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第 ５２ 号

平成２０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～

県高校総体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】

山口 美紀（横浜平沼・剣道部）

私は今回初めて高校総体開会式に参加させていただき

ました。

吹奏楽やアトラクションは色々な学校から集まってや

っているのに、息もピッタリで本当にすごいと思いまし

た。

開会式前日に、一緒に宣誓をする予定であった長谷川

君が出られないため１人で選手宣誓をすると聞きまし

た。正直、焦りと不安でいっぱいでしたが、長谷川君の

分までしっかりやろうと思いました。でも、リハーサル

では上手く行かず、少し不安が残りました。

本番当日の朝は、夢の中で「宣誓」と言ったところで

目が覚めました。すごく緊張していました。

行進前も行進中も、選手宣誓の直前まで繰り返し練習

し、ゆっくり間をとってやることを意識すると、間違う

ことなく宣誓をする事ができました。これも一緒に練習

したり、練習を見てくれたり応援してくれた人達のおか

げだと思います。今回、この様な大舞台で選手宣誓をさ

せていただいたことに感謝し、必ず高校総体に出場して、

優勝してきたいと思います。ありがとうございました。

【アトラクション】

合同チアリーディングチーム一同

県麻生・県生田東・県金井・市高津

県住吉・日大高・県百合丘・県横浜国際

私達は大会や地域のイベントなどで演技を発表してい

るのですが、今回はいつもと違い、神奈川県内の高校生

大勢の前で演技を行えるということでとても楽しみでし

た。

しかし、いつも良きライバルとしてお互い競い合って

いる8チームのメンバーと1つになれるかどうかという不

安もありました。本番当日は朝から小降りの雨でグラン

ドでは出来そうもないと思いましたが、魔法のように晴

れて、演技も思い切り気合いが入り、会場を盛り上げる
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ことが出来ました。そして、みんなで一つのものを作り

上げたときの喜びを知りました。

また、毎日一生懸命に練習を続けてきた演技なので、

神奈川県選手団の皆さんが私達のパワーと元気を感じて

くれたならとても嬉しく思います。

選手の皆さんも、それぞれの競技で毎日努力を積み重

ねて、この場にいるのだなと思うと私達も力づけられま

した。

貴重な体験の場を与えてくださり、本当にありがとう

ございました。

【放送】

本岡 彩（県茅ヶ崎北陵）

私たちは今回初めて高校総体総合開会式に参加しまし

た。バレーボール部の私たちは、人前に出て話すことは

あまりありません。ですから、先生から放送の仕事を聞

いたとき、自分たちにこんな大役を果たすことが出来る

のかとても不安でした。

そんな不安の中、開会式の数日前になり原稿をもらい

ました。学校名や学校紹介の読み仮名のチェックをし、

実際に原稿を読む練習をしてみると、今までこの放送の

仕事は漠然としかとらえていなかったのですが、急に現

実味を帯びてきたように感じました。

結局、不安感は消えないまま当日になってしまいまし

た。開会式の開始時間が近づくにつれて、私たちの緊張

はどんどん増していきます。ぎりぎりまで原稿を読み直

し、行進の順番を確認しているとあっという間に時間は

過ぎていきました。

ついに開会式は始まりました。実際にマイクを通して

放送してみると、緊張はほぐれて落ち着きながら放送し

ている自分がいました。多少間違える事もありましたが、

動揺することなく対処出来てよかったです。

この放送の仕事を通して、度胸がついたと思います。

これからのプレーにも役立ちそうです。そして、私たち

が部活動を出来るのも、顧問の先生以外にたくさんの人

の支えがあるからこそできるのだと、この開会式で実感

しました。

【救護係】

伊藤 由貴（県二俣川看護福祉）

私は救護係として参加したいと思ったのは、いろいろ

経験したいと思ったからです。でも正直、緊張していま

した。救護活動はあまりしたことがなかったので、自分

に出来るか不安でした。一緒にペアを組んだ3年生の存

在がとても心強く安心しました。当日は少し寒かったの

ですが、体調を崩す人があまり出ることなく良かったと

思いました。

開会式の行進では、どの学校も迫力があって凄かった

です。特に印象に残った学校は、行進の際に肩車をし、

みんなに手を振っていた学校でした。あのようなパフォ

ーマンスを見たのは初めてだったので印象がとても強か

ったです。そのほかの学校も趣向を凝らした行進で、楽

しむことができました。それに、私達に向かって手を振

ってくれる学校もたくさんあり、とても嬉しかったです。

吹奏楽の演奏も行進にピッタリでした。

行進が終わったあとも、いろいろと楽しませてもらい

ました。特に、選手宣誓は立派でした。あの会場でやる

ことは、とても緊張したと思います。でも、堂々とやっ

ていてかっこよかったです。

アトラクションにも感動しました。間近で見たのは初

めてだったので鳥肌が立つと同時に憧れの気持ちを強く

持ちました。

今回は救護係として、初めて参加させてもらい、大変

感謝しています。自分自身とても楽しませてもらったし、

多くのことを勉強させていただきました。来年度も楽し

める開会式にして欲しいと思いました。そしてまた来年

も救護係としてぜひ参加したいと思いました。

富永 るりか（県二俣川看護福祉）

私は、自分にとって良い経験になればいいなと思い、

救護係として参加させて頂きました。開会式の前日は天

気があまり良くなかったので少し心配でしたが、当日は

晴天に恵まれ、無事に開会式が行われたので良かったと

思います。

開会式が始まる前は、救護係として役に立つことがで
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きるかどうか不安でしたが、本番が近づくにつれて、式

に対する不安がいつの間にか期待に変わっていました。

開会式では、自分の知らない高校の行進やパフォーマ

ンスを見ることができ、とても楽しかったです。また、

行進の中では、それぞれ高校の特徴がキラリと光ってい

ました。特に印象に残ったのが、合同チアダンスによる

アトラクションです。衣装がとても可愛く、迫力のある

ダンスを見ることが出来ました。吹奏楽による演奏も開

会式に欠かせないもので、とても素晴らしかったです。

今回の開会式は、風が強く、少し肌寒さを感じました

が、けが人や具合の悪い人はほとんど出ず、救護係とし

ての仕事はあまりありませんでした。けが人や具合の悪

い人がほとんど出なかったことは本当に良かったと思い

ます。

役に立てた場面は少なかったと思いますが、開会式に

救護係として参加出来て本当に良かったです。来年度も

楽しく素晴らしい開会式になって欲しいと思っていま

す。

【プラカード】

向井 千晶（湘南学園）

先生から開会式のお話を伺った時、「私は湘南地区の

学校に通っているから、湘南地区のプラカードを持ちた

いな。」と単純に考えていました。しかし、先輩から大

会プラカードを持つようにと伺った時には驚き、あまり

の大役に身が引き締まる思いがしました。

予行練習の日、先生から「あなたのリズムに旗手が合

わせるのだからしっかり行進してくださいね。」と言わ

れ、行進の練習をしたのですが、リズム感のない私の足

は、速くなったり遅くなったりしてしまい、「こんな行

進で上手く行くのだろうか」と不安な気持ちでいっぱい

になりました。

当日は重い気持ちで会場へ向かいました。行進の始ま

りの音楽を吹奏楽部が始めた時には、頭の中が真っ白に

なりましたが、かえって音楽にリズムを合わせたので狂

うことなく行進することができ安心しました。

学校ごとに手と足をきっちり揃えて行進したり、手を

振りながら行進したり、サッカーのドリブルをしながら、

踊りながらなど、工夫を凝らした様子から熱意や勇まし

さが伝わってきました。

私は剣道部員なので、顧問の先生からはいつも「剣道

だけではなく、日頃の行いの全てが大切だ。」と教えて

いただいています。会場では、選手達のスポーツに対す

る意欲や意気込みを感じることができ、試合の場以外の

大切さを実感することができました。私も今回のこの経

験を生かして、真摯に行動していきたいと思います。

【受付・接待】

光山 晶子（湘南学園）

私達はこの総合開会式の受付・接待として参加させて

いただきました。この開会式は神奈川県全体のものだっ

たので、スケールの大きさに驚きました。そして、それ

と同時に、私達の役割はとても重要なものであると感じ

ました。

主な仕事は、連盟の方々への接待や会場への案内でし

た。常に笑顔で明るく振る舞うことを心がけるようにと

会場の方から教わり、緊張しつつもなんとか最後までや

りきることが出来ました。普段経験することがない貴重

な体験をさせてもらえてよかったと思います。今度はこ

の式に運営という立場だけでなく、学校の代表としても

参加してみたいと思いました。

【吹奏楽】

石郷岡 ちなみ（向上）

毎年この時期になると総合体育大会の会場で演奏させ

て頂いているので、私達吹奏楽部員一同嬉しく思ってい

ます。

開会式にも演奏という形で参加している事はもちろん

ですが、開会式の舞台で他校の吹奏楽部員の人達と一緒
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に共通の曲を演奏できる機会は本当に限られているの

で、私達にはとても良い刺激になっています。普段奏で

ることの出来ないハーモニーやサウンドが会場に響き渡

るとき、言葉では言い表すことが出来ないほどの感動が

そこにはあります。先生が大きく指揮棒を振り上げた時、

総勢何百人の生徒一人一人の気持ちが音として一つに重

なり共鳴する。目の前を、胸を張って選手が行進してい

る姿もどこか誇らしく感じます。来年も再来年も、この

先ずっと続けていって欲しいなと強く思います。

「総合体育大会の開会式」は現在の私達の部活動の中

でも大きな行事の一つとなっています。あの場所で演奏

させて頂いた事にとても感謝しています。本当にありが

とうございました。私にとってもよき想い出として残り

続ける事でしょう。

安全対策委員会

委員長 小泉政貴（県二俣川看護福祉）

第46回県高校総体開会式救護結果報告

今年度の県高校総体開会式は、4月19日土曜日に県立体

育センター（藤沢市・善行）陸上競技場に於いて実施さ

れました。当日は、前夜までの激しい雨が嘘のような晴

天となりました。ただ、昨年同様に強い風が、南西から

吹いていました。

『テントは大丈夫だろうか。』真っ先に頭に浮かびま

した。昨年は、強風でテントが飛ばされあわやの事態だ

ったからです。幸い今年は、設営の係の方に工夫をして

いただいていたため、スムーズに救護活動が行えました。

生徒・選手が集合する時刻には風もややおさまりだ

し、気温も18℃前後で暑くもなく寒くもない、正に絶好

の開会式日和になりました。

今年も救急用品と担架等の資材を準備し、救護所を正

面観覧席下、そしてバックスタンドに2カ所救護施設を

置き、緊急時に備えました。救護所には、安全対策委員

と毎年救護係として御協力戴いている県二俣川看護福祉

高校の生徒ＪＲＣ部員を中心に9名を配置、万一に備え

万全の体制を整えました。

収容された生徒の状況は以下の通りです。

学 年：2年

性 別：女子

症 状：貧血

食事の有無：有り

処 置：救護室で安静

発生時間帯：AM10:23

男子傷病者は、医務室で安静を保ち、その後、引率の

先生に引き継ぎました。女子傷病者は、前日より風邪気

味で体調不良であったとのことでした。

今回は、救護係として参加して初めて傷病者『0』か

とも思ったのですが・・・・幸い、傷病者は1名と少人

数で済むことが出来ました。

安全対策委員会としては、今後も開会式での傷病者等

『0』を目指し、予防を第一に考えて高体連加盟校の先

生方に前日からの体調管理、特に、『充分な睡眠時間』・

『食事と水分の摂取』等に御指導、御協力を御願いして

行きたいと考えております。

平成20年度赤十字救急法一般講習会報告

日常生活における事故防止、手当の基本、人工呼吸や

心臓マッサージの方法、止血の仕方、包帯の使い方、搬

送などについて、学科と実技の講習を次のように行いま

した。

［日 時］ 5月27日(火) 9:00～17:00

［会 場］ 県立体育センター

（第一会議室・第二トレーニング場）

［参 加 者］ 12名（女性6名･男性6名）

［講習内容］ 午前 開講式

学科 赤十字救急法基礎講習

実技 心肺蘇生法

午後 実技 ＡＥＤ講習

傷病者の観察

体位

保温

止血

運搬

包帯

基礎講習検定

閉講式

［講 師］ 赤十字救急法指導員

小泉 政貴・鶴田 清

受講者には、日本赤十字社神奈川県支部発行の「受講証」

が交付されました。
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平成20年度赤十字水上安全法一般講習会報告

水と親しみ、水の事故から人命を守るため、泳ぎの基

本と自己保全、事故防止、溺れた人の救助、応急手当の

方法などの知識と技術を特にプールでの事故防止を中心

に次のように行いました。

［日 時］ 5月27日(火) 9:00～17:00

［会 場］ 県立体育センター

（第一会議室・屋内プール）

［参 加 者］ 10名（女性1名・男性9名）

［講習内容］ 午前 開講式

学科 赤十字救急法基礎講習

実技 心肺蘇生法、ＡＥＤ講習

午後 基礎講習検定

実技 水慣れ

ｽｶｰﾘﾝｸﾞとﾌｨﾆﾝｸﾞ

ｴﾚﾒﾝﾀﾘｰﾊﾞｯｸｽﾄﾛｰｸ

着衣泳

泳がないで救助する方法

溺者の運搬

水中での気道確保

水中での体位の変換

閉講式

［講 師］ 赤十字水上安全法指導員

鈴木 賢一郎

受講者には、日本赤十字社神奈川県支部発行の「受講

証」が交付されました。

赤十字救急法・水上安全講習会に参加して

(受講者感想文より)

小野瀬 眞由美（県大師高校）

安全対策委員になってから何回かお手伝いをしてきま

したが、今回は始めから受講生として参加して、緊張し

た状態で講義を聞き実習しました。

同じ部屋にいて、ただ聞いているのとは違い、聞いた

ことを覚えよう、自分のものにしようとする気持ちがあ

るだけで、改めて確認できたことがたくさんありました。

しかし、これを現場で実際に活用することが本当に出来

るのかというと、まだまだ不安があります。

知識として得たものを活用出来るようにこれからもっ

と勉強・練習していきたいと思います。（本当は使う機

会がない方が良いのでしょう）

本日は丁寧なご指導をありがとうございました。

國島 嘉子(県二俣川看護福祉高校)

長いようで短く時が流れた一日でした。今年も講習会

を受講して、忘れてしまっていることが多いことを実感

しました。より多く講習の機会に触れ、知識・技術を得

たいと思います。

講習会の内容・方法が以前に比べて何回かのマイナー

チェンジを重ね変わってきました。指導員の方にお聞き

したところ、誰にでも対処できるようにということから、

簡単になってきたとのことでした。それならばもっと多

くの人が受講してほしいものだと思います。

今回はとてもアットホームで、内容も濃く時間もあり

とても充実していました。また何かの機会に再確認を兼

ねて受講したいと思います。指導員の先生方、ありがと

うございました。

清田 英彦(県向の岡工業高校)

今までも何度か救急法・水上安全法を受講したことが

あったが、赤十字の講習会は初めてでした。救急法のガ

イドラインが5年毎に改善されている中で、やはり1年に

1回は講習会に参加し、今までの知識の再確認、新しい

知識を習得していくべきだと思います。

保健体育科の教員である以上は、学校においても、事

故・怪我の場面にあうことは多いと思います。迅速な判

断と行動をとる為の講習会でしたが、講師の先生の分か

りやすい講義・実技で大変有意義な講習になりました。

閉講式で、鈴木指導員が話された、「先生方自身の知

識の向上と共に、生徒にも浸透させ、多くの人が実践で

きるような安全な世の中にしてほしい」という言葉を教

訓にし、まずは自分自身の技術の向上、また保健の授業

で生徒にしっかりと指導していきたいと思います。

本日は、大変有意義な講習を受講させていただき、誠

にありがとうございます。

大西 理也(県市ヶ尾高校)

1日ありがとうございました。

毎日救急法に関わっているわけではないので、忘れて

いることがたくさんあり、年に一回は講習を受けること

がいいなと改めて実感しました。今までの救急法が使え

ないのではなく、5年に一度の見直しでより良くなって

いるということを聞きとても良かったです。

水上安全についてもいろいろ教わることができ、とて

も良かったです。知っていて損をする事はないので、水

泳の授業でも生徒に伝えていきたいと思います。また、

着衣泳も自分が体験することで浮力などを実感できたの

で良かったです。

短い時間でしたが、充実した実習ができ、良かったで

す。ありがとうございました。
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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いただきます。

紙面の都合上、優勝者のみとさせていただきます。

（平成20年6月10日現在）

平成20年度関東高等学校体育大会優勝者

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 男子 岸 根

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子個人 内海・外山（秦野総合）

ﾗｸﾞﾋﾞｰ Eﾌﾞﾛｯｸ 向上

Gﾌﾞﾛｯｸ 東海大相模

卓球 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 飯野 弘義（湘南工大）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 中島未早希（横浜隼人）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 飯野弘・江崎（湘南工大）

女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 中島・藤田（横浜隼人）

女子学校対抗 横浜隼人

剣道 男子団体 桐蔭学園

男子個人 田島 純一（桐蔭学園）

女子団体 横浜平沼

女子個人 山口 美紀（横浜平沼）

柔道 男子個人 西山 大希（桐蔭学園）

ﾃﾆｽ 男子団体 湘南工大附

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 守屋 宏紀（湘南工大附）

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 守屋・渡辺（湘南工大附）

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ﾓｽｷｰﾄ級 関口 文太（武相）

ﾗｲﾄ級 内藤 律樹（磯子工）

ﾐﾄﾞﾙ級 漆原 祥（武相）

ﾚｽﾘﾝｸﾞ ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ84㎏級 藤井 誠司（修悠館）

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 105㎏超級 長谷川 康（神田）

ｱｰﾁｪﾘｰ 男子団体 東海大相模

自転車 3㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

佐々木 龍（横浜）

4㎞速度競争 出澤 拓也（横浜）

4㎞ﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ 横浜

空手道 女子団体組手 光明学園

女子個人組手 五明真実子（光明学園）

ﾗｲﾌﾙ射撃 女子AR団体 高木学園女子

女子AR個人 剣持 愛（高木学園女子）

少林寺拳法 男子規定演武 足立・早矢仕（慶應義塾）

ｶﾇｰ 男子C-1 平田 啓太（修悠館)

男子C-2 平田・高橋（修悠館）

男子C-4 平田・濱田・青木・高橋

（修悠館）

行事予定

○全国高校総体・全国高校定通大会結団式

7月11日（金） 14：00～

於：保土ヶ谷公会堂

○全国高校ボウリング大会

7月22日（火）～23日（水）

於：品川プリンスホテルＢ・Ｃ 【東京都】

○関東高等学校水泳競技大会

7月25日（金）～27日（日）

於：笠松運動公園屋内プール 【茨城県】

栃木県立温水プール館（水球） 【栃木県】

○全国高校ライフル射撃大会

7月28日（月）～31日（木）

於：つつがライフル射撃場 【広島県】

○全国高等学校総合体育大会

7月28日（月）～8月20日（水）

於：埼玉県

※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

8月1日（金）～3日（日）

於：小田原アリーナ 【神奈川県】

○全国高等学校定時制通信制大会

8月1日（金）～19日（火）

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。

○全国高校ダンス大会

8月2日（土）～4日（月）

於：神戸文化ホール 【兵庫県】

○赤十字救急員資格取得講習会

8月26日（火）～29日（金） 9：30～

於：県立武道館

＊申込締切 7月5日（土）必着

問い合わせ先

神奈川県高等学校体育連盟

電 話 ０４５（３１１）８８１７

ＦＡＸ ０４５（３１３）２６６９

Ｅ-mail kotairen@pastel.ocn.ne.jp

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


