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東京オリンピックと
開学四十周年の年に
敬

会、全国障害者スポーツ大
会が延期となりました。東
京オリ・パラは一年遅れと
なる今年７月にそして鹿
児島国体は三年後に開催
されることとなりました。
目標としていたスポーツ
イベントが中止ではなく、
延 期になったことはアス
リートにとってチャンスが
確保されて良かったと思え
る半面、一年後、三年後ま
で競技力を維持する、モチ
ベーションを保つことは大
きな試練ではないでしょう
か。しかし、多くのトップ
アスリートは「準備の時間
をもらったと思い、心新た
に取り組む」とポジティブ
な意見を表明していまし
た。
できないことで立ち止ま
るのではなく、大学が掲げ
るミッション、社会的使命
を再認識し、コロナ対策の
中で得た経験や方法をその
時の対応だけではなく、今
までの活動をよりよくする
ために活用すること、工夫
するなど、社会状況に弾力
的に対応することが今後は
必要なことと思います。

雄

大学では新型コロナ感
染防止対策として手洗い
とマスク着用、毎日の体調
管理、そして三密を避ける
ため遠隔授業等を実施し
ました。体育を学ぶものと
して体調を管理するのは
当たり前のことですが、新
型コロナを契機として学
生、教職員全員が毎日の検
温や体調の変化を測定・記
録しています。
遠隔授業には環境と準
備が必要です。今回導入し
た環境と教材等を、今後の
教育活動に活用していこう
と思います。開発した教材
は遠征先での学習、予習や
復習にも活用できます。遠
隔授業では来学できない遠
方の専門家の講演を活用
することができます。様々
な工夫をし、教育の充実に
つなげたいと思います。
体 育 専 門の 大 学 とし
て、さらなる発展のため、
前向きに立ち止まること
なく教育・研究・社会連携
に積極的に取り組んで参
ります。本年もご指導、ご
支援をどうぞよろしくお
願いいたします。

国立大学法人鹿屋体育大学
学長 松 下 雅

大学発展に向けて

)は女子で内数

※(

新年明けましておめで
とうございます。旧年中は
鹿屋体育大学を応援、ご
支援いただき誠にありが
とうございました。
大学生活の開始は入学
式で、締めくくりが卒業・
修了式ですが、残念ながら
令和二年の両式典は新型
じておりますし、同大学 コロナ感染予防のため中止
の卒業生２名が代表選手 としました。これに対して
多くの地域の方々から卒
業生・修了生への応援メッ
セージが贈られました。ま
た新入生に対しては、鹿屋
市から新入生歓迎会の代
わりとなる市民生活応援
商品券が贈呈されました。
ここに記して改めて感謝を
申し上げます。
また、昨年末には本学に
おいて新型コロナ感染症の
陽性者が確認されました。
このことについては、学生・
教職員の皆さんとともに
感染防止に取り組んで参
りましたが、クラスターと
なってしまったことは、大
変残念に思います。医療関
係施設へ入所した陽性者
の早期回復を願うととも
に、自宅（寮）自粛となっ
た学生へは可能な限りの支
援を行いました。保護者の
皆様、地域の皆様へは、多
大なご心配とご迷惑をお
掛けしたことを申し訳な
く思います。
一方で、昨年は新型コロ
ナ感染予防のため開催を
予定されていた東京オリン
ピック・パラリンピック、こ
こ鹿児島では国民体育大
令和３年度

（カヌーＫ４ ５００ｍ男
子、自転車競技男子オムニ
アム）に内定しております
ので、ぜひ活躍することを
願っているところです。
また、今年は同大学が
開学して 周年を迎える
年でもあります。１９８１
年（昭和 年） 月に開
学した同大学は、１９８４
年（昭和 年）４月に第
１期生が入学して以来、
６０００人を超える学生
が卒業・修了しているとの
ことです。これからも有為
な人材を社会の各分野に
輩出されることを期待い
たします。
この よ う な 今 年 １ 年
が、これまで以上のもの
となりますように、当財
団は今後一層鹿屋体育大
学及び学生諸君を支えて
いければと考えておりま
す。
最後になりましたが、
皆様方のご多幸を祈念申
し上げますとともに、本
年も当財団へのご支援、ご
協力を賜りますようお願
い申し上げ、新年のご挨拶
といたします。

私の出身は島根県であ
る。鹿児島に来てから、
地元や鹿児島についての
気付きや相違点がこれま
でいくらかあった▼１つ目
は出雲大社の認知度の高
さである。地元では神社
の１つ程度の認識しかな
かったが、「島根と言えば
出雲大社である」という
印象が強いらしい。２つ目
は島根県と鳥取県がどち
らか分からない問題であ
る。たまに「島根は砂丘が
あるところだよね」と言わ
れることや左右どちらに
位置しているか分からな
いと言われることがある。
ここで弁明しておくと島
根は左、鳥取は右であり、
砂丘は鳥取にある。３つ目
は島根弁が薄れてしまう
ほど九州の方言が強烈な
ことだ。島根弁は語尾に
「～だに」や「～だけん」
をつけるのだが、鹿児島に
来て方言のインパクトの
強さに島根弁が出てこな
くなった▼そして鹿児島
の良さにもたびたび気づ
かされる。１つ目は鹿児島
のご飯の美味しさだ。特
に肉に関しては別格であ
る。私が好きなラーメンも
絶品だ。２つ目は観光地
が多く旅行に飽きないこ
とである。鹿児島の観光
地は霧島神宮、雄川の滝、
開聞岳、垂水千本イチョ
ウ、韓国岳、指宿・霧島温
泉、輝北町、佐多岬など
…カメラ好きには堪らな
い映えスポットが目白押
しだ。唯一行っていない屋
久島にも時期に訪れたい
▼地元以外に住むからこ
その発見がある。次に訪
れる町の新たな発見にも
期待したい。 （ ・ ）

K

学校推薦型選抜
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風呂井

護者の皆様、企業の皆様
方からの温かいご支援ご
協力があったからこそと
深く感謝しております。
ただ、昨年はコロナ禍の影
響で、予定されていた大会
が開催中止あるいは日程
変更となり、目標としてい
た競技成績を残すことが
できずに、残念な思いをさ
れた方も多かったのではな
いかと拝察いたします。
本来ならば、東京オリ
ンピックと鹿児島国体が
昨年開催され、同大学の
学生と卒業生の活躍ぶり
を振り返る時期となるは
ずでしたが、ご存じのと
おり、オリンピックは今年
に、国体は２０２３年（令
和５年）にそれぞれ延期と
なった次第です。
しかしながら、待ち望
んでいた東 京オリンピッ
クは必ず開催されると信

K

合格者
7 （3）
4 （3）
11 （6）
53 （17）
21 （9）
74 （26）
60 （20）
25 （12）
85 （32）

40

理事長
優れた成績を収めた学生
及び競技団体に対する奨
学金の給付等を行うとと
もに、同大学における体
育・スポーツの振興 と競
技力の向上に資する事業
を展開し、併せてスポーツ
クラブの育成など地域ス
ポーツの振興並びに国民
の健康及び体力の増進に
寄与することを目的とし
た事業を行っていくことと
しております。
ここ最近、学生諸君の
国際大会、全国大会での
活躍はめざましく、これ
は、同大学を挙げての競
技力向上のための取り組
みと当財団の活動が実を
結んだ成果ではないかと
思っております。また、そ
の成果は、学生諸君や先
生方の日々の努力の賜物
であることはもちろんで
すが、同時にこれまでの保

11月30日から12月６日まで行われた第67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ミキプルーンスーパーカ
レッジバレー2020（全日本インカレ）において、鹿屋体育大学
女子バレー部が４年ぶり４回目の優勝を果たしました。ＭＩＰ
賞を贈られた２年生の横山真奈さんをはじめとする1～3年生が
中心で出場した試合ではありましたが、「4年生がいたからこ
その優勝。大会中に試合を重ねるごとに驚くほど成長していっ
た」と濱田幸二監督が言うように、チーム全員が一丸となって
つかんだ勝利となりました（詳細は本紙3月号で紹介します）。

祝優勝！
全日本バレーボール大学女子選手権大会

体育学部総合型選抜（SS）入試・学校推薦型選抜
入学者選抜結果

受験者
7 （3）
4 （3）
11 （6）
66 （20）
27 （10）
93 （30）
73 （23）
31 （13）
104 （36）
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皆様、あけましておめ
でとうございます。
旧年中は、当財団の運
営に対しまして皆様方か
らの温かいご支援、ご厚情
を賜り、心より御礼を申
し上げます。
また、昨年の豪雨や台
風などの被害により、犠
牲となられた方々のご冥
福をお祈りいたしますと
ともに、被災された方々、
被災地の一刻も早い復旧・
復興を願っております。
さて、当財団は、公益財
団法人として、鹿屋体育
大学の教育の振興に資す
るために必要な助成、体
育・スポーツ活動において
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鹿屋体育大学の竹中健太郎准教授
剣道最高位の「八段」に合格

なりとも示すことができ
たかなと思っています。
―２０１８年、女子スプ
リントの 連覇達成後の
突然の引退宣言で世間を
驚かせました。
前 田 やっ と あ と を 任
せられる若い後輩が出て
きたんです。それと自転
車だけが自分の人生では
ないということをずっと
思っていて、自転車という
ものが自分からなくなっ
たとき、あなたそれだけ
のひとだったのねってなる
のは嫌だなと思っていま
した。なので、次に何をや
るか決めていない状態で
辞めたんですよ。
― 日 本 オ リ ン ピック 委
員会（ＪＯＣ）が実施し
ている、引退したトップ
アスリ ー トのセカン ド
キ ャ リ ア 支 援「 ア ス ナ
ビＮＥＸＴ」を利用して
２０１９年 月に電通九
州に採用されたそうです
ね。
前田 そういう制度があ
ると知って、自分で電話
しました。行動力だけは
あるので（ 笑 ）。元 選 手
としての経験や選手目線
を今の職場で生かし、自
分もまた成長できたらと
思っています。
―最後に今後の抱負を。
前 田 電 通 九 州では現
在世界水泳の仕事をして
います。２０２２年に世
界中から選手が来てくれ
て、あの大会はいい大会
だったと言ってもらえる
ように、推進室のチーム
の一員としてまっとうした
いです。実は自転車競技
の審判員の資格を取りま
した。自分を育ててくれ
た自転車の業界には、こ
れからもかかわっていき
たいですね。
（取材・文／西みやび）

浄 化 槽 の 管 理

20

‼

５月に京都で予定されていた剣道八段審査会が、新型コロナウイル
スの影響で延期された代替審査会として 月 、 日の 日間、東
京のエスフォルタアリーナ八王子で開催され、 日に受審した鹿屋
体育大学の竹中健太郎准教授が最難関とされる剣道最高位の八段に
見事合格しました。例年１％前後しか合格者がおらず、七段審査に
合格してから 年以上の修行を積み、 歳以上であることと極めて
条件が厳しいなかで、最年少に近い 歳にして２回目の挑戦でのス
ピード合格となりました。博士（体育学）にして剣道八段という快
挙を成し遂げた竹中先生に、心からの祝福を贈ります。

立大学ということで乗り
気でした。ほかの大学か
らも推薦で声がかかって
いたのですが、親に４年
間自転車で頑張る気があ
るのだったら、自転車競
技に打ち込める環境のと
ころに行った方がいいん
じゃないかと言われて、
自 分 で も その 通 り だ と
思ったんです。でも鹿屋
は思っていた以上に遠く
て。職員さんが話す鹿児
島弁がわからず、まるで
外国に来たようでＡＯ入
試のために訪れた初日か
ら衝撃を受けました。
―４年生のときにロンド
ンオリンピック代表選手
に選ばれ、卒業式では答
辞 を 読 むな ど大 活 躍で
した。卒論の内容も優秀
だったと聞いています。
前田 課外活動やナショ
ナルチームでの活動がメ
インの生活で、遠征で大

（女子自転車競技
ロンドンオリンピック代表選手）

て小 学 校２年 生から始
めました。２００６年に
兵庫国体があったのです
が、兵庫県ではそのとき
に高校生になる小学生を
強化する特別強化事業と
いうのがあって、小学生の
頃から週末は明石公園陸
上競技場を自転車で走る
ようになりました。この
ときの経験が、人生の転
機につながったと思ってい
ます。
―県立西宮高校には自転
車 部 がなくて、“一人 自
転車部”だったそうです
が、高校時代から第 回
アジア自転車競技選手権
大会ジュニア部門５００
ｍ個人タイムトライアル
で優勝するなど、頭角を
現していました。鹿屋体
育大学に進学したのは？
前田 将来は体育の教師
になりたいという漠然と
した思いがあり、親も国
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あなたの町に、
レモンガス

汲取の御注文

農業機械

【プロフィール】
まえだ・かよの。平成３年１月13日、兵庫県西宮市生
まれ。兵庫県立西宮高校から鹿屋体育大学に進学。4年
生の平成24年、ロンドンオリンピック代表選手に選出
される。平成25年3月、鹿屋体育大学スポーツ総合課程
卒業。卒業後は京都府自転車競技連盟所属選手として活
動。2018年9月、全日本選手権自転車競技大会トラック
種目女子スプリント決勝で10連覇を達成し、引退。日本
オリンピック委員会の「アスナビＮＥＸＴ」を利用し、
2019年2月1日付けで電通九州に入社し、現在に至る。
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禍においては本学以外で
は練習ができませんでし
たので、学生に鍛えても
らったというのが正直な
ところです。
―今後の抱負をお聞かせ
ください。
竹 中 次にやることは
学生に還元することだと
思っています。剣道は身
体 が 元 気 な う ち は ずっ
と直接対決をしていくの
で、若いころの実績や経
験を盾に指導していくの
には限界があると感じま
す。私のスタンスとしては
学生と同じ目線に立ち、
対話をしながら指導をし
ていきたいという気持ち
があるので、八段に合格
させてもらったことが心
の余裕や自信につながっ
たことは学生を指導して
いくうえでとても良かっ
たと思っています。力をつ

学を不在に
することも多
かったのです
が、教員免許
も取りました
し、卒論も頑
張りました。
自分では 年
間学問も手は
抜かなかった
つもりです 。
何のために学
費を払って大
学に行ってい
るかというこ
とを常々家
族に言われて
いたこともあ
「自分の身長ぐらいにはなっているかな？と思ってきたんですけど、２～３ｍ
り、学業優先
ありますね！」。鹿屋体育大学在学中に女子自転車競技で日本新記録を出すた
びにキャンパス内に植樹した記念樹の数は、現在確認できるだけでも 本。成
という意識は
長した樹木に手を添えて、卒業以来初めて訪れたキャンパスで満面の笑顔をみ
常にありま
せた。大学 年生の時にはロンドンオリンピック代表選手に選ばれ、卒業後も
した。前田明
女子自転車競技界の第一人者として活躍した。２０１８全日本選手権自転車競
先生が担任
技大会トラックの女子スプリントで、 連覇を達成した日に電撃引退を発表。
現在は電通九州に入社し、元アスリートとしての目線を生かしながら新たな活
だったという
躍の場を広げている。常に志を高く持ち、自身の力で道を切り拓いてきた。も
のも大きかっ
うひとつの大輪を咲かせるべく、新たな挑戦の日々は続く。
たと思いま
す。「みなさんＡＯ入試
―自転車を始めたきっか
で入ってきていますけど、
けはお 父 様 だそ うです
もちろん勉強も頑張りま
ね。
すよね」って、入学式の初
前 田 父が 職 場の 有 志
日に言われて、「あ、やら
でつくる自転車部に所属
れた」と思ったことは今
していたので、大 会の応
でも覚えています（笑）。
援に行った際に子どもの
―大学卒業後も京都府自
レースもあることを知っ
転車競技連盟所属選手と
して活躍しました。
前田 大学４年生の時に
オリンピックに出たこと
もあって、多少なりとも
自分に競技者としての責
任が発生したと考えるよ
うになりました。当時は
女子の自転車競技の短距
離選手がまだ少なくて自
分自身がとても苦労した
ので、自分の経験を引き
継げる下の世代が出てき
てバトンを渡せるまでは
頑張ろうと決めました。
競 輪 選 手でなくてもナ
ショナルチームで活躍で
きるということは、少し

卒業生インタビュー
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けた学生に対して、今後
は指導者として背中を押
せるように力を付けたい
と思っています。
―２０１１年に全日本剣
道連盟の教士号を取得さ
れています。最終的に目
指すのは範士八段？
竹中 範士などの称号は
試験ではありませんし、
実技力以上に人間性が問
われる世界です。これか
らも今までと変わらず修
錬を積み、剣道の修錬者
として人格も含めた総合
的な実力を養成していけ
るよう精進いたします。

10

前田 佳代乃さん
26期生

電通九州

株式会社
28

10

2

46

48

大会ではＰＬ学園が常勝
していました。地元の兵
庫県に剣道の強い中学校
がなかったこともあり、
自分から父親に行 きた
いと言ったようです。両
親がどうしたら入れるか
すぐに調べてくれて、１
回稽古に参加し、願書を
もらってきて受験しまし
た。剣道の名門校に入学
したことが、人生のター
ニングポイントにつながっ
たと思っています。
―令和元年 月に続く
度目の挑戦でのスピード
合格につながったのは？
竹中 稽古の環境という
観点から言うと、うちの
学生のお陰で合格させて
もらった、受かった要因
というのはそこに尽きる
と思っています。本学の
剣道部には力のある学生
がそろっています。コロナ
11

10

―剣道はいつから始めた
のですか。
竹中 小学校に入る前の
６歳からです。その頃は
剣道をやっている人がも
のすごく多かったので、お
まえもやるか？ と親のス
スメみたいな感じで始め
ました。夏は暑いし、冬
は寒いし、稽古は厳しい
し、大変だった思い出し
かありませんが、小学校
年生ぐらいから試合で
勝つようになり、剣道の
楽しさや面白さがわかる
ようになってきました。
ソフトボールをやったり、
水泳をしたりもしてみた
のですが、最終的に自分
で剣道を選択したのだと
思います。
―中学から親元を離れて
大阪のＰＬ学園に進学し
ました。
竹中 当時は剣道の全国
4
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山陵子ども太鼓のみなさんによる和太鼓演奏

体的にイメージできて、
その自分が好きと思える
かどうかが大切」と、後
輩たちにアドバイスしま
した。
今回もサポーターとし
て４年生２人が参加、前
回に続き２回目の小川弘
貴さん（スポーツ総合課
程、塩尻志学館高等学
校・長野）は「今回はサ
ポーターとして答えを与
えるのではなく、気づき
を与えるということを意
識して取り組みました。
その結果、自分の中の答
えに気づくことができた
人は自分の言葉で話すこ
とができ、人から聞いた
言葉は自分の言葉になら
ないということに僕自身
気づくことができまし
た」と振り返りました。
鈴木日菜さん（同、磐
田南高校・静岡）は「３
年生の時には就職塾に参
加できなかったのです
が、自分の就職活動につ
いて振り返るいい機会に

なり、社会人になってか
らの考え方や心がけを学
ばせてもらうことができ
ました。頑張る後輩たち
の姿を見ることができ、
エネルギーをもらえまし
た」と話しました。
就職塾を終えて、講師
の斉藤さんは「鹿屋体育
大学にお邪魔するように
なって 年になります。
学生さんの純粋さ、能力
の高さ、人を受け入れる
幅の広さに毎回こちらが
刺激を受けています。い
い学生しかいないので、
無償の愛で接していきた
いと本音で思っていま
す」とコメントしまし
た。
就職塾で出会った学生
との絆を、学生が社会人
になってもずっと大切に
している斉藤さん。一人
ひとり丁寧にアドバイス
してもらえて、参加した
学生にとって実り多い２
日間となりました。

8

60

15

11

10

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

☎0994-43-2238

お気軽にお問い合わせください。

鹿児島県鹿屋市札元1丁目22-34

14

2

30

今年度もＳＰＯＲＴＥＣに出展！

厚盛クリアニスの上に箔を加飾させ
ることで、盛り上がった立体的な箔
加工が可能になりました。
従来の箔押しと一線を画した
グラマラス感のある仕上がり。

3

15

ス研究担当）からの説明
の時間 も設けられるな
ど、同大学の産学連携活
動をＰＲする有意義な３
日間となりました。

印刷物へ
新たなる付加価値を

鹿屋体育大学は 月２
～４日、東京ビッグサイ
ト青海展示棟で毎年開催
されている日本最大のス
ポーツ・健康産業総合展
「ＳＰＯＲＴＥ
Ｃ２０２０ 」に
出 展 し ました。
７年連続での出
展となった今 年
はブースと大学
をオンラインで
繋 ぎ、前田明学
長 補 佐（スポー
ツ パフォーマン

ゲーム感覚で楽しく自己分析ができる
キャリアトランプに挑戦

思いで企画しました。今
後の課題は参加者を増や
すこと。鹿屋体育大学を
もっと多くの人たちに
知って欲しいですし、陸
上競技部の学生にとって
もこのイベントが自分の
専門種目の魅力を地域の
人たちに伝えていく機会
になればと思っていま
す。いずれは卒業生が年
に一度大学に帰ってくる
場にもなればいいです
ね」と、来年に向けての
期待を込めてコメントし
ました。

月に続き、 月 、
日の 日間、東京から
キャリアコンサルタント
の斉藤淳郎氏を講師とし
て招き、 年生を対象に
鹿屋体育大学キャリア形
成支援室主催の「第 回
就職塾」が開催されまし
た。参加者は履歴書作成
のポイントや自己分析、
自己ＰＲの仕方、志望動
機作成などについて学
び、 人 分の個別カウ
ンセリングや模擬面接、
グループディスカッショ
ンを体験しました。
初日に「将来の夢がわ
からない」と話していた
学生も、研修を終えた２
日目には自信に満ちた笑
顔に変わりました。今回
は特別ゲストとして斉藤
氏の就職塾を受講したの
がきっかけで、希望する
職業に就けたという 期
の塚口涼太さんが参加、
「人それぞれに正解はあ
るので、将来その仕事に
就いて働く自分の姿が具

漕艇部

実況でレースを盛り上げた
MBCの松木圭介アナ（左）と
鹿屋体育大学の松村勲准教授
ペースメーカーが並走し、自己ベストタイムを
更新できるようサポート

12

私たち漕艇部は、中村夏実先生を顧問とし、輝北ダムを中心に日々
の練習に励んでいます。練習内容は、輝北ダムでの乗艇練習や学校
でのウエイトトレーニング、ローイングエルゴ、室内バイク、ランニ
ングなどのトレーニングをしています。冬場の現在は日没が早いため
平日に輝北ダムへ行き乗艇練習をすることが難しい状況ですが、一
人ひとりが空き時間を見つけ + αの練習に取り組んでいます。オフ
シーズンに入り体づくりがより一層重要な時期となりました。トレー
ニングの意図・目的を理解し、来シーズンに向けてさらにパワーアッ
プした体をつくっていきたいと思います。
今年は新型コロナウイルスの影響により多くの大会が中止となりま
したが、第 47 回全日本大学選手権大会は開催され、出場の機会を
得られました。結果は、女子シングルスカル 5 位、女子ダブルスカ
ル4 位でした。
部員全員が万全の状況ではありませんでしたが、
今持っ
ている力を充分に発揮することができたのではないかと思います。
新型コロナウイルスの影響で様々なことが制限されていますが、そ
の中でも自分たちでできることを見つけ、動き、日々精進してまいり
ます。これからも鹿屋体育大学漕艇部の応援をよろしくお願いいたし
ます。

課外活動団体紹介

カーとして並走し、目標
タイム達成を支援しまし
た。最後の５０００ｍ種
目でエリートコースに参
加した坂中伸作さんは、
２年連続１位の記録で
ゴール。「今年は娘が小
学生になったので親子で
参加しました。きょうを
楽しみに練習を積み重ね
てきたので、目標タイム
には届きませんでしたが
とても満足しています」
とさわやかな笑顔で話し
てくれました。
このイベントは鹿屋体
育大学の研究プロジェク
トの一環として昨年度か
ら開催されており、今回
は動画配信の試みも見ら
れました。プロジェクト
の代表を務める北村尚浩
教授はイベントを終え、
「２回目の今年は、順位
を人と競うのではなく自
己ベストタイムの更新に
つながる場になればとの

選手宣誓をする5000ｍに
参加した鵜瀬準一さん

2

1

鹿屋体育大学陸上競技場で開催

11

7

みんなの
「第２回就職塾」を開催！
タイムトライアル２０２０ 少人数制で就活のノウハウを学ぶ

60

市民参加型のスポーツ
イベント「みんなのタイ
ムトライアル２０２０」
が、 月 日に鹿屋体育
大学の陸上競技場におい
て開催されました。昨年
度に続き２回目となった
今回は、１０００ｍ、
３０００ｍ、５０００ｍ
の長距離種目に新たに
１００ｍのスプリント種
目が加わり、小学生から
歳代まで約 人の参加
者が自ら設定した目標タ
イム達成を目指しまし
た。
オープニングでは鹿屋
市から参加した鵜瀬準一
さんによる選手宣誓のあ
と、鹿屋市吾平町の小中
学生で構成されている
「山陵子ども太鼓」によ
る和太鼓演奏が花を添え
ました。司会進行は今回
もＭＢＣアナウンサーの
松木圭介さんが務め、陸
上競技部の顧問教員であ
る松村勲准教授との掛け
合いによる実況でレース
を終始盛り上げました。
１０００ｍ以上の競技で
はインカレ５０００ｍ優
勝の中島沙弥さんはじめ
鹿屋体育大学の陸上競技
部の学生がペースメー
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【陸上競技】
■第104回日本陸上競技選手権大会
（10/1～3 新潟/デンカビッグスワンスタ
ジアム）
▽女子
走幅跳
2位 山本 渚
円盤投
6位 田川 浩子
■第17回田島直人記念陸上競技大会
（10/18 山口/維新みらいふスタジアム）
▽男子
走幅跳
3位 小畠 康成
三段跳
5位 岩﨑 孝史
▽女子
走幅跳

1位 山本

渚

■U20全国陸上競技大会
（10/23～25 広島/広島広域公園陸上競技場）
▽男子
三段跳
2位 水野 皓太
走幅跳
7位 葛西 伊吹
やり投
6位 浜崎 慎平
8位 鳴瀧
6位 石岡

美咲
妃瀬

【剣道】
■第67回全九州学生剣道大会
（11/1 福岡/久留米アリーナ）
▽男子
団体		
1位 鹿屋体育大学
■第43回全九州女子学生剣道大会
（11/1 福岡/久留米アリーナ）
▽女子
団体		
1位 鹿屋体育大学
【ヨット】
■第85回全日本学生ヨット選手権大会
（10/29～11/3 和歌山/和歌山セーリングセンター）
▽混合
国際スナイプ級 クラス別団体総合
			
3位 鹿屋体育大学
■2020年度全日本学生ヨット個人選手権大会
（11/27～29 愛知/豊田自動織機海陽ヨットハーバー沖）
▽混合
スナイプクラス
8位 岩下、山口

【漕艇】
【テニス】
■第47回全日本大学選手権大会
■令和2年度九州学生夏季テニス選手権大会 （10/22～25 埼玉/戸田ボートコース）
（11/1～8 福岡/グローバルアリーナ）
▽女子
▽男子
シングルスカル
5位 四方 美咲
ダブルスカル
4位 谷口、黒木
ダブルス
1位 田代、浅田

２ 人 が ト ラ イ し たの
は 、米 ６ ０ ０ ｇ 、ル ー
４ ０ ０ ｇの １ ㌔ の デ カ
盛 り カ レ ー 。試 食 を 終
えて、都丸さんは「最初
１㌔と聞いて、わ～～と
思いましたが、食べだし
た ら とて も 美 味 し く て
ス ーッ と 食 べ ら れ ま し
た。米とルーのバランスが
ちょうどいいと思いまし
た」、平垣さんは「鹿屋に
来て食べたカレーの中で
１番美味しいカレーだっ
た。体大生基準でも満足
の量で、お米がいい具合
に立っていて、炊き具 合
が好 きだった。スタッフ
のみなさんの印 象 も
よかった」と話しまし
た。
カレーメニューには
そのほかに 普 通 、激
辛、大盛があり、毎週
金曜カレーの日に登
場 し ま す 。デカ盛 り
は学生ふたりがペロリ
と食べてしまったこと
も 影 響 してか、最 終
的には ㌔１５００
円に決まりました。
鹿屋海 自カレーデ
カ 盛 り は、 日５ 食
限定で、前日までの要
予約となっています。

公式 HP、Twitter、Facebook で情報発信しています！

2
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1

1

鹿屋体育大生が鹿屋海自カレーの
“デカ盛り”メニュー開拓に挑戦

1位 今村 凪沙
1位 岡﨑、大津

1

鹿屋航空基地史料館に
隣接する鹿屋市観光物産
総合センター内レストラ
ンのカレーメニューがこの
ほどリニューアルし、鹿
屋航空基地の海上自衛隊
員と同じレシピの「鹿屋
海自カレー」として登場
しました。メニュー決 定
に先立ち、鹿屋体育大学
ダンス部の都丸昌樹さん
（スポーツ総合課程４年、
高崎経済大学附属高等学
校・群馬）と平垣拓馬さ
ん（武道課程４年、平田
高等学校・島根）の２人
が「デカ盛り」試食会に
参加しました。

【自転車競技】
■2020全日本大学自転車競技大会（トラック）
（10/10～11 長野/美鈴湖自転車競技場）
▽男子
4㎞ チームパーシュート
【体操競技】
			
4位 西原、長松（空）
■第74回全日本学生体操競技選手権大会
古谷田、伊澤
（10/20～23 広島/エフピコアリーナふくやま） 				
チームスプリント
4位 真鍋、岸田
▽男子
黒瀬
団体		
2位 鹿屋体育大学 				
20㎞ マディソン
7位 西原、伊澤
個人総合
7位 杉野 正尭
スプリント
4位 真鍋 智寛
種目別 ゆか
2位 藤巻 竣平
6位 岸田 剛
			
2位 上山 廉太郎 			
種目別 あん馬
2位 杉野 正尭
▽女子
			
5位 長谷川 毅
オムニアム
3位 成海 綾香
種目別 つり輪
3位 金田 希一
チームスプリント
4位 石上、成海
種目別 跳馬
5位 上山 廉太郎
16㎞ マディソン
2位 石上、成海
			
7位 藤巻 竣平
種目別 平行棒
4位 上田 直樹
■2020全日本大学自転車競技大会（ロード）
			
5位 長谷川 毅
（10/17 群馬/群馬サイクルスポーツセンター）
種目別 鉄棒
1位 杉野 正尭
▽男子
			
5位 上田 直樹
個人ロードレース
7位 馬場 慎也
			
6位 原口 幸大
▽女子
■第63回九州学生体操競技新人大会
個人ロードレース
3位 成海 綾香
（10/23～25 福岡/北九州市立総合体育館） 			
7位 石上 夢乃
▽男子
団体		
1位 鹿屋体育大学 ■第89回全日本自転車競技選手権大会トラッ
個人総合
1位 富岡 浩輝
ク・レース
種目別 ゆか
1位 富岡 浩輝
（11/5～8 群馬/ヤマダグリーンドーム前橋）
種目別 あん馬
1位 山口 智輝
▽男子
エリートチームパーシュート
種目別 つり輪
1位 富岡 浩輝
			
5位 西原、長松（空）
種目別 跳馬
1位 手島 克
				
加藤、伊澤
種目別 平行棒
1位 富岡 浩輝
種目別 鉄棒
1位 高岡 耕平
【ウインドサーフィン】
■2020年度全日本ボードセーリング選手権九
【水泳】
州支部予選
■第96回日本学生選手権水泳競技大会
（11/21～22 福岡/福間海岸クロスオン）
（10/1～4 東京/東京辰巳国際水泳場）
▽女子
▽男子
テクノ293クラス（エキスパートクラス）
400m フリーリレー 7位 古賀、菊池
			
1位 渡邊 純菜
				
田切、田中
▽女子
シングルス
ダブルス

前阪茂樹学生支援担当学長補佐、太田さん、
坂野市長公室長

ています」と激励の言葉
とともに商品券が手渡さ
れました。
学生を代表して受け
取った体育会会長の太田
淳也さん（スポーツ総合
課程 年、宗像高等学
校・福岡）は、「ご支援
をいただきありがとうご
ざいます。まだまだいろ
んな制限はありますが、
スポーツで培った精神と
忍耐力で乗り越えたいと
思います。商品券を活用
しながら頑張ります」と
感謝の気持ちを伝えまし
た。

▽女子
砲丸投
円盤投

【柔道】
■2020年度講道館杯全日本柔道体重別選手権
大会兼全日本選抜柔道体重別選手権大会
（10/31～11/1 千葉/千葉ポートアリーナ）
▽男子
60㎏級
5位 福田 大悟

鹿屋市から市民生活応援商品券
万円分を学生全員に交付

11月

10月～

新型コロナウイルス感 への影響が生じている学 市から鹿屋体育大学の学
染拡大により、日常生活 生への支援目的で、鹿屋 生へ市民生活応援商品券
として一人当たり 万円
が交付されました。
交付式では、鹿屋市市
長公室長の坂野博志氏よ
り「勉強や学生生活だけ
でなく、アルバイトも思
うようにならない大変な
日常と思いますが、鹿屋
市民の思いがこもった商
品券を有効活用していた
だきながら乗り越えて欲
しい。卒業して、鹿屋の
地を巣立った後も鹿屋体
育大学に在籍した皆さん
のご活躍をずっと応援し

SOUTEN No.354
⑷

鹿屋体育大学卒業生の皆様へ
本紙は主に在校生の活躍や母校における行事等を掲載してきてお
りますが、卒業生のご活躍も掲載可能です。
（紙面の都合により掲載
できない場合もございます。）ぜひ全国各地でご活躍されている先輩

公式 HP

Twitter

Facebook

方の情報も発行元又は大学広報係までご連絡ください。
また、卒業時に届けられたお名前、住所やアドレス等に変更が生
じた方は、ご連絡ください。
今後とも本財団及び鹿屋体育大学をよろしくお願いいたします。

