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さ わ や か
第 ４０ 号
平成16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

今年度は高校生達の感想文を載せる形でまとめてみま
した。

＜選手宣誓＞
渡辺 亮二（桐蔭学園剣道部）

開会式に参加して感じたことは、県知事のお言葉や吹
奏楽のすばらしい演奏があったこと、全米で優勝したダ
ンスドリルの凄いアトラクション、また、式自体の大き
さにも感動しました。特に全米ナンバーワンのアトラク
ションは見る前から期待していました。開会式が大変盛
り上がったと思います。来年度も是非実施してもらいた
いです。
今回は選手宣誓という貴重な体験をさせていただきま

した。前日にリハーサル練習があったので、本番では緊
張はありましたがしっかりこなせたと思います。選んで
いただいた方々に感謝いたします。本当にありがとうご
ざいました。

村田 絢子（横須賀学院空手道部）

はじめに選手宣誓をやらせていただくことを聞き、と
まどいを感じました。私にそのような大役が務まるのか
も疑問でした。しかし、任されたからには責任を持って
他の開会式に参加されている選手たちの手本となるよう
にやろうと心がけました。私は県高校総体の開会式には
一度も参加したことはありませんでした。思っていたよ
りも大規模で少し面食らってしまいましたが、行進も各
校がそれぞれ趣向をこらし、特色が出ていてよかったと
思います。
選手宣誓はそれほど緊張もせず自分の思ったことが素

直に皆に伝えられたと思います。また、相手の渡辺君の
ように自分以外にも神奈川県にこんなに頑張っている選
手がいることを肌で感じられて、また頑張ろうという気
持になりました。今までの自分のやってきたことを振り
返りこの晴れの舞台に立たせていただけたことをとても
誇りに思いました。この経験をこれからの活力にしてい
きたいと思います。

＜アトラクション＞
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＜プラカード＞
甘利 恵里子（県深沢）

まず、駅を降りてたくさんの人たちがいるのに驚きま
した。私は昨年、学校のプラカードを担当させていただ
きましたが、そのときは雨だったので体育館で行われた
ため、今年が初めての入場行進でした。「こんなに大勢
の人を先導して行進するんだ」と思い、朝から緊張して
いました。予行の日は風が強くて、プラカードを持って
歩くのは凄く大変でしたが、当日は風が弱くて助かりま
した。私が会場につくと吹奏楽が演奏をしていました。
違う学校から集まってきているのに、みんなピッタリと
息があってとてもきれいでした。開会式が始まって演奏
が流れると、「やるぞ～」という気持ちが高まっていき
ました。その中でも、テレビ局が取材に来ているという
ことが、一番緊張して、カメラのレンズを「見ない見な
い」と自分に言い聞かせていました。行進はそれぞれの
学校が色々なことをやって、中でもバク転をしていたの
が凄かったです。突然にしかも制服でやったのでびっく
りしました。祝辞では、「世界に一つだけの花」の歌詞
が盛り込まれた一言もあり、たいへん印象深いお話でし
た。私が一番楽しみにしていたのはアトラクションです。
始まってすぐ、会場から「おお～」という歓声が起こり
ました。本当に素晴らしくて、ジャンプも高く、動きも
速く、しかも笑顔を絶やさずに踊っていて、どんどん演
技に引き込まれていき、感動しました。
開会式が始まるまではとても不安で、どうなるか心配

でしたが、終わってみると貴重な体験をさせていただき、
また色々なことを学ぶことができ、楽しかったです。

（アナウンス）
円道 優希（県鎌倉）

昨年は、先輩が開会式のアナウンスをしていたので、
「来年は私もやってみたい」と思っていました。今回、
アナウンスをすることが、出来て嬉しかったです。上手
に話すことが出来るか不安で、家で練習してもかんでし
まったりと苦戦しました。それでも本番は、緊張しまし
たが、楽しんでアナウンスが出来ました。良い経験にな
ったと思います。
開会式にはたくさんの高校生が集まっていて、行進の

時、どの学校でもユニークなパフォーマンスがありまし
た。バラの花を掲げている学校やバク転を連続して行っ
た学校が大変印象的でした。
選手宣誓はアナウンサー顔負けの大変はっきりとした

声でよかったと思います。すべての学校が校旗を前に掲
げたときは「かっこういいなぁ」と思いました。
今回大変楽しみにしていた県立厚木高校のダンスドリ

ル部によるアトラクションはすばらしく、感動して口を
開けたまま見とれてしまいました。全員の足が高く上が
っていて、切れがよく、そろっていて、「さすがアメリ
カでグランプリを取っただけあるなぁ～」と思いました。
近くで観ることができ感激しました。
今年で私たちと同じ３年生の選手達は引退してしまい

ますが、「一所懸命悔いの残らないような試合を出来た
らいいな」と思います。優勝目指して頑張りましょう。
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（救護係）
小川 若菜（県二俣川）

私は救護として開会式に参加させていただきました。
看護科の私としては、救護の仕事を頑張ろうという気持
ちが大変強かったです。意気込んで望みましたが、幸い、
当日は曇り空で、少し肌寒い程度の丁度良い気候で、倒
れる人や、気分の悪くなる人も出ずに終わりました。
開会式の行進は、外から見ていましたが、きちんとそ
ろっている学校が格好良く思えました。制服で行進して
いる学校もありましたが、ジャージや一目で何の種目か
分かるような格好の方が高校総体の開会式としてふさわ
しいのではないかと感じました。
アトラクションのダンスドリルは大変素敵でした。み

んな揃いの衣装で、ピッタリと息のあったダンスに大変
感動しました。これぞ世界に通用するダンスドリルを観
られることが出来て嬉しかったです。私の中で、このダ
ンスドリルが一番印象に残ったことでした。

記虎 暖世（県二俣川）

文化部の私は、開会式というものにあまり縁がなく想
像するのは少しばかり難しいものでした。たまたま縁が
あって救護係として参加することになりました。これか
ら大会を「がんばるぞ」という意気込みや楽しさが、周
りの人たちの目を引きつけたパフォーマンスの中に表現
されていたと思います。それが伝わってきました。よく
それぞれの高校独自の雰囲気が行進の中に表現されてい
たと思います。
今年の開会式も、少し雨が心配でしたが、全体的に涼

しかったので気分を悪くする人もいなくて良かったと思
います。天候の所為ではなく、もしかすると開会式に参
加した人たちみんなが自分の健康をしっかりと理解し、
今日は大切な日だからと体調を整えて臨んだのかもしれ
ません。そのような気持ちで数々の大会に臨んでいただ
いてほしいと思います。他の学校だとかは関係なく、み
んなが楽しく充実した大会を過ごせるようお互いに応援
しあって競技してほしいと思っています。
来年も、「みんな健康で１人も気分の悪くなる人ので

ない開会式になってくればいいなぁ」と思います。来年
も今年のように参加している人、観ている人に何かメッ
セージを送ることができ、感動を与えられる開会式にな
ってほしいと思います。

（吹奏楽）
佐野 恵梨（光明学園相模原）

選手の皆さんに気持ち良く行進してもらう為に、そし
てこれからまた競技で頑張ってもらう為に、エールを送
るような気持ちで演奏させていただきました。天気も良
く、気分的にも素晴らしい開会式になったのではないか
と思います。選手の皆さんはスポーツマンらしくしっか
りとしていて良かったと思います。どの学校も個性あふ
れる行進でこれからの思いが伝わってきた気がします。
それぞれの学校の雰囲気が出ていて良かったです。選手
宣誓は力一杯で感動でふるえました。
大人数での演奏は、合わせるのが難しくて大変でした

が、他の学校の人たちと演奏できることは楽しかったで
す。通常では考えられない大人数での金管のファンファ
ーレは、もの凄く格好良かったです。
祝辞ではスポーツを通し多くの事を学び、そしてスポ

ーツに真剣に打ち込む姿は周りの人たちに感動を与える
ことが出来る、というスポーツの良いところをお話しい
ただき、「なるほどなあ」と思いました。試合では、勝
っている姿、負けている姿、どちらにも感動があり、選
手と同じ気持ちにさせられるという言葉には共感できま
した。
優勝杯返還は演奏しながら観ましたが一斉に返還する

のは「壮大でかっこいいなあ」と思いました。
アトラクションを観られることは大変楽しみにしてい
ていました。すぐ近くで観て凄い迫力を感じました。部
活の中でマーチングドリルをやっているのですが、表現
のし方、合わせ方など見習うところばかりで、その素晴
らしさは素直に尊敬できます。
昨年は雨で体育館での実施でしたが、今年はグラウン
ドで実施できて良かったです。少し寒かったのですが、
解放された気持ちでのびのびと演奏できました。
これからも選手の皆さんは各学校独自の雰囲気を大切

にして開会式に臨んでくれればいいと思います。今年一
年、力の限り競技していってください。吹奏楽も皆様に
よい演奏を聴かせられるよう努力していきたいと思いま
す。来年度も人が替わっても気持ちは変わらず、開会式
で会い、素晴らしいものを作り上げていきましょう。
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安全対策委員会
委員長 重本 英生（県岸根）

第42回県高校総体開会式救護結果報告

今年度の総体開会式は、４月24日土曜日に､県立体育
センター（藤沢市善行）陸上競技場で実施されました。
当日は晴天でしたが、気温が低く、風が吹くと肌寒さを
感じる中での開会式となりました。
今年も緊急時に備えて、救急用品と担架等の資材を準

備し、正面スタンド下の救護室と第二･第三コーナーの
３箇所に救護所を設置し、安全対策委員及び毎年救護係
としてお手伝いをいただいている二俣川看護福祉高校の
生徒10名を配置し、万全の体制をとりました。
しかし、心配された傷病者も一名も発生することもな
く、今回は無事に終わることができました。今回傷病者
が出なかったのは、天候に恵まれたこともあると思いま
すが、参加された生徒･先生方に、前日からの体調管理
（十分な睡眠･食事と水分の摂取等）につきましてご協
力いただけた結果ではないかとも思われます。この場を
借りまして御礼申し上げます。安全対策委員会といたし
ましては、今後も傷病者が出た時のために、万全の体制
をとっていきたいと思いますが、先生方におかれまして
も予防を第一に考えてのご指導･ご協力をお願いいたし
ます。

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16年６月17日現在）

平成16年度関東高等学校体育大会優勝者

自転車 個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 柴田 一樹(向上)
ﾚｽﾘﾝｸﾞ ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ60kg級 安澤 薫(向上)
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 男子 市橘
ﾗｸﾞﾋﾞｰ Eﾌﾞﾛｯｸ 東海大相模
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 男子 光明相模原
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ﾌﾗｲ級Aﾌﾞﾛｯｸ 林 大輔(武相)

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級Aﾌﾞﾛｯｸ 増田慎之介(武相)
ｳｪﾙﾀｰ級Bﾌﾞﾛｯｸ 河鍋 大地(慶応)

ﾎﾞｰﾄ 女子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 五十嵐ひとみ(県津久井)
男子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 寺島 直矢(県津久井)
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ 吉村・水野(県津久井)

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子学校対抗 法政二
男子個人対抗 目黒 友薫(法政二)

卓球 女子学校対抗 白鵬女子
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 大橋・高木(湘南工大附)
女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 小野・井上(白鵬女子)
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ 高森 夕布(白鵬女子)

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ 男子 法政二
弓道 女子個人 森久保友子(県厚木北)
ﾃﾆｽ 男子団体 湘南工大附

男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 杉田 祐一(湘南工大附)
少林寺拳法 男子規定の部 谷口・西村(県湘南通)

男子単演の部 増井 献都(藤沢翔陵)
女子有段の部 山崎・中村(県有馬)
女子単演の部 中村麻衣子(県有馬)

剣道 男子団体 桐蔭学園
ﾗｲﾌﾙ射撃 女子ﾋﾞｰﾑﾗｲﾌﾙ個人 岩沢香那子(高木学園)
空手道 女子形個人 村田 絢子(横須賀学院)
ｶﾇｰ 男子ﾚｰｼﾝｸﾞC-2 小室・石川(県湘南通)

男子ﾚｰｼﾝｸﾞC-4 県湘南通
男子ﾚｰｼﾝｸﾞ総合 県湘南通
男子ﾎﾟﾛ 県山北
女子ｽﾗﾛｰﾑ 小塚 真深(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16日（金） 15:00～
於：横浜市保土ヶ谷公会堂

○全国高校ライフル射撃大会
７月22日（木）～25日（日）
於：スポーツパル高根の郷射撃場 【静岡県】

○関東高等学校水泳競技大会
７月24日（土）～26日（月）
於：県立敷島公園水泳場(競泳･飛込)

県立前橋南高校高校（水球） 【埼玉県】

○全国高校ボウリング大会
７月27日（火）・28日（水）
於：品川プリンスホテルＢ・Ｃ 【東京都】

○全国高等学校総合体育大会
７月28日（水）～８月24日（火）
於：島根県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県
※詳しくは評議員会資料をご覧下さい。

○全国高等学校定時制通信制体育大会
７月29日（木）～８月20日（金）
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。

○全国高校少林寺拳法大会
７月30日（金）～８月１日（日）
於：宮崎県武道館 【宮崎県】

○全日本高校・大学ダンスフェスティバル
８月４日（水）～６日（金）
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（木）～９日（月）
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


