
- 1 -

さ わ や か
第 ４３ 号

平成17年６月発行 神奈川県高等学校体育連盟広報誌

高校総体開会式特集

活躍した高校生たち

総合開会式に参加した高校生達の感想文を掲載いたし

ます。

＜選手宣誓＞

滝澤 彩（県厚木商・ソフトボール部）

私は高校総体総合開会式に参加して、会場の大きさや

吹奏楽の迫力ある演奏、素晴らしいアトラクション、ま

た各学校の個性あふれる行進が本当に素晴らしくて、心

に残っています。来年も総合開会式を盛り上げるために、

是非実施してもらいたいと思いました。

今回私は、選手宣誓という大役を任されました。前日

リハーサルをやるまでは緊張でバクバクでしたが、リハ

ーサルをやり相手の中川君とうまく合わすことができ、

本番ではあまり緊張もせず自分の思いを皆に伝えられた

と思います。私は選手宣誓という本当にいい経験をさせ

て頂きました。会場の関係者の方々、そして私を選んで

くださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。本当に

ありがとうございました。この経験を色々な場所でいか

していきたいです。

高校総体必ず優勝します。

＜アトラクション＞

田中 透（光明学園相模原・新体操部）

私は３年生になって初めて総合開会式に参加しまし

た。しかも、アトラクションとして新体操の演技をさせ

ていただけたことをとても光栄に思います。当日の総合

開会式では吹奏楽の迫力のある演奏に驚き、行進では各

高校の特色ある生き生きとした行進を見ることができま

した。そして各先生方のご挨拶、力強い選手宣誓に感動

と競技をする喜びを感じました。そのような中で新体操

の演技をすることに緊張もしつつ、胸をはずませ臨みま

した。いつもは室内での演技であったため、屋外での演

技では風に影響され、手具を落としたりと思うように出

来ない所もありましたが、自分なりに精一杯演技させて

いただきました。多くの声援と温かい言葉に感謝の気持

ちとこれから始まる大会への自信をつかむことができ、

私たちにとって、とてもよい経験をさせていただきまし

た。また、このような機会があれば多くの皆様の前で演

技が出来ることを楽しみにしています。神奈川県を代表

する選手として日々精進いたします。ありがとうござい

ました。

＜プラカード＞

月森 彩実（県深沢）

私は昨年、北相地区のプラカードを担当させていただ

いたので、今年は２度目の入場行進でした。今回は大会

名プラカードの担当になり、入場行進の先頭を歩くとい

うことで昨年とは比べものにならないほど緊張しまし

た。
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開会式当日は日差しも強く、暑いくらいの快晴でした。

駅には朝からたくさんの人がいて驚きました。会場に着

くと吹奏楽の人数の多さと音楽の迫力に驚きました。そ

の迫力のある吹奏楽の演奏に合わせて行進が始まり、私

は緊張しながら遅すぎないよう、速すぎないよう歩きま

した。各学校の行進は制服で行進している学校、ジャー

ジや部活のユニフォームで行進している学校など様々で

した。またラケットやボールを持っていたり、足並みを

揃えて歩く学校や、楽しそうに歩く学校など様々な校風

が見られました。中でも肩車をして歩いていた学校があ

り驚きました。

選手宣誓はとても力強く、色とりどりの各校の校旗が

掲げられてとても格好いいと感じました。

楽しみにしていた今年のアトラクションは男子新体操

でした。軽やかだけれどとても力強くて、団体の演技で

は息が合っていて感動しました。

予行の日はあいにくの雨で、グラウンドで練習が出来

ないまま本番を迎えたため、上手く行進することができ

るか不安でしたが、無事終えることができて良かったと

思います。

開会式に参加して改めて引退試合に向けて頑張ろうと

思いました。来年度も試合に向けての意欲が高まるよう

な開会式になってほしいと思います。

＜アナウンス＞

河尻 紗季（県鎌倉）

私は去年も高校総体総合開会式のアナウンスをやらせ

て頂いたので、アナウンスをするのは今年で２回目でし

た。ですから、司会という大役を任されても緊張はしま

せんでした。本番は少し失敗してしまいましたが、とて

も楽しくできました。

入場行進は高校によって様々で、手を振ったり、花を

掲げていたりと、それぞれ学校の特色がよく現れていて、

どれも大変印象的でした。

選手宣誓は感動して鳥肌が立ったのを覚えています。

神奈川の代表として熱い決意が感じられ、とてもかっこ

よかったです。

今年のアトラクションの、男子新体操は聞いたことも、

見たことも無かったので、全く想像がつきませんでした。

しかし、演技が始まると素晴らしい演技に圧倒され、時

間がたつのも忘れてしまいました。

２年連続アナウンスをやらせて頂いたのは、本当に貴

重な体験でした。私にとって一生の想い出です。来年ア

ナウンスを担当する人には、滅多にできない貴重な体験

なので、失敗を恐れず、楽しんでやってもらいたいです。

３年生の皆さん、部活ができるのは今年で最後、悔い

の残らないよう全力を尽くして一緒にがんばりましょ

う。

＜救護係＞

田代 真希（県二俣川看護福祉）

今回の開会式に私は救護として参加させて頂きまし

た。当日は好天に恵まれ陽射しの強さを感じました。こ

れでは体調を崩してしまうのではないかと思い、いざと

いう時にしっかり対処出来るようにという気持で参加し

ました。

実際に５名の方が体調を崩され応急処置をしました。

毛布を用意し横になって頂いたり、予め用意しておいた

お絞りと、飲料水を渡すという処置を致しました。今回

のような救護をするのは初めての体験でしたが焦らず処

置を行なう事が出来たので良かったと思います。

私は今回のような体験を通して、今まで以上に看護師

になりたいという気持が強くなりました。

入場行進では、選手の皆さんはどこの学校も生き生き

として、スポーツマンらしくやる気に満ちている様子が

伝わってきて本当にすばらしい開会式だと感じました。

もう大会が始まっている競技の人も、これから始まる

競技の人も、健康管理や怪我に気をつけて、元気に万全

な状態でプレー出来る事をお祈り致します。

大舘 恵子（県二俣川看護福祉）

開会式当日、この日は良く晴れてとても暑く開会式日

和でしたが、「このような天候では、気分が悪くなる人

が多少出るだろう。」と担当の先生方に言われました。

その話を伺って私は「大変だ。」と思い自分に気合を入

れました。

私の救護係としての最初の仕事は、開会式の前の準備

で救急箱や氷等を運ぶ事から始まりました。
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開会式が始まってからの救護係の主な仕事は、気分が

悪そうな人を見つける事でした。私は､てっきり気分の

悪くなった人が近くの救護のテントまで来るのを待って

いるだけだと思っていました。これは、私の大きな勘違

いでした。

「病気は、早期発見」が重要なので、フィールドに出

て探しに行ったのですが、開会式が続く中たいへん暑く

選手達は皆うつむいていたので、誰が具合が悪いのか良

く解りませんでした。私もまだまだ勉強不足だと思いま

した。開会式で一番印象に残った事は、アトラクション

での男子新体操でした。テレビで見た事はありましたが、

やはりテレビで見るのとは違い目の前で見るとすごい迫

力で、しばし仕事を忘れ見とれてしまいました。

このようにして私の救護係としての開会式は終了しま

したが、選手達にとってはこれから予選が始まりそして

本戦とこれからも気が抜けない日々が続くと思います。

頑張る事も大事かもしれませんが、時には力を抜いて自

分の体の事も大事にして欲しいなと思いました。

＜吹奏楽＞

＜入場行進＞

＜優勝杯返還＞

安全対策委員会

副委員長 小泉 政貴（県二俣川看護福祉）

第43回県高校総体開会式救護結果報告

今年度の総体開会式は、４月23日（土）に藤沢市善行

にある県立体育センター・陸上競技場において開催され

ました。開会式は好天に恵まれほぼ快晴に近い状態で、

予想気温が23度という状況で救護係としては若干心配な

スタートでした。

今年度も例年通り、正面スタンド下・バックスタンド

側第２コーナー・第３コーナーの３箇所に救護所を設置

し、安全対策委員と毎年救護係として補助員をして頂い

ている県立二俣川看護福祉高校の生徒９名を配置し傷病

者の発生に備えました。

今年度は、５名の傷病者が発生しましたがそれぞれ「軽

度の貧血」や「軽度の日射病」等で、応急処置として「安

静と水分の補給」を行いました。ただ、当日の気象状況

を考えると予想より少数の傷病者発生件数であったかと

思います。これらは各学校における先生方の傷病予防に

思いをよせられるお気持の表れかと感謝申しあげます。

今年度の特徴的な事としては、５名中３名は運動部には

所属しておらず、３名は１年生ではなく上級生でした。

過去の開会式での傷病者は比較的新入生の場合が多く見

られたのですが、今年度はこの事が覆された形となりま

した。

終わりに、この場をお借りし安全対策委員会の今年度

新事業を御案内させて頂きます。今年度より安全対策委

員会では、教師と生徒が共に取得できる赤十字救急員資

格取得講習会を７月21日（木）～７月23日（土）の３日

間、県立武道館で実施致します。

※注 赤十字救急員資格取得講習会は定員超過のた

め、６月４日(土)をもって募集を締め切りまし

た。来年度以降も引き続き開催いたしますので

是非ともご参加ください。
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強化普及委員会

委員長 青木 洋師（県瀬谷西）

関東大会の成績を掲載させて頂きます。紙面の都合上、

優勝者のみとさせて頂きます。（平成17年６月17日現在）

平成17年度関東高等学校体育大会優勝者

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子団体 県伊勢原

新体操 男子個人総合 田中 透(光明相模原)

ﾗｸﾞﾋﾞｰ Aﾌﾞﾛｯｸ 桐蔭学園

Gﾌﾞﾛｯｸ 公文国際

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 法政二

卓球 男子団体 湘南工大附

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小野・井上(白鵬女子)

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 女子 厚木商

剣道 女子団体 市橘

女子個人 井尻麻祐子(市橘)

柔道 男子団体 東海大相模

女子57kg級 大貫奈保子(横須賀学院)

女子70kg級 杉本明日翔(桐蔭学園)

ﾎﾞｰﾄ 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 吉村・水野(県津久井)

女子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 五十嵐ひとみ(県津久井)

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子F50kg級 大谷 康太(向上)

男子G120kg級 神薗 岳志(向上)

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子個人対抗 目黒 友薫(法政二)

自転車 男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 福田 真平(藤沢総合)

男子4km速度競走 巴 直也(法政二)

男子個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 伊藤 雅和(法政二)

ﾃﾆｽ 男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 池野・小野(湘南工大附)

ﾖｯﾄ 男子ｿﾛ 慶応Ｃ

男子ﾃﾞｭｴｯﾄ 逗子開成

ｱｰﾁｪﾘｰ 男子団体 東海大相模

空手道 男子個人組手 砂川 貴洋(横浜創学館)

ｶﾇｰ 男子K-4 中村･森･濱形･長谷川(県湘南通)

男子C-1 村上 透(県湘南通)

男子C-2 塚本・西尾(県湘南通)

男子K-4 村上･安田･塚本･西尾(県湘南通)

男子総合 県湘南通

行事予定

○全国高校総体・全国高校定通大会結団式

７月14日（木） 15:00～

於：横浜市西公会堂

○全国高校ライフル射撃大会

７月28日（木）～31日（日）

於：長瀞総合射撃場 【埼玉県】

○関東高等学校水泳競技大会

７月23日（土）～25日（月）

於：小瀬スポーツ公園水泳場 (競泳)

甲府東高校プール（水球） 【山梨県】

敷島公園水泳場（飛込） 【群馬県】

○全国高校ボウリング大会

７月26日（火）・27日（水）

於：品川プリンスホテルＢ・Ｃ 【東京都】

○全国高等学校総合体育大会

８月１日（月）～20日（土）

於：千葉県、東京都

※詳しくは評議員会資料をご覧下さい。

○全国高等学校定時制通信制体育大会

８月１日（月）～20日（土）

於：東京都、静岡県、神奈川県

※詳しくは評議員会資料をご覧下さい。

○全国高校少林寺拳法大会

７月29日（金）～31日（日）

於：秋田県立武道館 【秋田県】

○全日本高校・大学ダンスフェスティバル

７月29日（金）～31日（日）

於：神戸文化ホール 【兵庫県】

○全国高校カヌー選手権大会

８月５日（金）～９日（火）

於：精進湖カヌー競技場 【山梨県】

問い合わせ先

神奈川県高等学校体育連盟事務局

電 話 ０４５（３１１） ８８１７

ＦＡＸ ０４５（３１３） ２６６９

E-Mail kotairen@pastel.ocn.ne.jp

http://www.kanagawa-kotairen.gr.jp


