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　昨年 11 月の県新人大会で団体ベスト４、個人ベスト８に入り九州大
会に出場した串良商業高等学校女子ソフトテニス部。
　チームをひっぱる主将は、吾平町出身の鶴添ほたるさんです。姉の
影響で、中学一年生からソフトテニスを始め、高校進学時には、串良
商業高校の顧問の先生がインターハイ出場経験者という話を聞き入学
を決めました。
　３年生５人が引退し、１年生から主将を務める鶴添さんは、部員の
普段と違う様子に気付けるよう気を配ることを心がけています。「責任
感が強く、すごく元気」と話す顧問の堂上先生の言葉どおり、「新人さ
んも経験者も、基本からしっかり学べて楽しくプレーできます！応援
よろしくお願いします！」と話す姿は元気いっぱいです。
　７月に三重県で開催されるインターハイ出場を目標に、今日も元気
に練習に励んでいます。

鶴
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◆新チームについて？
　 　部員は、２年生９名、１年生１名の計10 名で、素直で優しい生徒たちです。チー
ムワークもよく、様 な々大会等で多くの経験を積んで成長しています。
◆ここ数年成績が上がっていますが、強くなった秘訣は？
　 　ソフトテニスが好きで、向上心のある生徒が多く入部し練習を積み重ねたこと
だと思います。また、高校は大会も少なく試合経験を積むことが難しいため、対
外試合等の機会を増やすようにしました。結果が出てきて自信をつけたからでは
ないでしょうか。
◆指導者として心がけていることは？
　 　より上位の成績を目指すには、自分自身で自分を高めなければなりません。常
に現状に満足することなく、最善を考えて練習することを話しています。指導者と
しては、その環境・機会・アドバイスができるように心がけています。
◆今後の目標は？
　 　平成 29 年 11月に行われた県新人大会では、団体戦ではベスト４、個人戦で
は九州大会に出場することができました。県総体大会では、団体・個人共にイン
ターハイ・九州大会出場を目指しています。
◆最近の成績
　・29年５月  県高等学校ソフトテニス競技大会　　　　団体ベスト８
　・29年11月  県高等学校新人ソフトテニス競技大会　　団体ベスト４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  個人ベスト８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※個人 九州大会出場
　・29年12月  九州高等学校新人ソフトテニス競技大会　二回戦敗退
　・30年２月  県高等学校春季ソフトテニス競技大会　　団体ベスト４

①  11 月に行われた県新人大会のプレー
中の様子。チームワークが武器
②県新人大会の表彰式後の一枚
③ 学校での練習は基礎練習が多い。コ
ートの各地点に打ち込まれるボール
を追いかけ、確実に打ち返す
④ 雨の日は串良平和アリーナで練習。
試合形式の練習後、先生のアドバイ
スを熱心に聴く部員たち
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平成 27 年から串良商業高等学校
女子ソフトテニス部監督　商業科教諭

チームワーク
４０％

やる気
２０％

体力
２０％

技術
２０％

Kushira commercial HighSchool

Girls' Soft Tennis Club



バ
レ
ー
ボ
ー
ル
教
室
の
様
子

本も
と
か
ど門　

由ゆ

衣い 

さ
ん

（
鹿
屋
東
中
学
校
２
年
）

久く

ぼ保
園ぞ

の　

大だ
い
き輝 

く
ん

（
鹿
屋
東
中
学
校
２
年
）

鹿屋市バレーボール協会「肝属はひとつ」

鹿 屋市バレーボール協会は、鹿屋市はもとより肝属
地区バレーボール発展のために、各種大会や講習

会を開催し指導普及に取り組んでいます。
　2020 年かごしま国体に向けて「鹿屋市国体指導体制育
成事業（クラブ型）」を現在行っています。毎月第 2火曜
日に中学校の先生方が中心になり小学生の指導にあたっ
ており、その中にはバレーボールの経験のない子どもたち
も含まれています。この事業の第 1期生が新中学校 3年
生になる子ども達です。この中には、かごしま国体に向
けた強化指定選手及び強化指定候補選手、ビーチバレー
ボールの強化指定選手も多数育っています。
　国体に向けて、小学校、中学校、高校、鹿屋体育大学
と一貫指導体制を目指してこれからもいろいろな事業に
取り組んでいきます。

昨 年 10 月に行われた肝属地区新人総体で、男女とも
に優勝した鹿屋東中学校バレーボール部には、「鹿

屋市国体指導体制育成事業」の選手が 18 名います。第１
期生である男子バレーボール部の久保園さん、女子バレー
ボール部の本門さんは、鹿児島県バレーボール協会主催
の、かごしま国体に向けた強化選抜選手に選ばれていま
す。
　久保園さんは「高校生になったら、パワーと高さはつ
いてくると思うので、今のうちに基礎の技術を磨いて、
高校生になってから通用する選手になっていきたいで
す。」また、本門さんは「国体まであと２年、国体出場を
目指し今自分にできることを精一杯頑張って、技術面・
精神面を鍛えていきたいです。」と目標を話してくれまし
た。

　燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会　公式ホームページでは両大会に関する様 な々情報を発信
しております。
　辛島美登里さんの歌うイメージソング「ゆめ～ＫＩＢＡＩＹＡＮＳＥ～」の楽曲が視聴できるほか、
いろいろなバージョンの曲がダウンロード可能！曲の楽譜データ（合唱楽譜・吹奏楽譜）も無料でダ
ウンロードできます。
　部活やサークルなどでご活用いただき市民総参加で両大会を盛り上げましょう。
　また、ホームページには両大会のマスコットキャラクター「ぐりぶーファミリー」の
ペーパークラフトや公式ダンスのレッスン動画、マスコットキャラクターの画像データ、
各界の著名人からの応援メッセージなど情報も盛りだくさんです。是非、ホームページ
をご覧ください。
URL ＝ https://kagoshimakokutai2020.jp

かごしま国体・かごしま大会　ホームページで情報発信中！

鹿屋市開催種目の日程が決定！
種　目 種　別 日　程 会　場

バレーボール
（正式競技） ６人制バレーボール（成年女子） 2020年10月4日（日）～7日（水） 串良平和アリーナ

ボート
（正式競技）

舵手付フォア・舵手付クォドルプル・
ダブルスカル・シングルスカル 2020年９月17日（木）～20日（日） 輝北ダム特設ボートコース

自転車
（正式競技） ロード・レース 2020年10月11日（日） 大隅広域特設ロード・レースコース

スポーツ吹矢
（デモスポ） 大会・体験 2020年５月31日（日） 串良平和アリーナ

バレーボール
（正式競技） 精神障害者バレーボール 2020年 10月 24日（土）～26日（月）

※上記の期間で今後決定 串良平和アリーナ

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



スポーツイベント情報　平成30年４月～平成30年９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】　４月１日（日）
【場所】　串良平和公園
【内容】　 串良平和公園周辺を駆け

るジョギング大会
【募集】　募集終了

【期日】　 ６月 30 日（土）
　　　　～７月１日（日）
【場所】　錦江町他
【内容】　 肝属地区体育大会 

【期日】　 ９月15日（土）～17日（月）
【場所】　鹿児島市他
【内容】　 県民体育大会

【期日】　 ７月17日（火）～19日（木）
【場所】　串良平和アリーナ
【内容】　 35 歳以上の男性既婚者

によるバレーボール大会

【期日】　８月４日（土）～５日（日）
【場所】　平和公園野球場
【内容】　 市内高校と県内強豪校に

よる野球の親善試合（予
定）

【期日】　５月 13日（日）
【場所】　輝北うわば公園
【内容】　 九州一過酷なコースで行

われるクロスカントリー
大会

　　　　 中学女子・高校女子・一
般女子（３km）、中学男
子・一般男子（３km）、
高校男子・一般男子（５
km）、一般（８km）、フ
ァミリーの部（1.2km）、
リレーマラソンの部
（8.4km）の 6 種目から
原則１人１種目の出場

【募集】　４月６日（金）応募締切

【期日】　７月中旬
【場所】　高須・浜田海岸
【内容】　 バナナボート・オーシャ

ンカヤックなどのマリン
スポーツ、ビーチバレー
ボール大会・ビーチフラ
ッグなどのマリンイベン
トが体験できる

【募集】　 参加自由（一部申込必要）

Pick up イベント ２０１８かのやエンジョイスポーツ
【期日】平成 30年５月 20日（日）
【場所】鹿屋体育大学スポーツパフォーマンス研究棟（屋内）
　鹿屋市と鹿屋体育大学とのコラボ企画「2018 かのやエンジョイスポー
ツ」が５月 20 日（日）開催されます。
　このイベントは、小学生から大人までみんなで楽しめる約 10 種目の
競技をチーム単位の対抗戦で競う大運動会です。
　競技の中には、子ども専用の体験イベントや体大生考案のオリジナル
種目なども予定されております。
　県内在住の小学生以上であれば、どなたでも参加することができま
す。たくさんのご参加お待ちしています！
●申 込 期 間：４月２日（月）～５月６日（日）※先着 16 チーム
●参　加　費：１人 1,500 円（保険費込・参加賞有）
●募集チーム：16 チーム（１チーム 10 人～ 20 人）
●問　合　せ： かのやエンジョイスポーツ受付事務局（クラスマッチ事務局内）
　　　　　　　TEL 099-201-3374　FAX 099-201-3137
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