５月９日から

日にかけて第

回山梨県高等学校総合体育大会春季大会が山梨中銀
部が大 会に参
位という

た総合開会式は曇天の空模様

昨年はあいにくの雨天だっ

「男女とも目標のベスト８に

徒会主任の権太正弘先生は

今大会の結果を踏まえ、生

な機会でもあるので、ぜひ交

豪校の選手と交流できる貴重

戦ってきてほしい。他県の強

てきた練習を信じて粘り強く

点で

の中、山梨中銀スタジアムで
は届かなかったが、よく頑張
流を図って、よい刺激を受け

位、女子は同

校２４
たと思う」と振り返り、選手
てもらいたい」とエールを送っ

点で

スタジアムをはじめする各会場で行われた。本校からは男女合わせて
加し、熱戦を繰り広げた。男子は総合得点

００名以上の生徒が参加し、
たちの奮闘をねぎらった。ま
た。

結果を残し、ともに昨年の順位を上回った。

一高生も堂々と入場行進を行
た大会を総括して「点数を取

日程は予定通り行われた。こ

大会期間中、天候は安定し

を獲得した部が９部と昨年の

れた」と語った。男子は得点

る部が増え、順位を上げてく

力を出しきることができなかっ

と同時に引退することになる。

多くの３年生は今大会終了

盛 大 に 開か れ た 。

い、会場を盛り上げた。

の大会で優勝を果たした山岳
た選手もいるだろうが、今ま

が、２分を切るという目標は
達成できたので良かった」と。
また、進藤君は「６位入賞が

陸上競技は５月５、９、
子８００㍍では、２人の選手

会への出場を決めた。特に男

を持つことができた」と自分

た。やりきったという達成感

目標だったので果たせて良かっ

日 の ３日 間、 山 梨 中 銀ス

秒 で ４ 位、

これまでの練習の様子を「試

ちの当日のコンディションと

顧問の中澤仁先生は選手た

の走りを振り返った。

ベ ス トの １分

進藤大地

合には皆良いコンディション

望月光樹君（２年）が自己

が入賞を果たした。

本校陸上部は、４選手が６

タジアムで行われた。

位以内入賞を果たし、関東大

君（３年）

が上 段蹴りを２回決めた こと

で、 見事、勝利に導いた 」と

語った。

関 東大会に向けて鄭智 誾さ

ん（ ３年）は「３年生は これ

が最 後の大会となるから 悔い

は残 したくない。より多 くの

試合 で勝てるよう、自分 たち

のも っている力を出し切 る気

持ち で頑張りたい」と決 意を

たこ とに価値がある。特 に３

その 中で関東への出場を 決め

の経験が浅い選手がほとんど、

述べた。
で挑めたと思う。個人的には

瀬武道館第一武道場で行われ、 執佑実さん（３年）は「関東

の両日、形と組手の 試合が小

大会にはどうして も出場し た

年生 には、関東大会では 勝ち

いがかなって本当 に嬉しい 。

生懸命練習してき た。その 想

しい」と語っていた。

う、 精一杯力を出し切っ てほ

負け よりも悔いの残らな いよ

顧 問の大木格先生は「 空手
長期的にもっと力をつけさせ

団体で形３位、組手 ４位に入

かったので、みん なで毎日 一

した。

となった。 てあげたかった。特に８位入

秒で６位

賞した生徒は６位まであがっ

賞し、女子が関東大 会への出

日

この結果

ていれば関東大会に出場でき

場を決めた。

空手競技は５月９、

に望月君

たので悔しいという思いがあ

女子の関東出場は 昨年に引

総体で特に印象に 残ってい る

関 東大会は６月の８、 ９、

が２分１

は「新人

る」と語っていた。

のは、組手初戦の 日川戦。 経

総体を振り返っ て部長の 名

戦は優勝

き続き２回目、部員 のほとん

験者の多いチーム 相手に苦 し

は、２連覇というプレッシャー

関 東大 会 は ６ 月 ９ 、

けて、エールを送った。

市で行われる。 （久保寺）

日

を感じず、自分たちの力を出

もらいたい」と関東大会へ向

し切れるよう精一杯頑張って

合公園で行われる。（戸澤）

の両日、山梨県甲斐市敷島総

の姿 を目 に焼 き付 け、 上 位大

体戦で男子が日本高校記録を

本校アーチェリー部は、団

上げる練習を行い、団体戦２

えながら個人の意識や能力を

までに主将として部全体を支

出すことができた。関東大会

り 、思 わず 取材 を忘 れ、 声 を

う 思い が見 てい る側 にも 伝 わ

生 も多 く、 「勝 ちた い」 と い

た 。こ の大 会で 引退 する ３ 年

そ れぞ れの 競技 を取 材し ま し

久保寺一輝

戸澤一智

橋本尚儒

酒井淳

山本就己 深沢伸彦

プに分かれ、各会場をまわり 、 〈甲一新聞部員〉

会を 目指 し日 々の 練習 に 力を

持つ鬼山直也君（２年）が出

顧問の花輪秀剛先生は「県

打ち破り見事優勝を果たした。 連覇を目指して頑張っていき

場している東海大甲府高校を

総体では、部員一人一人のや

大 にし て応 援し てし まう 場 面

を 残し イン ター ハイ や関 東 大

会 へ駒 を進 めた 部活 動を 取 り

上 げて いま す。 どの 部も 大 会

本番までにしっかりと調整し 、

練 習の 成果 を十 分に 発揮 し 、

そ れぞ れの 目標 に向 け活 躍 し

てほしいと思います。また１ 、

２ 年生 には 、頑 張る 先輩 た ち

注いでほしいと思います。

男女共に関東大会への出場を

る気が表れていて、良い雰囲

もありました。

新聞部は２人１組で３グルー

決めた。また、個人戦では男

気の中で満足のいく結果を残

たい」と抱負を語った。

子で青柳玲矢君（３年）が３

すことができた。関東大会で

女子は惜しくも２位に入賞。

位、女子で永田有紗さん（３

【団体優勝へと導いた主将市之瀬健介君の一射】

おも て面 は、 総体 で好 成 績

年）が２位に入賞した。

日、緑ケ丘洋弓場で行われた。 は「全員が練習通りの結果を

アーチ ェリー競技 は５月９

日ま で の４ 日 間 、群 馬

日か

どが初心者だという 。そんな

で順位に

関 東大 会は 、 ６月

経験者にも劣らない 実力を持

む中、鈴木絵里加さん（３年）

だったの

県正田醤油スタジアムで行わ

つ空手部女子にイン タビュー

山先生は「長い一高の歴史に

日の３日間、群馬県前橋
（酒井）

部長の深沢蕗さん（３年）

おいて、女子は初めての優勝。

ら
は満足し

れる。

嬉 し い」 と 喜 び を 語 っ

は「今回は１年生が２人入部

一高の名に恥じないよう、ま

主将の市之瀬健介君（３年）

ていない

強さを生かして、進路実現に

位か

これからは受験勉強に気持ち

向かって今まで以上に頑張っ

４ 部を 大 き く 上 回 り

で競技と真剣に向き合い、技

を切り替えなくてはならない

部女子はインターハイへの出
位に、女 子は昨年の

を磨いてきたことへの自信と

頑 張 って く れ て 非 常 に

の 指 導の 下 で 、 全 員 が

（山本）

てほしい。

ら

位に、文武両道を目指す一高

プライドは大きな宝となった。 が、部活で培った努力と粘り

場権を獲得するという偉業を

生として、来年以降に向けて

位から７つ順位を伸ばし

また、陸上部、アーチェリー

達成した。

部、山岳部男子、空手部女子

上位大会に進出した４部に

の好材料となった。

を進めた。特にアーチェリー
対して権太先生は「山梨の代

が激戦を制し関東大会へと駒

部は関東大会２連覇に大きな

表という誇りを持って、やっ

た。
イ ンタ ー ハ イ へ 向 け
て深沢さんは「インター
ハ イ では 自 分 に 何 が で
き る かを 考 え て 行 動 し
て い きた い 。 頑 張 る の
はもちろんのことだが、
一 番 に楽 し ん で く る こ
と を 忘れ な い よ う に し

したので出場できた。必要最

た山梨の名を背負ってしっか

た い 」と 。 顧 問 の 小 宮

の両日、御坂山系（三つ峠、

低限の練習だったので、まさ

りと戦いたい」と語っていた。

日

登山競技は学科試験と体力

か優勝できるとは思わなかっ

インターハイは８月７日か

登 山 競 技 は ５月 ９ 、

審査の２つに分かれ、それら

た。とても嬉しかった」と語っ

御坂山）で行われた。

の合計点で順位が競われる。

た。顧問の小宮山隆先生は

潟県湯沢町の苗場山系で行わ
（橋本）

日 の ５ 日 間 にか け て 新

その結果、女子は優勝し、い

「４人中１年生が２人という

ら
ち早くインターハイへの切符

れる。

10

E-mail shinbunbu@first.kai.ed.jp

期待が寄せられている。
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〈連絡先〉
甲府第一高校 新聞部 井上宛
〒400-0007 甲府市美咲2ｰ13ｰ44
Tel:055ｰ253ｰ3525 Fax:055ｰ253ｰ3527
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【これから山に登る山岳部女子】
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平成２４年６月１日
第２１８号

第２１８号

平成２４年６月１日

陸上（学校得点 男子１点 女子１点）
男子
８００ｍ

４位 望月光樹 １分５９秒９８
（関東大会へ）
６位 進藤大地 ２分０１秒７５
（関東大会へ）
５０００ｍｗ ８位 江花直人
２６分５５秒３６
走り幅跳
４位 日向一機 ６ｍ６６（＋3.3）
（関東大会へ）
三段跳
４位 日向一機 １３ｍ３９（＋1.9）
（関東大会へ）
円盤投
８位 森本椋 ３１ｍ８７
ハンマー投 ８位 三村治己 ３３ｍ７０
女子
走り幅跳
６位 加賀美蘭 ５ｍ０８（＋1.9）
（関東大会へ）

バスケットボール
（学校得点 男子１点 女子１点）
男子 ２回戦 甲一 １２４―２９ 桂
３回戦 東海 １００―７２ 甲一
ベスト１６
女子 ２回戦 甲一 ８２―２３ 山学
３回戦 河口 ８７―３４ 甲一
ベスト１６

水泳

テニス（学校得点 男子２点 女子２点）

男子
４００ｍ自由形 ３位 望月光樹（２年）
４分２９秒１１
１５００ｍ自由形 ３位 望月光樹（２年）
１８分１６秒４１
女子
１００ｍ平泳ぎ ４位 千野靖果（２年）
１分１８秒２６
５０ｍ背泳ぎ ３位 千野靖果（２年）
３２秒７８

男子 団体 ２回戦
準々決勝
準決勝
順位決定戦

甲一
塩山
明誠
都留

１６―１５
５０― ８
２４―１２
２６―１０

女子 １回戦
２回戦
５位決定予備戦
７位決定戦

甲一
駿台
都留
韮崎

２５―１９
４６― ８
３９―１５
３２―１４

３―０
２―１
２―０
２―１

農林
甲南
甲一
甲一
４位

シングルス
準決勝
中込（駿台）８―０ 保坂（甲一）
第２代表決定予備選
保坂（甲一）８―４ 斉藤（甲工）
第２代表決定戦
中沢（駿台）８―３ 保坂（甲一）
４位

ハンドボール（学校得点 男子１点）
男子 １回戦
準々決勝
５位決定予備戦
７位決定戦

甲一
甲一
山学
甲工

城西
甲一
甲一
甲一
８位
甲陵
甲一
甲一
甲一
８位

女子 団体 ２回戦
準々決勝
準決勝
順位決定戦

甲一
甲一
東海
山学

３―０
２―０
２―１
２―０

昭和
甲西
甲一
甲一
４位

空手（学校得点 女子２点）

バドミントン
男子 １回戦 巨摩 ３―１ 甲一
女子 ２回戦 城西 ３―２ 甲一

柔道

サッカー（学校得点 男子１点）
２回戦 甲一 ４―２ 北稜
３回戦 昭和 ３―０ 甲一 ベスト１６

女子 個人－52kg級 ４位 桂原幸世（２年）

アーチェリー（学校得点 男子２点）
剣道（学校得点 男子１点 女子１点）

バレーボール
男子 １回戦 吉田 ２―０ 甲一
女子 ２回戦 城西 ２―０ 甲一

ソフトテニス（学校得点 女子１点）
男子 団体 １回戦
２回戦
女子 団体 １回戦
２回戦
準々決勝

甲一
増穂
甲一
甲一
清和

２―１
２―０
３―０
２―１
２―０

明誠
甲一
明誠
甲東
甲一
ベスト８

卓球（学校得点 男子１点）
男子 団体 ２回戦 甲一 ３―１ 桂
３回戦 吉田 ３―０ 甲一
ベスト１６
女子 団体 ２回戦 甲東 ３―１ 甲一

登山（学校得点 女子３点）
男子 ６位
女子 １位

８４．６７点（関東大会へ）
９３．２２点（全国大会へ）

男子 団体組手１回戦
明誠 ３―２ 甲一
個人組手 ベスト８ 荻原和希（３年）
女子 団体組手準々決勝 甲一 ２―２ 日川
３位決定戦
市川 ４―１ 甲一
団体形準決勝
航空 ５―０ 甲一
３位決定戦
甲一 ５―０ 日川
３位

男子 団体 １回戦 甲一 ４―０ 笛吹
２回戦 北杜 ４―０ 甲一
ベスト１６
女子 団体 ２回戦
甲一 ４―０ 英和
準々決勝 甲商 ５―０ 甲一
５位－８位リーグ
１勝１敗１分 本数より６位
個人 古谷美佳（３年）４回戦敗退
ベスト１６

男子 団体
個人
女子 団体
個人

１位
３位
２位
２位

１８２０点
青柳玲矢（３年）６１３点
１１１４点
永田有紗（３年）５７０点

ゴルフ
男子 団体 ３位
個人 ５位 坂本翔（２年）

弓道（学校得点 男子１点）
男Ａ・Ｂチーム、女Ａ・Ｂチーム共に
決勝トーナメント進出
男子 甲一Ａ ６―５ 北稜Ｂ
甲工Ｂ ８―７ 甲一Ａ
７位（競射による）
甲陵Ａ ９―４ 甲一Ｂ
女子 甲一Ａ ５（２）―５（３）甲商Ａ
（競射による）
甲一Ｂ ５―４ 韮崎Ａ
北稜Ａ ６―４ 甲一Ｂ ベスト１６

【選手の活躍を陰ながら支えた応援団と生徒会本部】

総合得点
男子 １１点
女子 １１点

総合順位
１１位
１８位

