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さ わ や か
第 ３７ 号

平成15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

＜選手宣誓＞

秋本啓之（桐蔭学園柔道部）

岸川朱里（新栄陸上競技部）

今年の選手宣誓は昨年の全国高校選手権無差別級優勝

の桐蔭学園柔道部三年の秋本君と昨年の全国高校総体女

子800m三位の県立新栄高校陸上部の岸川さん。２週間前

に連絡を受け、宣誓文を二人で相談しながら作成したも

のの両選手は実は昨日が初対面。開会前からアリーナの

片隅で何度も練習を繰り返してました。高校三年間で初

めて参加した県総体開会式ですが「自分たちの宣誓内容

のことや、試合とは別種の緊張で式典自体はあまり記憶

には残っていない」とのこと。見事宣誓をやり遂げた後

の両選手は終わってホッとしたと口を揃えました。それ

ぞれの競技については秋本君が全国高校総体66kg級での

優勝を、岸川さんが800m高校新記録での優勝を目標とし

て頑張っていきたいと抱負を語ってくれました。

＜アトラクション＞

赤堀、大和、大河内、物江（県多摩バトン部）

アトラクション出演は県立多摩高校バトン部。三年生

チーム「ゴッデス」と二年生チーム「ヴィガレス」の学

年別に編成されたチーム構成の演目と二学年合同チーム

「ユニティーズ」の演目の三部構成での華やかな演技。

合同チーム「ユニティーズ」は昨年の日本選手権ミリタ

リー部門第２位、個人でも出場の倉垣さん（３年）は個

人優勝に輝いただけでなく米国で開催された世界大会で

も三位に入賞しました。普段はアリーナで演技し上方の

観客席から見られているのに今回はすぐ近くに観客が大

勢いてかなり緊張したそうです。ただいつもの大会と違

って沢山の同じ高校生の前で演技できたことは恥ずかし

さもありますが大変嬉しく楽しかったと語ってくれまし

た。６月には千葉県で開催される東日本大会のミリタリ

ー部門・フリースタイル部門・リリカル部門・ソロ部門

の各部門に出場する予定です。各部門とも優勝して８月

に開催される日本選手権、さらには世界大会への出場を

と弾ける笑顔で大きな夢を語ってくれました。

担当 広報委員（アーチェリー専門部）

久野 元（県小田原城内）
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＜プラカード＞

梶村めぐみ、福島 夢乃、張 莉江、細井 彩加、

榛葉 貴美、鈴木 小雪、水野谷 舞、甘利恵里子

（県深沢）

「たくさんの高校がある中で、プラカード係を担当さ

せてもらい、大変光栄で、誇りに思います 」。

「ワクワクする気持ちの一方で、大勢の人の前で行進

することを考えて、あまりよく眠れませんでした 」。

「荒天のため行進できなかったことは残念ですが、一

生に一度のことと思うので、とてもよい経験になったと

思います 」。

など、高校生らしい清々しい話を聞くことができまし

た。

また、選手宣誓における堂々とした態度やマナーのよ

さ、迫力のある吹奏楽の演奏、アトラクションでの一糸

乱れぬダンスドリルなど、同年代の高校生が繰り広げる

パフォーマンスに 「感動で体が震えました 」と語って、 。

くれました。

満員に埋まったアリーナは大変蒸し暑く、来賓の方々

や各校の校長先生の方々が注目する中、とても緊張した

ことと思いますが、しっかりと仕事を務めてくれたプラ

カード係の皆さん。大変お疲れ様でした。

担当 広報委員（湘南地区）

鮫島 功（県深沢）

県高校総体総合開会式に参加して（受付案内・接待係）

県湘南台高校ダンス部

県湘南台高校ダンス部12名で受付案内・接待をさせて

いただきました。今回の開会式は、残念ながら雨で行進

もなくなってしまい、予定とは少々変わってしまいまし

た。前回は３年生だけで受付案内をさせていただきまし

たが、今回は接待という仕事もあり、始まるまではとて

も緊張していました。どんな方々が来るのかと不安でし

たが、来賓の方々は気さくな方ばかりで、話しかけてく

れたりしました。接待などの仕事はあまり経験がなかっ

たのですが、最後に「おつかれさま」と声を掛けていた

だいた時は、とても嬉しく思いました。今回、接待や案

内の担当をさせていただき、いろいろな面でとても勉強

になったと思います。

県高校総体総合開会式に参加して（アナウンス）

藤井 もも（県鎌倉２年）

「じゃ、横三から西相までをお願いします 」そう言。

われて見てみると、なんと、ゆうに60校を超える学校が

私の担当でした。しかし総合司会を除く他の２人も同じ

ぐらいずつの担当を持っている 「そうか、神奈川って。

本当にたくさんの学校があるんだな 」それが一つ目の。

驚きでした。家に帰って原稿に目を通すと、私にこんな

大役が務まるのかなという不安と、もし雨で行進がなく

なってしまったら残念だなという気持ちでいっぱいでし

た。

そして当日、朝はあいにくの雨で結局行進は中止とな

ってしまいました。肩の荷が下りて嬉しいような、少し

残念なような気持ちでしたが、総合司会の先輩がアナウ

ンスをするのを横で聞き、吹奏楽の息のあった演奏を聞

いていると、その場にいるのに活躍できない自分が、悔

しくて体がウズウズしてきました。

すばらしいアトラクションを見終え、開会式が終わる

と、来年こそは自分も式に意欲的に参加したいという気

持ちでいっぱいでした。

普段の学校生活ではなかなか味わえない、大勢の生徒

たちが一堂に集まり、良い意味での緊張感を味わえる開
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会式はその場にいるだけで、とても良い経験になりまし

た。もし、機会があれば、来年こそは私も積極的に参加

したいです。

救護班として総合開会式に参加して

岡本 麻実（県二俣川看護福祉）

高校総体総合開会式でまず感じたことは、スケールの

大きさです。残念ながら天候のほうは曇で少し雨も降っ

ていて室内での開催となってしまいましたが、そんな天

気も吹き飛ばす程の吹奏楽の演奏や同じ高校生とは思え

ない位、キリッとした顔で選手宣誓に臨む姿は、何か伝

わってくるものがありました。救護班として参加したこ

の式典は室内ということもあり、救護室に来る人は２名

ということでしたが、氷水で冷やしたタオルを渡したり

体調や名前を聞くときは、とても緊張しましたが 「ど、

うやったら楽かな？」と考えられるところは、日ごろ授

業で学んでいることにも繋がりとてもいい経験になりま

した。救護班の一人としてこの式典に参加できてとても

良かったです。

安全対策委員会

（ ）副委員長 小泉政貴 県二俣川看護福祉

第４１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２６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

施される予定でした。しかし、当日は、前夜から早朝ま

での激しい雨の為、陸上競技場で行うことが不可能とな

り県立体育センター・スポーツアリーナに開会式場を変

更し実施いたしました。

生徒・選手が集合する時刻には雨も上がり、やや肌寒

い程の気温でしたがスポーツアリーナ内は生徒・選手が

集まると、その熱気でみるみる気温が上がり湿度も上昇

しだしました。このままの蒸し暑い状況ではやや心配と

考えていたところ、２階観覧席の換気窓を開けて戴き換

気をし、事なきを得た感がありました。

今年も救急用品と担架等の資材を準備し、救護所をア

、 。リーナ内観覧席下 救護施設に置き緊急時に備えました

また、アリーナ内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先生１名と生

徒１０名を配置、万一に備え万全の体制をとりました。

収容された生徒の状況は以下の通りです。

学 年：１年 学 年：２年

性 別：男子 性 別：女子

症 状：貧血 症 状：腹痛

食事の有無：有り 食事の有無：有り

処 置：救護室で安静 処 置：トイレへ行く

発生時間帯：来賓挨拶中 発生時間帯：来賓挨拶中

男子の傷病者は、終了時まで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。

今回は、アリーナ内であり換気も良好に出来た為、傷

病者は２名と少人数で済むことが出来ました。

しかし、安全対策委員会としては開会式での傷病者等

『０』を目指し、今後も予防を第一に考えて高体連加盟

校の生徒・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』『

御願いしていきたいと考えております。
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調査研究委員会

委員長 吉川 正保（県平安）

調査研究委員会では、本年度の事業として部活動を取

り巻く様々な視点からの過去の研究内容をまとめ、加盟

校に還元したいと思っています。関係各位に改めてご意

見等を伺うこともあろうかと思いますので、是非ご協力

ください。

強化普及委員会

委員長 松尾 正弘（県栗原）

。 、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15年６月16日現在

○平成15年度関東高等学校体育大会優勝者

陸上競技 3000m競歩 松中 美雪（白鵬女子）

やり投げ 宮坂 彩（県相模原）

110m障害 阿部 洋文（日大藤沢）

円盤投げ 間久 元樹（県新栄）

七種競技 内藤 貴真（市橘）

100m・200m 佐分 慎弥（県荏田）

800m 岸川 朱里（県新栄）

体操 つり輪 小熊 悟（湘南工大）

平均台 篠原 綾乃（県相武台）

新体操 ｽﾃｨｯｸ 大原 朗生（光明相模原）

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 女子 県厚木商

柔道 個人 桶谷 知生（桐蔭）

52kg級 小林亜侑美（三浦）

63kg級 平井 希（東海大相模）

ﾎﾞｰﾄ ２× 五十嵐・佐藤（県津久井）

１× 末上 恵子（県津久井）

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ バンタム級Ａ 湯本 隆広（武相）

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子学校対抗 法政二

個人対抗 文岩 孝光（法政二）

ｱｰﾁｪﾘｰ 個人 伊藤 浩子（三浦）

自転車 水尾 健志（県藤沢北）男子4km速度競走

ﾗｲﾌﾙ射撃 女子BR個人 倉田 沙耶（高木女子）

ｶﾇｰ 男子K-2 岩田・高橋（県湘南通）

男子K-4 岩田・高橋・有澤・土屋

（県湘南通）

男子C-1 小野 悠紀（県湘南通）

男子C-2 小野・櫛引（県湘南通）

男子C-4 小野・櫛引・桐ヶ谷・末竹

（県湘南通）

男子総合 県湘南通

男子ポロ 市横浜商

行事予定

○全国高校総体・全国高校定通大会結団式

７月18日（金） 15:00～

於：横浜市西公会堂

○関東高等学校水泳競技大会

７月25日（金）～27日（日）

於：市青木町公園総合運動場プール(競泳･飛込)

市立川口総合高校（水球） 【埼玉県】

○全国高校ライフル射撃大会

７月25日（金）～28日（月）

於：県立春野総合運動公園射撃場 【高知県】

○全国高校少林寺拳法大会

７月26日（土 ・27日（日））

於：(財)広島勤労者職業福祉ｾﾝﾀｰ広島ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾙ

【広島県】

○全国高等学校総合体育大会

７月28日（月）～８月24日（日）

於：長崎県・佐賀県

※詳しくは評議員会資料をご覧下さい。

○全国高校ボウリング大会

７月29日（火 ・30日（水））

於：品川ボウル 【東京都】

○全国高等学校定時制通信制体育大会

７月31日（木）～８月21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下さい。

○全日本高校・大学ダンスフェスティバル

８月１日（金）～３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（火）～９日（土）

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


