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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〜
県高校総体総合開会式に参加した高校生達の感想文を
掲載いたします。

私は高校総体総合開会式で選手宣誓という素晴らしい経
験をさせて頂き、私を選んで下さった方々に本当に感謝
しています。また、各先生方のご挨拶ありがとうござい
ました。東海大学付属相模高等学校は、３月２１日に日
本武道館で行われた、全国高等学校選手権大会で優勝し
ました。次の目標は、県総体を勝ち抜き、インターハイ
で優勝する事です。それに向け、主将として全力を注ぎ
たいと思います。
最後に、会場関係者の方々、役員の先生方、今後この
経験を色々な形で活かしていきたいと思います。ほんと
うにありがとうございました。
高校総体必ず優勝します。

佐藤亜莉沙（鶴見女子・体操競技）

【選手宣誓】
吉田

優也（東海大相模：柔道部）

私は今回初めて高校総体総合開会式に参加したのです
が、素晴らしい会場での各学校の個性ある行進や吹奏楽
の迫力ある演奏、チアリーディングのアトラクションな
ど、とても素晴らしく心に残っています。私は選手宣誓
という大役を任され、任された以上は頑張ろうと思い宣
誓の原稿には、自分の総体への思いを書きました。相手
の佐藤さんと元気良く大きな声でできたと思います。

私は、今回初めて高校総体総合開会式に参加しました。
吹奏楽の演奏、各学校の行進、そしてアトラクションの
素晴らしさには本当に驚きました。
今回初めての参加で、選手宣誓という重要な役割を任
されました。総合開会式のような大きな会場や、大勢の
人の前でやったことがなく、とても緊張しました。リハ
ーサルの時、相手の吉田君から比べると声が小さくて本
番の時しっかりと大きな声で宣誓できるか不安でした。
行進が始まる前も何度も心の中で言葉を繰り返し、本番
で緊張して間違えないようにしていました。行進が始ま
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ってからも更に心臓がバクバクしていましたが、言葉一
つ一つをゆっくり話すことで間違えずに宣誓する事がで
きました。こんなに素晴らしい開会式でとても良い経験
をさせて頂き、本当に有り難うございました。
高校総体に出場し、良い成績が残せるように日々の練
習を大切に頑張っていきたいと思います。

う気持ちで参加しました。ですが、チアダンスは見てい
る人を元気づける、そういう踊りです。今回、少しでも
伝われば、幸せです。
こういう所で踊ることができたのはとても貴重な体験
だったと思います。本当に有り難うございました。

【アトラクション】
岡庭

萌子（県金沢総合：ダンス部）

【放送】
こんにちは、金沢総合高校ダンス部の「Ｄ☆ＦＲＥＡ
ＫＳ」です。
今回高校総体総合開会式で演技を披露する機会をいた
だきありがとうございました。
私達は、主に室内の大会に参加しているので、今回県
内の多くの高校生の前で、しかも青空の下で踊れること
がとても楽しみでした。しかし、演技の前には色々な不
安がありました。
その一つは、外で踊るので天候が気がかりだったこと
や、ポンポンを置いて踊る振りがあり、その時風で飛ん
でしまったらどうしようかなどです。残念ながら、実際
にポンポンが飛ばされるということが起こってしまいま
したが、それでも最後まで踊りきりました。
二つ目は、見ている方々に楽しんでもらえるだろうか
ということです。私達「Ｄ☆ＦＲＥＡＫＳ」は、いつも
見ている人に「楽しんでもらいたい！！」という気持ち
で踊って居ます。今回も、インターハイの向けて頑張っ
ている選手の皆さんを励まし、楽しんでもらいたいとい

澤

はるか（県茅ヶ崎）

昨年に引き続き、今年もアナウンスの仕事が出来ると
聞いた時はとても嬉しくて、原稿がもらえる日が待ち遠
しかったです。他の部員の子と発声練習をしたり、原稿
のチェックや高校名の確認などをして、当日まで何度も
読み返しました。
当日はさわやかな晴天で、会場に着く前からワクワク
していました。新しく届いた原稿を受け取って、声出し
をしました。開会の言葉が終わると会場が引き締まった
感じがしました。
行進は、花を持ったり、ユニフォームを揃えたり、手
をあげたりしてオリジナリティがあって素晴らしかった
です。旗手の方も旗の持ち方を工夫していて、とても格
好良かったです。紹介文を読みながら私も見入ってしま
いました。割り当てられた横浜・横三地区は高校が多い
ので原稿量も多かったのですが、読むことだけに精一杯
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にはならずに行進を見たり時計を見たりと余裕が持て
て、楽しむことが出来ました。
開会式には、様々な高校から沢山の生徒が参加して
いて、一人一人分担された役割を果たしていて立派な開
会式が出来るのだなと思いました。その内の一人になれ
たこと、この仕事をさせていただいたことを誇りに思い
ます。校内アナウンスや放送大会では味わえない緊張感
と感動は忘れません。ぜひ沢山の人に経験して欲しいと
思いました。来年・再来年よりよい総合開会式になる様
願っています。

鷲尾

【救護係】
結城

希未（県二俣川看護福祉）

私は、開会式に一回だけでも救護で参加したいと思い
参加しました。初めは救護として体調の悪い人やけが人
の手当てを頑張ろうと意気込んで居ましたが、開会式が
近づくにつれ、不安になりました。しかし、開会式が始
まると、重いけが人は出ず、ほとんどの人がすぐに良く
なり自分のこうこうのもとに戻っていきました。あまり
救護として行うことは有りませんでしたが、みんなが健
康に開会式を終えることができ、良い開会式になったと
思います。
開会式の行進は、間近で見ることができ、とても迫力
が有りました。専門学校の人は、その学校の特徴を分か
りやすく花などで表して居て、一目でその学校のことが
分かりました。部活で一番印象に残っているのは、弓道
部です。袴姿がかっこよく、開会式に栄えて居ました。
また、吹奏楽の演奏は、晴れた空と行進によく合い、行
進もいっしょに楽しみました。
アトラクションのダンスドリルは、今まで見たことが
なかった私にとって圧巻でした。遠くから見ていても体
の動きがよく分かり、全米NO.1は伊達ではないと思いま
した。
救護としてだけではなく、様々な学校やアトラクショ
ンが見られて大変充実した１日でした。来年も見る人が
楽しめるような開会式にして頂きたいです。

真穂（県二俣川看護福祉）

今回私は、今まで学んできた救急法が何かの役に立て
ばいいなと思い、救護係として参加しました。
天気は晴れでしたが、風がとても強くて、テントが飛
ばされてしまいました。とても重いテントが、いとも簡
単に持ち上がり後ろへひっくり返った時には、とても驚
き、恐怖を感じました。幸い大事には至りませんでした
が、あの時もし後ろにたくさんの人がいたらと思うと今
でもぞっとします。
制服・ジャージ・袴・ユニフォームなど様々な服装で
の行進は、とても楽しいもので、特にチューリップを持
って行進していた学校が印象に残っています。吹奏楽の
演奏も、とても迫力がある素晴らしいものでした。
私はグランドの一番後ろのほうで待機していたのです
が、アトラクションは、遠くから見ても、全員がきっち
り揃っているのがわかる素敵なダンスで、近くで見るこ
とができなくて残念でした。来年からは中央で行ってほ
しいと思います。
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【プラカード】

【受付・接待】
吉田

七海（湘南白百合）

先生から開会式のお話を伺った時は、まさか自分が皆
さんの先頭を歩く大会プラカードを持つことになるとは
思ってもみませんでした。予行練習の日は雨が降ってい
て外で練習できなかったので、当日までは楽しみという
気持ちがあると同時に不安な気持ちもありました。
開会式当日は、快晴でとても暑い日でした。行進は吹
奏楽の元気で明るい演奏に合わせて始まりました。直前
はとても緊張してしまいましたが、歩いてみると気持ち
よくて楽しかったです。また、各学校の行進や選手宣誓
からは、これから戦うという熱意とやる気が伝わってき
ました。
今年のアトラクションでは、先日全米で優勝された高
校のチアリーディングを見ました。普段はあまり間近で
見ることができないチアを目の前で見ることができて、
見ている私も熱くなりました。
開会式に参加して、改めてスポーツの素晴らしさを肌
で感じることができました。私も大好きな部活が少しで
も向上できるように頑張ろうと思いました。
今回の経験は、二度とできない、とても貴重なもので
した。本当に参加できて良かったです。

関谷

里佳（湘南白百合）

今年初めて県高校総体総合開会式に、受付・案内係と
して参加させて頂きました。開会式というものを見たこ
ともなかったので、どのようなものかと楽しみにしてい
たと共に、私達も開会式に参加する一員として、良いも
のに出来るように一生懸命頑張ろうという思いで臨みま
した。
会場に着くと、会場の大きさや何千人という人数の多
さに、大変驚きました。また、吹奏楽の迫力ある演奏が
会場の雰囲気をより一層盛り上げていて、暑さに負けな
いくらいの明るく、元気で、総体開会式にふさわしい雰
囲気にとても感動しました。そして、ハキハキとした力
強い選手宣誓や、それぞれの学校の個性あふれる行進、
楽しみにしていたアトラクションのチアダンスなど、ど
れも本当に素晴らしく、選手の方々の熱意や競技に臨む
意気が伝わってきて、感想させられました。
受付案内・接待係では、覚えることも多く、出来るか
どうか、緊張や不安も有りましたが、話しかけて下さる
方も多く入らして、こちらから話しかけても優しく返し
て下さる方ばかりで、とても楽しく笑顔でする事ができ
ました。そして、お茶を出した時や、案内をした時など
にお礼を言って頂けたのが私達はとても嬉しく感じまし
た。
この開会式を通して、多くのことを学ぶことが出来ま
した。また、充実感や達成感、そしてたくさんの感動を
味わうことができ、とても良い経験になりました。この
ような素晴らしい開会式に参加させて頂き、本当に良か
ったです。来年も今年のように多くの人に感動を与えて
くれるような開会式になって欲しいと思います。
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安全対策委員会

【吹奏楽】

委員長
川島

小泉政貴（県二俣川看護福祉）

美咲（市東）
第４５回県高校総体開会式救護結果報告

私は吹奏楽として、今回開会式に参加させていただき
ました。
これから沢山の競技で頑張ってもらう選手の方にとっ
て開会式は大切なものだと思うので、一生懸命演奏させ
ていただきました。
昨年と同様、沢山の高校が参加をして居たので、それ
ぞれの学校の個性やこれからの熱意が伝わって来まし
た。
そして、吹奏楽の演奏はというと、大人数での難しさ
を改めて感じました。端から端までの距離はとても遠く、
行進曲のテンポをキープしたり、全員で合わせたりする
のが大変でした。
しかし、沢山の学校が集まる事によって演奏が何倍も
の迫力になって選手の方に伝わったのではないかと思い
ました。
他校の皆さんとの合同演奏はとても貴重な体験だと思
うので嬉しかったです。
アトラクションでは、チア部の皆さんがダンスを披露
していました。自分と同じ高校生とは思えない２組の迫
力にとても驚きました。
来年も感動を多くの人に伝える事ができるような開会
式にしていけたら良いと思います。

今年度の県高校総体開会式は、４月２１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
施されました。当日は、朝から清々しい快晴の天気で日
差しも強く、予想気温も２０度を超えるという天気予報
でした。
生徒・選手が集合する時間には、日差しは強かったの
ですがやや冷たい風が強まって来ました。救護係で使用
するテントの一張りも、既にスタンドのフェンスにロー
プで括り付けている状態でした。時間の経過と共に風が
益々強さを増し、スタンドの旗なども飛ばされる恐れが
ある為撤去する程でした。そこで、救護係のもう一張り
のテントもスタンドのフェンスにロープで括り付ける作
業をしていたその時、突風が吹きテントがあおられ飛ば
されそうになりました。幸いテントの設営を手伝ってく
れていた県立茅ヶ崎高校の生徒さんのおかげで、舞い上
がるような最悪の状態は避けることが出来ました。ここ
で、お礼を申し上げると共に、県立横須賀大津高校の生
徒の皆さんにも、ご迷惑をお掛けしたことをお詫びいた
します。
開会式に於いては、例年のように各校工夫を凝らされ
た形態で入場行進をされていきました。開会式も半ばを
過ぎた頃一人目の傷病者が発生いたしました。症状は腹
痛でした。今年の傷病者は５名でしたが、４名の生徒は
大事に至ることなく開会式中の看護で回復し、各校の皆
さんとご一緒にお帰り頂くことが出来ました。ただ１名
だけは、体調が悪いのを無理して参加されたそうで保護
者の方においで頂くこととなり、引率の先生にお任せす
る形となりました。今回の傷病者４名は、『冷え』が原
因と考えられるような症状でした。
今回の開会式では、前述したように天候としては、強
い日が差し有り、温かいと考えられるような状態だった
のですが、実際には冷たい風が吹き、体感温度はやや低
い状況となりました。そのことに対応できなかったと考
えられます。
また、式に参加されておられた先生から、『最初に入
場した国旗、県旗、高体連旗を担当した生徒が短パン・
Tシャツで長い間冷たい強風にさらされているが、どう
にか出来ないか？』とお言葉を頂きましたが、私のレベ
ルでは対応できませんでした。
今回の反省点として、既成概念でのユニフォームとか
スタイルでなく、気象状況に合わせた衣類も考えなけれ
ばならないと考えます。総体の開会式に参加したことに
より体調を崩すことの無いよう各校の指導される先生方
は一考をお願いで出来ればと思います。
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強化普及委員会

行事予定
委員長

青木

洋師（県瀬谷西）

関東大会の成績を掲載させていただきます。
紙面の都合上、優勝者のみとさせていただきます。
（平成19年6月12日現在）
平成19年度関東高等学校体育大会優勝者
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 男子Aﾌﾞﾛｯｸ

湘南工大附

ラグビー

Aブロック
Eブロック
Fブロック

桐蔭学園
慶應義塾
向上

卓球

男子団体
男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

剣道

○全国高校総体・全国高校定通大会結団式
７月13日（水） 14：30〜
於：保土ヶ谷公会堂
○赤十字救急員資格取得講習会
７月21日（土）・24日（火）〜26日（木）
於：県立武道館
○全国高校ボウリング大会
７月24日（火）〜25日（水）
於：品川プリンスホテルＢ・Ｃ

9：30〜

【東京都】

湘南工大附
大橋・中本
（湘南工大附）

○関東高等学校水泳競技大会
７月25日（水）〜27日（金）
於：東京辰巳国際水泳場
横浜国際水泳場（水球）

【千葉県】
【神奈川県】

男子団体
男子個人
女子個人

横浜
村上
村岡

○全国高校少林寺拳法大会
７月27日（金）〜29日（日）
於：北九州市立総合体育館

【福岡県】

柔道

男子団体
男子個人

東海大相模
藤井
岳
（東海大相模）

○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】

弓道

男子団体

慶應義塾

テニス

男子団体

湘南工大附

ボート

男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

鈴木・田中(県津久井)

ﾚｽﾘﾝｸﾞ

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74㎏級 浅野
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ55kg級 江藤
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ74㎏級 山口

ｱｰﾁｪﾘｰ

女子団体

東海大相模

自転車

4kmﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ
個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

横浜
佐々木

空手道

男子団体組手
女子団体組手

横浜創学館
横浜創学館

ﾗｲﾌﾙ射撃

女子AR団体
女子AR個人

高木学園女子
市川早紀(高木学園女子)

カヌー

男子総合
男子C‑1
男子C‑2
男子C‑4

県湘南通
木本 政宗（県湘南通）
安部・安田（県湘南通）
木本・中原・西澤・平田
（県湘南通）

雷多（桐蔭学園）
真和（桐蔭学園）

○全国高等学校総合体育大会
７月28日（土）〜８月20日（月）
於：佐賀県
※詳しくは評議員会資料をご覧下さい。

重光(向上）
和基(県湘南通)
祐樹(県湘南通)

○全国高等学校定時制通信制大会
８月１日（水）〜19日（日）
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。
○全国高校ダンス大会
８月６日（月）〜９日（木）
於：神戸文化ホール

龍（横浜）
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【兵庫県】

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

