５月８日から

日にかけて、 第

回山梨県高等学校

点

競技 、 ２５６ 人の 生

総合体育大会春季大会が小瀬陸上競技場をはじめとする
各会場で 行わ れた 。 本校 から は

位、 女子は

点で６位入賞。 男女ともに昨年を大

徒が参加 し、 熱 戦を 繰り 広げ た。 男子 は総 合得 点
で

年生が引退する。 今まで積み

今大会をもっ て、 多くの３
集中力や粘り強さが、 大学受

また、 日々の部活動で培っ た

験という険しく高い壁を乗り
越えるための大きな助けとな

上げ、 磨いてきた自信や誇り
は、 決して他には変えられな
るはずだ。

合だっ たが、 自分ら しい

男子三段跳びでは日向一

しかっ た」 と語っ た。

松 和 十君 が ６ 位 、 １ ０ ０ ㍍

陸上競技は５月４、

ハードルで加賀美蘭さん

こ の他 、 １ ５ ０ ０ ㍍ で 村

勝。 日向君は走り幅跳びで

で優

も５位に入賞し関東出場を

㍍

良かっ た。 目標の優 勝が

機君（ ３年） が

達成 でき てホ ッ ト して い

レー ス 展開 に持ち 込め て

小 瀬ス ポ ー ツ 公 園 山

（ ３年） が５位で関東出場

８、 ９日 の３ 日 間、

梨中銀ス タジ アム で

決めた。 試合後、 日向君は

い切っ たプレー で戦っ ていき

相手だが自分たちらしく、 思

優勝だっ たの

台を跳んでの

ていることである。

また自己ベストにもこだわっ

録では満足していないこと、

ることは、 決して総体の記

今回の取材で共通してい

㍍

で嬉しかっ た

はひとり

が、 走り幅跳

日か ら

関 東大 会は６ 月

日 にかけて、 埼玉県 熊谷

習したことが

場で行われる。 （志村佳）

スポー ツ文化公園陸上競技

悔しい が、 団体で 関東に 出場

大会出場 を決めた 。 女子 の関

男女共に 団体形、 組 手で 関東

目標は ベスト８ 。 達成で きる

いの残 らない試 合を した い。

また 関東大会 に向 けて 「 悔

と総体を振り返っ た。

空手競 技は５月 ８、 ９ の両

発揮できず悔

行けたが、 練

びでは関東に

を決めた。

る」 と喜びを語った。

「 皆で努力してきたことを結

インター ハイでも全力が出せ

「 三段跳びで

行われた。
今大会 で５ 種目 で
４人が関 東大 会出 場
を決めた。
男子８００㍍では、

秒で優勝、

望月 光樹 君（ ３ 年）

村松 和十 君（ ３ 年）

が２分

優勝。 ダブルスでチー ムを勝

附高に２対０で勝利し、 見事

（久保寺）

い財産となっ たことだろう。

日にかけて、 小瀬ス

が２分

なっ た。

秒で４位と

利に導いた小倉正寛君（２年）
は「 関東大会に出場できるこ

「 予選から厳しい試

ることができた。 試合中の先

果として残すことができ、 と

るように一生懸命練習をして

本校 空手 部 は女 子 団 体形 で

できた ことはと ても 嬉し い」

３位、 男子団体組手は５位で 、

日、 小瀬武道館で行われた。

関東大会は６月８日から

たい」と語っ た。
また女子は団体戦で山梨学

テニスの森公園で行われる。

日、緑が丘洋弓場で行われた。

アー チェ リー 競技は５月９

たことと、我々の人選が良かっ

は「 参加した高校が少なかっ

部長の大澤恵介君（ ３年）

関 東大 会は ６月 １ 、 ２の 両

日、 千 葉県 市原 緑地 運 動公 園

臨海 競技 場で 行わ れ る。

（近藤）

弓道競技は

にかけ て、 小瀬武 道館で 行わ

関 東大 会は ６ 月 ７か ら ９日

語った。

部長の丸茂和将君（ ３年 ）

に入賞した。

は「 個人戦で勝ち残れなか っ

れる。

（久保寺）

たのが自 分として は、 と ても

ムに見事勝利し、３位に入賞。 を楽しみたい」 と意気込みを

念願の関東大会出場を決めた。 語っ た。

部長の石川千夏さん（３年）

謝の気持ちを忘れず、 一射一

関東大会は６月１、 ２日の

の両日、 小瀬

喜びも倍増であっ た。 このよ

両日、 群馬県ぐんま武道館弓

本校弓道部

うな結果を残せたのも、 仲間

３位決定戦で

射を大事にして、 精一杯試合

志村敢人

植松澄香

近藤 久美 子

嶋田 遥

久保寺一輝

志村佳太

〈 甲一新聞部員〉

志村敢人

レイアウト・写真

○記事以外の担当

は「 自然体で射ることができ

は、女子Ａチー

の応援や支えがあっ てこそ。

武道館弓道場

ムが決勝トー

自分たちだけでは決して成し

道場で行われる。 （久保寺）

ナメントに進

得られなかっ た」 と総体を振

た。 競射で競っ て勝てた分、

出。 同チー ム

関東大会に向けて清水美優

り返り語っ た。

ト３回戦で市

（３年）さんは「仲間や先輩、

山梨高Ａチー

に敗退するも 、 家族といっ た周りの人への感

川高Ａチー ム

はトー ナメン

で行われた。

５月８、 ９日

て試合 に臨みた い」 と抱 負を

位となっ た。 チー ムキャ プテ

本校アー チェ リー 部は、 男

たのが勝因だと思う。 勝っ た

なる。 また女子 は総 合で ３位

よう、 部員全員が一丸 となっ

の課題を克服し、 練習通りに

子団体で世界ユー ス選手権大

ものの得点が低く、関東に行っ

関東への意気込みを語っ た。

東出場は ３年連続 、 ３回 目と

院大附高に０対２で破れ、 ２

日にかけて、 東京都有明

いきたい」 と喜びを語っ た。

り、この結果を残せたと思う。 ても嬉しい。 関東では、 強豪

輩方の支えが自分の励みにな

望月 君 は
とになり、 とても嬉しい。 応
援してくれた皆さん
に感謝したい。 この
勝利は部員全員で勝
ち取っ たので、 皆の
気持ちを背負っ て頑
張りたい」と語った。
シングルス２位で
インター ハイ出場を
決めた権太圭吾君
（ １年） は「 日頃の

01

（嶋田）

臨めば、 昨年の順位を上回る

会代表選手に選ばれた鬼山直

て通用しないと思う。 チー ム

練習の成果を発揮す

14

ンの片俣茉莉さん（ ３年） は

と思う。 体調に気をつけて元

也君（ ３年） が出場している

で得点アッ プを目指していき

て満点であっ た。

５位に入賞した男子は

日かけて、 神

大会に出場する。

【800ｍ望月光樹君（写真右）
トップでゴールの瞬間】

14

14

テニス競技は５、 ６、 ８日
から
ポー ツ公園テニス場で行われ

任の藤原剛先生は「 まずは真
剣に試合に臨んだ多くの選手
た。

女、弓道部女子、空手部男女、 校が集まる大会なので、 結果

男 子は団体 戦で山梨 学院大

たちの健闘ぶりを讃えたい。
その中でこのような良い結果
がでたことは非常に嬉しい。

で支えていた一般生徒の応援

また、 選手たちの頑張りを陰

ス部の権太圭吾君（ １年） が
や生徒自治会本部の働きにも

きく上回る素晴らしい結果を残した。
今年は天候に恵まれ、 日差
シングルスでインター ハイへ

関東大会に出場する選手た

感謝したい」 と語った。

しが強い快晴の空の下、 総合

また、 テニス部男女、 陸上

の出場権を獲得した。

校２

開会式は山梨中銀スタジアム
で 盛大 に開 か れた 。

よりも自分たちのプレー がで

ちに対して「 関東大会は強豪

入場行進をした。 一高からは
山岳部男子が激戦を制して関

５００人以上の生徒が参加し、 部 男 女 、 ア ー チ ェ リ ー 部 男

奥山一秀教頭先生を団長に、

きるよう試合に臨んでほしい」

さんは「 今回のインター ハイ

位

は２週間近く現地入り をする
長丁場となる。 前回は

気に帰っ てくることを第一に

東海大甲府高を破り、 １５０

位に入賞した。

頑張りたい」 と語っ ていた。

１点で見事優勝。 女子は１２

たい。 その後は後輩にたくし

という結果だっ たが、 その時

インター ハイは８月２日か

０８点で２位に入賞。 男女共

ます。 これからも応援よろし

と熱いエー ルを送った。

東大会への切符をつかんだ。
大会を総括して、 生徒会主

約１００人が行進した。
今年の学校対抗順位は男女

位に、

位 か ら６ 位 と い う

位か ら

ともに順位を５つ上げ、 男子
は昨 年 の
女子は
良い結果となっ た。 この大会
で、 昨年に引き続き、 山岳部
女子が優勝し、 ２年連続の偉

ら６日にかけて、 大分県のく

に関東大会への切符を手にし

ころがあっ たが、 あとはすべ

部長の秋山瑛美さん（３年）

月８日から

くお願いします」 と語っ てい

じゅ う山系で行われる。
の雁坂嶺・笠取山で行われた 。

は「 天気図を担当した一瀬智

た。 また、 個人戦では山口直

事・幕営・学科試験・天気図・

かっ たら、

日にかけて、 奥秩父東部山系

登山競技は４人１組で、 炊

奈川県箱根町で行われ る関東
体力審査・登山技術の観 点か

は得られなかっ た。 一瀬さん

気を引き締めて臨みたい」 と

果に満足せず、 関東大会でも

発揮できたとは思う。 この結

ンの中、 自分のベストは充分

山口君は「厳しいコンディショ

個人で２位入賞を果たした

加さんが満点を取っ てくれな

らそれぞれの得点を出し、 合

には本当に感謝している。 総

という点

計点で順位が競われる。 本校

体当日はトラブルもなく、 ２

インター ハイに向けて秋山

て嬉しい」 と語っ た。

・

・

連覇を成し遂げることができ

山岳部女子は１００点中

という高得点で優勝し、
２連覇を成し遂げた。
学科試験で３問落とし たと

10

17

00

01

10

【団体優勝へと
導いた一射】

45
13

10

た。

【笠取山山頂に立つ山岳部女子】

也君（ ３年） が５４８点で２

10

（植松）

登山競技は５月８から

【関東への切符を手にしたテニス部員】
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業を成し遂げ、 また男子テニ

【山梨中銀スタジアムで盛大に開催された総合開会式】
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平成２５年５月２４日
第２２７号

第２２７号

平成２５年５月２４日

陸上（学校対抗得点 男子２点）

女子 １位

９９．７２点（全国大会へ）

個人 シングルス２位 権太圭吾（１年）

男子

（全国大会へ）

８００ｍ

優勝 望月光樹（３年） ２分００秒８３
４位 村松和十（３年） ２分０１秒６４

水泳（学校対抗得点 女子1点）

３位 保坂亮吾（２年）
ダブルス ３位 渡辺玲旺（２年）

５０ｍ背泳ぎ １位 千野靖果（３年）３１秒８９

１５００ｍ ６位 村松和十（３年） ４分１３秒７１
走り幅跳び ５位 日向一機（３年） ６ｍ５７（-０.４）
三段跳び

平林諒（１年）

ハンドボール

３位 小倉正寛（２年）

優勝 日向一機（３年） １４ｍ０１（０.０）

男子 １回戦

甲一 ２９－ ７ 韮工

（上記選手は関東大会へ）

２回戦

甲一 ４０－１７ 駿台

女子

本田風海（１年）
女子 団体 ２回戦

５位決定戦 山梨 ２４－１９ 甲一

１００ｍハードル ５位 加賀美蘭（３年） １６秒２
８位 加賀美蘭（３年）

準々決勝

甲一 ２―０ 駿台

女子 １回戦

甲一 ２５― ７ 甲西

準決勝

甲一 ２―０ 城西

２回戦

日川 ４０― ３ 甲一

決勝戦

山学 ２―０ 甲一

（関東大会へ）
走り幅跳び

甲一 ３―０ 山梨

５ｍ００

順位決定戦

２位（関東大会へ）

１回戦

甲一 １９―１１ 甲陵

２回戦

韮崎 ２１―１２ 甲一

空手
男子 団体組手 １回戦

バドミントン

甲一 ３―１ 韮工

準々決勝 航空 ５－０ 甲一
関東出場トーナメント

男子 １回戦 甲一 ３－０ 東海
２回戦 清和 ３－０ 甲一

１回戦

甲一 ３－０ 甲工

女子 ２回戦 増穂 ３―１ 甲一

決勝戦

甲一 ２－１ 駿台
５位（関東大会へ）

女子 総合３位
団体組手 １回戦

日川 １－２ 甲一

準決勝

航空 ５－０ 甲一

３位決定戦 甲一 ３－２ 市川

バスケットボール

３位（関東大会へ）

男子 ２回戦 昭和 ９４―６１ 甲一

個人組手 井上知優（３年） ベスト８

女子 １回戦

個人形

北陵 ９３―２８ 甲一

長谷川光妃（１年）ベスト８

サッカー
甲工 １－０ 甲一

柔道
バレーボール （学校対抗得点 女子１点）

男子 １回戦 工業 ０－４ 甲一

女子 ２回戦 甲一 ２―０ 清和
３回戦 韮崎 ２－０ 甲一

剣道
男子 団体 １回戦 巨摩 ４－０ 甲一

ソフトテニス（学校対抗得点 女子１点）
男子 団体 １回戦

甲工 ２―１ 甲一

女子 団体 １回戦

甲一 ３―０ 明誠

２回戦

甲一 ２―０ 甲西

準々決勝 甲商 ２―０ 甲一

女子 団体 １回戦 甲南 ５－０ 甲一

ベスト８

アーチェリー（学校対抗得点 男子２点）
男子 団体 １位 １５０１点

卓球（学校対抗得点 男子２点）
男子 団体 ２回戦

甲一 ３―０ 清和

３回戦

甲一 ３―１ 北陵

準々決勝

甲商 ３－０ 甲一

（関東大会へ）

個人 ２位 山口直也（３年）５４８点
女子 団体 ２位 １２０８点

（関東大会へ）

ゴルフ

５～８位戦 巨摩 ３－２ 甲一

男子 個人 ４位 坂本翔（３年）

７位決定戦 駿台 ３－１ 甲一 ベスト８
女子 団体 １回戦 甲一 ３―０ ろう
２回戦 航空 ３－０ 甲一

弓道（学校対抗得点 女子３点）

男子
女子

総合順位
１３位
６位

総合得点
１３点
１４点

男子 団体 ３回戦 Ａチーム １２射５中
Ｂチーム １２射３中 敗退
女子 団体 決勝トーナメント
３位決定戦 Ａチーム １２射７中
３位（関東大会へ）
個人 ２位 中村真琴（３年） １２射１０中

テニス（学校対抗得点 男子７点 女子５点）
男子 団体 ２回戦

山岳（学校対抗得点 女子３点）
男子 ５位

８９．９４点（関東大会へ）

甲一 ３―０ 甲東

準々決勝

甲一 ２―０ 東海

準決勝

甲一 ２―０ 工業

決勝戦

甲一 ２―０ 山学
優勝（関東大会へ）

【選手の活躍を陰ながら支えた応援団と生徒会本部】

