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第 ５５ 号

平成２１年６月発行 神奈川県高等学校体育連盟広報誌

総

県高校総体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】

漆原 祥（武相・ボクシング部）

今回、初めて県高校総体開会式に参加し、しかも選手

宣誓という大役を任されることになり貴重な経験をする

ことができました。

最初、この役を依頼された時、はたして自分で務まる

だろうかと思いましたが、このような経験はそうできる

ものでもないので、やってみようと思いました。しかし、

いざ練習してみると上手くいかず、開会式前日のリハー

サルでも不安が残る状態でした。一緒に宣誓した河野さ

んは完璧に仕上げていたので、これではいけないと思い、

明日の本番までには何とかしなければと必死で練習しま

した。

開会式当日の朝、練習した甲斐があり、頭の中には言

葉が浮かんできました。しかし、直前のリハーサルでは

あがってしまい言葉が出てきませんでした。本番が刻々

と迫り、心臓はドキドキし、緊張感はピークに達しまし

た。もうこうなったら開き直り、間違ってもいいから大

きな声で堂々と宣誓しようと決心しました。ついに自分

の出番です。リハーサルの時とは違い、言葉がスラスラ

出てきました。河野さんとも息が合い、納得のいく選手

宣誓ができました。ボクシングの試合より緊張しました

が、とても良い経験となりました。宣誓の言葉でも述べ

ましたが、私たちを支えてくれている仲間、家族そして

先生方に感謝し、神奈川県の選手の代表として恥じない

ように、今度は自分の試合で力を発揮しようと決意を新

たにしました。

今回、このような機会を与えてくださり、本当にあり

がとうございました。

河野 よしみ（県厚木商・ソフトボール部）

私は初めて開会式に参加しました。今年が最後の夏の

全国大会への出場を決める高校総体、優勝以外何もあり

ません。そんな思いで参加しました。

開会式は沢山の人がいてビックリしました。「こんな

に盛大にやるものなのか」と感動しました。行進も堂々

と出来ました。花を持った高校などもあり、どの高校も

個性豊かで楽しかったです。

選手宣誓はとても緊張しました。相方の漆原君とも呼

吸を合わせるのが難しかったです。でも、合図などを送

ってくれたので、やりやすかったです。

吹奏楽の演奏もとても素晴らしかったです。行進もし

やすかったし、待っている間も退屈しなかったです。沢

山の高校で演奏しているのに息がピッタリで強弱など心

に響きました。

お話の中であの開会式に関わっている何人もの人へ感

謝の言葉を言われた時、私達選手も沢山の方々へ感謝の

気持ちを忘れてはいけないな、と改めて思いました。優

勝杯を返還しましたが、必ずまた私達の高校へ持って帰

ります。手から離れた時やる気が出ました。アトラクシ

ョンでは数校のチアダンスの人達が合同で演技をしてす

ごかったです。最初から最後まで笑顔で元気でとてもキ

ラキラしていました。沢山練習して、見せてくれたんだ

なと思いました。

前日リハーサルの日や当日の朝早くから準備をしてく
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れていた高校生の人達に感謝の気持ちでいっぱいです。

沢山の人達に支えられていることを決して忘れません。

来年度へ向けて私達の後輩にも行進するだけでなく、

元気に笑顔であいさつをすること、感謝の気持ちを持っ

て、マナーを守って参加するように教えていきたいと思

います。行進することが出来、宣誓することが出来、私

は大変嬉しく思っております。沢山の方々に感謝してお

ります。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・日女大高・県百合丘

佐藤 由貴（県麻生）

高校総体アトラクションの練習会を通じて私たちはと

ても多くのことを学びました。１０３人全員の心を一つ

にすることは大変難しい作業でした。しかし、本番では

音が出ないというハプニングがあったにもかかわらず全

員で声を掛け合いがっちりとまとまった演技をすること

ができました。それこそがチアスピリットを感じる瞬間

でした。貴重な場を与えてくださり本当にありがとうご

ざいました。

髙野 栞（県金井）

昨年も参加させていただきましたが、私たちの部活動

は人数も少なくて、不安なことも多くあり、最初の練習

会ではなかなかスムーズに動くことができず、神奈川合

同チームに対して迷惑をかけてしまいました。でも、最

終的には他のチームの人と声を掛け合って演技すること

ができ、とても楽しかったです。本番もハプニングがあ

りましたが、かえって皆が一つになれたと思いました。

普段はこんなに大勢で演技はできないことなので、とて

もよい体験をすることができました。機会があればまた

是非参加したいと思います。

【放送】

品田 実那（県茅ヶ崎北陵）

私が開会式に参加したのは二度目で、昨年は役員でし

たが、今年は「アナウンス」という式の進行役になり、

とても緊張しました。

少し肌寒い中式は始まりましたが、各学校の行進はど

こもいきいきとしていて、これからの大会にかける思い

がとても伝わってくるものでした。特に桐蔭学園ラグビ

ー部の行進がいかにも「強豪校」の雰囲気を出していて、

迫力がありました。

今回の進行を行う上で重要な役割をしてくれたのは吹

奏楽の演奏だと思います。そのスムーズな演奏が、私達

をリードしてくれました。

そして、私達は楽しみにしていた一つに、アトラクシ

ョンのチアがあります。総勢百人以上で結成されたチア

は、昨年より一段とグレードアップしていて、目を見張

るものでした。その高度な技術とパワーに圧倒されなが

らも、みんな元気づけられたでしょう。

また、桜の花が残っている会場は、私達に春を感じさ

せ、その意気込みを語りかけているようでした。

もちろんのこと、本番は練習通り、とはいきませんで

したが、良い経験ができたと思います。もし機会がある

のなら、来年度も精一杯頑張りたいと思います。

【救護係】

伊東 彩香（県二俣川看護福祉）

私達、二俣川看護福祉高等学校、九名は、看護の心を

持って看護係として参加させていただきました。

当日は肌寒く、参加者の皆様が体調を崩してしまわな
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いか不安でしたが、重い症状を訴える方もなかったので、

ほっとしました。

開会式の迫力と、二百校あまりの大規模な入場行進は、

今でも目に焼きついています。あの場にいた選手のほと

んどの方々が緊張していたと思いますが、それを掻き消

す様に鳴り響いた吹奏楽の演奏は力強く、息の合ったマ

ーチで盛り上げていました。

神奈川を応援するチア部の活発なパフォーマンスは、

チームワークの強さを感じました。広大な会場は、各々

の学校・部を主張する様々な色、マーク、スタイル、校

旗が並び、徐々に埋めつくされていきました。その光景

は曇りがかった天気と裏腹にとてもカラフルで華やかで

した。私たちはそれを見ているだけで、高体連のスタッ

フの方々が用意してくださった救護セットやアイスボッ

クスなどは未使用でした。それは救護係としてとても良

いことでした。なぜなら負傷者が誰も出ずに済んだから

です。今年度の開会式に参加し、壮健な選手の方々を見

ることができ、嬉しく思いました。

近代スポーツから民族スポーツと、スポーツにも色々

な概念があるようですが、何より楽しさを中心としたニ

ュースポーツを忘れてはいけないと思いました。

小野塚 由姫（県二俣川看護福祉）

高校総体開会式に参加させて頂いたのは、今回が初め

てということもあり、最初はとても緊張していました。

しかし式が始まると、各学校の堂々とした行進に感動し、

緊張していたことも忘れてしまうほどでした。生徒会役

員や部活での参加のようでしたが、それぞれその学校ら

しさが出ていて良かったです。

選手宣誓はとても力強いという印象を受けました。各

部の代表にふさわしい宣誓で、格好良かったです。

また、吹奏楽の演奏も素晴らしいものでした。音楽の

ことはあまりよく分からないけれど、きれいな音色で、

なおかつ迫力のある演奏で、感動しました。行進にもよ

く合っていて、存在の大きさを感じました。

アトラクションのチアリーディングは、想像以上に高

度なもので驚きました。思わず声が出てしまうような難

しそうなことをしたり、見ていて楽しめるパフォーマン

スだったと思います。

私は救護係として参加させていただきましたが、具合

が悪くなる人はとても少なかったので良かったと思いま

す。来年は傷病者０人を目指して頑張ってほしいです。

今回参加させていただいて、たくさん感動し、楽しむ

こともでき、本当によい経験ができたと思います。１日

ありがとうございました。

【プラカード】

石黒 千鶴（湘南学園）

私は今回、第47回神奈川県高等学校総合体育大会の開

会式でプラカードを持ちたくさんの選手をひきつれて歩

くという大役を任され、とても貴重な体験をすることが

できました。

開会式では選手の皆さんのスポーツへの熱い想いが感

じられ、会場はとてもよい雰囲気でした。各学校様々な

行進をしていて、個性があり、楽しかったです。どこの

学校も素晴らしかったけれど、やはり湘南学園が印象に

残りました。自分の学校だからかもしれませんがとても

かっこよかったです。

選手宣誓では少し緊張している感じに見えましたが、

後ろから見ていても迫力がすごくて圧倒されました。選

手のみなさんにはこれからの大会等での活躍を期待して

います。

吹奏楽の演奏も良かったです。演奏があったからこそ

選手の入場がスムーズに行われ盛り上がることができま

した。

アトラクションでは神奈川県チアリーディング合同チ

ームのパフォーマンスにより、とてもパワーの感じられ

る演技が行われて、私も一緒に参加して踊りたくなりま

した。

全体を通して私が一番心に残っていることは、やはり

プラカードです。当日始まる前は本当に緊張して何度も

帰りたくなりましたが、いざ始まるとすごく楽しくて、

私の後にたくさんの選手が付いてくることを思うと気持

ちが良くなりました。

最後にリハーサルも含めて当日お世話になった先生

方、本当にありがとうございました。私にとって素敵な

思い出がまた１つ増えました。

【受付・接待】

廣瀬 梓（湘南学園）

遅咲きの桜が咲く中、心配していた天候も回復し、晴

天とまではいきませんでしたが、すがすがしい中で第47

回県高校総体開会式が開催されました。私は、選手では

なく補助役員としてこの式に参加しましたが、非常に印

象に残る開会式でした。

昨年もこの開会式に参加しましたが、今年は我校の生

徒達が行進をするということで、とても楽しみにしてい
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ました。ダイナミックなブラスバンドの演奏するマーチ

に合わせ、様々なユニフォームや制服を着た選手達が、

思い思いに趣向を凝らして行進する姿には、スポーツマ

ンらしいさわやかさを感じました。また、アトラクショ

ンのチアリーディングも元気いっぱいの声と衣装で、選

手達の健闘を応援し、会場全体を盛り上げてくれました。

私自身、高校生活最後となる大会を控え、この開会式

から得た「勝利という目標に向かって頑張る力」を最後

まで忘れずに、一試合一試合を戦っていきたいと思いま

した。

【吹奏楽】

橋本 彩花（向上）

第４７回神奈川県高等学校総合体育大会に参加させて

いただきありがとうございました。私は今回の開会式が

二度目の参加でした。昨年はただ吹きっぱなしだったと

いうような記憶しかなかったのですが、今年は高校生最

後という事や、行進している高校生に大会などで頑張っ

てほしいという思いで演奏しました。

日頃、部室で演奏している私達にとっては外で演奏す

る機会はあまりないので、とても良い思い出になったと

思います。また開会式で他校の吹奏楽部の人たちと演奏

できたこともうれしく思います。

アトラクションでは、とても素晴らしいチアダンスの

演技を見ることができて良かったです。力強く行進して

いた選手のみなさんには、これから大会などでどの種目

も精一杯頑張ってほしいと思います。

今回の開会式に参加できてとても良かったです。吹奏

楽をやっていて良かったなと思える日でもありました。

私は一生この思い出を忘れないです。

安全対策委員会

委員長 桃木 祥（県瀬谷）

第47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1８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、天候に恵まれ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：３年 性 別：女子

症 状：吐き気 食事の有無：無し

処 置：救護室で安静 発生時間帯：AM11：17

学 年：３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：AM11：22

傷病者は、医務室で安静を保ち、先生に引き継ぎました。

今回も、傷病者は２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、御協力をお願いしていきたいと考えております。

平成21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20日(水) 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］ 11名（女性4名･男性7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

鈴木 幸一・笹井 靖雄

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21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20日(水) 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2名・男性8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

多胡 誠・菊地 直也

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・水上安全法講習会に参加して

(受講者感想文より)

矢島 俊治（光明学園相模原高校）

二年前にも救急法の講習会を受講させて頂きました

が、その後実技の練習をしたり、知識の確認をする機会

がなく過ごしていました。今回の参加申込を機に、久し

ぶりに教本を開いてみたところ、忘れていることや、で

きなくなっていることが多い自分に気がつき、これでは

いけないと強く感じました。そこで初心に戻って参加さ

せていただきましたが、熱心な先生方や周囲の方々に圧

倒されてしまいました。また、進歩していく受講内容に

もびっくりしてしまいました。救急法を実行することが

ないように普段から十分に注意、配慮ができればいいん

ですが、なかなか思うようになりません。万が一の事故

や災害に備えて常に研修を積んでおかなければいけない

と思い、これからはしっかりと勉強を続けていこうと思

います。今日はありがとうございました。

大渓 晃太(県津久井高校)

今回の赤十字安全救急法基礎講習会を受講したこと

に、とても満足しています。これからの季節、残念なが

ら水の事故は多く聞かれるようになりますが、身近に起

きないためにも、一次救急法等などしっかりと身に付け、

復習しなくてはならないと強く思いました。学校現場で

は、当然ことですが、未然の事故防止に努め、もしもの

時には、スムーズに対応できるようにしておきます。ま

た、職員間の連携もうまくとれるような環境づくりもし

ていかなくてはならないと感じました。

今後とも、講習会等に参加し、知識や技術の幅を広げ

ていきたいと思います。

本日は指導員、先生方、ありがとうございました。

眞水 杏里(県新羽高校)

以前より「赤十字安全救急講習会」に興味があり、や

っと講習を受けることが出来て楽しみにしていました。

心肺蘇生法の胸骨圧迫は、「世界に一つだけの花」に

合わせて行うと、ちょうど１分間に１００回のテンポだ

と教わり、実行してみると上手く圧迫が出来るようにな

りました。また、ＡＥＤでは、電極パットを貼る際に、

胸の状況を確認しなければならないことを再確認しまし

た。ペースメーカーは、目には見えないので、手で触っ

て確認することも学びました。今日は、細かいところを

教わることができたので、とても良かったです。これで、

倒れている人がいたら、「一歩」を勇気を持って踏み出

せると思います。

水上安全短期法では、全てが初めてのことばっかりだ

ったので、とても勉強になりました。頚椎損傷者を水中

から陸上に上げる講習も、そのような事故が起こったと

きに、率先して手伝える知識と勇気を頂きました。

この講習を終えて、生徒たちに自信を持って教えるこ

とが出来ると思います。

尾崎 麻美（県希望ヶ丘高校）

赤十字安全救急法を受講して、頭ではこういう方法で

行わなければいけないと分かっていても、実際にその場

に立つと頭が混乱してしまい、時間だけが経ち、助かる

命も助からなくなってしまうと思うので、様々な救急救

命法を体験でき、とても勉強になりました。赤十字社の

方々の細やかな指導のお陰で、注意しなければならない

点など、今まで気がつかなかった点に気づくことが出来

ました。

どうも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21年6月17日現在）

平成21年度関東高等学校体育大会優勝者

新体操 男子個人 佐々木智生(光明学園)

ﾗｸﾞﾋﾞｰ Aﾌﾞﾛｯｸ 桐蔭

Eﾌﾞﾛｯｸ 慶応

卓球 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 江﨑 佳祐（湘南工大）

女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 保科しおり(横浜隼人)

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 江﨑・飯野(湘南工大)

男子学校対抗 湘南工大

女子学校対抗 横浜隼人

ﾃﾆｽ 男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 近藤 大基(湘南工大)

男子団体 湘南工大

ﾎﾞｰﾄ 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 永美・藤原(横浜商)

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ﾓｽｷｰﾄ級A 井上 尚弥(新磯)

ﾓｽｷｰﾄ級B 香月 純(武相)

ﾌﾗｲ級B 松本 亮(横浜)

ﾌｪｻﾞｰ級B 井上 浩樹(新磯)

ﾗｲﾄ級B 内藤 律樹(磯子工)

ﾐﾄﾞﾙ級A 漆原 祥(武相)

ﾖｯﾄ 男子FJ級ﾃﾞｭｴｯﾄ 逗子開成

ﾗｲﾌﾙ射撃 ﾋﾞｰﾑﾗｲﾌﾙ女子団体 高木学園

ｴｱﾗｲﾌﾙ女子団体 高木学園

ｶﾇｰ 男子C-1 濱田 剛(修悠館)

男子C-2 濱田・猪尾(修悠館)

男子C-4 濱田・猪尾・鹿間・

嶋﨑 (修悠館)

男子学校対抗 修悠館

男子ﾎﾟﾛ 山北

行事予定

○全国高校総体・全国高校定通大会結団式

7月15日（水） 14：00～

於：横浜西公会堂

○関東高等学校水泳競技大会

7月24日（金）～26日（日）

於：県立温水プール館（競泳） 【栃木県】

栃木県立総合運動公園水泳場 【栃木県】

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（火）～31日（金）

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（火）～8月20日（木）

於：奈良県、滋賀県、京都府、大阪府

兵庫県、和歌山県

※詳しくは評議員会資料をご覧ください。

○全国高校少林寺拳法大会

7月31日（金）～8月2日（日）

於：兵庫県立武道館 【兵庫県】

○全国高等学校定時制通信制大会

7月29日（水）～8月20日（木）

於：東京都・静岡県・神奈川県

※詳しくは評議員会資料をご覧ください。

○全国高校ダンス大会

8月3日（月）～6日（木）

於：神戸市文化ホール 【兵庫県】

○赤十字救急員資格取得講習会

8月15日(土)、16日(日)、18日(火)、19日（水）

9：30～

於：県立武道館

・申込締切 7月15日（水）必着

・申込方法 申込書により、神奈川県高等学校体育

連盟事務局宛に申込みください。

※教員だけではなく、加盟校の生徒であればどなた

でもお申し込みいただけます。

生徒の方は往復はがきでの申込になります。

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


