悔しさから

インターハイを振り返って

陸上競技 優勝
（男子１１０mH）
松戸国際高等学校

体操競技 優勝
（男子団体／あん馬／跳馬）
船橋市立船橋高等学校

村竹

橋本

ラシッド

今大会の優勝は、２月に行われた大阪室内陸
上に続く２度目の全国優勝となりました。イン
ターハイでの優勝は、今までずっと目標にして
いた事なので、今回達成できて非常に嬉しく思
います。しかしながら、インターハイ以外にも
「全国」や「日本」と名前の付く大会は幾つも
あります。つまり、「全国優勝」「日本一」とい
うものはその時の称号でしかなく、いつまでも
その名に乗っかっているわけにはいきません。
昨年のインターハイでは、初出場で決勝まで
進むことができました。正直準決勝まで進めた
ら満足と思っていたので、当時は自分でも喜ん
でいたと思います。しかし迎えた決勝では、組
中最下位という結果になりました。今までの陸
上人生の中で一番悔しかったです。同時にもう
二度と負けたくないという思いも芽生えてきま
した。
大会後は、今まで以上に熱心に練習に取り組
みました。怪我やスランプに悩まされた時期も
ありました。それでも乗り越えられたのは、顧
問の先生やコーチの方々の指導、家族や仲間の
支えがあったからです。こんなに毎日楽しく
笑って陸上が出来る環境がなければ、僕はここ
まで頑張って陸上に取り組めなかったと思いま
す。インターハイで優勝することもなかったと
思います。僕を支えてくれた方々には感謝して
もしきれません。
だからこそ、様々な大会で良い結果を収める
こと、何よりも元気に走っている姿を見せるこ
とが、支えてくれている方々への恩返しになる
のかなと思います。
恩返しだけではありません。更に飛躍する為
に、強くなる為に、その時の称号に踊らされず、
環境や人々に感謝しつつ、これまでの自分に驕
ることなく努力し続けたいと思います。
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大輝

今回、インターハイでの団体優勝、種目別に
おいてもあん馬、跳馬で優勝することができ、
とても嬉しく思います。
私たち市立船橋高校体操部は今年、インター
ハイ団体総合優勝を目標に１日１日を過ごして
きました。また私自身最後のインターハイにな
るので悔いのないようこの１年間は、自身の得
意種目のさらなる強化や、苦手種目の底上げを
してきました。また、失敗しない選手になるた
めに試合に向けての準備を早くから始め、自信
を持って演技ができるよう努めていきました。
競技中は特に練習の成果を発揮できるよう、丁
寧に演技することを心がけました。また、仲間
と声を掛け合いチーム一丸となれたからこそ優
勝することができたのだと感じています。そし
て、今回優勝して感じたことは、決して１人の
力ではないということです。指導してくださっ
た先生方や、いつでも支えてくれる家族、大会
の運営をしてくださった方々、また何より今ま
で一緒に練習をし、切磋琢磨してきた仲間たち
が必死で応援をしてくれたからこそ獲れた金メ
ダルだと思います。様々な面で支えてくれた
方々には感謝の気持ちでいっぱいです。
今回の結果に満足することなく、また、励み
にしてさらに練習を重ね、自身の目標達成に向
け精進していきたいと思います。ありがとうご
ざいました。

インターハイを終えて

あの感動をもう一度

体操競技 優勝
（男子団体／つり輪）
船橋市立船橋高等学校

体操競技 優勝
（女子個人選手権）
東京学館高等学校

金田

塙

希一

今回、インターハイという大きな試合で団体
優勝、種目別つり輪優勝という結果を残すこと
ができ、大変嬉しく思います。
私は、昨年のインターハイで個人として出場
しました。昨年は団体優勝を目の前で見ていな
がらも、自分自身の失敗もあり、結果を残すこ
とができず、悔しい思いをしました。この時か
ら来年は団体メンバーに入って団体優勝をする
と心に決めました。それから１年間、自分の演
技を見つめ直し、どうしたら点数を上げられる
のかを考え得意種目であるつり輪の強化や苦手
種目のあん馬と鉄棒の克服に力を入れていきま
した。そして失敗を減らすための通し込みや演
技の質を上げるための技術練習も欠かさず行い
ました。また、練習後のトレーニングを必ず行
い、力強く美しい演技ができるようになってき
ました。そしてこのような大舞台で団体優勝、
つり輪優勝という形で結果を残せたことは私の
自信になりました。また、このような素晴らし
い結果を残すことができたのは私１人の力では
決してないと思っています。熱心に指導してく
ださった先生方、サポートをしてくれた両親、
大会を運営してくださった方々、そしてなによ
り一緒に練習をし、必死に応援してくれた仲間
たちの力があったからこその優勝だと感じまし
た。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
私は高校卒業後も大学で競技を続けます。今
のままでは、大学で戦うには力不足です。でき
る技を増やし、質の高い美しい体操を目指しま
す。そして今回の経験を活かしてさらに上の試
合で活躍し、ナショナルメンバーになることを
目標に努力していきます。
本当にありがとうございました。

颯香

私は２回目のインターハイ出場でした。去年
は団体優勝で２連覇を果たし、今年は３連覇を
目標にしていました。
予選では段違い平行棒からのスタートでした。
私は今大会で初めての構成で挑んだ結果、ミス
をしてしまいました。２種目目の平均台でも、
上がりのロンダードスワンで落下してしまい、
またしてもミスをしてしまいました。チームに
迷惑をかけてばかりでしたが、３種目目からは
チームの流れは良く、最終種目まで良い流れの
ままでいくことができました。予選は団体１位
で通過することができ、次の日の決勝に臨みま
した。予選でミスのあった段違い平行棒では、
ミスをせずに演技をすることができ、平均台で
は予選で落下した技はやらずに、ミスを押さえ
ることができました。しかし、チームのミスは
何個か重なってしまい、その結果団体は準優勝
でした。３連覇の夢は叶わず、とても悔しかっ
たです。
個人では、段違い平行棒、平均台で攻めた演
技をすることができたので、優勝することがで
きました。この経験を、次の試合にも繋げてい
きたいです。
私が優勝できたのは、先生方のご指導のおか
げです。また、家族だけではなく、様々な方々
の応援や協力があっての結果だと思っています。
携わっていただいた方には感謝しかありません。
これからも、感謝、喜びを忘れずに頑張ってい
きます。
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夢の全国大会優勝

私の夏

新体操競技 優勝
（女子個人／ボール）
クラーク記念国際高等学校

水泳（競泳） 優勝
（男子１００mバタフライ）
東海大学付属浦安高等学校

山田

井上

愛乃

私は令和元年度全国高等学校総合体育大会の
新体操の部において個人総合優勝を果たすこと
ができました。この結果は日々の練習で指導を
してくれている先生、見守ってくれている仲間
や家族のおかげだと感じるとともに、すべての
人達に感謝をしています。
本大会において実施した競技は２種目あり、
ボールでは満足のいく演技ができました。しか
し、２種目のクラブでは一瞬のミスから満足の
いく演技をすることができませんでした。序盤
に一瞬手具操作に手間取ってしまい、そこから
焦りも出て、あまりよくない流れから、最後に
手具を取り損ねて手具なしで演技終了となり、
大きな減点につながってしまいました。そのよ
うな大きなミスがあり、結果については最後の
発表があるまで気を抜くことができませんでし
たが、優勝をすることができて本当に良かった
と思います。
これらを踏まえ、日頃の練習が間違っていな
かったと確信を持ちました。
私は普段の練習では、日ごとの目標を決め、
自らの演技を難易度の構成を考えながら、なる
べく完璧に近づけられるよう何度も反復練習を
しています。
何度反復練習をしても、試合本番で心身の状
態が悪い時にはミスをしてしまうこともありま
す。そして、新体操競技においてはミスがミス
を生むことも多々あり、悔しい思いを何度もし
てきました。そこで私はいかなる時でも試合本
番を想定して、練習することを徹底しています。
普段から演技がうまくいかずミスをしてしまっ
ても、ミスを引きずることなくその影響を最小
限に抑えて、最後まで自分の演技をやり切るこ
とができれば、結果もついてくるのだというこ
とを今回の大会で学びました。
これからも感謝の気持ちを忘れずに努力しま
す。
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海

私は８月１６日、熊本に着きました。そして１７
日から行われるインターハイのために最終調整
をして本番に向かいました。私の出番は１８日の
２００メートルバタフライと１９日の１００メートルバ
タフライでした。しかし、本命の２００でまさか
の２位でした。私の中ではとても衝撃的でまさ
か２００で負けるとは思ってもいませんでした。
かけてきた２
００で負けてショックでしたが、気
持ちを切り換えて次の日の１００に臨み、優勝す
ることができました。
私はこの大会を通じて気持ちの切り換えの大
切さとトレーニングの積み重ねの重要さを学び、
多くの課題を見つけることができました。気持
ちが入りすぎていた２００で負けたことによって、
新しい自分を見出すことができたのだと思いま
す。
トレーニングに関して振り返ってみると、冬
場の厳しい練習で何度も心が折れて良い練習が
積めてなかったのが今回２００で負けた大きな要
因だと思います。陸上トレーニングに関しては、
怠けることが多かったです。今思うと、一日一
日を無駄にしてきた私はまだまだ三流で、トッ
プアスリートにふさわしい一流には程遠いと実
感することもできました。
この夏の失敗をしっかり来シーズンに活かせ
るように冬場も妥協せず、努力を怠らないよう
にしたいです。また競技力の向上と共に人間性
の向上も目指し、もっともっと応援されるよう
な選手になって、より良い結果を出せるように
頑張りたいです。

令和元年のシーズンを終えて

夢にまで見たテッペン

水泳（競泳） 優勝
（男子２００mバタフライ）
昭和学院高等学校

ボクシング 優勝
（男子ライトウェルター級）
沼南高等学校

寺門

髙橋 麗斗

弦輝

今年の夏、私は昨年から目標にしていたイン
ターハイで優勝することが出来ました。昨年の
夏のインターハイでは決勝に残ることすら出来
ず、悔しい結果で終わってしまいました。会場
では、自分が出る予定だった決勝のレースをス
タンドから眺めることしか出来ませんでした。
しかし、その決勝レースは私にとって何か特別
に輝いて見えました。その時に感じたことは、
「インターハイ決勝の舞台ってかっこいいな！
来年は絶対に優勝してやる。」と強い憧れと気持
ちを持ち続けて１年間コツコツと毎日練習に取
り組めたことが優勝に繋がったと思います。
今年のレース前は、不安と緊張でガクガクで
したが、家族や仲間の応援でリラックスし、
レースに望むことが出来ました。そのおかげで、
自分のレースに落ち着いて取り組むことが出来、
レースのラスト５０ｍで先頭の選手を抜かすこと
が出来、優勝することが出来ました。ゴール
タッチ後は、自分自身が本当に優勝できたとは
思わず、電光掲示板を確認した時にはとても嬉
しい気持ちが込み上げてきました。そして、自
分に少し自信を持てるようになり、今後も更に
努力して上を目指していこうという新たな目標
を立てることが出来ました。
９ 月 の 国 民 体 育 大 会 で は、４００ｍ 個 人 メ ド
レーで３位に入賞することが出来たり、ジュニ
アの日本代表としてアジアエージグループ選手
権という遠征に参加出来たりと、着々と少しず
つではあるが力が付いてきているのを実感して
います。
将来の自分から見た今の自分は、まだまだ未
熟であり、通過点に過ぎないので満足している
場合ではなく、これからも更に努力していこう
と思っています。将来は、世界大会に出場し、
最終的にはオリンピックでメダル獲得を目標に
頑張っていきます。

小さい頃から兄の背中を見て育ち、兄に勝ち
たいと思い空手やボクシングに打ち込んできま
した。ボクシングを小さい頃より教えてくだ
さった先生が沼南高校へ転勤となり、何時しか
沼南高校にボクシングの練習に通うようになり、
先輩方が必死で練習をし、目指している全国総
体での優勝を自分でも夢見るようになりました。
また、中学生よりアンダージュニアの大会にも
参加するようになり勝つ喜びを覚えました。そ
の頃から様々な指導を受け今までのボクシング
スタイルからステップアップし、１年から千葉
県の予選を勝ち抜き全国総体に出場しましたが、
アンダージュニアの大会とは別物で有ることを
強く感じました。体の大きさや、技術、精神面、
体力面と数段レベルが違っていました。県大会
でも先輩に良きライバルがおり、学校の先輩に
強い人がいたおかげで夢を追いかけることがで
きました。２年になれば勝てるだろうと安心感
がある中で負けたこともありました。そんな良
きライバルが県内や全国に多くいたおかげで今
の自分がいるように感じます。負けた悔しさを
胸に、たゆまぬ努力を惜しまず、先生からの叱
咤激励を受け最後の全国総体に挑みました。出
場前に痛めた左肘がようやく使えるようになっ
たが思いっきり打つことができない状況の中ど
うやって勝ち進もうか悩んでいましたが、自分
のスタイルを変えるのでは無く少しの工夫で勝
つことができる精神の上達をはかることができ
ました。いままでいろいろな人に助けられ応援
してもらい今の自分があることがよくわかって
きました。自分のためでは無く、指導してくだ
さった先生をはじめ応援してくださった人や、
先輩方やライバルに感謝したいと思います。
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仲間とともに

インターハイ優勝までの壮絶な道のり

ボクシング 優勝
（男子ライト級）
習志野市立習志野高等学校

レスリング 優勝
（女子５０㎏級）
日本体育大学柏高等学校

堤

片岡

麗斗

「全試合圧勝で優勝する」
今年度のインターハイ出場に際し、立てた目
標です。昨年度は経験豊富で強い上級生が多く
いるなか、なんとか優勝し、その後の国民体育
大会、全国選抜大会も勝ち、国内３冠を達成す
ることができました。ですから今年は、優勝す
ることはもちろん、勝ち方の質にもこだわりた
いと考え練習に励んでいました。
ところが、順調に調整できていると思ってい
た矢先、練習中に左手をケガしてしまったので
す。医師の話では骨折の一歩手前で、試合で左
手を使うことは厳しいとのことでした。これで
は圧勝の優勝どころか、普通に勝つことすら難
しいのではと、弱気になり、不安な思いがどん
どん大きくなっていきました。そんなとき、
チームの仲間が励ましてくれたのです。「麗斗
なら絶対大丈夫だよ」との声かけに勇気がわい
てきました。インターハイ終了後、新キャプテ
ンになることが決まっていた私は、自分のがん
ばる姿でみんなを引っぱっていきたいと考えて
いたので、ピンチの状態でもあきらめない姿勢
をみてもらうチャンスだと、さらに奮起しまし
た。
初戦はほぼ、右手だけで戦い、勝利すること
ができましたが、これで決勝までいけるのかと
いうネガティブな感情が再び起こってきました。
できることはすべてやろうと、大会会場付近の
病院を探し、次の試合からは痛み止めの処置を
して試合に臨みました。それでもやはり、痛み
の怖さから、いつも通りに左を打つことはでき
ず、思い通りの試合展開まではほど遠かったも
のの、優勝することができました。
途中何度か弱気になりそうなとき、支えに
なったのは仲間の存在です。セコンドとしてリ
ング下から必死な声で応援してくれる仲間、会
場には来られなくても激励のメッセージを送っ
てくれる仲間、この素晴らしい仲間のおかげで
２連覇を達成できたのだと思います。これから
もがんばり、来年度は自身の３連覇に加え、こ
の仲間たちとともに団体で優勝することが目標
です。
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「インターハイで優勝する。」これは高校入学
当初からの私の大きな目標でした。インターハ
イといえば高校の最大の大会であり、高校生で
あるうちでしか経験することが出来ない貴重な
大会です。
高校１年生でのインターハイでは、５位とい
う結果に終わりました。初めて経験する高校の
舞台の大きさに圧倒された感覚を、今でも身に
染みて覚えています。自分がこの高校チャンピ
オンの争いに絡めることすら厳しいというのが、
その時の現状でした。２年生になってすぐに膝
の靱帯断裂という大怪我を負い、その年のイン
ターハイは諦めざるを得ないと医師に告げられ
ました。しかし、様々な治療やリハビリを積み
重ね予選を突破することが出来ました。本選で
は決勝まで進むことができました。しかし決勝
は１年前と同じ相手に敗れ、２位という結果に
終わりました。あと一歩の大きさに悔しさを感
じると共に来年は必ず優勝したいという決心に
繋がり、その後の１年間壮絶な練習を積んだ結
果、３年生でインターハイ優勝を遂げることが
できました。
今振り返れば、インターハイ優勝までの２年
半の道のりは決して簡単に語れるものではあり
ません。思い通りに行かず伸び悩み、もう辞め
てしまいたいと思う日も正直多かったです。し
かし逃げずに心身ともにここまで成長できたの
は、厳しく熱心に指導し続けてくださった先生
方やいつでも応援し支えてくださった両親をは
じめとする周りの人々のお蔭です。インターハ
イ優勝という１つの目標を達成できたのは嬉し
いですが、次の目の前の１つ１つの目標に向け
て今は切り替えて私なりに日々邁進しています。
これからも困難に立ち向かい、目の前の全てに
全力を尽くしたいです。

インターハイを振り返って

悔しさを力に変えて掴んだインターハイ優勝

レスリング 優勝
（男子９２㎏級／学校対抗）
日本体育大学柏高等学校

少林寺拳法 優勝
（男子組演武）
桜林高等学校

トワードルジ ブフチョローン

髙橋

私は、令和元年度全国高校総合体育大会レス
リング競技、男子９
２kg級で優勝することができ
ました。
高校から日本に来て、日本体育大学柏高等学
校のレスリング部に入りました。１年生では先
輩方に勝つことが出来ず、全国大会に出場する
こともできませんでした。初めて全国大会に出
たのは３月に行われた全国選抜大会で、初の全
国大会で緊張もありましたが強い先輩方と練習
をしてきた事で危なげなく決勝戦に進むことが
できました。迎えた決勝戦でしたが、前半ポイ
ントを取りリードしていましたが、試合終盤に
逆転を許してしまい準優勝と、とても悔しい思
いをしました。そこから負けた相手に勝つ為、
優勝する為に練習を見直しそれまでより試合を
意識して練習してきました。迎えたインターハ
イ当日、１日目の１試合目は緊張して動きが固
く自分の動きが出来無かったですが、勝つたび
に動きが良くなり２回戦以降は落ち着いて試合
ができ、２日目に残りました。２日目、準決勝
を勝ち決勝に進みました。決勝の相手は前回負
けた相手。３月に負けた悔しさ、そこから５ヵ
月の間に必死に練習してきて、試合前から勝つ
自信がありました。練習してきた得意技が決ま
り、テクニカルフォール勝ちで優勝しました。
３月の全国選抜大会の雪辱を果たすとともに、
全国大会で初めて優勝をすることができました。
負けた事で練習に対しての意識も変わり自分を
見つめ直すことができました。また、指導して
下さった先生方には感謝しかありません。
私はまだ２年生なので、来年度も優勝のチャ
ンスがあります。３年生に上がっても優勝し、
連覇を達成出来るようにこれからも頑張ってい
きたいと思います。

私は幼い頃から少林寺拳法の道場に通ってい
ました。中学時代に少林寺拳法を辞めようとし
ていた私に少林寺拳法を続けるように背中を押
してくれた先輩がいて、その先輩とともに全国
中学生大会で優勝することができました。尊敬
し、憧れの先輩が桜林高校に進学したこともあ
り、その先輩を追いかけて私も入学しました。
入学当初は厳しい練習についていくことが精
一杯で、大会でも思うような成績を残せません
でした。インターハイで優勝することができる
か不安になりました。その後自分の能力を見極
めて、課題を克服すべく、向上心を持って練習
をしてきました。２年生の秋から主将として部
全体を統率し、私自身も男子組演武で県新人大
会、関東選抜大会でも優勝し、その後の全国選
抜大会やインターハイへ向けて、大きく成長し
たことを実感することができました。しかし男
子組演武のパートナーである水上英信が病気に
罹り、全国選抜大会には男子組演武で出場する
ことができませんでした。優勝を目標にしてい
た私たちにとってとても悔しい出来事でした。
４月にパートナーの病気も回復し、練習を再開
することができました。県総体を優勝し、迎え
た関東大会ではライバルである埼玉県川越東高
校に惜しくも敗れ、この時も悔しい思いをしま
した。今までの悔しさが原動力となり、イン
ターハイまでの練習では日本一の意識を持って、
妥協せず、満足せずに取り組むことができまし
た。インターハイの決勝では練習の成果を全て
出し切り、悔いのない最高の演武ができました。
優勝した瞬間は涙が止まりませんでした。何が
あっても支えてくれた母親に優勝カップを持た
せることができ、本当に幸せでした。今まで支
えてくれた多くの人と、様々なことを共に乗り
越えてきたパートナーの水上に感謝の気持ちで
いっぱいです。

右京
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病気を乗り越えてのインターハイ制覇
少林寺拳法 優勝
（男子組演武）
桜林高等学校

水上

英信

私はインターハイ男子組演武において、高校
生活の中で一番の目標だった全国制覇を成し遂
げることができました。
桜林高校に入学してから、少林寺拳法と出会
い、全国でも実績のある部活動で自分を試して
みたいと日本一を目指し、日々の厳しい練習を
乗り越えてきました。１年生の頃から団体演武
のメンバーに選ばれ、県新人大会、関東選抜大
会、全国選抜大会と多くの大会に出場する機会
をいただき、先輩方とともに大舞台での経験を
積み重ね、私自身も全国トップレベルの選手と
切磋琢磨し、２年生の時には平成最後のイン
ターハイ男子団体演武において優勝することが
できました。２年生の秋に私たちが中心となり、
男子組演武、男子団体演武の中心選手として県
新人大会、関東選抜大会に出場し、優勝し、そ
の後続く、全国選抜大会、インターハイ優勝を
目標に掲げて取り組もうとしていました。その
矢先に、内臓の疾患が見つかり、医師より激し
い運動はしないようにと診断を受け、全国選抜
大会は出場することができませんでした。部員
の皆、そして組演武のパートナーであった高橋
右京とともに日本一を目指し、一生懸命練習し
てきたにも関わらず、出場することができない
悔しさ、パートナーに対して申し訳ない気持ち
でいっぱいでした。
４月になりようやく体調も回復して、全力で
練習することができるようになりました。イン
ターハイでは全国選抜大会の悔しさをバネに全
力で挑戦することができると心に誓い、最高の
状態でインターハイに挑みました。インターハ
イの決勝では勝つことを考えるのではなく、楽
しむことを意識しました。優勝が決まった瞬間、
涙が止まりませんでした。この感激は一生忘れ
ません。ここまで成長することができたのは、
先生方や先輩、家族が支えてくれたおかげです。
改めて感謝の気持ちを伝えたいと思います。
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