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金山大和さん
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体操競技部

何としてでも勝たなければ、
出場できなかった人のために
も結果を残さないといけな
い、といったプレッシャーが
ものすごくありましたが、練
習を精一杯やってきた自信は
あったので、思いっきりやる
だけやってみようという気持
ちで試合に挑んだ結果、優勝
することができました。みな
さんの応援があったからこそ
優勝できたと思います」と感
謝の言葉を述べました。金山
さんは今回の結果から、Ｕ
日本代表合宿へ奨励選手とし
て参加することが決まりまし
た。

橋本優弥さん

1
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全日本学生体操競技選手権
大会種目別あん馬で優勝！

月 ～ 日に山口県・維
新百年記念体育館で開催され
た第 回全日本学生体操競技
選手権大会において、金山大
和さん（スポーツ総合課程
年）が種目別あん馬で優勝し
ました。金山さんは「予選で
落ちたら決勝に進めないので

自転車競技部

冠達成！

鹿屋体育大学で働いて
いると学生の活躍をよく
耳にする。きっと長い間た
ゆまぬ努力を続けてきた
のだろう。いつもたくさん
の勇気をもらっている。そ
こで私に長い間続けてき
たものはあるのかと自問
すると つでてきた。「釣
り」だ。小学 年生の頃
隣の家のおじさんに連れ
ていってもらったのがきっ
かけで、中学生から今ま
で続き、月に 、 回学
生時代の友人たちと楽し
んでいる▼夕方から開始
し、長ければ 時間を超
える。その際には友人た
ちとたわいもない話をし
たり、堤防でコンビニ弁当
を食べたり、ロマンティッ
クに星空を眺めたりして
いる。これだけ長時間粘っ
ても正直 匹も釣れない
日や手前まで魚が見えた
のに逃げられてしまうこ
ともよくある。しかし、
その苦い経験があるから
こそ釣れた時の喜びは大
きく、その喜びを周りの
人たちと共有できるのは
さらに奥深い。これは何
も釣りだけに限らず、試
合であったり、仕事であっ
たり多くのことに共通す
ると思う▼釣り技術の向
上や道具の進化にも助け
られて、もしかしたら将
来ブリを釣り上げること
ができる日がくるかもし
れない。そんな自身の努
力の成果を楽しみに、こ
れから先何年たっても魚
釣りは続けていくつもり
だ。同時に鹿児島の誇る
偉大な錦江湾はきれいな
ままであってほしいと心
から願ってもいる。
（Ｙ・Ａ）
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長させてくれた鹿屋への感謝
の気持ちをペダルに込め、一
踏み一踏み噛みしめながら全
力でこぎ続けます。引き続き
応援をお願いいたします」と
振り返り感謝の言葉を述べま
した。

全日本インカレ
1

財団
月報

6

ことができてうれしかっ
たです。今後も練習と研
鑽を積み、来年は総合優
勝を目指して精進します
ので引き続き応援をよろ
しくお願いします」と喜
びと今後の抱負を話しま
した。男子女子ともに今
後のさらなる活躍が期待
できそうです。

3
月 日～ 日、 月 日
に行われた文部科学大臣杯第
回全日本大学対抗選手権自
転車競技大会において、自転
車競技部の橋本優弥さん（ス
ポーツ総合課程 年）が３㎞
インディヴィデュアルパー
シュートとオムニアム、石上
夢乃さん（同 年）と出場し
た ㎞マディソンで優勝し、
冠を達成しました。
橋本さんは「勝つためだけ
に日々練習に打ち込んだこと
で、 冠という結果を残すこ
とができ、うれしい気持ちで
あふれています。個人として
は理想以上の結果を残せ、一
切の悔いなく最後のインカレ
を終えることができました。
鹿屋体育大学のジャージを着
て出場する大会は終わりまし
たが、今後出場する国体等の
レースも 年間でここまで成
9
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カヌー部
全日本インカレ６種目制覇！
森 愛奈さん
女子カヤックＭＶＰ受賞
月 ～ 日に木場潟
カヌー競技場で行われた
第 回全日本カヌー学生
選手権大会において、鹿
屋体育大学カヌー部が
種目で優勝、男子はカナ
ディアン総合と総合部門
で 位に輝きました。ま
た、女子カヤックＭＶＰ
に森愛奈さん（スポーツ
総合課程 年）が選ばれ
ました。
今回の結果に
カヌー部キャプ
テンの柚野秀斗
さん（スポーツ
総合課程 年）
は「目標として
いた総合優勝は
達成できません
でしたが、カ
ヤック勢の活躍
もあり昨年より
順位をひとつあ
げ、全員の力で
総合 位を勝ち
取ることができ
ました。悔しい
事の方が多かっ
た今回の大会で
したが、チーム
の成長を感じる
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祝 ＯＢ 宮田悠佑さん

権で５００ｍ４人乗りに
出場し、全体で 位、ア
ジア大陸で 位となり東
京五輪出場を決めること
ができました。無事出場
枠を獲得することがで
き、ホッとしています。
一年後の五輪本番に向け
て一つでも上の順位がと
れるようにしっかりと準
備をし、自分の競技人生
の中で最高のパフォーマ
ンスを発揮し、多くの皆
様に感動を与えられるよ
うに頑張りたいと思い
ます と
｣ 喜びを語りまし
た。
遠く鹿屋より心からの
祝福と２０２０東京オリ
ンピックでのご活躍を祈
念しております！！
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２０２０年東京オリンピックで
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カヌースプリント
男子カヤックフォア
代表選手に内定！

鹿屋体育大学卒業生の
宮田悠佑さん（Ｈ ・
卒）が、東京２０２０オ
リンピック競技大会のカ
ヌースプリント男子カ
ヤックフォアで日本代表
選手に内定しました。
宮田さんは「８月にハ
ンガリーで行われたカ
ヌースプリント世界選手
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第 回 鹿屋体育大学長杯
オープンヨットレース
海洋スポーツセンターで開催

36

第 回国際柔道セミナー開催
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カ国から 名のコーチや研究者を迎えて
参加者からは、「学んだ
技を持ち帰って、他の柔
道家へ伝えたい」などの
声がありました。
また、柔道の講義・演
習以外にも、生け花、書
道を通して日本文化を体
験し、ホームステイでは
ホストファミリーとお互
いの文化や慣習を共有す
るなど、地域の方々と交
流を深める活動を行いま
した。
同大学では今後もグ
ローバル化、地域貢献、
国内外の柔道の発展に役
立てるよう、国際柔道セ
ミナーを次年度以降も継
続的に実施する予定で
す。
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第 回 国際スポーツアカデミー
ＮＩＦＩＳＡ開催

10 28
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鹿屋体育大学国際交流 ムで実施され、柔道に関
セ ン タ ー で は 、 ス ポ ー する講義、実技演習のほ
ツ・武道による国際交流 か日本語学習、日本文化
の推進と国内外の柔道の 体験、鹿屋市・垂水市の
発展に貢献することを目 家庭へのホームステイな
的に、 月 日から 日 どで構成されました。柔
ま で 第 回 国 際 柔 道 セ 道の歴史、トレーニング
ミナー（ International法と応急処置、世界にお
）を開 け る 柔 道 な ど の 講 義 で
Judo Seminar
催しました。参加者は募 は、メモを取る参加者の
集人員を超える応募者の 真剣な様子がうかがえま
中から、書類審査と面接 した。
中でも、同大学の濱田
を経てフィリピン、カナ
ダ 、 コ ソ ボ 、 マ レ ー シ 初幸教授の実技演習は大
ア、フランス、メキシコ 変好評でした。技の基本
の カ国より６名が選ば 練習となる「うちこみ」
をベースとした日本柔道
れました。
本セミナーは、外国人 の実技指導方法に参加者
の柔道家やスポーツ関係 は 驚 き を 隠 せ な い 様 子
者が、国内の優れた柔道 で、技だけでなく日本柔
専門家の講義を英語で学 道の精神の習得にも熱心
ぶ本格的な教育プログラ に取り組んでいました。
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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。鹿屋体育大学でも
その推進事業の一環とし
て、２０１４年から年
２回「鹿屋体育大学国
際スポーツアカデミー
（ NIFISA
）
」を開催し
てきました。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
見据えたオリンピック教
育プログラムを開発する
ことや、スポーツ界にお
いて国際的に活躍できる

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「年齢、競技歴ともに
多様な方々が一堂に会す
るヨットレースは他にな
く、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
皆様のシーマンシップと
好意のおかげです」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
のとおりです。
◆ＯＰ級 クラス：
広 瀬 航 さ ん（ 鹿 児 島
ジュニアヨットクラブ）
◆ダックリングクラス：
與 儀 幸 之助さん
（錦江
湾高等学校ヨット部）
◆シングルハンド クラス：
辻貴洋さん
（無所属）
◆シングルハンド クラス：
柿木朋子さん
（無所属）
◆ウィンドサーフィンクラス：
廣津秀治さん
（錦江湾マ
リン）
◆ＳＵＰ クラス：
木田 拳 太 郎さん
（鹿屋
体育大学）
◆ＳＵＰ クラス：
城 之下 倫 太 郎 さん
（鹿
屋海洋スポーツクラブ）
◆ＳＵＰ クラス：
横 山将 大さん
（錦江湾
高等学校ヨット部）
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セミナーの授業風景
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第 回鹿屋体育大学
長杯オープンヨットレー
スが、９月１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 歳までと幅広く、
県外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、四枝翔
生 さ ん（ 鹿 児 島 商 業 高
等学校ヨット部所属）が
「シーマンシップにのっ
とっ 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、３クラス 艇
で実施されました。続い
て行われたヨットレース
には、５クラス 艇が出
走しました。当日の海上
のコンディションも良好
で、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、鹿屋体育
大学スポーツ総合課程４
年で記録委員長を務めた
川邉朱里さんから成績発
表が行われ、各クラスの
１位から３位までの入賞
者に賞状、トロフィーお
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、

実技プログラム

セミナーでの演習風景
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の研究を促進する「最先
端スポーツパフォーマン
スコース」が開講され、
国内外から招聘された講
師及び同大学教員らによ
る講義・演習が展開され
ました。そのほか剣道・
柔道を通じた武道の体験
学習も行われました。
また、９月４日までの
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
本の文化や食事を存分に
体験しました。
今後も鹿屋体育大学の
特色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。

開会式での記念写真

16

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。
月 日からスタート
した第 回の国際スポー
ツアカデミーには、書類
審査と面接を経て選ばれ
た 名が、 の国と地域
から一堂に会しました。
また、筑波大学より、つ
くば国際スポーツアカデ
ミーの参加学生 名もオ
ブザーバーとして参加し
ました。
今回は、スポーツパ
フォーマンス研究セン
ターの施設を活用した競
技パフォーマンスの向上
につながる医科学サポー
ト及びコーチやア
スリートの実践知

開会式
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夏休みを利用したキャンプ型公開講座
今年も盛況のうちに終了！！

24

アルバータ大学パンダース
（女子バレー）が来鹿し、

3

Ｂｌｕｅ Ｗｉｎｄｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓ
２０１９カレッジスポーツデイを開催！

013
〒893-0
元1-22-34
7541
鹿屋市札
鹿児島県
Fax.09 94-434-43-2 238
Tel.099

していました。
各 講 座とも同 大 学の
各 部 活顧問教員と部員
の学生が昼間の講座指導
から、食事や洗濯までサ
ポートする全面協力体制
で実施され、参加者やそ
の保護者からは感謝やお
礼の言葉が寄せられまし
た。

鹿児島県鹿屋市札元１－22－34 TEL 0994
（43）
2238
（代）

㈱新生社印刷

○飲酒は20歳になってから。
○飲酒は楽しく、適量を。
○妊娠中、授乳期の飲酒はお控えください。
○飲酒運転は法律で禁止されています。

etc
・カラー箔
金箔・銀箔
能
ら注文可
100枚か

URL http://www.shinsei-p.co.jp
E-MAIL kan@shinsei-p.co.jp

Ichiro Shinsei

2

4

FAX （０９９４）４０ー０９５０

電 話（０９９４）４４ー２１９０

新生 一郎

ディスプレイで

統一感でさらなる魅力アップ

o.jp

鹿児島県鹿屋市白崎町２１番１号

kan@shinsei-p.c

開催されました。鹿屋体
育大学女子バレーボール
部の濱田幸二監督とアル
バータ大学の Laurie
監督が指導方針
Eisler
などで意気投合したこと
がきっかけで、毎年お互
いの大学を交代で訪れて

ビ フォ ー

月 日～ 日と、 月
日 ～ 日の 回 実 施
し、遠くは山口県下関市
から毎年参加のミニバス
ケットチームをはじめ鹿
児島・宮崎県内の小学～
高校生の総勢１１３名が
参加しました。「バレー
ボール・サマー・キャン
プ」は 月 日～ 日に
開催され、屋久島からの
小学生を含
む 鹿 児 島・
宮 崎 県 内の
小・中 学 生
１２６名が
参加しまし
た 。両 講 座
ともに試合
形 式の練習
や 各 技 能の
細かな技術
指 導などが
行 わ れ 、猛
暑 の 中 、参
加者たちは
体育館を元
気に動きま
わり汗を流

パッケージ・パンフレット・ポスターetcに、ご活用いただけます。

変 わる！
魅 せる！

ボール部
ー
レ
バ
子
男

〒８９３―００１６

Before

差 がつく!!

スムーズな営業

会社イメージの向上

アフター

全勝して終えることができました。今後行われ
る秋季九州リーグでは全勝し、全日本インカレ
への切符を勝ち取ります。
夏場にかけてはビーチバレーが中心になりま
すが、一年中を通して毎日活動しています。こ
こ数年は全国優勝を果たすことができず、良い
結果でもベスト４で終わってしまうことが多い
ので、優勝目指して精進してまいります。
現在の部員は４年生４名・３年生２名・２年
生２名の計８名と少人数ではありますが、柳泰
雅主将を中心に一人一人が日々成長し、自分の
役割をしっかり果たすべく互いに切磋琢磨し合
いながら練習に取り組んでいます。
今後とも鹿屋体育大学男子バレーボール部の
応援をよろしくお願いいたします。

私たち男子バレーボール部は、顧問の濱田幸
二先生の指導の下、日々練習に励んでおります。
濱田幸二先生は主に女子バレーボール部を指
導されていますが、自分たちの相談や悩みに対
して親身になって指導をしてくださいます。私
たち男子バレーボール部では、部員全員にチー
ムの一員としての自覚を持たせるためにそれぞ
れに役職を持たせ、試合に勝つことだけでなく
チームマネジメントや大会運営などを行うこと
で、将来に役立つような経験を積むようにして
います。また、アナリスト活動によりチームや
個人の課題を明確にすることで、パフォーマン
スの向上に繋げるようにしています。
今年度は春季九州リーグのレギュラーラウン
ドでは思うような結果が得られず、悔しい思い
をしました。しかし、ファイナルラウンドでは

介
紹
体
団
動
活
課外

少年少女楽しいマリンスポーツキャンプ
バレーボール・サマー・キャンプ
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3
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バスケットボール・サマー・キャンプ

まっすぐに。 正直に。

After

企業説明会用ブース

鹿 屋 体 育 大 学 は 、毎
も参加し、地元のバレー 年好評を博している夏休
ボール少年団ら一般市民 みを利用したキャンプ型
向けに、対戦形式の公開 の３つの公開講座（マリ
練習やバレーボールクリ ンスポーツ、バスケット
ニック（教室）も開かれ ボール、バレーボール）
ました。本番さながらの を今年も開催しました。
エキシビションマッチで 「少年少女楽しいマリン
は、選手たちが細やかな スポーツキャンプ」は穏
指導を真剣に受ける姿や やかな錦江湾を臨む同大
最後までボールを追いか 学海洋スポーツセンター
ける姿に、ノート片手に において７月 日～ 日
応援していた少年団の子 に開催され、遠くは千葉
供たちも目を輝かせて見 県からの 名を含む小学
生 名が参加しました。
入っていました。
最後に行われた子供た 同センターが備える多種
ち 向 け の ク リ ニ ッ ク に 多様なマリンスポーツを
は、 チームの選手全員 一気に堪能できるこの講
が加わりゲーム感覚でで 座は、毎年募集開始と同
きるトライアル練習を一 時 に 参 加 者 が 殺 到 し ま
緒 に 楽 し ん だ り 、 英 語 す。今年は 日間とも天
の 指 示 を 大 き な ジ ェ ス 候に恵まれ、ヨットやカ
チ ャ ー 付 き で 伝 え る な ヌー、シュノーケリング
ど、会場は終始満面の笑 などの海水浴場では体験
できないようなマリンス
みに包まれました。
鹿屋体育大学・ Blueポーツをグループごとに
は、これからも 堪能しました。
Winds
「バスケットボール・
スポーツイベント等を通
じ地域の活性化を目指し サマー・キャンプ」は７
ます。

松下雅雄学長表敬訪問

カナダの州立総合大学
であるアルバータ大学パ
ンダース（女子バレー
ボール）が、鹿屋体育大
学女子バレーボール部と
合同練習を行うために来
鹿したことを機に、８
月 日串良平和アリー
31

ナ （ 鹿 屋 市 ） で B l u eいます。
Winds presents2019 この日はＶ２リーグの
カレッジスポーツデイが 大野石油広島オイラーズ
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について指導が行われ、
学生は優しく丁寧に教え
る一方で、積極的にコ
ミュニケーションを取り
ながら楽しく盛り上げま
した。講義の後に ｍ走
の再測定を実施すると、
ほとんどの参加者が記録
を伸ばすことができ、喜
ぶ姿が見られました。閉
会式でも元気いっぱいの
子どもたちの声が会場に
響き渡り、とても有意義
な経験となったようでし
た。

児島県の人々のスポーツ活動

※ ：鹿屋市を中心とした鹿

1

50

【体操競技】
◆第73回全日本学生体操競技選手権大会
（8/20～22 山口/維新百年記念公園）
▽男子
団体総合
5位 鹿屋体育大学
個人総合
7位 杉野 正尭
種目別 あん馬 1位 金山 大和
		
7位 西之原 佑奎
種目別 跳馬
6位 原口 幸大
種目別 鉄棒
7位 堀内 柊澄
種目別 平行棒 8位 杉野 正尭
【ヨット】
◆2019年度 九州学生ヨット選手権大会（団体戦）
（8/23～25 鹿児島/鹿屋体育大学海洋スポーツセンター）
▽混合
国際470級
2位 木田、石田、宮本、
			 今津、川邉、倉地
国際スナイプ級 2位 真鍋、深田、金城、
			 牛島、岩下、北林
【自転車競技】
◆第6回 おおいた いこいの道クリテリウム
（8/10 大分/大分いこいの道周辺特設コース）
▽男子
個人クリテリウムレース
		
15位 重満 丈

K-1 200ｍ
2位 橋沼 新
		
7位 森黒 開
K-1 1000ｍ
4位 田原 瞭太
K-2 200ｍ
1位 田原、下川
		
5位 内田、安藤
K-4 1000ｍ
5位 田原、森黒、安藤、下川
K-1 Relay 4×500m
		
2位 田原、内田、安藤、下川
▽女子
総合
5位 鹿屋体育大学
カッヤク部門
3位 鹿屋体育大学
WK-1 200ｍ
1位 森 愛奈
WK-1 500ｍ
3位 森 愛奈
		
5位 林田 薫
WK-2 200ｍ
3位 林田、溝口
WK-2 500ｍ
1位 森、林田
【なぎなた】
◆第58回全日本学生なぎなた選手権大会
（8/11）
▽女子
試合競技（団体の部） 2位 三浦、上地、田口、春山、安次嶺
試合競技（個人の部） 1位 春山 りんか
演技競技
8位 北、三浦

学内行事

（令和元年 11 月）
３日 ・大学説明会
（東京サテライトキャンパス）
21日 ・推薦入試及び特別入試（～22日)
23日 ・蒼天祭（～24日）
・学長杯少年・キッズサッカー大会
29日 ・学位論文題目届
（修士）
・学位論文題目変更届提出締切日

闘いのスケジュール

2日・2019年度講道館杯全日本体重別選手権大会
（～3 千葉/千葉ポートアリーナ）
4日・第69回九州地区大学体育大会（硬式野球）
（～10 福岡/九州大学伊都野球場ほか4会場）
9日・第73回全日本体操競技団体選手権大会
（～10 群馬/高崎アリーナ）
第31回「ツール・ド・おきなわ2019」大会
（～10 沖縄本島）
10日・第38回全日本女子学生剣道優勝大会
（愛知/春日井市総合体育館）
15日・2019年度全日本学生ボードセーリング選手権 個人戦
（～18 沖縄/オクマ）
23日・2019年度全日本学生室内テニス選手権大会
（～12月1日 大阪/江坂テニスセンター）
26日・第66回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会
（～12月1日 東京/大田区・墨田区ほか）

事務局から

2019.11.23
（土）
～24
（日）

本財団の賛助会員制度は、平成元年４月に発足しました。
年会費（寄付金）は一口企業３万円、個人１万円からです。
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、２千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）９３２０６７
・鹿児島興業信用組合 西原支店 （普）３５８２１１
・鹿児島相互信用金庫 西原支店 （普）００４３８０
＜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。

ありがとうございます

◆第55回全日本学生カヌースプリント選手権大会
（8/21～25 石川/木場潟カヌー競技場）
▽男子
総合
2位 鹿屋体育大学
カナディアン部門 2位 鹿屋体育大学
カヤック部門
3位 鹿屋体育大学
C-1 200ｍ
1位 佐藤 博幸
		
5位 下屋敷 泰成
C-1 1000ｍ
2位 柚野 秀斗
		
8位 下屋敷 泰成
C-2 200ｍ
1位 柚野、岩男
		
7位 髙比良、𠮷田
		
8位 岡村、横山
C-2 1000ｍ
2位 柚野、下屋敷
		
7位 佐藤、岩男
C-4 1000ｍ
1位 柚野、佐藤、
			 下屋敷、岩男

11月

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）
㈲寿スポーツ様（九万円）

◆文部科学大臣杯第75回全日本大学対抗選手権
自転車競技大会（トラック）
（8/24～26 長野/松本市美鈴湖自転車競技場）
▽男子
トラック総合
8位 鹿屋体育大学
ケイリン
7位 徳田 匠
スプリント
8位 真鍋 智寛
タンデムスプリント 6位 徳田、山根
マディソン
5位 河藤、長松（空）
チームスプリント 6位 山根、岸田、真鍋
チームパーシュート 8位 河藤、長松（大）、
			 長松（空）、髙良
▽女子
トラック総合
2位 鹿屋体育大学
3㎞インディヴィデュアル・パーシュート
		
1位 橋本 優弥
		
5位 石上 夢乃
500mタイムトライアル
		
7位 成海 綾香
		
8位 内村 風羽香
オムニアム
1位 橋本 優弥
		
2位 石上 夢乃
スプリント
4位 内村 風羽香
		
7位 成海 綾香

◆第55回関西学生カヌー選手権大会
（8/8～12 兵庫/音水湖カヌー競技場）
▽男子
総合
1位 鹿屋体育大学
カナディアン部門 1位 鹿屋体育大学
カヤック部門
2位 鹿屋体育大学
C-1 200ｍ
1位 佐藤 博幸
		
4位 下屋敷 泰成
		
5位 田中 智貴
C-1 1000ｍ
3位 柚野 秀斗
		
5位 下屋敷 泰成
C-2 200ｍ
3位 柚野、岩男
		
4位 髙比良、𠮷田
		
5位 横山、岡村
C-2 1000ｍ
1位 柚野、下屋敷
		
3位 石川、𠮷田
		
5位 髙比良、田中
C-4 1000ｍ
2位 柚野、佐藤、
			 下屋敷、岩男
C-1 Relay 4×500m
		
1位 柚野、下屋敷、
			 横山、岩男
K-1 200ｍ
3位 橋沼 新
K-1 1000ｍ
1位 田原 瞭太
		
5位 内田 海斗
K-2 200ｍ
1位 下川、田原
		
3位 内田、安藤
K-2 1000ｍ
3位 田原、下川
K-4 1000ｍ
3位 田原、森黒、
			 安藤、下川
K-1 Relay 4×500m
		
2位 田原、内田、
			 安藤、下川
▽女子
WK-1 200ｍ
2位 森 愛奈
WK-1 500ｍ
5位 林田 薫
WK-2 200ｍ
1位 林田、溝口
WK-2 500ｍ
1位 森、林田

型地域スポーツクラブ

【女子バスケットボール】
◆令和元年度国民体育大会 第39回九州ブロック大会
（8/24～25 佐賀/唐津工業高等学校体育館）
▽女子
		
3位 鹿屋体育大学

※ ：鹿屋市を中心にスポー

【カヌー】
◆カヌースプリントジュニア世界選手権大会
（ルーマニア/ピテシュティ）
▽男子
ジュニアC-2 1000ｍ
		
17位 田中※
			 ※他団体選手との出場

ツ教室やスポーツサークルの

1位
3位
3位
1位
2位

今村 凪沙
英 凪紗
岡﨑 亜美
今村、岡﨑
英、大津

2位 橋本、内村
1位 橋本、石上
6位 内村、成海

活動、スポーツ施設管理等を

チームスプリント
マディソン
		

行う総合型地域スポーツクラ

ブ

3位 吉松 瑞生
1位 宇野、岡村
3位 田代、吉松

2

小学生向けかけっこ教室で
鹿屋体育大学学生が指導者として奮闘！

40
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を促進するために設立した鹿

【テニス】
◆令和元年度九州学生夏季テニス選手権大会
（8/20～27 福岡/グローバルアリーナ）
▽男子
シングルス
2位 田代 翔

1

屋体育大学を拠点とする総合

◆第66回全国国公立大学選手権水泳競技大会
（8/10～11 鹿児島/鴨池公園水泳プール）
▽男子
団体総合
2位 鹿屋体育大学
100ｍ自由形
8位 田中 一光
200ｍ自由形
1位 古賀 圭一郎
		
2位 田切 和也
400ｍ自由形
1位 可德 圭秀
		
2位 田切 和也
100ｍバタフライ 4位 井上 武
		
6位 菊池 玲希
200ｍバタフライ 1位 野﨑 充
		
4位 榊 大希
100ｍ背泳ぎ
3位 門田 凌我
		
4位 黒川 真吾
200ｍ背泳ぎ
2位 黒川 真吾
		
3位 門田 凌我
200ｍ個人メドレー 1位 田崎 竜成
		
8位 古賀 圭一郎
400ｍ個人メドレー 1位 田崎 竜成
		
2位 戸田 亮真
400ｍメドレーリレー 2位 田崎、野﨑、
			 黒川、古賀
400ｍフリーリレー 2位 田切、田中（一）、
			 菊池、古賀
800ｍフリーリレー 2位 可德、田崎、
			 古賀、田切
▽女子
団体総合
2位 鹿屋体育大学
50ｍ自由形
6位 讃岐 百花
100ｍ自由形
2位 髙宮 玲音
200ｍ自由形
1位 髙宮 玲音
		
3位 端野 咲紀
400ｍ自由形
1位 川﨑 碧
		
4位 端野 咲紀
100ｍバタフライ 3位 小林 瑠那
200ｍバタフライ 3位 小林 瑠那
100ｍ平泳ぎ
5位 五十嵐 陽美
200ｍ平泳ぎ
5位 五十嵐 陽美
100ｍ背泳ぎ
1位 山口 藍李
200ｍ背泳ぎ
1位 山口 藍李
200ｍ個人メドレー 2位 吉原 杏実
400ｍ個人メドレー 2位 吉原 杏実
400ｍメドレーリレー 2位 山口、五十嵐、
			 小林、髙宮
200ｍフリーリレー 2位 小林、鳥居、
			 讃岐、髙宮
400ｍフリーリレー 2位 讃岐、小林、
			 鳥居、髙宮

屋 市ＰＲ特 命 係 長のか
のやカンパチロウがスペ
シャルゲストとして会見
に登場し、キレのあるパ
フォーマンスを披露して
くれました。大学では今
後も引き続き、パフォー
マンスとスーツの関係性
についての研究を深めて
いく予定です。

８月

【水泳】
◆FINAスイミングワールドカップ2019東京大会
（8/2～4 東京/東京辰巳国際水泳場）
▽男子
400m個人メドレー 11位 田崎 竜成
		
19位 野﨑 充
▽女子
200ｍ背泳ぎ
5位 山口 藍李

		
ダブルス
		
▽女子
シングルス
		
		
ダブルス
		

鹿屋体育大学のスポー
ツパフォーマンス研究セ
ンターで８月 日、小学
生向けのかけっこ教室
「かけっこを科学し、速
くなろう」が行われまし
た。このかけっこ教室
は NIFS
スポーツクラブ
（※ ）とかのや健康・
スポーツクラブ（※ ）
が共同で開催したもの
で、同大学の学生が指導
者となって専門的知識を
もとに約 名の小学生へ
走り方を教えました。
教室では ｍ走や垂直
跳などの測定を行った
後、スタートの姿勢や腕
の振り方、足の動かし方

オアシスライフスタイル
グループからは関谷有三
代表取締役が出席しま
した。成果報告として、
始めに水泳部の顧問を務
める萬久准教授より本学
水泳部が遠征時にワーク
ウェアスーツを全員が着
用して移動することで、
部員全体の士気を高める
ことに役立っていること
などの紹介があり、続い
て研 究 責 任 者の萩 原 准
教授より実験の方法や様
子、データなどが説明さ
れ、ワークウェアスーツ
は普通のスーツに比べて
快適性に優れ、疲労しに
くいことが数値的にも報
告されました。
ま た 、ワ ー ク ウ ェ ア
スーツを公式ユニホーム
と して 着 用 している 鹿

かのやカンパチロウと記念撮影

「世界初・スーツに見える作業着」
の
受託研究成果発表会見を開催

鹿屋体育大学と株式会
社オアシススタイルウェ
ア は ９ 月 日 、ス ー ツ
ウェアの着心地に関する
心理的評価の受託研究に
ついて、成果発表会見を
行いました。
この研究は同大学が有
する脳波から感性を抽出
するシステムおよび測定
機器を使用し、オアシス
スタイルウェアが販売す
る「世界初・スーツに見
える作業着」ワークウェ
アスーツ着用時と一般的
なスーツ着用時の消費者
感情を明らかにすること
を目的に、水泳部の学生
を被験者として進められ
たものです。
会見には大 学から松
下雅雄学長、萬久博敏准
教授、萩原悟一准教授、
13
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