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神奈川県高等学校体育連盟広報誌

全国大会を終えて

「輝きを胸に夢をその手に房総の夏」
千葉05総体総合開会式 神奈川県選手団の入場行進
平成17年８月１日(月)
幕張メッセ

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」
全国高校総体(ソフトボール)
優勝
県立厚木商業高校
３年 滝澤
彩
私たちは、３月に春の全国選抜大会で４年ぶりに日本
一になり、６月には関東大会で優勝することができまし
た。そして８月に行われたインターハイでは、全国の高
校から追われる立場となり、少し不安もありましたが、
日本一、練習してきたことに自信を持ち、気持ちで戦い、
４年ぶりに優勝することができました。あの感動は、一
生忘れられません。利根川先生をはじめ、ご指導して下
さった方々、家族、周囲の方に感謝の気持ちでいっぱい
です。本当にありがとうございました。
「全国大会を終えて」
全国高校大会(少林寺拳法)
初段の部 優勝
慶應義塾高校
３年 佐藤
駿
この２年と半年間、僕たちは毎日厳しく、辛い練習に
必死に耐えてきました。放課後、クラスの友だちが楽し
そうに下校するのを尻目に、毎日｢やめたい｣という思い

を抱えながら道場に通いました。でも過去にこのつらい
練習に耐えた先輩方や先生に｢やめるのはいつでもでき
る、でも続けることは今しかできない。｣と言われ、そ
の都度その言葉を思い出し、耐えることができました。
でも何よりも僕を支えてくれたのは、同じ練習を耐えて
きた同期の仲間でした。毎日の練習で｢こいつには負け
ない｣という思いでがむしゃらに練習し、互いに切磋琢
磨することで団結力が固まっていくのを感じました。
全国大会では２年半の辛い練習の全てを出し切って、
慶應高校少林寺拳法部の名を全国に広めようと思い、最
大の気迫で大会に臨みました。結果、優勝することがで
き、仲間やこの想いは最高の財産として、心に残すこと
ができました。
「全国大会を終えて」
全国高校定通大会(バスケットボール)
優勝
県立湘南高校通信制
３年 齋藤
駿
今回の大会は昨年に比べ、比較的安定した試合ができ
ました。ベンチメンバー全員が試合に出ることもできま
したし、何よりも優秀選手５名のうち４名が私たちの学
校から選ばれたことは、非常に光栄なことだと思いまし
た。しかし、大会直前にベンチメンバーのうち２名が怪
我で出場できなくなり、準決勝ではスタートメンバーの
１人が肩を脱臼してしまい、試合に臨むチームの雰囲気
としてはよいものとは言えませんでした。しかし、その
ような状況の中でも湘南通信のメンバー全員が一丸とな
ってプレーできた結果が優勝、そして大会３連覇に繋が
ったと思います。
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安全対策委員会
委員長

重本

英生（県岸根）

平成１７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
［会

６月２日(木) ９：００〜１７：００
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］
５名（女性４名･男性１名）
［講習内容］
午前 開講式
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
［講

時］
場］

師］

平成１７年度赤十字救急員資格取得講習会報告

赤十字救急法指導員
重本英生 （県立岸根高校）
小泉政貴 （県立二俣川看護福祉高校）

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。

平成１７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
［会

時］
場］

６月２日(木) ９：００〜１７：００
県立体育センター
（第一会議室・第二トレーニング場・
屋内プール）
［参 加 者］ ５名（女性４名･男性１名）
［講習内容］ 午前 開講式
学科 赤十字水上安全法について
実技 心肺蘇生法
午後 学科
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
飛び込み
着衣泳
泳がないで救助する方法
溺者の運搬

平成１７年度高体連赤十字救急員資格取得講習会は、
以下のように実施されました。
［日
時］ ７月２１日(木)･２２日(金)･２３日(土)
９：００〜１７：００
［会
場］ 県立武道館（小道場・２階会議室）
［参 加 者］ ５４名（女性４０名･男性１４名）
［講習内容］
一日目 午前 開講式
学科 赤十字救急法について
心肺蘇生法
包帯
午後 実技 傷病者の観察
体位
保温
心肺蘇生法
包帯
二日目 午前 学科 傷と止血
骨折
脱臼
捻挫など
急病
搬送
救護
午後 実技 止血
心肺蘇生法
包帯
三日目 午前 学科検定
実技 副子固定
搬送
午後 実技検定
実技 総合技術
閉講式
［講

水中での気道確保・人工呼吸

師］

赤十字救急法指導員
重本英生（県立岸根高校）
小泉政貴（県立二俣川看護福祉高校）
鈴木桂光（県立藤沢工科高校）
大友信二（県立平塚養護学校）
園田さくら（一般）
鷹野克彦（一般）

水中での体位の変換
閉講式
［講

師］

赤十字救急法指導員
宇津陽子 （一般）

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。

昨年度までは、先生方を対象とした講習会でしたが、
今年度からは生徒にも救急法の知識や技術を学んでもら
えるようにと対象を加盟校生徒まで拡大し実施いたしま
した。募集定員６０名のところ、それを大幅に上回る希
望者があり、一部の学校の方々にはお断りすることにな
ってしまいました。この場を借りましてお詫び申し上げ
ます。
講習は、三日間連続の非常にハードな日程でしたが、
欠席者を除く受講された方々全員が赤十字救急法救急員
の資格を取得され、認定証が交付されました。
合格された方の名簿は次の通りです。
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澤近えり子（清心女子）
平成１７年度赤十字救急員資格取得講習会合格者
佐々木博美（県二俣川看護福祉） 澤近えり子（清 心 女 子）
梅沢 清一（県 向 の 岡 工） 早川 保宏（横 浜 創 英）
芳地めぐみ（県保土ヶ谷養護） 大内 和代（県 新 羽）
（教職員 ６名）
冨沢 愛美（県二俣川看護福祉）原田 太郎（日 大 高）
津留 龍二（
〃
）細井
誠（
〃
）
杉山 雪乃（
〃
）吉田茉莉香（
〃
）
鈴木 希望（
〃
）奥田 舞子（
〃
）
田丸 麻美（
〃
）芝田 彩夏（聖園女学院）
氏家 由希（
〃
）生澤ひかる（
〃
）
滋野
界（
〃
）原
鞠子（
〃
）
猪股絵理香（
〃
）高後 有加（
〃
）
秋山 奈央（
〃
）矢野間 彩 （川 崎 市 商）
山内
彩（
〃
）但木 美幸 （
〃
）
白崎 里紗（
〃
）山口
倫 （ｱﾚｾｲｱ湘南）
松本 香里（
〃
）多田 真志 （県 秦 野）
小野 佐歩（
〃
）福田 純也 （
〃
）
中川 大輔（
〃
）中村 彩乃 （横 浜 創 英）
鎌田 千尋（
〃
）嶋田 真弓 （県横浜平沼)
長田 彩夏（
〃
）但木 幸栄 （大 西 学 園）
藤田
翔（
〃
）宮田 旬子 （
〃
）
石田 美妃（
〃
）山下 拓也（県神奈川工）
海藤美紗樹（
〃
）丹間 友介（県藤沢総合）
金子 麻美（
〃
）関
優治（
〃
）
岡田百合絵（
〃
）佐藤恵利香（
〃
）
二見 公望（県 ひ ば り が 丘）尾谷 友洋（
〃
）
深井 紀香（
〃
）鈴木 千明（県ひばりが丘）
古市 薫美（
〃
）高山 由梨（
〃
）
（加盟校生徒 ４８名）

いろいろなご指導をありがとうございました。３日間
という短い時間の中で、内容がたくさんあるため、高校
生に遅れをとらないように頑張るのが精一杯だったよう
に思います。講習を終えてみて、自分ではできるように
なったつもりでも、最後に行った総合実技では、全くと
言っていいほど救助ができませんでした。これからは実
際に自分が動けるように常に心がけていきたいと思いま
す。

早川

保宏（横浜創英）

今回、赤十字救急員資格取得講習会に参加し、正しい
知識と実技を多少なりとも学び、今後現場での万が一に
備えていこうと思いました。養護教諭がいつもいるわけ
でもなく、今までまかせていた部分でも、手伝いや実際
の活動を行っていけると思います。実際、中学生が、ガ
ラスの戸に突っ込んだ時止血がすでに役立っています。
また、安全対策の一員としても剣道専門部に生かし、多
くの顧問の先生方にもこの講習を受けていただき、万が
一に備えていければなとも思います。
最後に総合実技ではやはりうまくいかなかったように
これからも訓練を重ねないと、実際の場面ではまだまだ
役に立たないことも痛感しました。３日間有意義な時間
を過ごすことができ、講師ならびに、各先生方に感謝し
ます。
秋山

救急員資格取得講習会に参加して
（受講者感想文より）
大内

和代（県新羽）

３日間、講習会に参加させていただき、ありがとうご
ざいました。盛りだくさんな内容で今後の業務に生かし
ていきたいと思います。普段、何気なく行っている処置
ですが、今回の講習を受けてみて、基本・原理を確認し
ていかなければいけないと思いました。また、最新の技
術、知識を身につけていきたいと思います。これからも
定期的に受講をしますので、どうぞ宜しくお願いします。
また、今回気づいた点ですが、普段、自分が処置をし
てもらうという場面がないのでこの実習で患者役をやる
のは、とても勉強になるという事です。処置してもらう
側は、処置する者が気づかない様な所で、苦痛を感じた
りするものだと気づきました。同時に、普段保健室で行
っている事の中にも反省する点が多くありました。少し
でも苦痛を和らげるようにしていきたいと思います。

奈央（県二俣川看護福祉）

私は、赤十字救急員資格取得講習会に三日間参加して
みてとてもいい経験ができました。初めて人工呼吸と蘇
生法をやってみたのですが、とても大変でした。人工呼
吸は人形の口が大きくて鼻から空気が漏れてしまって息
が入らなかったり、多すぎたりして規定の量を超してし
まいとても苦労しました。三日目のテストでは三度もや
り直しをしてしまいました。三角巾の使い方は、ケガを
したときにすぐ使えるので、これからケガをしたとき思
い出して使っていきたいと思います。三角巾の使い方を
三日間で習いましたが、たくさんの種類があり、ケガの
部位によって使い方が違うので大変なところもあります
が、それで適切な手当ができるならいいと思いました。
三角巾を二枚使って行う方法は、いろいろな部位に使え、
ケガを固定できるので、基礎を覚えて使っていきたいと
思います。
この三日間で、今まで経験した事がないことを受講で
きてよかったし、看護の知識も増えてよかったなと思い
ました。
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生澤ひかる（聖園女学院）
今回この講習会に参加して、様々な知識が増えて楽し
かったし、嬉しかったです。
前に火傷をした時、家族の誰も手当を知らずにとても
不安な思いをしました。そんな気持ちは良いものではな
いので私が、火傷をしている人を見つけた時は安心させ
てあげたいと思いました。
今回の講習はとても良いものでした。これからも忘れ
ないようにしたいです。けれど、本当に思っていること
は、そんな手当がいらない生活をみんながおくれたらい
いと思いました。
奥田

矢野間

彩（川崎市商）

この講習会には、やってみようかなと軽い気持ちで参
加しました。でも、実際に講習会で包帯法、止血法、心
肺蘇生法などをやってみて人を助けるのはとても大変な
んだということを改めて感じました。これから自分にで
きることを率先して、声をかけたりしていきたいと思い
ました。この３日間はとても充実していて、これからの
生活に生かせることができればいいなと思います。３日
間ありがとうございました。

舞子（日大高）

赤十字救急員資格取得講習会に参加してとても良い経
験をさせてもらえたと思いました。包帯の巻き方などは
いつも適当に巻いていて、巻き方なんてないと思ってい
たので、患部によっていろいろな巻き方があることや、
人工呼吸を学べたことは本当によかったと思います。も
し、知らなければ、倒れている人がいても見ているだけ
で救助を手伝うことはできなかったような気がします。
今は、目の前に倒れている人がいたら、ここでの経験を
思い出して、できる限りのことを傷病者にしてあげられ
るのではと思います。
ありがとうございました。

猪股絵理香（県二俣川看護福祉）
この３日間は、とても有意義でした。自分もいつ、ど
こで何が起こるか分からないので、もしそういった非常
事態にどう対処できるのか教わることができたのはとて
も幸せだと思いました。学科や実技はとても大変でした
がこの積み重ねで一人でも多くの人の命が助かるのなら
もっと多くの人に広めるべきなのだなと思いました。
３日間本当にありがとうございました。
吉田茉莉香（日大高）
赤十字救急員資格取得講習会を受ける前は、自分に本
当に出来るのか不安でした。案の定１日目は、一からの
スタートだったので、全然出来ませんでした。でも、家
での練習や、復習などで三角巾が上手に使えるようにな
った時、本当に嬉しかったです。人工呼吸や心臓マッサ
ージの時、すごく大変で苦労したけど、それと同時に人
の命の大切さも理解することが出来ました。検定の時は、
焦ってしまい、練習のようにいかず、悔しかったけど、
この３日間の講習の経験を生かすことが出来るようにな
ればいいな、と思いました。

【ご案内】
(財)全国高体連ならびに神奈川県高体連では12月に平
成17年度第40回神奈川県高校スポーツ強化普及振興協議
会、１月に平成17年度第40回全国高等学校体育連盟研究
大会を開催いたします。詳細については各校に送付して
ある要項、もしくは県高体連ホームページをご覧くださ
い。積極的な参加をお待ちしております。
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
http://www.kanagawa‑kotairen.gr.jp
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