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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

｢君が今 歴史の新たなページを創る｣
2009 近畿まほろば総体
総合開会式 神奈川県選手団
平成21年７月28日(火)
奈良市鴻ノ池陸上競技場
今年も全国各地で高校生トップアスリート達の熱き戦
いが繰り広げられ、本県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、２人の高校生
に語っていただきました。

は５対０と快勝して、決勝の相手は今年三大会連続で対
戦している国士舘でした。チームが全ての力を出し切り、
終わってみれば３対０と納得のいく試合内容で優勝する
ことができました。
この結果に満足する事なく、周りの人達への感謝の気
持ちを忘れずにこれからも一日一日を大切にして頑張っ
ていきます。ありがとうございました。
「全国大会を終えて」
全国高校定通(陸上競技)

「全国大会を終えて」
全国高校総体(柔道)

優勝 走高跳
県希望ヶ丘高校定時制

優勝

３年

個人100kg級
団体
東海大学付属相模高校
３年

羽賀

龍之介

この度は、沢山の人達のおかげでインターハイで優勝
する事ができ、自分達の最大の年間目標である、高校選
手権、金鷲旗、インターハイと高校全国三冠を達成する
事ができました。
インターハイ団体戦は、二日間で行われ、試合当日に
はチームメイトをはじめとしてＯＢや先生方などとても
多くの人々が応援にかけつけて来てくれて、自分達が色
々な人の支えがあったからこそここまで来れたという事
を感じました。初日の三試合は相模らしい柔道が出来て、
どれも圧勝でした。しかし、二日目の初戦では勝つ事が
できたのですが、その中に二つの失点をしてしまい、改
めて二年連続三冠へ向け気が引き締まりました。準決勝

渡辺

大輝

僕が本格的な陸上競技の練習を始めたのは２年生にな
ってからでした。１年生のときは専門の先生がいなくて、
１週間に一回、夜に学校のグランドで練習する程度でし
た。しかし、２年生になってから今の顧問の先生がいら
して、少しずつ本格的な練習が始まり、今まではそれほ
ど厳しい練習をしていなかったので、筋肉痛はもちろん
のこと、練習にすらついていけませんでした。そのまま
夏を迎え、昨年の全国大会では７位というあまり納得の
いかない結果に終わってしまいました。
そこで顧問の先生と相談して今までは授業が終わった
後の夜のグランドで練習していたのを、授業が始まる前
に競技場へ行き、練習をしてから学校に向かうという生
活に変えていきました。また、他の学校との合同練習も
増やしました。僕は仕事を持っていますので、毎日練習
することはできません。早朝６時から昼まで仕事をして、
その後に顧問の先生が待っている競技場に向かい練習を
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して、それから学校の授業に臨む生活が続きました。途
中、キツくてなげだしたくなることもありましたが、先
生や部員たちの励ましもあり乗り切ることができまし
た。
そして６月７日の予選大会では、昨年と違った緊張感
の中で大会に臨み、今までのベストを上回る跳躍で、１
位で通過し昨年に続き全国大会の出場権を獲得しまし
た。そして、全国大会当日、場所は国立競技場で行われ
ました。全国大会でも昨年とはまた違った緊張感を持ち、
不安でいっぱいでした。しかし、神奈川県代表に選ばれ
た選手たちは非常に仲がよく、明るい場でもありました。
僕が出場した走高跳は１５日の２日目だったのですが、
昨年の雨とは逆に今年は３日とも天気に恵まれて、よい
コンディションで挑むことができました。その結果予選
を１回で通過し、決勝では県代表を決める大会で出した
自己ベストをさらに超える記録を残して、優勝すること
ができました。今までやってきた練習、そして努力が報
われたんだなと思った瞬間でした。
僕がここまでこれたのは、一緒に練習に励んだ仲間達、
厳しく指導をしていただいた顧問の先生、そして常に僕
を見守ってくれた両親のおかげだと思っています。
定時制、通信制に学ぶ人達は、生活環境も様々で、学
業なかばで、進路を変えていく人達もたくさんいます。
しかし、１つの目標を持ちそれに向かって努力している
人達もたくさんいます。僕もその人達の１人として、こ
の大会に臨むことができたことを幸せに思います。

○3日目

○4日目

【学科】
骨折の手当て
救護
【実技】
固定法
搬送法
包帯法
［講

師］

総合実技
検定（実技・学科）

赤十字救急法指導員
小泉 政貴・愛甲 祐二・鷹野
鈴木 佳光

克彦・

今年は９名が受講されました。四日間の講習の後に受
講された方々へ受講証が渡されました。
また、合格者には赤十字救急員の認定証が後日送付さ
れております。
合格された方はつぎの通りです。
平成21年度赤十字救急員資格取得講習会合格者
光明相模原
県向の岡工
県海老名
緑ヶ丘女子

1名
1名
1名
1名

国際翠陵
県商工
県高体連
（教職員

鎌倉女学院

1名

国際翠陵
（加盟校生徒

1名
1名
1名
７名）
1名
２名）

救急員資格取得講習会に参加して
（受講者感想文より）
田中

高校総体激励式で挨拶する諏訪部会長

安全対策委員会
委員長

桃木

祥（県瀬谷）

平成21年度赤十字救急員資格取得講習会報告
平成21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］ 8月15日(土)、16日(日)、18日(火)
19日(水)4日間 9：30〜17：30
［会
場］ 県立武道館（小道場・2階会議室）
［参 加 者］ ９名（女性７名･男性２名）
［講習内容］
○1日目

○2日目

【学科】
【学科】
救急法について
急病
一次救命処置
怪我
【実技】
傷の手当て
傷病者の観察
搬送
体位
【実技】
保温
止血法
気道内異物除去
包帯法
AEDを含む蘇生法
救急法基礎検定（学科・実技）
【学科】
赤十字救急法救急員について

美穂（鎌倉女学院高校）

私がこの講習会を知ったのは学校でした。私が体育系
の進学を考えていることを知っている先生が、この講習
会のプリントをくれました。４日間で資格が取れるなん
て楽しそうと思ったので、応募しました。
初日に実際来てみたら、あまりの少なさにびっくりし
ました。でも逆に少人数だったからゆっくりじっくり学
べてよかったと思います。高校生が２人しかいなかった
ことにも驚きましたが、たくさん話せて仲良くなれたの
でよかったです。
参加人数が奇数だったので私にはバディがいなくてち
ょっと心細く感じたこともあったけど、日替わりで先生
が相手をしてくれて、マンツーマンでわかりやすく指導
してくださったので、本当に嬉しくてとても楽しかった
です。
学科も実技もとても充実していて、たくさんのことを
学べました。デモンストレーションもいろんなパターン
が見れてとてもためになりました。三角巾の固定法など
も、復習をし、忘れないように努力します。
実際に目の前で災害が起きて傷病者に出くわしたとき
は、今回学んだたくさんの事を思い出して冷静に対応で
きるようにしたいです。
４日間、朝から夕方までは大変なときもありましたが、
振り返るとやはり短くて、みんなと楽しくできてよかっ
たなと思います。先生方も４日間ありがとうございまし
た。
千田

祐希子（横浜国際女学院翠陵高校）

この講習会に参加して、医者の大変さがわかりました。
何故なら、私は三角巾で固定する仕方を覚えるだけで少
し無理を感じたからです。
人はいつどこで何の災害に巻き込まれるか分かりませ
ん。今では首都直下型地震が近い将来起こるとされてい
ます。私の家の近くにはお年寄りが多く住んでいます。
こういった災害が起きた時、少しでも役に立てればと思
い、この講習会を受けました。
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講習会は学科の途中で眠くなったりしましたが、指導
員の方々の楽しい話などで１日を有意義に過ごす事がで
きました。
実際の現場ではマニュアル通りにいかない事の方が多
く、応用の効かない私は混乱すると思うので、普段から
何事も冷静に対処することを心がけたいと思います。

ない処置などがいくつかあり、実践での難しさを感じま
した。
災害はいつ起こるかわからないため、常に危機感を持
って事故の防止に努めなければいけないと思いました。
また事故が起きた時に、冷静な対応と処置ができるため
にも、講習会に積極的に参加していきたいと思います。

藤本
矢島

俊治（光明学園相模原高校）

赤十字救急員資格取得講習会に初めて参加してからも
う25年以上になります。初めの頃は資格が取得できると、
「これでどんな事が起きても大丈夫」とか「何かあった
ら任せてください」くらいの気持ちになったものでした。
しかし実際に傷病者を目の前にしたときには気が動転
し、何もできない自分がいることに気がつきました。こ
れでは情けないと思い、機会を得て再び講習会で勉強を
させて頂くようになりましたが、今では以前とは気持ち
が変わっているようになりました。それは救急法は大切
だが、事故や病気を起こさない環境作りこそが大切だと
いう思いです。学校現場にいると生徒たちがケガをした
り体調不良を起こすことは仕方がないことだから、何か
起きたら対処するというのではなく、この講習で得た知
識をいかして事故や病気のない学校環境が作れたら良い
なと強く感じています。一人の力はとても小さなもので
すが、みんなが協力すればどんなことでもできる大きな
力になると思うので、今回の講習で得た知識や技術を個
人のものとしないで、広く役立てていきたいと考えてい
ます。
最後になりますが、今回の講習に参加させて頂きあり
がとうございました。これからもよろしくお願い致しま
す。

阿部

八重子（緑ヶ丘女子高校）

今まで半日で終わる講習に参加していましたが、搬送、
救護などのデモンストレーションを加えて実技学科４日
間の長い講習会を受けたのは初めてなので、大変勉強に
なりました。４日間ありがとうございました。
塚原

朱美（県向の岡工業高校）

以前資格取得してから３年以上が経過していたため、
機会があればぜひ受講したいと思っていた時に、今回の
高体連の講習会を知りました。
実際講習を受けてみて、三角巾の包帯法を忘れており、
実践に移せない自分自身に気づきました。それでも、指
導員の先生方のきめ細やかで丁寧な指導のおかげで、忘
れていた部分を少しずつ思い出すことができました。
災害が実際に起こったと設定し、傷病者を救護する実
践実技試験では、見落としてしまった観察内容や、足り

優美（県海老名高校）

今回の講習会を通じて、学び続けていくことの必要性
と実践していくことの重要性を、改めて感じました。こ
れは私が講習会を受けるのが２回目であり、さらに、１
回目は大学生だったからだと考えます。まだ実践する場
がなく、知識として学んだ１回目の講習会も、私にとっ
ては貴重な経験でした。しかし、学校現場で日々生徒た
ちの健康状態など観察し、処置をおこなってきたからこ
そ、２回目の今回の講習で、初めて感じることができた
ものがありました。これからも学び続けていきたいと思
います。ありがとうございました。

芝田

美砂（県商工高校）

これまで３年ごとに講習会に参加してきました。最近
は各学校にAEDが設置されるようになりましたが、その
使い方、それを含めた心肺蘇生法の周知はまだ徹底され
ていないと感じています。
先日、他の講習会で、東京マラソンで一時心肺停止状
態となった男性タレントのことが話題になりました。講
師をなさった現職の救急救命士の方は「AEDで彼が助か
ったように報道されることに憤りさえ感じる」と言って
いました。実際に現場では数キロ前からフラフラになっ
ていたそのタレントを、後ろからついていた医療関係者
が、倒れた直後からAEDが到着するまでの間、即座に心
肺蘇生法でつないだというのです。「AEDさえあればいい
のではなく、そこに居合わせた人間が心肺蘇生法を実施
できるかが一番大切なことなんです」と言われていたの
が印象的でした。
今回の救急法では、まさにその両方が一つとなり実践
的な心肺蘇生法を学べたと感じています。もちろん、現
実であれば他に心肺蘇生法のできる人がいないとか、AE
Dが来ることがないとか、思うようにはいかないのでし
ょうが、一つの心の拠りどころとして講習会で一通りや
ってきた、ということは、その場で自分を支えてくれて
いるのではないかと思っています。
現実に目を向ければ、この職場の教員集団も年々高齢
化し、それこそ生徒よりAEDにお世話になるリスクは年
々増していると思います。今一度、いざという時のため
教員の誰もがAEDを含めた心肺蘇生法を学んでおくべき
ではないか、と私は思っています。
４日間、暑い中ご指導いただきました先生方に感謝し
ております。ありがとうございました。
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【ご案内】
① 平成21年度スポーツ医科学サポート事業「指導者研修会」

野口

目

的：スポーツ障害の予防やスポーツ医科学等に
ついて研修し、その理解を深め、さらに競
技力の向上を図るとともに、指導者の資質
の向上を目的とする。

内

容：
「上肢障害における現場の治療とリハビリテ
ーション」

講

師：脇元 幸一
（清泉ｸﾘﾆｯｸ整形外科ｽﾎﾟｰﾂ医学ｾﾝﾀｰ施設長）

喜和子（横浜国際女学院翠陵高校）

今回は、高等学校体育連盟主催でこのような大変意義
のある講習会をひらいて頂き、とてもありがたく思って
おります。
学校現場は、児童・生徒を預かる身ですので安全管理
には十分気をつけねばなりません。けがなど応急手当は
もちろん、時には救命手当が必要となることもあります。
その際、「知らなかった」や「かつて勉強したはず」な
ど頼りない態度では困ります。おそらく、たいていの先
生方が救急法を習ったことがあるかと思いますが、実際
の現場ですぐに使えるかといったら、難しいのではない
かと思います。状況の把握、けがの処置、連携など普段
から訓練をしていないとなかなか思い通りにならないの
ではないでしょうか。
そのため、今回の講習のように定期的に開催して頂け
ることで、モチベーションのアップになり、知識・技術
の習得もでき、大変貴重な機会だと思いました。
以前と比べて、救急法もだいぶシンプルにわかりやす
くなってきています。今回は高校生も受講していました
が、本当に多くの方が身につけ、地域社会にも普及して
いったらなと思います。そして、共助の精神で温かい世
の中づくりができることを願っています。

開催期日：平成21年11月6日（金）
会

場：県立スポーツ会館

2Ｆ

会議室

②平成21年度第44回神奈川県高校スポーツ強化普及振興協議会

開催趣旨：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教授）

開催期日：平成21年12月13日（日）
会

場：東海大学スポーツ教育センター

③平成21年度第44回全国高等学校体育連盟研究大会
趣

旨：(財)全国高等学校体育連盟に加盟する各高

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22年１月13日(水)・14日(木)
会

場：山形テルサ（テルサホール・アプローズ）
分科会発表テーマ

宮本

第一分科会
「競技力の向上」

啓佑（県高体連）

最近、新聞やテレビのニュースなどで、部活動におけ
る高校生のケガや死亡事故の話をよく耳にします。もし、
そのような事故が自分の身のまわりで起きたら、しっか
り自分は対応できるのかと考えたとき、とても不安にな
りました。そのため今回、私は赤十字救急員資格取得講
習会を受講しました。
講習は基礎講習と救急法に分かれていて、基礎講習で
はAEDの使い方などを習いました。学校にもAEDがありま
すが、使い方をしっかり習ったのは初めてでした。AED
を装着している間も心肺蘇生法と人工呼吸を続けていな
ければならないことやAEDは心臓を動かすものではない
ので、電気を流した後も心肺蘇生法を行わなければなら
ないことは初めて知りました。
救急法では、傷の手当てや担架による搬送の仕方、副
子による固定を習いました。実際に事故が起こったこと
を想定して、傷病者を救助する実践練習を行いましたが、
役割分担や連携が上手くとれてなくて、みなあたふたし、
救助するまでの時間がとてもかかってしまいました。練
習でこれだけみんながあわてるなら、実際の現場ではも
っと混乱が起きると思うとぞっとしました。
これからは、この講習で得た知識を広めていきたいと
思います。
４日間ありがとうございました。

第二分科会
「健康と安全」
第三分科会
「部活動の活性化」
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。
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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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