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平成15年10月発行 神奈川県高等学校体育連盟広報誌

全国大会を終えて

長崎が君の鼓動で熱くなる 2003年長崎ゆめ総体 総合開会式

平成15年７月28日(月) 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場

今年も全国各地で高校生のトップアスリート達の熱き

戦いが繰り広げられ、本県の選手団もすばらしい成績を

残してくれました。

その熱き戦いの思い出を、３人の高校生に語っていた

だきました。

「全国大会を終えて」

全国高等学校総合体育大会

（ ）レスリング

85kg級優勝

日本大学藤沢高校 ﾚｽﾘﾝｸﾞ部

３年 山縣 養一

夏のインターハイはとにかくプレッシャーとの戦いで

した。春に行われた全国選抜大会では、初優勝に感激し

て涙が枯れるまで泣きました。しかし優勝したと同時に

不安も生まれてきました。今度は挑戦者という追う立場

ではなく、追われる立場になったからです。そういった

中で行われた長崎インターハイは春の全国選抜大会より

も数倍やりにくかったです。

インターハイで一番きつかった試合は、準々決勝で戦

った玉名工業高校（熊本県）の松本君との試合でした。
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春の全国選抜大会で対戦したときには、勝ったとはいえ

３－２と薄氷の勝利でしたので、今回の試合はものすご

い緊張の中で臨みました。実際に戦ってみると、相当自

分の事を研究していることが分かりました。自分は消極

性をとられてパッシーブという、四つ這いからのスター

トになってしまいました。彼はローリングがすごく強か

ったのですが、自分がうまく上に乗り、ニアフォールま

でもっていくことができました。すると試合の流れを完

全に自分のペースにすることができ、見事５－０と完勝

することができたのです。自分はこの試合で波にのるこ

とができ、決勝も７－０で完封することができました。

なおかつ全試合無失点という大変嬉しいおまけまで付い

て優勝することができたのです。

この優勝は自分一人でとれた優勝ではなく、部のみん

なや顧問の原正監督のおかげでとれた優勝だと思ってい

ます。

「全国大会を終えて」

全日本高校・大学ダンスフェスティバル

文部科学大臣賞

北鎌倉女子学園高校ダンス部

今回、文部科学大臣賞をいただいた私たちの作品は、

「心の扉をたたいて－今響きわたる内なる鼓動が…」と

いう作品です。様々な事件や出来事がめまぐるしく起こ

、 、る今 それらのことは自分には関わりのないこととして

。 、 、無関心・無反応状態の私たち… しかし そうではなく

小さなことであってもそれを感じ、反応できる心をいつ

も忘れずに持てる人でありたいという思いが込められて

いる作品です。

ダンスの甲子園とも言われる「全日本高校・大学ダン

スフェスティバル」は、年々参加校も増え、上位にくい

込むことは大変難しいのですが、まさか自分たちがこの

ような大きな賞をいただけるとは思わず、受賞した瞬間

は夢なのか現実なのか、皆確かめ合うかのように手を取

り合い、体全体でその喜びを受けとめました。

大きな賞を受賞した今、改めて賞の重みを感じると同

時に、この賞にふさわしい自分たちでありたいと思って

います （３年 吉田 ゆい）。

「全国大会を終えて」

全国高等学校

定時制通信制体育大会

（ ）ソフトテニス

男子個人優勝

県立湘南高校通信制ｿﾌﾄﾃﾆｽ部

２年 鐘ヶ江 翼

２年 高松 宇

自分は全国定通制ソフトテニス大会個人戦において優

勝することができました。この優勝にはたくさんの努力

が必要でした。自分達の学校での練習時間は１日２時間

と短く、限られた時間でいかに集中して練習できるかが

問題でした。しかし、自分は常に目標を持って一所懸命

に練習し、確実に強くなっていきました。そして１週間

の合宿では、ソフトテニスだけに集中し、辛い練習にも

耐え、悔いのない合宿となりました。

そして８月10日に団体戦があり、万全の状態で試合に

臨みました。しかし、準決勝で愛知県に敗れ、ベスト４

と悔いの残る結果となりました。自分達のペアはこの悔

しさをバネに個人戦で「絶対負けない」という闘志で臨

み見事優勝を果たすことができました。優勝することが

できたのは自分達の力だけではなく、監督や職員、部の

チームメイト、応援しに来てくれたソフトテニス部の先

輩方のおかげです。この感謝の気持ちを忘れず、これか

らも日々努力して練習し来年は、団体戦優勝、個人戦２

連覇を目標に頑張っていきたいと思います。

（２年 鐘ヶ江 翼）

安全対策委員会
委員長 重本 英生（県岸根）

平成15年度赤十字救急法一般講習会報告

平成15年度高体連赤十字救急法一般講習会は、以下の

ように実施されました。

［日 時］７月４日(金) 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５名･男性６名）

［ ］午前 開講式講習内容

学科 赤十字救急法について

心肺蘇生法

実技 心肺蘇生法

午後 実技 傷病者の観察･体位･保温

止血

運搬

包帯

心肺蘇生法

閉講式
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［講 師］赤十字救急法指導員

小泉 政貴（県二俣川）

重本 英生（県岸根）

救急法一般講習会に参加して（受講者感想文より）

松井 克典（旭丘）

講義と実技のバランスがよく、とてもわかり易い講

習会でありました。ありがとうございました 「習う。

より慣れよ」といった言葉がまさにこの救急法に当て

はまると思います。何度も経験（練習）をして無意識

に行動できるまでやらないと、実際の現場では正確に

。 、素早く行動できないと思います 今後は機会ある度に

テキストを見たり、人に教えたりして「いざ」という

時に備えたいと思います。あとは、このような知識･

経験を人に伝えることが大切です。学校に戻りまして

も他の先生方に伝え、多くの人が「勇気」を持って救

急法ができるようにしたいと思います。

野澤 圭子（桐光学園）

体を動かして、救急法を確認する良い機会になりま

した。養護教諭として手技の確認や、情報収集を行っ

ていても、実際に体を使って慣れておくことが大切だ

と思いました。病院と違い、医療機器のない状況で、

どこまでできるのか不安でしたが、今日学んだことを

活かして、自信がもてるようにしていきたいと思いま

す。忘れてしまうということも実感したので、時々は

研修や講習会へ足を運び確認していきたいと思いま

す。本日は、ありがとうございました。

三村紫十美（星槎国際）

時間的にも内容的にも充実したものでした。特に包

帯法の実技は、教科書で勉強したものの、実際にやっ

てみるとかなり違っていた部分が多く、大変勉強にな

。 、りました ただ一回だけでは覚えられるものではなく

常に講習を受けなければ忘れてしまうもので、生徒に

伝えるときも自信を持って伝えることができるよう、

また機会があれば受講したいと思います。ありがとう

ございました。

平成15年度赤十字水上安全法一般講習会報告

平成15年度高体連赤十字水上安全法一般講習会は、以

下のように実施されました。

［日 時］７月４日(金) ９：00～17：00

［会 場］県立体育センター

（第一会議室・第二ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場・ﾌﾟｰﾙ）

［参加者］11名（女性４名･男性７名）

［ ］午前 開講式講習内容

学科 赤十字水上安全法について

実技 心肺蘇生法

午後 実技 水慣れ

スカーリングとフィニング

エレメンタリーバックストローク

飛び込み

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･人工呼吸

水中での体位の変換

閉講式

［講 師］赤十字救急法指導員

大友 伸二（県茅ヶ崎北陵）

吉野 正人（横浜）

水上安全法一般講習会に参加して（受講者感想文より）

及川 智恵（三浦）

水泳の授業を行う中で、生徒の安全確認に一番気を

使います。施設の管理の方は事前に行うようにはして

いますが、一旦授業が始まってしまうと、把握するの

にやっとでした。そういった自分の中で授業を行うだ

けで目一杯なのに、もし溺者等が出てしまったらと不

安もあり、今回の講習を希望しました。実際に受講し

てみて、一応落ち着いて行っているつもりでも、でき

ない動作が多くありました。一日という短い時間の中

で、決して消化することはできませんでしたが、忘れ

ないようもう一度復習をしようと思います。生徒の安

全を自信持って確保できるよう、努力していきたいと

思います。

巴 伸一（県神奈川総合）

救急法は、これまでにも何度か受講経験があります

が、水上安全法の参加は今回が初めてでした。衣服を

着用しての泳ぎを体験し （夏に短パン･Ｔシャツでの、

泳ぎはあるが）これほどまでに動きが制限され、抵抗

が増すとは、思いもよらないことでした。このような

体験が一度あるなしでは、実際に水辺での遊びや、誤

って転落した際の気の持ち方が異なり、生命を取り止

める大きな要因になると感じました。学校指導者だけ

でなく、地域の指導者（スポーツだけに限らず）･小

学生･中高齢の方たちにも是非一度体験できる機会が

必要であると感じ、このような講習会を拡げてほしい
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と思ます。また、出血者の搬送や、気道確保、午前中

の心肺蘇生法など、これから夏に向けて万一の事故に

備えた対応が少しでも身につけられたことと思いま

す。講師の方々の要点を押さえたわかり易いご指導、

誠にありがとうございました。

宇都宮裕幸（県新栄）

今から１０年位前に救急法の講習を受けて以来、だ

んだん忘れていく中で生徒の指導をしていました。ま

た新しい考え方を導入できず、色々な不安を抱えてい

たので、今回は良い機会となりました。時期もテスト

中ということもあり、講習の設定をしていただいた高

体連の方々には感謝しています。１３年間で、プール

がある学校は初めてでした。今年で２年目になります

が、実際に係としての管理や指導責任の重要性を改め

て感じさせられました。救急法は実際に行わないです

むのが理想ですが、いざというときのために、講習を

受ける必要があると思います。今回久しぶりに受講し

て、声を出したり、体を動かしたりすることで、万一

の場合でも体が動くのではないかと、今までの不安が

。 、 、消えました 理論だけでなく 専門の指導者のもとで

実技を行うことは、本当に大切だと感じました。今回

、 、プールでの講習は 泳ぎに多少の自信があったものの

救助の経験はまったくなく、水の中で体が思うように

動かなかったのには、びっくりしました。今後、職場

で少しでも伝達できたらと思います。ありがとうござ

いました。

【ご案内】

①平成15年度第38回全国高等学校体育連盟研究大会

：(財)全国高等学校体育連盟に加盟する各高大会の趣旨

等学校体育・スポーツ指導者の資質の向上

を図るため、日頃の研究成果を発表すると

ともに、当面する諸問題について情報を交

換し、高等学校教育の一環としての体育・

スポーツの振興発展に資する。

開催期日：平成16年１月15日(木)・16日(金)

会 場：福島県文化センター

②平成15年度赤十字救急員資格取得講習会

開催目的：生徒の体育・スポーツ活動時における事故

発生に備え、救急法の知識と技術を身につ

ける。

開催期日：平成15年12月２日(火)､４日(木)､５日(金)

会 場：県立体育センター

平成15年度第38回神奈川県高校スポーツ強化普及振興協議会③

開催主旨：高校スポーツをより一層振興させるととも

に競技力の向上を図り、健全な高校生の育

成を目的として開催する。

内 容： 高校スポーツ選手のための筋力トレーニ「

ングとコンディショニング」

講 師：有賀 誠司

（東海大学スポーツ医科学研究所助教授）

開催期日：平成15年12月21日（日）

会 場：東海大学スポーツ教育センター

※要項・申込用紙は各校へお送りしてあります。詳しく

は要項をご確認下さい。

※申込み、問い合わせは下記までお願いします。積極的

な参加をお待ちしております。

申込先・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


