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平成24年６月発行 神奈川県高等学校体育連盟広報誌

平成平成平成平成24242424年度第年度第年度第年度第50505050回神奈川県高等学校総合体育大会開会式回神奈川県高等学校総合体育大会開会式回神奈川県高等学校総合体育大会開会式回神奈川県高等学校総合体育大会開会式

平成24年４月21日（土）

於：県立体育センター

県高校総体開会式に参加した高校生達の様子や感想文

を掲載いたします。

【宣誓者】
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私は今回の県高校総体開会式に参加して、まず感じた

ことは、とにかく感謝の気持ちです。私がこのような立

派な式で、代表として選手宣誓させていただいたことは

私だけの力ではありません。仲間や家族や先生方の支え

があり、その人達の期待に応えたいという強い気持ちが

私をここまで連れてきてくれたのだと思います。

開会式に参加して驚いたことは行進です。3000人近く

の高校生が自分たちの校旗をかざし、行進する姿にとて

も感動しました。次にアトラクションです。チアリーダ

ーの息の揃ったパフォーマンスや、和太鼓の演奏が高校

生によるものとは思えない程で鳥肌が立ちました。そし

て本当に凄いなと思ったのは皆さんの｢北信越かがやき

総体｣に対する思いの強さです。優勝杯の返還時のあの

全員の勝利を目指す強い瞳がとても印象に残りました。

私にとって今回の開会式は一生涯、心に残るものにな

るでしょう。この式に定時制初の宣誓者代表として、参

加させていただき本当にありがとうございました。
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今回、初めて県高校総体開会式に参加しました。高校

総体は今年で最後なので、式に出ると聞いて、これも

また一つ自分にはプラスになるかなと思いました。富

山県に行ったのは小学校の時に初出場した全国大会で

した。その時の結果はベスト８という悔しい結果でし

た。その富山県でまた､試合が出来るということが嬉し

くもあり、なにか縁があるんだと思います。ぜひとも

高校生として成長した自分を出したいと思っています。

今回選手宣誓をして、すごく緊張しましたが、大役を

果たすことが出来たことは、これからいろいろ何かに

役立つと思います。最後の総体では悔いの残らないよ

うに神奈川県の代表として頑張りたいと思います。

(行進の様子)

(優勝杯返還の様子)

本年のアトラクションはチアリーディングに加えて昨

年度の全国大会で文部科学大臣賞を受賞した光明学園相

模原高校の和太鼓部の方々にも出演して頂きました。

【チアリーディング】

合同チアリーディングチーム一同

県麻生・県生田東・市高津・県住吉
日本女子大附高・県百合丘・日大高
県茅ヶ崎

県茅ヶ崎高校チアリーディング部 斉藤 野絵

私たちは総体の総合開会式のために結成された、県内

８校総勢135名のチアリーダーです。

練習は全７回、大人数での演技のため合わせられるの

が大変でした。

しかし、練習を重ねるにつれて息も合い、さらにお互

い刺激し合うことができ成長することができました。本

番は選手のみなさんが大会でベストを尽くそう、がんば

ろうと思っていただけるように心をこめて演技しました。

短い練習期間でしたが135名で一つの演技を創ること

ができて本当にたのしくて素敵な時間を過ごせました。

感謝の気持ちでいっぱいです。

そして、このような素晴らしい機会をくださった高体

連の方々、たくさん指導してくださったコーチ、先生方、

会場の皆様方、保護者の方々に心より感謝いたします。

本当にありがとうございました。

(アトラクション：チアリーディング)

（演技後の各校部長の皆さん）

【和太鼓】

光明学園相模原高校和太鼓部 井上はるか

今回、初めて県高校総体開会式に参加しました。私た

ちは文化部なので、このような体験は初めてでしたが、

この場で太鼓を演奏できたことをとても光栄に思います。

普段は、室内やホールでの演奏が多くこうした屋外で

の演奏は、迫力が出せるかどうか不安でしたが、お互い

声を出し合いながら頑張りました。

今後は、この開会式でもらったみなさんのパワーを生

かして、様々な大会で、よい結果が残せるよう、部員全

員練習に励み日々努力していきたいと思います。

本日は、有り難うございました。

（アトラクション：和太鼓）
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（光明学園相模原高校和田和太鼓部の皆さん）

【救護係】
県二俣川看護福祉高校 知念 萌花

今回初めて高校総体開会式に救護係として参加させて
頂きました。
様々な色・形をしたユニフォームを身にまとった高校

生達が一人ひとりとても輝いていて行進がとても華やか
でした。行進の最中や優勝杯返還の際に流れていた吹奏
楽の演奏がとても綺麗でより開会式をひきたたせていま
した。
和太鼓やチアリーディングのパフォーマンスはとても

素晴らしかったです。和太鼓はとても迫力があり、力強
さが体まで響きわたってきました。チアリーディングも
とても印象に残りました。あれほどの大人数でチアリー
ディングを見たのは初めてでした。強いチームワークと、
素敵な笑顔でパフォーマンスを行う姿に私たちまでも元
気づけられました。きっと他の選手たちもそうなのでは
ないかと思いました。どちらとも、とても感動させられ
ました。
初めての高校総体の素晴らしさに圧倒されましたが貴

重な経験ができ、とてもよかったです。また、傷病者が
一人も出ることがなく開会式を無事終えることができて
よかったです。これからも選手のみなさんには、ケガに
気をつけて、頑張ってもらいたいです。今回このような
貴重な経験をさせて頂き、ありがとうございました。

（救護係 県二俣川看護福祉高校）

県二俣川看護福祉高校 片山 彩

「うわぁ、たくさんの人達！」と善行駅について部員
皆で驚きました。初めて高校総体開会式へ参加させて頂
き、大変貴重な体験をする事が出来ました。

愉快なメロディーに乗せた選手や生徒の方々の行進
は、どの学校も一生懸命で輝いていました。中には、お
花を持って行進したりパネルを使って学校をアピールし

ていました。学校を知るだけでなく楽しむ事も出来ました。
選手宣誓では、気持の良い大きな声で、これからの総

体へのやる気、意志が強く伝わり選手一人ひとりを、応
援したいと思いました。
応援というと、かかせないのがチアリーディング部の

パフォーマンスです。音楽に合わせて軽やかに踊ったり、
跳んでいるのを見て私も元気をもらいました。また、選
手達も「おお、凄い」と声をもらしていました。最後に
仰っていた、「私たちは応援しています」という言葉は
選手たちにとって力になっていくものだと思いました。
また、今年は和太鼓のパフォーマンスもありました。

「ドン、ドン」と力強い音やかけ声はとても心に響きま
した。動きもすばやく、かっこよかったです。言葉や動
きの応援だけでなく、音の応援も十分すばらしいものだ
と感動しました。
音楽では、ほぼ全ての場面で吹奏楽の皆さんによる演

奏でした。どの場面でも聞いていて、心地よく気持の良
いものでした。これからも参加者が一つになれるような
音楽で式を盛り上げて欲しいと思います。
最後になりましたが、今回参加させて頂きありがとう

ございました。救護係としての仕事はけが人や体調不良
の方は出ることなく終わり安心しました。普段、運動部
と関わりが少ないので係わることが出来大変嬉しく思い
ます。総体についても沢山の人の支えや応援があって成
り立つのだと思いました。
来年も、今年のように無事に終われるように祈り総体

を応援、サポートをしていきたいです。

【吹奏楽】
向上高校吹奏楽部 三鍋 夕貴

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。当日は天候も良く、入場してくる選手たちの
自信に満ち溢れ、輝いている姿を屋外で見ることができ
ました。
吹奏楽部として演奏するときは、他校と合同だったの

と、初めて指揮を振っていただく先生もいたことで緊張
と不安もありました。しかし、胸を張って堂々と行進し
ている選手たちを見て、演奏者はみんな熱い想いを込め
て演奏したと思います。初めてのメンバーでもまとまっ
て曲をつくることができたのは、選手に対する想いが一
緒だったからだと思いました。
全体を通して、最も印象に残っているのはアトラクシ

ョンです。息がそろった素晴らしい演技で、とても感動
しました。また、一つのものをみんなでつくるいうのは
吹奏楽と共通しているので、良い刺激になりました。
今回、自分たちの成長に繋がるとても良い経験ができ

ました。ありがとうございました。

(吹奏楽席の様子)

吹奏楽協力校
横浜商大・白鵬女子・県平塚湘風
県秦野総合・向上・湘南学院
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【プラカード係】
県藤沢清流高校 髙橋 いづも

今回の開会式は半世紀の節目の年であり、私はその記念す
べき年に行進の先頭をプラカードを持って歩くという大役を
いただきました。練習の時は質素な雰囲気を感じていました
が、いざ当日を迎えると多くの高校の選手団が集まっており
緊張感が一気に高まりました。行進はどの学校も工夫を凝ら
しており、これまでの伝統や歴史を感じることができました。
自分の知らない高校も少なくなく、また湘南地区とはやや雰
囲気も違って大変興味を持ちました。行進後のアトラクショ
ンはとても印象的でした。和太鼓は文化部門とはいえ、並大
抵の体力ではできないもので、同じ高校生とは思えない程の
迫力でした。さらに合同チアリーディングの息の合ったパフ
ォーマンスを見て感動と同時に、私も試合に向けて全力で頑
張ろうという気持が湧いてきて自分自身のモチベーションを
上げることができました。このような貴重な体験をさせてい
ただき、ありがとうございました。

（プラカード係 県藤沢清流高校）

【受付・案内係】
県藤沢清流高校 盛 あゆみ

今回、高校総体の開会式の受付・接待の仕事に学校代表
として参加させていただき、ありがとうございました。高
校総体の開会式に参加するのはもちろん、接待の仕事も初
めての経験で、最初は来賓の方々や各校の校長先生にどの
ように接していったらよいのか焦りや戸惑いもありまし
た。事務局の担当の方が笑顔でハキハキ応対している姿を
見て、気持を伝える一番の鍵は元気と笑顔であると感じま
した。開会式が始まり、行進する選手達や選手宣誓を見て
同じ高校生とは思えないほど、とても輝いているように思
えました。和太鼓やチアリーディングのアトラクションを
間近で見て、小学生からバスケットボールしかやってこな
かった私にとって、とても新鮮で感動的なシーンでした。
普段では経験できないような事を体験でき、とても感謝し
ています。活き活きしている選手たちのように私も目標に
向かって精一杯、前へ突き進んで行こうかと思います。

（受付・案内係 県藤沢清流高校）

（放送係 県湘南高校）

（標記保持者・補助員 県藤沢清流高校）

(接待係 県藤沢清流高校)

(旗保持者 男子:市橘高校陸上部 女子:県希望ケ丘高校陸上部)



- 5 -

安全対策委員会安全対策委員会安全対策委員会安全対策委員会

平成平成平成平成24242424年度赤十字救急法基礎講習会短期講習会報告年度赤十字救急法基礎講習会短期講習会報告年度赤十字救急法基礎講習会短期講習会報告年度赤十字救急法基礎講習会短期講習会報告

日常生活における事故防止、手当の基本、ＡＥＤ講習、
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。
本年度から部活動インストラクター修了認定希望者が

講習会に参加出来るようになりました。

［日 時］ 5月16日(水) 9:00～17:00
［会 場］ 県立体育センター

（第２トレーニング場・第１練習場）
［参 加 者］ 14名（女性５名･男性９名）

(部活動ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ３名含む)
［講習内容］ 午前 開講式

学科 赤十字救急法基礎講習
実技 傷病者の観察

体位・保温
心肺蘇生法・ＡＥＤ講習

午後 全体実技
基礎講習検定
止血
運搬
包帯

閉講式
［講 師］ 基礎講習

赤十字救急法指導員
早川 正志・福岡 真理・東江 文香
和田 誠一

短期講習
赤十字救急法指導員
今井 英文・後藤 雄

平成平成平成平成24242424年度赤十字水上安全法講習会報告年度赤十字水上安全法講習会報告年度赤十字水上安全法講習会報告年度赤十字水上安全法講習会報告

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16日(水) 9:00～17:00
［会 場］ 県立体育センター

（屋内プール）
［参 加 者］ ２名（男性２名）

［講習内容］ 午前 開講式
学科 赤十字救急法基礎講習
実技 傷病者の観察

体位・保温
心肺蘇生法・ＡＥＤ講習

午後 全体実技
基礎講習検定

実技 水慣れ
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

受講者には、日本赤十字社神奈川県支部発行の
「受講証」及び「赤十字救急法基礎講習修了認
定証」が交付されました。

赤十字救急法赤十字救急法赤十字救急法赤十字救急法・・・・水上安全法講習会水上安全法講習会水上安全法講習会水上安全法講習会にににに参加参加参加参加してしてしてして
((((受講者感想文受講者感想文受講者感想文受講者感想文よりよりよりより))))

県相模原青陵 渡部 彩香

今回の赤十字安全救急法基礎講習会を受講させていた
だいたことで、一次救命処置や怪我等の対応を理解する
ことができ、少しばかり対処の自信ももつことができま
した。いつどこで起こるか分からない心停止や怪我。知
識だけではなく体験したことにより、実際の現場でスム
ーズに対応することができると感じました。
「すぐに手が出せるように」学んだことを保健の授業

等を通して生徒達にも体験させながら理解できるよう授
業展開をしていきたいと思います。また、実技において
も今後より一層安全面に気をつけ、生徒にも声かけをし、
怪我や事故の予防に務めていきたいと思います。本日は
ありがとうございました。

（救急法の実技を行う様子）

県湘南高校 小野澤 優

今回、この講習会に参加して救急法の知識や技術を身
に付けることができました。いろんな講習等で、心肺蘇
生法やＡＥＤの使い方を学びましたが、日々、講習会で
実施していく必要があると思いました。また、水上安全
法では、様々な救急法や水の特性を学ぶことができ、今
後にいかしていきたいです。
事故が起きてからの対応以外に、事前に事故が起きな

いような環境作りも必要だと思いました。水泳部の指導
を通して、水泳の技術の他に、水の危険性や、今日学ん
だ救助技術も教えていきたいです。
今後も多くの講習会に参加して、より安全に安心して

学校生活を送れるようにしたいです。

（水上安全法講習の様子）
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（ダミーを使った心肺蘇生法の練習）

県生田高校 辻 絵梨

講師の皆様方、本日は誠にありがとうございました。
今年度より高校教諭として学校の現場に入りましたが、
運動部の顧問を担当させていただくにあたり、万が一の
事態が発生した場合のことを不安に感じてもおりました
ので、今回研修という形で学ぶことができ、有難く思い
ます。特に実技が中心でしたので、頭だけでなく身体で
覚えられ、有意義な時間となりました。現実的には様々
な練習と異なる場面が起こりえると思いますが、教員と
して生徒一人ひとりの未来を守れるよう、また社会の一
員として責任ある行動がとれるよう、本日の学びを生か
していきたいと思います。

（三角巾を使った止血方法の練習）

（学科講習の様子）

行事予定行事予定行事予定行事予定

○全国高校総体・全国高校定通大会結団式
７月13日（金） 14：30～
於：保土ヶ谷公会堂

○全国高校ライフル射撃大会
７月28日（土）～31日（火）
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（土）～８月21日（火）
於：新潟県･富山県･石川県･福井県･長野県
※詳しくは評議員会資料を御覧ください。

○全国高校少林寺拳法大会
７月27日（金）～７月29日（日）
於：長岡市市民体育館 【新潟県】

○全国高等学校定時制通信制大会
８月１日（火）～８月18日（土）
於：東京都・静岡県・神奈川県
※詳しくは評議員会資料を御覧ください。

○全国高校ダンス大会
８月８日（水）～11日（土）
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３日(金)、８日(水)、９日(木)、11日（土）
９：30～
於：県立スポーツ会館
・申込締切 ７月３日（火）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。
詳細については、各校に送付される案内を及び高体
連HPをご覧下さい。

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


