっていることも
また事実である▼気晴ら
しといえば、私は小学生
の頃からとあるスポーツ
を続けており、今でもお
およそ週一回のペースで活
動しているが、この度８～
９月に行われた県内の社
会人大会において優勝す
ることができた。その後
祝杯を挙げたのはいうま
でもないが、このようなと
きに皆で労をねぎらいな
がら語り合うことこそ、
私にとって最も良い気晴
らしである。（Ｋ・Ｎ）
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中井彩子さん
西島叶子さん

ジア新記録で優勝してい 団体追抜で銅メダルを獲
たこの種目。銅メダルの 得して兄妹で表彰台に上
功績にも満足いかない橋 る大活躍をみせました。
本さんは、
「一から
鍛 えなおします」
と 東 京 オリンピッ
ク での 金 メ ダ ル 獲
得への意 欲 を強 く
語りました。
ま た、 同 大 会
には、同 大 学 卒 業
生（ ２ ０ １ ６・
卒、 日 本 競 輪 選
手 会 ）で兄の橋 本
英 也 さんが 男 子 オ
ムニアムで 仁 川 大
会につづく 連 覇の
金メダル と、男 子
４ ０ ０ ０メー ト ル
3

財団
月報

最大のイベントのインカ
レで、 年の時にチーム
種目で勝って以来個人で
は勝てなかったので、個
人種目でも勝てて本当に
嬉しい」と喜びを語りま
した。
1

‼

たロードは、緊張の中に
も絶対に負けられないプ
ライドを持って走った。
応援してくれた皆に恩返
しができて嬉しい」と、
西島さんは「自信をもっ
て自分でレースをつくり
最後まで諦めなかったこ
とが勝因。大学生として

自転車競技部

優勝の瞬間の中井さん
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羽ばたけ
大空へ
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アジア競技大会 体操競技部

第 回全日本大学対抗
選手権自転車競技大会で
自転車競技部の中井彩子
さん（スポーツ総合課程
年）が女子３０００ｍ
個人追抜、女子オムニア
ム、女子 ㎞ロードレー
スの 種目で優勝、 冠
を達成しました。
さらに、
西島叶子さん（同
年）も女子スプリン
トで優勝を果たしま
した。
中井さんは「アジ
ア大会出場中のライ
バルが不在だったの
で、優勝だけでなく
内容に強くこだわっ
て挑戦した。特にナ
ショナルチャンピオ
ンジャージを着用し
67

アジア競技大会
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左から二人目が前野さん
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橋本優弥さん ４０００メートル
団体追抜で銅メダル獲得

た。また、日本代表の 必要と実感した」と今
コーチとして帯同した 後の期待を込めて話し
同 大 学 村 田 憲 亮 助 教 は ました。
「団体での役割はしっ
かり果して
くれた。彼
が最大限の
パフォーマ
ンスができ
たときに取
れる点数、
メダルはま
だまだ可能
性があると
みえた。
もっと上位
を目指すに
は選手、
コーチとも
に試合の進
行状況に応
じて出場種
目等を交代
するなど臨
機応変に対
応する力が
8

笑顔で報告の西島さん

兄妹で銅メダルを手に！
（左から優弥さん、英也さん）
※写真は南日本新聞社様よりご提供いただきました。

4

第 回 ア ジア 競 技 大
会の自転車競技４０００
メートル団体追抜に鹿屋
体育大学自転車競技部
橋本優弥さん（スポーツ
総合課 程 年）が出場。
月 日の 決 勝 回 戦
で、 分 秒３７０で
位決定戦出場権を獲得
し、同日行われた３位決
定 戦では香 港 相 手に圧
勝し、見事銅メダルを獲
得しました。
橋本さんを一員とした
日本女子４０００メート
ル団体追抜は、平成 年
度中に 回 も日本 記 録
を樹立し、また、 月開
催のアジア選手権ではア

※写真は南日本新聞様よりご提供いただきました。

前野風哉さん

ました。最初のゆかで
はチーム最高得点を獲
得、さらにつり輪でも
十字懸垂などの力技を
正確に演技し、チーム
に貢献、男子団体総合
は見事銀メダルに輝き
ました。
松下雅雄学長ら同大
学役員への報告の際に
は、「国際大会は初め
てではないので特に緊
張することなく試合に
挑めた。団体 連覇を
目標としていたので、
銀メダルで悔しい気持
ちもあるが、日本代表
として 種目に出場で
きたこと、中国のトッ
プ選手たちと戦えたこ
とはいい経験になっ
た。 年後のオリン
ピックを目標に頑張り
たい」と初めてのアジ
ア大会を振り返りまし
2

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
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見事な平行棒演技の前野さん
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男子団体総合で
銀メダル獲得！
インドネシア・ジャ
カルタで開催された第
回アジア競技大会の
体操競技に、鹿屋体育
大学体操競技部前野風
哉さん（スポーツ総合
課程 年）が日本代表
として出場し見事男子
団体総合で銀メダルに
輝きました。
月 日の予選では
４種目（つり輪、跳
馬、平行棒、ゆか）に
出場した前野さんは、
つり輪とゆかで実力を
存分に発揮し高得点を
獲得、男子団体は予選
位という好成績での
決勝進出に大きく貢献
しました。
月 日迎えた決勝
では、急遽出場が決定
した得意種目の鉄棒を
加え、つり輪、跳馬、
ゆかの 種目に出場し
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第 18 回アジア競技大会

（２０１８／インドネシア）

入賞おめでとうございます！
また、皆様からのご声援ありがとうございま
した！！

橋本英也さん（2016年３月卒業）
自転車 トラック男子オムニアム 金メダル
（仁川大会に続き２連覇）
トラック男子チームパシュート 銅メダル
前田佳代乃さん（2013年３月卒業）
自転車 トラック女子チームスプリント ４位

鍋島莉奈さん（2016年３月卒業）
陸上競技 女子5,000ｍ ４位
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ゼネラルマネジャーが出
席。瓜田学長補佐より、
本協定の概要と、本協定
により共同研究の推進、
プロスポーツの競技力向
上等が期待されることの
説明があった後、協定書
への署名が行われまし
た。当日は多くの報道関
係者が訪れ、２０２０年
の東京オリンピック及び
鹿児島国体を目指す人材
の育成に向けた取り組み
や、シエルブルーから同
大学へ提供さ
れる研究デー
タについて等
次々に質問が
あり、注目度
の高さがうか
がえました。
同大学の自
転車競技部
は、国際大会
で上位に入賞
する選手も在
籍しており、
卒業後も活躍
する選手を輩
出してきまし

開発すること、ならびに
スポーツ界において国際
的に活躍できるグローバ
ル人材を育成することを
目的とした、短期間の教
育プログラムです。
８月 日からスタート
した第８回本セミナーに
は、書類審査と面接を経
て選ばれた 名が、 の
国と地域より参加しまし
た。今回は、オリンピッ
ク・パラリンピック教育
をはじめとした共通科目
に加え、スポーツに関す
る政策やイベント管理・
運営法等を中心とした
「スポーツマネジメント

コース」が開講され、国
内外から招聘された講
師、および本学教員よ
り、英語による講義・演
習が展開されました。
また、セミナー期間中
の土日には鹿屋市内のご
家庭へホームステイをさ
せていただき、日本文化
を存分に体験しました。
鹿屋体育大学の特徴を
活かした国際セミナーの
実施により、オリンピズ
ムの普及と知的財産であ
るスポーツ科学のグロー
バルな推進が期待されま
す。
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今年も好評！

サポートする全面協力体
制で実施され、今年も、
多くの参加者から大学生
とのふれあい自体を喜ぶ
感想や楽しく丁寧に教え
てもらった練習プログラ
ムへの感謝の声が寄せら
れました。

マリンスポーツ＆夏休みの公開講座

鹿屋体育大学では、毎
年好評を博しているマリ
ンスポーツやキャンプ型
の公開講座が今年も実施
されました。
マリンスポーツは、４
月当初から４講座開講し
ています。カヌーやヨッ
ト、 Ｓ Ｕ Ｐ 等 を 体 験 す
る「楽しいマリンスポー
ツ」
、親 子 で も 参 加 で き
る「楽しいスキンダイビ
ング～初級者編～」
、今
流行りのＳＵＰを楽しみ
ながら適度な運動促進を
促す「ＳＵＰ健康教室」
、
そして夏休みに大隅青少
年自然の家に宿泊を伴い
ながら実施する「少年少
女楽しいマリンスポーツ
キャンプ」です。穏やか
な錦江湾内を望む海洋ス
ポーツセンターを備える
同大学ならではのこれら
の公開講座は、募集開始
と同時くらいで定員を満
たす講座もあるほど例年
好評。今年も参加者から
は
「とっても楽しかった」
「 ま た 来 年 も 来 た い 」な
ど大満足の感想が聞かれ
ました。
また、夏休みには、バ
スケットボールとバレー
ボールもサマー・キャン
プと称し学内の宿泊施設
を利用して２泊３日で開
講しています。今年もバ
スケットボールは２講座
開講で合計１２９名、バ
レーボールは１講座で
１３５名と大勢の参加者
が汗を流しました。両種
目とも、同大学バスケッ
トボール部員とバレー
ボール部員が、昼間の練
習の細やかな指導から、
練習後の食事や洗濯まで

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

第８回 国際スポーツ
アカデミーセミナー開催

２０２０年東京オリン
ピック・パラリンピック
競技大会開催国として、
日本国政府は「スポーツ
フ
･ ォー・トゥモロー」
事業を推進しています。
鹿屋体育大学において
も、その推進事業の一環
を委託され、２０１４年
から、「鹿屋体育大学国
際スポーツアカデミー
（ＮＩＦＩＳＡ）」を開
催しています。これは、
アジアを中心に、世界各
国・地域から若いコー
チ、研究者を受け入れ、
将来を見据えたオリン
た。今回、プロの選手の ピック教育プログラムを
トレーニングデータが共
有できることで、今後の
人材育成にも活かされる
と期待されます。同大学
の卒業生であり、「ＣＩ
ＥＬ ＢＬＥＵ ＫＡＮＯ
ＹＡ」の所属選手として
第一線で活躍される上野
みなみ選手、山本さくら
選手、堀航輝選手、そし
て自転車競技部の更なる
活躍が期待されます。

山本耕平さん（2014年３月卒業）
水泳・競泳 男子800ｍ自由形 ４位

シエルブルー株式会社との連携及び
協力に関する協定を締結

卒業生も大活躍！
月 日、鹿屋体育大
学と鹿屋市を拠点として
活動しているプロ自転車
チーム「シエルブルー株
式会社」（以下、シエル
ブルー）との連携及び協
力に関する協定締結式を
行いました。これまで、
同大学の卒業生でもある
シエルブルーの所属選手
は、大学施設や設備を無
償で利用できるように大
学が配慮していたほか、
同大学の自転車競技部の
学生もプロのトレーニン
グを経験する機会を得る
などの協力体制にありま
した。今回、双方の更な
る競技力向上及び地域活
性化を図るため、同大学
とシエルブルーによる組
織的な協定を締結する運
びとなりました。
協定締結式には、同大
学より松下雅雄学長、瓜
田吉久学長補佐（競技力
向上担当）、黒川剛助教
（自転車競技部監督）、
シエルブルーより若藤英
二代表取締役、高宮正嗣

閉会式にて記念撮影

セミナーの授業風景
開会式でのスポーツ庁オリンピック・
パラリンピック課 勝又課長の挨拶

大城海輝さん（2016年３月卒業）
カヌー スプリント男子カナディアンシングル1000ｍ ５位

協定書を持つ松下学長と若藤代表取締役
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海洋スポーツセンター
が初めての方から、ベテ
ランの方まで、参加者全
員で楽しめる大会が継続
されていることは、ひと
えに参加者の皆様のご参
加、ご協力のおかげで
す」と謝辞が述べられ、
今後も末永く大会が継続
されることを祈念して、
大会を終了しました。
各クラスの優勝者は次
のとおり。
◆ＯＰ級Ａクラス：
田中花奈さん（鹿児島
ジュニアヨットクラブ）
◆ＯＰ級Ｂクラス：
岩下尚賢さん（鹿児島
ジュニアヨットクラブ）
◆ダックリングクラス：
北修紋さん（鹿児島商
業高等学校ヨット部）
◆ シングルハンドＡクラス：
木田拳太郎さん （鹿児
島ジュニアヨットクラブ）

◆ シングルハンドＢクラス：
村田淳さん（ＪＸマリ
ンサービス）
◆ ウィンドサーフィンクラス：
黒石勇次さん（北杵築
郵便局）
◆ＳＵＰ Ａクラス：
村田淳さん（ＪＸマリ
ンサービス）
◆ＳＵＰ Ｂクラス：
小窪悠斗さん（鹿児島
ジュニアヨットクラブ）

萩原悟一講師 スポーツ庁長官賞を受賞
うなものなので、これを
機に地元や本学への貢献
に結びつくような取り組
みの実現化に弾みをつけ
たい」と今後への意欲を
みせました。

回大会企画コンペ＝

るさと納税を利用してス
ポーツ産業の活性化に繋
がっている地方モデルの
紹介や本学のスポーツ施
設を活用したスポーツ・
ツーリズムのアイデア等
を盛り込んだもので、現
在スポーツ庁及
び経済産業省な
どが提唱してい
る地方創生の活
性化へ繋がる可
能性を大いに含
むものとして評
価されての受賞
となりました。
松下雅雄学長
はじめ役員に受
賞の報告をした
萩原講師は「鹿
屋市で行おうと
進めているアイ
デアにお墨付き
をいただけたよ

＝日本スポーツ産業学会第
鹿屋体育大学の萩原悟
一講師（スポーツ人文・
応用社会科学系所属）
が、日本スポーツ産業学
会第 回大会企画コンペ
～アイデアコンペ「ス
ポーツ産業に新たな投資
を呼び込もう！」～で、
スポーツ庁長官賞を受賞
しました。
この賞は、２０１６年
度より当学会が実施し
てきたスポーツ政策や
スポーツ産業の活性化
にむけた提言コンペに
２０１８年度から「ス
ポーツに新たな投資を呼
び込むアイデア」が付加
され、我が国のスポーツ
市場規模拡大にむけ貢献
を期待するアイデアが公
募されたコンペの最優秀
賞です。
萩原講師の提案は、ふ

ランチバイキングを開催

部

第 回鹿屋体育大学長杯
オープンヨットレースを開催

26

26

74

27

なったもの。
して実施したい」と次回
地元紙での記事を見て への意欲をみせました。
来た市民は「５００円で
この美味しさ、
この種類を食べ
られることに驚
いた！次もまた
来たい」と嬉し
そうに話されま
した。
開店を並んで
お待ちいただく
ような状態を
目の当たりにし
た同食堂栄養士
の宮川敏子さん
は、「沢山の方
にお越しいただ
いて嬉しい。次
また趣向をこら

チームは常に斬新なアイデアを実践することで成長し
てきましたが、今年新しく始めた数々の取り組みの中か
ら 2 つを紹介します。
１つめは、東京五輪のスポンサーでもある語学指導と
留学支援のＥＦエデュケーションファースト社にサポート
して頂き、真にグローバルな人材育成を目指して、全部
員への英語教育がスタートしました。当面の目標は「選
手又はボランティアで東京五輪にアタック！」です。
2 つめは、東京五輪のトラック会場でもある伊豆ベロ
ドローム（静岡県伊豆市）の近くの一軒家を借りて、合
宿所を開設したことです。国際規格の競技場は現在日本
国内でここ１カ所のみなので、各種全国大会やチーム独
自の合宿等で年に何回もこの地を訪れています。観光地
のため宿泊施設確保に苦労していましたが、世界に向け
た最前線での活動環境が一気に改善されました。
常に新しい取り組みで「市民に愛されるチーム」を目
指す自転車競技部の活動を、これからも熱くご支援願い
ます。

自転車競技部は地域に密着しながら、そしてスポンサー
など多くの関係者に支えられながら『日本の自転車競技
をメジャーにし、未来の自転車界を支える人材を育成す
る』ことを目標に活動しています。
競技面では創部 24 年目で 40 名以上の日本代表選手を
輩出しています。
先月のアジア競技大会にも関係者３名（卒業生２名を
含む）が出場して、金メダル 1 個、銅メダル３個を獲得
しました。
ロンドン五輪とリオデジャネイロ五輪には関係者各２
名が出場しましたので、いよいよ迫る東京五輪では複数
名の出場に加え、メダル獲得を目標にしています。
トレーニングは過酷を極めますが、チームの雰囲気は
最高です。
黒川剛監督が言い続ける「いつだって楽しくなければ
意味が無いよね」を実現するため、最上級生が中心とな
り全部員でチームマネジメントに全力で取り組んでいま
す。

自転車競技

学長報告にて(右から二人目が萩原講師）

介
紹
体
団
動
活
課外
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鹿屋体育大学では、９
月５日～７日の３日間、
学生食堂で「ランチバイ
キング」が開催されまし
た。
通常営業としても一般
市民も利用できる同食堂
ですが、今年の３月に初
めて大学開放事業「ラン
チバイキング」と称し
大々的に実施しご好評を
得、５月 日に開催した
「２０１８かのやエン
ジョイスポーツ（市民参
加型運動会）」でも参加
者のランチとして提供
し、こちらも大盛況。そ
こで今回、皆様のご要望
にお応えする形で同大学
の夏休み期間中に開催と
20

26

第 回鹿屋体育大学長
杯オープンヨットレース
が８月 日に海洋スポー
ツセンターで開催されま
した。参加者は、 歳か
ら 歳までと年齢、ヨッ
ト歴ともに幅広く、県内
はもとより遠方では大分
県からの参加もありまし
た。
開会式では、松下雅雄
学長の挨拶の後、深田光
さん（鹿児島商業高等
学校ヨット部所属）が
「シーマンシップに則っ
たセーリングを行い、
正々堂々とレースするこ
とを誓います」と力強い
選手宣誓を行いました。
ヨットレース開始前に
は、ＳＵＰ（スタンド
アップパドルボード）の
レースが実施され、ヨッ
トとは異なり一枚のボー
ドの上に立つことに苦戦
する姿が見られました。
続いて行われたヨット
レースには、６クラス
艇が出走。当日は快晴で
風にも恵まれ、無事に各
クラスにおいて３レース
が行われました。
閉会式では、此上友唯
記録委員長（スポーツ総
合課程４年）から成績発
表、各クラスの１位から
３位までの入賞者に賞
状、盾および賞品が授与
され、参加者全員に参加
賞が贈呈されました。
（賞品は、鹿屋未来研究
会より提供）
最後に中村夏実海洋ス
ポーツセンター長から
「台風の影響で開催が危
ぶまれましたが、無事に
開催できました。レース
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【体操競技】
◆第72回全日本学生体操競技選手権大会
（8/10～12 兵庫／ベイコム総合体育館）
▽男子
個人総合
5位 杉野 正尭
7位 前野 風哉
個人種目別 跳馬
2位 長谷川 瑞樹
個人種目別 あん馬
1位 杉野 正尭
個人種目別 平行棒
6位 藤巻 竣平
個人種目別 つり輪
2位 前野 風哉
個人種目別 鉄棒
3位 前野 風哉
6位 中谷 至希
団体総合
3位 鹿屋体育大学
団体種目別 あん馬
3位 鹿屋体育大学
団体種目別 平行棒
3位 鹿屋体育大学
団体種目別 鉄棒
1位 鹿屋体育大学
◆第18回アジア競技大会
（8/20～24 インドネシア／ジャカルタ）
▽男子
団体
2位 前野 風哉※（日本）
※は他団体選手との出場を示す。
【水泳】
◆第65回全国国公立大学選手権水泳競技大会
（8/11～12 山口／山口きらら博記念公園水泳プール）
▽男子
50m自由形
6位 岡本 匡史
100m自由形
5位 古賀 圭一郎
7位 岡本 匡史
200m自由形
1位 古賀 圭一郎
4位 田切 和也
400m自由形
1位 小林 祐馬

学内行事 11 月

‼

【ヨット】
◆2018年度全日本学生シングルハンドレガッタ
（8/31～9/2 東京/若洲海浜公園ヨット訓練所）
5位 金城 朋輝

昨年度の蒼天祭の様子
【自転車競技】
◆第74回全日本大学対抗選手権自転車競技大会（トラック）
（8/17～19 静岡／伊豆ベロドローム）
▽男子
4kmインディヴィデュアルパーシュート
5位 徳田 匠
チームスプリント 6位	阿部、岸田、真鍋
ケイリン
4位 徳田 匠
1kmタイムトライアル
3位 阿部 将大
スプリント
3位 阿部 将大
チームパーシュート
6位 松本、徳田、長松（大）、長松（空）
▽女子
500mタイムトライアル
5位 西島 叶子
3kmインディヴィデュアルパーシュート
1位 中井 彩子
6位 西森 彩良々
チームスプリント 4位 西島、内村
マディソン
2位 西島、中井
4位 西森、内村
スプリント
1位 西島 叶子
4位 内村 風羽香
◆第18回アジア競技大会
（8/18～9/2 インドネシア／ジャカルタ）
▽女子
チームパーシュート
3位 橋本 優弥※（日本）
マディソン
4位 橋本 優弥※（日本）
※は他団体選手との出場を示す。
【カヌー】
◆2018FISU世界大学カヌースプリント選手権大会
（8/6～14 ハンガリー／ソルノク）
▽男子
C-2 1000m
5位 日髙、柚野
C-2 500m
5位 日髙、柚野
C-2 200m
5位 日髙、柚野
C-4 1000m
6位	日髙、岡村、横山、柚野
C-4 500m
6位	日髙、岡村、横山、柚野
C-4 200m
5位	日髙、岡村、横山、柚野
◆第54回関西学生カヌー選手権大会
（8/9～12 兵庫／宍粟市音水湖）
▽男子
K-1 1000m
1位 田原 暸太
K-1 200m
1位 橋沼 新
K-2 1000m
2位 田原、橋沼
K-2 200m
3位 田原、森黒
5位 安藤、内田
K-4 1000m
4位	田原、森黒、橋沼、内田
K-1リレー 4×500m

闘いのスケジュール 11月

1000m

【なぎなた】
◆第57回全日本学生なぎなた選手権大会
（8/12 埼玉／入間市市民体育館）
団体
2位	春山、上地、上間、三浦、
畠山
個人
1位 春山 りんか
演技
ベスト8 三浦、北

ありがとう
ございます

アンケート回答期限︓平成30年11月15日

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。

URL︓https://goo.gl/forms/FKWoZr2cv0t3NFgy2

般》

web入力できますので、ぜひアンケートにご協力ください。
ご意見お待ちしております。

カイコー㈱ 様（三万円）

鹿屋体育大学広報室では、皆様のご意見をこれからの
広報活動への参考とすべくアンケートを実施しております。
アンケートは左記QRコード（下記URL）から

一也 様（一万円）

皆様の声をお聞かせください!!

神奈川県

樋口

３日・第66回全日本剣道選手権大会
（東京/日本武道館）
５日・第68回九州地区大学体育大会（野球）
（～11 福岡/久留米市野球場ほか）
10日・第30回記念「ツール・ド・おきなわ2018」大会
（～11 沖縄/沖縄本島）
11日・第37回全日本女子生剣道優勝大会
（愛知/春日井市総合体育館）

2位	田原、橋沼、安藤、内田
2位 石川 義活
4位 岩男 凌
5位 下屋敷 泰成
C-1 200m
1位 下屋敷 泰成
2位 佐藤 博幸
5位 石川 義活
C-2 1000m
3位 佐藤、岩男
C-2 200m
2位 宮原、岩男
C-4 1000m
3位	佐藤、石川、宮原、下屋敷
C-1リレー 4×500m
1位	佐藤、石川、岩男、鈴木
▽女子
WK-1 500m
3位 森 愛奈
WK-1 200m
1位 森 愛奈
WK-2 500m
2位 森、林田
WK-2 200m
2位 林田、溝口
◆2018年第54回全日本学生カヌースプリント選手権大会
（8/28～9/2 石川／小松市木場潟カヌー競技場）
▽男子
K-1 200m
3位 橋沼 新
K-2 200m
3位 田原、森黒
5位 安藤、内田
K-4 1000m
4位	森黒、田原、橋沼、内田
K-1リレー 4×500m
3位	田原、橋沼、安藤、内田
C-1 1000m
1位 柚野 秀斗
6位 佐藤 博幸
C-1 200m
3位 日髙 将希
5位 佐藤 博幸
C-2 1000m
2位 日髙、柚野
7位 佐藤、岩男
C-2 200m
1位 柚野、下屋敷
4位 宮原、岩男
6位 岡村、横山
C-4 1000m
2位 日髙、柚野、佐藤、岡村
C-1リレー 4×500m
1位	日髙、柚野、佐藤、石川
▽女子
WK-1 500m
5位 森 愛奈
WK-1 200m
1位 森 愛奈
WK-2 500m
6位 森、林田
WK-2 200m
4位 林田、溝口
C-1

12日・全日本学生ボードセーリング選手権
（～16 沖縄/オクマ）
24日・第72回全日本体操競技団体選手権大会
（～25 群馬/高崎アリーナ）
25日・平成30年度全日本学生室内テニス選手権大会
（～12月2日 大阪/江坂テニスセンター）
26日・第71回スーパーカレッジ男子大学選手権大会（バレーボール）
（～12月2日 東京/大田区総合体育館ほか）
・第65回スーパーカレッジ女子大学選手権大会（バレーボール）
（～12月2日 東京/大田区総合体育館ほか）

《一

３日 蒼天祭（～4日）
４日 大学説明会
（東京サテライトキャンパス）
10日 大
 学入学共通テストに向けての
試行調査（プレテスト）
23日 学長杯少年・キッズサッカー大会
下旬 日本学生支援機構
奨学金返還説明会

3

４日は献血バスも来ま
すので、ご協力お願いし
ます。
※内容
 は予告なく変更す
る場合があります。
※駐車
 場台数に限りがあ
りますので、できるだ
け公共交通機関をご利
用ください。

【男子バレーボール】
◆ビーチバレーボール・ジャパン・カレッジ2018
（8/7～9 神奈川／川崎マリエンビーチバレーコート）
4位 岩本・柳

11

定です。
ぜひ この機会に鹿
屋体育大学へお越しくだ
さい。
【主なイベント】
マッスルコンテスト、
歌うま選手権、クイズ大
会、ビンゴ 他

【【
学学
内内
共共同
同教
研育
究研
教究
育施設
設だ
だよ
より
り】】

2位 可德 圭秀
2位 富田 修平
4位 黒川 真吾
200m背泳ぎ
2位 黒川 真吾
5位 門田 凌我
100m平泳ぎ
3位 脇園 樹
200m平泳ぎ
2位 脇園 樹
100mバタフライ 3位 榊 大希
7位 菊池 玲希
200mバタフライ 3位 野﨑 充
5位 榊 大希
200m個人メドレー 2位 戸田 亮真
3位 田崎 竜成
400m個人メドレー 2位 野﨑 充
3位 戸田 亮真
400mフリーリレー 2位	岡本、古賀、小林、佐貫
800mフリーリレー 1位	小林、野﨑、古賀、佐貫
400mメドレーリレー
2位	富田、脇園、野﨑、古賀
▽女子
50m自由形
2位 大木場 真由
8位 讃岐 百花
100m自由形
2位 石原 愛由
3位 髙宮 玲音
200m自由形
2位 石原 愛由
3位 髙宮 玲音
400m自由形
2位 川﨑 碧
3位 小川 真侑
100m背泳ぎ
2位 川崎 涼夏
4位 山口 藍李
200m背泳ぎ
3位 山口 藍李
4位 川崎 涼夏
100m平泳ぎ
4位 五十嵐 陽美
200m平泳ぎ
5位 五十嵐 陽美
100mバタフライ 3位 大木場 真由
5位 小林 瑠那
400m個人メドレー 4位 川﨑 碧
200mフリーリレー 2位 石原、髙宮、鳥居、大木場
400mフリーリレー 2位 石原、髙宮、大木場、小林
400mメドレーリレー
2位 山口、五十嵐、大木場、石原
100m背泳ぎ

８月

来たる 月 日、４
日、鹿屋体育大学の学園
祭「蒼天祭」が開催され
ます。
テーマは「＃食＃魅力
＃健康」。
ステージでは元オリン
ピック選手による講演会
のほか、蒼天祭名物マッ
スルコンテストなど楽し
いイベントが盛りだくさ
ん。また、世界屈指の測
定機器が揃うスポーツパ
フォーマンス研究セン
ターでの体験ツアーは今
年も実施します。
さらに、今年は３日に
は九州大学サッカー１部
リーグの試合、４日に
は、おおすみハナマル
シェとコラボして、大隅
の食品や雑貨などのマー
ケットイベントも開催予
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尚浩

ポーツクラブでの指導支
援や健康づくり出前講座
を開催するなど、研究面
だけではなく地域社会へ
の貢献事業も含めて広く
活動を行っています。

センター長：北村

した。今後、３回の運動
教室とともに８週間の家
庭での運動実施後にその
効果を測定します。②は、
大隅地域で開催されてい
る「ツール・ド・おおす
み 」に 焦 点 を 当て、
スポーツ・イベント
開催による地域への
影響を明らかにしよ
うとするものです。
スポーツ・イベント
は地域経済の活性化
だけではなく、地域
のスポーツ振興にお
いても重要な役割が
期待されます。
これ らの他に も、
貯筋プロジェクトの
推 進、 Ｎ Ｉ Ｆ Ｓ ス

生涯スポーツ実践センターの取り組み

生涯スポーツ実践セン
ターが現在取り組んでい
る主な研究プロジェクト
としては、①離島在住高
齢者を対象とした持続性
の家庭型・地域型運動教
室とその効果、②スポー
ツイベントによる地域活
性化に関する研究があり
ます。
①は、離島という特殊
な 生 活 環 境 下において、
家庭で行うことができる
運動プログラムと定期的
な運動教室が、高齢者の
日常生活に必要な体力に
及ぼす効果を測定するも
のです。大島郡天城町の
協力を得て、７月 日に
事前の体力測定を行いま
23

蒼天祭のお知らせ

平成３０年１０月

汲取の御注文
浄 化 槽 の 管 理

水質保全に
全力投球
鹿屋市
許 可
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