
注目のアスリート

　昨年５月の県総体で団体５位、ダブルスでベスト８に入り、今後の活躍
が期待される鹿屋女子高等学校卓球部。
　卓球部の主将を務めるのは、下高隈町出身の枝元芽由さんです。小学４
年生の頃から家の卓球台で遊んでいた枝元さん。中学１年生の時、姉の影
響で卓球部に入りました。
　慎重な人は丁寧なプレー、大胆な人は勢いのあるプレーと、その人の個
性がプレーに顕著に表れるのが卓球の魅力だと話します。
　枝元さんは、部員一人ひとりに的確なアドバイスができるよう、しっかり
と観察することを心がけており、部員からも「できていないところがあれば、
細かく丁寧に教えてくれる」「真面目でしっかり者」と頼られる存在です。
　「心を許し合っている」と話すほどのチーム内の団結力を武器に、お互い
にアドバイスし合い、また、一つひとつの練習に意識して取り組むことで、
課題である技術面の向上を図り、更なるレベルアップを目指しています。
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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体育協会加盟の競技団体、
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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戦力分析

目　標

団体で九州大会、
　インターハイ出場

チームスローガン

完全燃焼、
　全力プレー

◆チームについて？
　 　部員は２年生６名、１年生５名の計 11 名で、とても明るいチームです。
上級生、下級生とも仲が良く、練習中はお互いアドバイスをし合っています。
また、１年生は２年生に敬意をもって接しており、礼儀正しいチームです。

◆卓球部が強い秘訣は？
　 　向上心が強く、キャプテンを中心に、真面目に練習に取り組んでいます。
部活動以外に、卓球クラブにも所属している部員もおり、そこで学んだこと
をお互いに教えあっています。
◆監督は卓球経験者ではないということですが？
　 　卓球専門ではないので、技術上のアドバイスはあまりしません。裏方とし
て、生徒たちがプレーに専念できるように環境づくりを心掛けています。
　 　また、試合に挑む姿勢、試合に負けたあと、その結果をいかに練習の中に
生かしていき、次の試合に繋げていくかなどを含め、精神的な面でのサポー
トも心掛けています。
◆今後の目標は？
　 　学校の新築工事に伴い、昨年10月から練習環境が変わり、練習時間も短くなっ
ています。周りの高校に負けないよう「短時間集中型」で練習に取り組み、団
体でベスト４以上、シングルス・ダブルスともにベスト８以上を目指したいです。
◆最近の成績
　・30年２月　第58回鹿児島県高等学校春季卓球大会　　　団体ベスト８
　　　　５月　第71回鹿児島県高等学校卓球競技大会　　　団体５位
　　　　11月　第52回鹿児島県高等学校新人卓球競技大会　団体６位
　・31年２月　第59回鹿児島県高等学校春季卓球大会　　　団体ベスト８

① 昨年９月に行われた秋季地区大会
では、団体・ダブルス・シングル
スとも優勝しました。
② 昨年５月に行われた春季地区大会で
のプレー中の様子。気迫が伝わります。
③ 市体育館での練習の様子。休日は
大姶良地区学習センターでも練習
しています。
④ フォームや打ち方を、一つひとつ意識
して練習することを心がけています。

吉永哲秀 監督
下高隈町出身。高隈中学校、鹿屋高等学校、
明治大学卒業。
平成23年から鹿屋女子高等学校卓球部監督
（部長の時期含む）。教諭（担当教科：英語）。
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▲無料ドリンクコーナーでの接待▲総合案内所での会場案内

紹介します！ 障害者スポーツ注目のアスリート ～陸上～
　県立鹿屋養護学校高等部２年。学校では、
掛け算や漢字の学習、学外での社会体験学
習を行っています。
　「好きな科目は体育」と話すほど体を動
かすことが好きな池田選手。100 ｍ、走り
幅跳び、４×100ｍリレーの選手として日々

練習に励んでいます。
　昨年、福井県で行われた第 18 回全国障
害者スポーツ大会では、100 ｍ、走り幅跳
びで第２位、４× 100 ｍリレーで第３位の
成績を残し、続く第 19 回大会、第 20 回大
会への出場、優勝を目指しています。

　2020 年に開催されるかごしま国体・かごしま大会の大会運営ボランティアを募集します。全国から訪れる全ての方々
をおもてなしの心で温かくお迎えし、一緒に大会を盛り上げましょう。

１．募集期間　～ 2020 年３月 31 日まで
２．募集人員　300 名程度
３．募集要件
　① 鹿屋市に在住または通勤・通学している個人または
グループ

　② 平成 17 年４月１日以前に生まれた方　
　※ ただし、応募時点で中学生・高校生の方は保護者の
同意を必要とします。

４．活動内容
　 　会場案内、来場者受付、休憩所での接待、会場の美化
活動、駐車場の案内、その他競技会運営等に関する活動
５．申込方法　
　 　市役所本庁（市民スポーツ課、国体準備室）、各総合
支所に設置、又は市ホームページからダウンロードし

た登録申込書に必要事項を記載の上、メール又はファッ
クスにて申し込んでください。
６．問合せ先・申込先 
　　市民生活部　市民スポーツ課　国体準備室
　　TEL：0994―31―1132　　FAX：0994―31―1172
　　Ｅ -mail: sports@e-kanoya.net

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

鹿屋市　大会運営ボランティア　大募集！

全空連鹿屋市空手道連盟「生涯稽古！空手道！」

▲鹿屋市空手道交流事業の様子

　全空連鹿屋市空手道連盟は、結成
されてからこれまで、国体や全日本
選手権大会で活躍する選手を多数輩
出しています。2020 年かごしま国体
を目指し、毎月の強化練習は元より、
県外の強豪チームとの合同練習に取
り組むなどの選手強化策に取り組ん
でいます。
　空手道は、2020 年東京オリンピッ

クの正式種目となったことから一気
に注目を集めました。武道性とス
ポーツ性を併せ持ち、老若男女誰で
も気軽に取り組める生涯スポーツと
しても魅力ある競技です。
　空手道には、形試合と組手試合が
あります。形は、敵を仮想し突きや

蹴り、受け等の攻防技を演武し、ス
ピードや力強さ、気迫等で優劣を競
います。優美で迫力があり、道衣か
ら発せられる鋭い音、凛とした演武
姿勢が観る者を魅了します。
　組手試合は、寸止めルールで、突
き技や蹴り技でポイント数を競いま
す。スピード感と躍動感に溢れ、多
彩な技の攻防に息を呑みます。相手
の一瞬の隙を付いた目にも留まらぬ
早技や華麗な上段蹴りは、空手を知
らない方にも見ごたえ十分です。

　2020 年かごしま国体では絶対優
勝して、お世話になった全ての方々
に恩返ししたいです。きばるぞー！

かごしま国体を目指す競技団体の紹介

森田　うらら 選手
（鹿屋市役所 市民スポーツ課）



スポーツイベント情報　2019年４月～2019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 14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

第 19 回 肝属地区体育大会

【期日】　 ６月29日（土）～30日（日）
【場所】　鹿屋市他
【内容】　 肝属地区体育大会

【期日】　 ６月 29 日（土）

【場所】　串良平和アリーナ
【内容】　 障害者向け障害者スポーツ

体験教室、健常者向け障害
者スポーツ体験教室ほか

【期日】　５月 12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
　　　　 【競技種目】
　　　　 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（5km）、一般（8km）、
ファミリーの部（1.2km）、
リレーマラソンの部（8.4km）

【募集】　４月５日（金）応募締切第 34 回 くしら桜まつり
ジョギング大会

第 31 回 南日本クロスカントリー
大会 IN きほく 【期日】　５月 19日（日）

【場所】　鹿屋体育大学
【内容】　 小学生から大人までみん

なで楽しめる８～ 10 種目
の競技をチーム対抗で競
う大運動会

【募集】　 ４月８日（月）～５月６日（月・休）
　　　　※先着順

2019 かのやエンジョイスポーツ

▼リハーサル大会とは
　来年開催されるかごしま国体に向けた運営の習熟と課題の把握を行い、
成功に導く重要な役割を果たすのが、今年９月に行う自転車（ロード）
競技とバレーボール競技（女子）のリハーサル大会です。
　この大会には、国体の機運醸成を図る役割もあります。

▼日程等

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（市民スポーツ課国体準備室内）　0994-31-1132（直通）

鹿屋市障害者スポーツフェス（仮称）

【期日】　７月 14日（日）
【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）

かのやマリンフェスタ 2019

第 73 回 県民体育大会

【期日】　 ９月21日（土）～23日（月・祝）
【場所】　鹿児島市他
【内容】　県民体育大会

▲▲申込みはコチラ申込みはコチラ

競 技 名 自転車（ロード） バレーボール（女子）

大 会 名 全国都道府県対抗自転車競技大会
天皇杯・皇后杯　全日本バレーボール　　
選手権大会　九州ブロックラウンド　　

開 催 日 2019 年９月８日（日） 2019 年９月 22日（日）
時 間 ８：30～ ９：30～ 16：30（予定）

会 場 大隅広域特設ロード・レース・コース
（スタート：鹿屋市役所　フィニッシュ：錦江町）

平和公園串良平和アリーナ

見どころ
平地でも平均 40キロ以上の速さ
しかも集団で疾走することが多いので、その迫力
やスピード感はそこでしか味わえません。

ラリーが長く続くのが女子の特徴
コートに落ちるギリギリのボールを拾う、手に汗握るプ
レーの連続に目が離せません。

そ の 他 ※会場で無料の郷土料理ふるまいをいたします。（数量限定）　※観戦応援グッズを配布いたします。
※自転車（ロード）は、公道をコースとしているため交通規制があります。御協力をお願いいたします。

☆ 市民ボランティアの方々にも協☆ 市民ボランティアの方々にも協
力いただきながら、本番さなが力いただきながら、本番さなが
らに運営します。らに運営します。
☆ ぜひ会場に来て、選手たちを応☆ ぜひ会場に来て、選手たちを応
援し、大会を盛り上げましょう。援し、大会を盛り上げましょう。

　

Pick up イベント 燃ゆる感動かごしま国体
リハーサル大会
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