
鹿屋市内のスポーツ情報をより多くの市民の皆様に発信するため、
市内で開催されるスポーツイベントや鹿屋市の競技団体、地元の
アスリートなどを紹介し、「スポーツによるまちづくり」を推進する
ことを目的に発行しています。
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回覧

注目のアスリート 鹿屋高等学校　水泳部

本田　花音　主将
ほん だ か のん

鹿屋高等学校２年
神山小学校、鹿屋東中学校卒業
水泳歴14年
最近ハマっているもの：カリカリ梅

　今年7月、九州総体に出場し、9月には九州新人水泳大会への出場を果たし
た鹿屋高等学校水泳部。
　進学校ながら九州大会常連である水泳部を「男女の仲がとても良く、部活中
はいつも和やかな空気が流れています」と話すのは、総勢８名の部員をまとめ
る本田花音さんです。
　本田さんは３歳の頃、母親の勧めで兄妹と共に水泳を始めました。仲間と努
力した成果がタイムとして表れ、それを大会で発揮できる水泳の楽しさにはま
り、幼い頃から続けている水泳も、高みを目指した勉強も頑張りたいと鹿屋高
校に進学しました。
　主将として、部員全員が練習に打ち込める環境作りや雰囲気作りを心がけて
います。
　冬場は学校のプールが使えないため、これからの季節、練習は筋トレや走り
込みが中心になりますが、月に２～３回、鹿屋体育大学のプールを利用し、泳
ぎの練習不足を補っています。
　仲間たちと切磋琢磨しながら、１人ひとり目標に向かい、練習の質を高めて
来年も九州総体出場を目指します。

 野球界を代表する往年の名選手20名による、ドリーム・ベースボールが開
催されます。元プロ野球選手（ドリーム・チーム）による鹿屋市選抜チーム
との親善試合や少年少女野球教室のほか、来場者を対象としたサインバッ
ト・クラブなど約300個近いグッズの抽選会もあります。多くの皆様のご来
場をお待ちしております！

スポーツイベント情報　令和元年10月～令和２年３月 詳しくは、鹿屋市市民スポーツ課で検索
http://www.e-kanoya.net/htmbox/sports/

【期日】
【場所】
【内容】

10月12日（土）～14日（月・祝）
鹿屋体育大学
大学スポーツの観戦イベント
＊女子バレーの九州リーグ戦
＊観戦無料

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月２日（土）～３日（日）
平和公園陸上競技場ほか
県内外の中学生チームで競
うサッカー大会
募集終了

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月４日（月）
霧島ヶ丘公園周辺
ばら園を含む霧島ヶ丘公園
周辺のウォーキング
4.5㎞コース、６㎞コース
10月31日（木）応募締切

【内容】

【募集】

小学校区内の小・中・高校生、
一般で編成したチームが競
う駅伝大会
10月18日（金）応募締切
スポーツ推進委員を通じて応募

【期日】
【場所】

11月17日（日）
霧島ヶ丘公園

【期日】
【場所】
【内容】
【募集】

11月25日（月）
かのやグラウンド・ゴルフ場
グラウンド・ゴルフ大会
10月22日（火）応募締切

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

12月22日（日）
霧島ヶ丘公園
年代別に競技種目を設けた
自転車競走レース
告知予定

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月30日（土）～12月１日（日）
霧島ヶ丘公園
大隅半島を回るサイクリング
大会
10月25日（金）応募締切

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月９日（土）
串良平和アリーナ
障がい者スポーツを観て、
体験して、知ることができる
体験型イベント
【体験会】
・車いすバスケットボール
・車いすテニス
・スポーツウエルネス吹矢
・フライングディスク
・ボッチャ
参加自由

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

10月20日（日）
鹿屋体育大学
スタンプラリー方式による約
20種類のスポーツ体験など
参加自由
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Pick upイベント

【期　日】
【時　間】
【会　場】
【出場選手】

【参加料】

【実施内容】令和元年12月１日（日）
９:30～15:00
平和公園野球場
村田兆治、桑田真澄、
ほか18名
無料

  9:30～少年少女ふれあい野球教室
12:00～ドリーム抽選会
12:30～開会式
13:00～アトラクション（プロに挑戦／ホームラン競争）
13:30～ドリーム・ゲーム（ドリームチームVS鹿屋市選抜チーム）
15:00～閉会式

※写真はイメージです

鹿屋市では３つの支部が活動を行っています
支部名 練習会場

鹿屋支部 東地区学習センター、
串良公民館、吾平公民館

鹿屋中央支部 第二武道館、中央公民館
鹿屋ブルースカイ支部 西原地区学習センター

水迫　智宏 選手
みずさこ ともひろ

◆新チームについて？
　２年生5名、１年生3名の計８名で活動しています。初心者から九州
大会出場者と選手の層が幅広く、バラエティに富んだチームです。

◆今一番力を入れていることは何ですか？
　スピード強化です。9月末に開催される九州新人水泳大会でベストタ
イムを更新することと、少しでも上位に入ることを目標に練習しています。
◆チームスローガンの「共泳」とは？
　自分に負けないように共に頑張るということです。水泳は個人競技で
すが、１人での練習は非常につらいです。これは陸上競技にも言えます
が、対戦形式の練習もなく、自分で意識しながら泳ぎ続ける地味な練習
です。そして、練習したからといって必ずしもタイムが出るわけではあ
りませんが、練習しないと必ずタイムは落ちます。いろいろな意味でハー
ドな水泳の練習は、隣で共に泳ぐ人がいるから頑張れると思います。

◆今後の目標は？
　九州総体出場、自己ベスト更新です。

◆最近の成績
・30年７月　第66回全九州高等学校水泳（競泳）競技大会　出場

９月　平成30年度全九州高等学校選手権新人水泳競技大会　出場
・元年 ７月　第67回全九州高等学校水泳（競泳）競技大会　出場

９月　令和元年度全九州高等学校選手権新人水泳競技大会　出場

　48年ぶりに鹿児島で開催される「かごしま国体・か
ごしま大会」のデモンストレーションスポーツとして、
令和２年５月31日（日）、スポーツウエルネス吹矢競技
が平和公園串良平和アリーナで開催されます。
　国体競技は鹿児島県スポーツウエルネス吹矢協会に所
属している方なら誰でも参加できますが、協会に所属し

ていない一般の方でも参加できる「体験の部」もあり
ますので、お気軽にご参加ください。

問合せ先
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿屋市実行委員会
(鹿屋市市民スポーツ課国体推進室)
TEL：0994-31-1132　　FAX：0994-31-1172

◎スポーツウエルネス吹矢で健康に！
　スポーツウエルネス吹矢の実践が高齢者の肺機能に及
ぼす効果を検証するため、鹿屋体育大学　中垣内真樹教
授のご協力のもと、６か月間、週１回のペースで上野町
高齢者運動サロン「上野ハッピー」の高齢者を対象に、
スポーツウエルネス吹矢を体験していただきました。
　14名の方を対象に、吹矢をする前と後の肺機能を調べ

た結果、1秒間に吹くことができる息の量が増え、肺
年齢が平均５歳ほど若返る結果となりました。
 参加された方からは「以前より体がよくなった」、
「肺が悪く吹けるか心配だったが、思い切り吹けて面
白くなった」などの意見があり、楽しく健康になれた
方が多くいらっしゃいました。

　41歳。笠之原町のNPO法人隣の会の障
害者支援施設 ピアハウス、吾平町の社会福
祉法人岳風会の障害者支援施設 陵北荘に通
い、風船バレーなどを楽しんでいます。
　水迫選手は27歳のとき、施設スタッフの勧
めでビーンバッグ投げを始めました。施設の
庭でビーンバッグに見立てたお手玉を投げ
たり、鉄アレイで筋トレをしたり、日々の努力

を怠りません。14年間毎年欠かさず県障害
者スポーツ大会に出場し、毎年メダルを獲得
してきました。今大会では大会新記録を樹立
し、10月に茨城県で開催される全国大会に
初出場します。やるからには向上心をもって
取り組みたいと話す水迫選手。全国大会で好
成績を残し、翌2020年のかごしま大会出場
も目指しています。

Kanoya HighSchool

Swimming Club

目　標

チームスローガン

戦力分析

①泳ぎの一部分を重点的に練習するメ
ニュー、「ドリル」で、バタフライ
を泳ぐ様子。
②水をかく感覚を確かめながら、手だ
けで泳ぐ「スカーリング」。
③「ダッシュ」では、50mを全力で泳
ぎスピード強化を図る。
④今年6月に行われた県総体での女子
400mメドレーリレー決勝戦入場の場面。
⑤自身も水泳経験者である監督からの
的確なアドバイスに耳を傾ける部員
たち。

周囲の
支え
55％体力

15％

精神力
15％

技術
　10％

運
5％

吉留太郎  監督
薩摩郡さつま町出身。鶴田中学校、
川内高等学校、琉球大学卒業。
平成27年から鹿屋高等学校水泳部監督。
教諭（担当教科：理科（生物））。
最近ハマっているもの：ジャスミン茶

国体競技として鹿屋市でスポーツウエルネス吹矢を開催します！

スポーツウエルネス吹矢を紹介します。

2020年10月3日（土）～13日（火） 2020年10月24日（土）～26日（月）

◎スポーツウエルネス吹矢ってどんな競技？
　スポーツウエルネス吹矢とは５～10ｍ離れた円形
の的をめがけて息を使って矢を放ち、その得点を競う
スポーツです。
　競技では１ラウンド（３分以内）に５本の矢を吹いて、
合計点を競います。
　性別・年齢問わず誰でも手軽にでき、ゲーム感覚で
楽しみながら健康になれるスポーツとして注目されて
おり、鹿屋市でも多くの方がスポーツウエルネス吹矢
を楽しんでいます。

紹介します！障がい者スポーツ注目のアスリート～陸上～

▲競技の様子

▲吹矢体験の様子 ▲呼息量の測定

①

③ ⑤

④

②
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９月　平成30年度全九州高等学校選手権新人水泳競技大会　出場
・元年 ７月　第67回全九州高等学校水泳（競泳）競技大会　出場

９月　令和元年度全九州高等学校選手権新人水泳競技大会　出場

　48年ぶりに鹿児島で開催される「かごしま国体・か
ごしま大会」のデモンストレーションスポーツとして、
令和２年５月31日（日）、スポーツウエルネス吹矢競技
が平和公園串良平和アリーナで開催されます。
　国体競技は鹿児島県スポーツウエルネス吹矢協会に所
属している方なら誰でも参加できますが、協会に所属し

ていない一般の方でも参加できる「体験の部」もあり
ますので、お気軽にご参加ください。

問合せ先
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿屋市実行委員会
(鹿屋市市民スポーツ課国体推進室)
TEL：0994-31-1132　　FAX：0994-31-1172

◎スポーツウエルネス吹矢で健康に！
　スポーツウエルネス吹矢の実践が高齢者の肺機能に及
ぼす効果を検証するため、鹿屋体育大学　中垣内真樹教
授のご協力のもと、６か月間、週１回のペースで上野町
高齢者運動サロン「上野ハッピー」の高齢者を対象に、
スポーツウエルネス吹矢を体験していただきました。
　14名の方を対象に、吹矢をする前と後の肺機能を調べ

た結果、1秒間に吹くことができる息の量が増え、肺
年齢が平均５歳ほど若返る結果となりました。
 参加された方からは「以前より体がよくなった」、
「肺が悪く吹けるか心配だったが、思い切り吹けて面
白くなった」などの意見があり、楽しく健康になれた
方が多くいらっしゃいました。

　41歳。笠之原町のNPO法人隣の会の障
害者支援施設 ピアハウス、吾平町の社会福
祉法人岳風会の障害者支援施設 陵北荘に通
い、風船バレーなどを楽しんでいます。
　水迫選手は27歳のとき、施設スタッフの勧
めでビーンバッグ投げを始めました。施設の
庭でビーンバッグに見立てたお手玉を投げ
たり、鉄アレイで筋トレをしたり、日々の努力

を怠りません。14年間毎年欠かさず県障害
者スポーツ大会に出場し、毎年メダルを獲得
してきました。今大会では大会新記録を樹立
し、10月に茨城県で開催される全国大会に
初出場します。やるからには向上心をもって
取り組みたいと話す水迫選手。全国大会で好
成績を残し、翌2020年のかごしま大会出場
も目指しています。

Kanoya HighSchool

Swimming Club

目　標

チームスローガン

戦力分析

①泳ぎの一部分を重点的に練習するメ
ニュー、「ドリル」で、バタフライ
を泳ぐ様子。
②水をかく感覚を確かめながら、手だ
けで泳ぐ「スカーリング」。
③「ダッシュ」では、50mを全力で泳
ぎスピード強化を図る。
④今年6月に行われた県総体での女子
400mメドレーリレー決勝戦入場の場面。

⑤自身も水泳経験者である監督からの
的確なアドバイスに耳を傾ける部員
たち。

周囲の
支え
55％体力

15％

精神力
15％

技術
　10％

運
5％

吉留太郎  監督
薩摩郡さつま町出身。鶴田中学校、
川内高等学校、琉球大学卒業。
平成27年から鹿屋高等学校水泳部監督。
教諭（担当教科：理科（生物））。
最近ハマっているもの：ジャスミン茶

国体競技として鹿屋市でスポーツウエルネス吹矢を開催します！

スポーツウエルネス吹矢を紹介します。

2020年10月3日（土）～13日（火） 2020年10月24日（土）～26日（月）

◎スポーツウエルネス吹矢ってどんな競技？
　スポーツウエルネス吹矢とは５～10ｍ離れた円形
の的をめがけて息を使って矢を放ち、その得点を競う
スポーツです。
　競技では１ラウンド（３分以内）に５本の矢を吹いて、
合計点を競います。
　性別・年齢問わず誰でも手軽にでき、ゲーム感覚で
楽しみながら健康になれるスポーツとして注目されて
おり、鹿屋市でも多くの方がスポーツウエルネス吹矢
を楽しんでいます。

紹介します！障がい者スポーツ注目のアスリート～陸上～

▲競技の様子

▲吹矢体験の様子 ▲呼息量の測定

①

③ ⑤

④

②



鹿屋市内のスポーツ情報をより多くの市民の皆様に発信するため、
市内で開催されるスポーツイベントや鹿屋市の競技団体、地元の
アスリートなどを紹介し、「スポーツによるまちづくり」を推進する
ことを目的に発行しています。

2019年  秋冬号　Vol.10
かのや

鹿屋市スポーツ情報誌

回覧

注目のアスリート 鹿屋高等学校　水泳部

本田　花音　主将
ほん だ か のん

鹿屋高等学校２年
神山小学校、鹿屋東中学校卒業
水泳歴14年
最近ハマっているもの：カリカリ梅

　今年7月、九州総体に出場し、9月には九州新人水泳大会への出場を果たし
た鹿屋高等学校水泳部。
　進学校ながら九州大会常連である水泳部を「男女の仲がとても良く、部活中
はいつも和やかな空気が流れています」と話すのは、総勢８名の部員をまとめ
る本田花音さんです。
　本田さんは３歳の頃、母親の勧めで兄妹と共に水泳を始めました。仲間と努
力した成果がタイムとして表れ、それを大会で発揮できる水泳の楽しさにはま
り、幼い頃から続けている水泳も、高みを目指した勉強も頑張りたいと鹿屋高
校に進学しました。
　主将として、部員全員が練習に打ち込める環境作りや雰囲気作りを心がけて
います。
　冬場は学校のプールが使えないため、これからの季節、練習は筋トレや走り
込みが中心になりますが、月に２～３回、鹿屋体育大学のプールを利用し、泳
ぎの練習不足を補っています。
　仲間たちと切磋琢磨しながら、１人ひとり目標に向かい、練習の質を高めて
来年も九州総体出場を目指します。

 野球界を代表する往年の名選手20名による、ドリーム・ベースボールが開
催されます。元プロ野球選手（ドリーム・チーム）による鹿屋市選抜チーム
との親善試合や少年少女野球教室のほか、来場者を対象としたサインバッ
ト・クラブなど約300個近いグッズの抽選会もあります。多くの皆様のご来
場をお待ちしております！

スポーツイベント情報　令和元年10月～令和２年３月 詳しくは、鹿屋市市民スポーツ課で検索
http://www.e-kanoya.net/htmbox/sports/

【期日】
【場所】
【内容】

10月12日（土）～14日（月・祝）
鹿屋体育大学
大学スポーツの観戦イベント
＊女子バレーの九州リーグ戦
＊観戦無料

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月２日（土）～３日（日）
平和公園陸上競技場ほか
県内外の中学生チームで競
うサッカー大会
募集終了

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月４日（月）
霧島ヶ丘公園周辺
ばら園を含む霧島ヶ丘公園
周辺のウォーキング
4.5㎞コース、６㎞コース
10月31日（木）応募締切

【内容】

【募集】

小学校区内の小・中・高校生、
一般で編成したチームが競
う駅伝大会
10月18日（金）応募締切
スポーツ推進委員を通じて応募

【期日】
【場所】

11月17日（日）
霧島ヶ丘公園

【期日】
【場所】
【内容】
【募集】

11月25日（月）
かのやグラウンド・ゴルフ場
グラウンド・ゴルフ大会
10月22日（火）応募締切

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

12月22日（日）
霧島ヶ丘公園
年代別に競技種目を設けた
自転車競走レース
告知予定

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月30日（土）～12月１日（日）
霧島ヶ丘公園
大隅半島を回るサイクリング
大会
10月25日（金）応募締切

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月９日（土）
串良平和アリーナ
障がい者スポーツを観て、
体験して、知ることができる
体験型イベント
【体験会】
・車いすバスケットボール
・車いすテニス
・スポーツウエルネス吹矢
・フライングディスク
・ボッチャ
参加自由

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

10月20日（日）
鹿屋体育大学
スタンプラリー方式による約
20種類のスポーツ体験など
参加自由
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Pick upイベント

【期　日】
【時　間】
【会　場】
【出場選手】

【参加料】

【実施内容】令和元年12月１日（日）
９:30～15:00
平和公園野球場
村田兆治、桑田真澄、
ほか18名
無料

  9:30～少年少女ふれあい野球教室
12:00～ドリーム抽選会
12:30～開会式
13:00～アトラクション（プロに挑戦／ホームラン競争）
13:30～ドリーム・ゲーム（ドリームチームVS鹿屋市選抜チーム）
15:00～閉会式

※写真はイメージです
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支部名 練習会場
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してきました。今大会では大会新記録を樹立
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ト・クラブなど約300個近いグッズの抽選会もあります。多くの皆様のご来
場をお待ちしております！

スポーツイベント情報　令和元年10月～令和２年３月 詳しくは、鹿屋市市民スポーツ課で検索
http://www.e-kanoya.net/htmbox/sports/

【期日】
【場所】
【内容】

10月12日（土）～14日（月・祝）
鹿屋体育大学
大学スポーツの観戦イベント
＊女子バレーの九州リーグ戦
＊観戦無料

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月２日（土）～３日（日）
平和公園陸上競技場ほか
県内外の中学生チームで競
うサッカー大会
募集終了

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月４日（月）
霧島ヶ丘公園周辺
ばら園を含む霧島ヶ丘公園
周辺のウォーキング
4.5㎞コース、６㎞コース
10月31日（木）応募締切

【内容】

【募集】

小学校区内の小・中・高校生、
一般で編成したチームが競
う駅伝大会
10月18日（金）応募締切
スポーツ推進委員を通じて応募

【期日】
【場所】

11月17日（日）
霧島ヶ丘公園

【期日】
【場所】
【内容】
【募集】

11月25日（月）
かのやグラウンド・ゴルフ場
グラウンド・ゴルフ大会
10月22日（火）応募締切

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

12月22日（日）
霧島ヶ丘公園
年代別に競技種目を設けた
自転車競走レース
告知予定

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月30日（土）～12月１日（日）
霧島ヶ丘公園
大隅半島を回るサイクリング
大会
10月25日（金）応募締切

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

11月９日（土）
串良平和アリーナ
障がい者スポーツを観て、
体験して、知ることができる
体験型イベント
【体験会】
・車いすバスケットボール
・車いすテニス
・スポーツウエルネス吹矢
・フライングディスク
・ボッチャ
参加自由

【期日】
【場所】
【内容】

【募集】

10月20日（日）
鹿屋体育大学
スタンプラリー方式による約
20種類のスポーツ体験など
参加自由
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Pick upイベント

【期　日】
【時　間】
【会　場】
【出場選手】

【参加料】

【実施内容】令和元年12月１日（日）
９:30～15:00
平和公園野球場
村田兆治、桑田真澄、
ほか18名
無料

  9:30～少年少女ふれあい野球教室
12:00～ドリーム抽選会
12:30～開会式
13:00～アトラクション（プロに挑戦／ホームラン競争）
13:30～ドリーム・ゲーム（ドリームチームVS鹿屋市選抜チーム）
15:00～閉会式

※写真はイメージです


