
 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 

成長の証 次代のエースへ 
    笹田 財田 激戦の近畿へ 

 

 

 

 

 

 

 
  

兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会が、8月 23～25日 神戸ユニバー記念競技場に於いて開催された。 

本校からは、東播地区予選会を勝ち抜いた 23 名が、近畿ユース大会を目指し参加した。ユース大会は、中心と

なって部を牽引してきた 3年生が抜け、次世代を担う 1,2年生が、どれだけの闘いができるのかが試される大会

である。東播地区予選会での反省を活かし、また夏合宿で鍛え、学んだことを活かす大会でもあった。 

 3 年西村に勝るとも劣らない素質を持ちながら、昨年のユースは、110mH 400mH ともに四位と近畿ユースに出

場できず、インターハイでも県で敗退、秘めたる力を出し切れていなかった笹田だが、その敗北の中で少しずつ

彼の中で何かが変わりつつあった。今大会も今までよりも力強い走りを見せてはいたが、400mH では昨年に続い

ての 4位、変化が結果に結びつくにはもうひと踏ん張りかと思われたが、110mH の決勝に進出した彼の顔と目力

は、「絶対に優勝争いをする」と思わせるものであった。その勢いそのままに、見事自己新で２位に入賞し、成

長の証を見せてくれた。 

 1年女子 400mでは、財田が「素質の片鱗」を見せ、3位に入賞し近畿への切符を手にした。東播地区予選を２

位で通過し、ランキングも 2位で臨んだ大会で、しっかりと力を発揮しての出場権獲得であった。しかし、持て

る力の半分も発揮できていない。まだまだ「未完の大器」身体的にももっともっと鍛えあげる部分があり、精神

的にもさらに強くなっていかなくてはいけない。今からまだまだ伸びる余地を残している。さらなる成長の為に

も近畿と言う場を経験することがユースの大きな目的であった。「井の中の蛙」が大海を知り、もっと大きな世

界で、もっと大きな可能性に挑戦していくチャンスをつかむことができたのである。 

 男子では、これも次代のエースとなるべき戸塚がやっと「走れる」状態になってきた。中学時代には、県のト

ップレベルのランナーとして県の代表にも選ばれた実力を持つ選手であったが、入学後は故障等で練習をしっか

りと積み上げることができず、当然ながら期待に反した結果しか上げられていなかった。やっと少しずつ練習を

し始めたところであり、まだまだ闘える状態ではない。この結果をしっかりと次につなげてもらいたい。長距離

陣は、3000nSCで岡田が自己新を出したものの、ブロック長として先頭に立つべき五百蔵は２種目共に実力とは 
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程遠いレースとなり、東播地区予選で粘り強く走り、期待された藤井 仁村も別人のような走りで残念な結果に

終わった。大きく飛躍するための試練としてしっかりと受け止めてもらいたい。男子跳躍でただ一人の梶尾は、

記録なしに終わるも、日頃の彼の練習に取り組む姿勢には目立たないが着実に積み上げるものがあり、秋のシー

ズンでの自己記録更新を期待したい。チーム力を示すリレーも二種目共に予選敗退となったが、先輩たちがリレ

ーカーニバルから意地で盛り上げたインターハイの流れを引き継ぎ、来季のファイナル出場に向けて挑戦しても

らいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子では、財田と同様に秘めたる力を持った選手が多く、潜在能力を引き出せれば上位入賞も期待できると思わ

れたが、やはり克服すべき課題はきちんと試合に出ており、もう一息という結果につながった。走高跳、やり投

の二種目で東播のトップに立ち、非凡な力を証明した城谷だが、故障による練習不足は致命傷となり、8 位、11

位に終わった。我武者羅に取り組む姿勢と苦手なことに挑む気持ちが備われば、今後の彼女を飛躍させてくれる

だろう。跳躍では、前山が決勝に進出して 7 位入賞を果たしたが、助走スピードがつけばさらに上位は確実であ

る。西垣は素晴らしいピッチを持ち、走力もまだまだ磨けば楽しみであり、それを跳躍に活かせれば結果に表れ

るはずである。土井も腰高で跳躍選手としての資質を持ち合わせているので、今は鍛える時、丁寧に練習をこな

して能力を引き上げる時である。 

2 年の投擲陣も試合で力が発揮できないという課題を持っているが、それぞれに持ち味があり、記録を大きく伸

ばせる可能性を秘めている。基本の徹底、パワーアップ、投げ込み 投擲として当然成すべきことのチェックを

もう一度しっかりとおさえたい。高寄は、奇跡の復活を果たしているが、故障に油断することなく、基本の投げ

を再チェックすれば、大幅に記録をアップさせる資質がある。塚田は 35m 以上を即投げられる練習での投げを

している。集中力をしっかりと持って、次のレベルに行くために自分を厳しく追い込むことが求められる。山本

は、投擲に移ってからしっかりと投げ込みを行い、練習では着実に記録を伸ばしているが、試合で全くその投げ

をできていないので、試合を想定した練習 アップの方法など工夫したい。 

ハードルの小林は、東播予選から記録は伸ばしたが準決勝進出を逃した。100m 400m の走力アップは必須であ

り、もっとハードルの台数を飛ぶこと、そして速い動作の獲得を目指したい。 

長距離は、800m で青木が決勝に進出して 8 位入賞したが、決勝では大きく記録を落としてしまったのが課題で

ある。チャンスをしっかりと自分のものとし、決勝で一番良い走りができる体力と精神力が大切である。松本も

準決勝に進出して健闘、本来の走りに戻りつつある。3000m では増田が 11 位となり、本来なら 8 位以内に入賞

してもよい力を持っているので、悔しい結果ではあるが、持ち味の粘り強い走りをさらに発揮してもらいたい。 

男子と同じくリレーは、念願の決勝進出は果たせなかったが、各選手の成すべき課題ははっきりしているので、 

個人のレベルアップをリレーのレベルアップにつなげてほしい。 
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準備がすべて 最強＝臆病(弱さを知る) 
 世界最高峰エベレストの登頂に何度も成功している世界トップクラスの登山者に、取材の時 記者が「あなた

は怖いもの知らずの勇気ある人ですね」と言うと、「私は世界一の臆病者です」という答えが返ってきた。 

 

もちろん山は素晴らしいし、登山は大好きです。しかし、山が怖くてたまらない。ましてやエベレストほ

ど恐ろしい山はないのです。私は、臆病者です。だからこそ私は、しっかりと体を鍛え、最高の装備とス

タッフを揃え、綿密な計画を立ててエベレストに挑みます。世界最高の山に挑むのですから、世界一の準

備をしなければなりません。 

 

準備不足＝死 を意味する。本当の勇気とは、自分の弱さを知り、それを克服し、しっかりと準備して事に挑む

ことである。何の準備もせずに、ただ闇雲に突っ込んでいくことは蛮勇 野蛮な勇気である。 

 

試合というエベレストに挑むにあたって、十分な準備をして挑んでいるだろうか。エベレストに挑むのに、この

周辺の数百メートルの山に登るような、ハイキング気分で登っていないだろうか。エベレストにハイキングの軽

装で挑んでいる者がほとんどである。だから多くの者が、結果を残すことなく終わっていく。 

 

県大会に出場している選手の 80%は出場する資格がない。あの足を見てみなさい あの体を見てみなさい。走り

を、跳躍を、投てきを、バトンパスを … 練習していない 栄養を考えていない 好きなものを食べ、本当に

取り組むべきことから逃げ 自分の気分で練習している者が何と多いことか。すべてが体とパフォーマンスに出

ている。 

自分の弱さを知り、懸命に鍛えることから始まる。もっと臆病になれ 試合を恐れろ そしてだからこそ必死の

準備をするようになれ! 

  

臆病であれ  競技者の体と心 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負けたら変われ! 変えろ! 勝っても更なる進化 
 試合で結果が出る。不本意な結果しか出せていなければ、まず試合までの取り組みに問題があったからである。

「負けに不思議の負けなし」その原因が必ずあるはずである。当然 次の試合までの取り組みを変えなければ同

じ敗北を繰り返すことになる。自己新が出たとしても、さらに伸ばしていく為には、練習も進化させなくてはな

らない。勝てば良いというものではない。自己新が出たから満点ではない。内容が問題であり、選手としての試

合への取り組み、チームへの貢献も問われる。試合の前と後では、何かが変わっていなければならない。 

 しかし、自分の能力を全く出していない選手が、試合を終えても反省せず、取り組みを変えることなく、同じ

ことをしている。準備→実行→反省→「反省を活かした準備」この流れができてこそ 前以上の結果が期待でき

るのである。 

同じことをするということは、すでに後退していること。変化が成長に直結する。生物が脱皮を繰り返して成長

するように我々も試合ごとに脱皮する。 
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●五百蔵  5000m                ●梶尾    三段跳 

  最初の 1000m は良かったので 15 分台が出るので   ファール・ファール・ショートで記録はなかったが 

  はないかと頭をよぎった。2000m までも快調だっ   三本ともホップで高く跳ばずにスピードを維持して 

  たが、次の 1000m で周囲がペースアップしたと感   ステップにもっていけました。二歩目でつぶれずに 

  じたが、恐らく自分がバテた故である。3000m か   スムースに三歩目につなげられたと思います。 

  らじわじわと離され、一旦離されるとペースが一気   助走スピードを上げることができれば記録を伸ば 

に落ちて、ラストの 1000m は悲愴感溢れる走りだ   せると思います。助走が安定して踏切位置が同じ 

った。                       になるように練習したいです。 

 ●笹田   110mH                ●藤井  3000mSC 

    予選は緊張で力が入りすぎて、全く動きませんでし  予選を甘く見ていた。驕っていた。決勝は行けるだ 

  たが、準決勝では修正することができリラックスし  ろうと思っていた。絶対に決勝に行くと思っていた 

  てインターバルもきざむことができ、スムースに走  人と自分とでは、大きな違いがあった。この甘さか 

  ることができました。決勝までの待ち時間は本当に  ら、応援の仕方や前日の家での過ごし方から疲れが 

  長かったです。選手紹介の時に、みんなの声が聞こ  あった。今回の失速は当然の事だと思う。次からは 

  えて凄いパワーをもらいました。万年４位を抜け出  体調管理ができる選手になっていきたい。 

  して 2 位になれたのは、みんなのおかげだったと思 ●岡田  3000mSC 

  います。この想いを背負い近畿で頑張ります。        東播よりも記録は伸びましたが、中盤の落ち込みを 

 ●塚原     4×100                              なくし、水濠の技術を高め、障害の足が合わなかっ 

  練習の時よりもバトンパスは良かったが、走力不足  たことも改善したい。 

  を思い知らされた。個人の力を高め、さらにレベル ●仁村  5000m 

  の高いバトンパスができるようにしたいです。     体調管理不足から、暑さに負けて序盤からお腹が痛 

  個人種目を闘ってリレー種目も走れる選手にならな  くなり、動かなくなった。結果は最下位。期待して 

  ければいけない。                    くれた人たちに申し訳なく、これから頑張って挽回 

                           していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ○高寄   砲丸投                ○城谷   走高跳 

  情けない結果で本当に情けないです。東播に続くへ  故障で１カ月以上練習できず痛み止めを飲んで試合 

  ぼい記録に涙も出ませんでした。今まで故障に逃げ  に出ました。貯まりバネで予選は通過できました。 

ていた自分に腹が立ちました。２投目以降に伸びな  決勝では踏切の弱さとスピード不足で 1m45 の 1 回 

いことに弱さを感じました。今までならできていた  目を失敗。2 回目は跳べたけれど満足できる跳躍で 

のに練習していないことで自信がなく失敗しました。 はなかった。1m50 の時にみんなが応援に来てくれ 

課題が多く見つかった試合でした。         て励みになりました。そこで完璧な跳躍ができたの 

○財田   400m                   で応援のパワーだと思いました。近畿には行けなか 

近畿に出場できるが決勝のレースで納得することが   たけど、ベストに近づけたので頑張りたい。 

できなかった。予選、凖決とスタートで失敗してい ○前山   走幅跳 

たので、決勝は積極的に走ろうと思ったけどできな  決勝に残るのは無理と思っていたが、進出者の中に 

かった。優勝を目指さずに２位でいいと思ったこと  自分の名前を見つけて嬉しかった。それで満足して 

で３位になってしまった。悔しいのは自分の「勝ち  いたが、5m を跳べたことでベスト 8 に残ってもう 

たい」という気持ちが弱かったこと。誰にも負けな  3 本跳びたいという気持ちが出てきた。記録は伸ば 

いという気持ちで近畿に挑みたい。         せなかったが、７位に入れたのは、この気持ちがあ 

                         ったから。自分を強くし、成長させてくれた。次は 

                         最初から勝ちにいく跳躍がしたい。 

                                          赤 蜻 蛉 



○西垣   走幅跳                 ○土井   走幅跳 

今回は３本ともショートという無残な結果なってし   決勝に進めなかったのがとても悔しい。普通に跳ん                         

まいました。ロイター板にものらなかったです。い   でいたら決勝に行けていたかもしれないけど、ここ 

つもよりも 2m前から助走したのに板にのりません   って時に結果が出せないのは私の力不足だと思いし 

でした。スピードがついてきたら助走が合わないと   らされました。絶対に跳べるという自信がつくぐら 

言われますが、それにしても合わなさすぎました。   い練習しなければいけないと思いました。体をしぼ 

東播総体までに助走を合わせて、次こそベストを出   って、個人種目だけでなくリレーも頑張ります。 

せるようにしたです。                今回マイルを走れてとてもよかったです。 

○青木   800m                  ○小林   400mH 

 予選・凖決・決勝と勝ち進む中でおもったのは体力      東播に続いてベストが出ました。前半は 17 歩でリ 

 がないということです。継続して練習ができていな   ズムよく走れましたが、200m 過ぎてから 19 歩さ 

 いからだと思います。１周目はついていけたので体   らに 21 歩に切り替わってしまった。ラストまで 17 

 力をつければ目標を達成できると思います。毎日の      歩 19 歩で走れるようになりたいです。ハードルを 

 練習メニューをこなせるようにしたいです。      感覚でとべるようになりたいです。 

○松本   800m                  ○増田   3000m 

 目標は「積極的に」で、達成することができました。  自信をもってレースに臨めなかったことで良いレー 

 反省は、ポケットされて抜け出せずに、自分の走り   スにはできませんでした。最初から積極的に前にい 

 ができなかったことと、スタートが遅過ぎて離され   って中盤粘って良いタイムが出せるように、練習を 

 てしまいました。スピードに早く乗れるように練習   積極的に取り組み、内容の濃い練習をし、みんなで 

 します。最後まであきらめずに走ったことで準決勝   切磋琢磨して自信をつけていきたいです。ペース走 

 に行けたし、記録も上げることができた。これから   の設定タイムを守り、300m や 1000m の一本一本 

 も試合の度に記録を更新できるように練習します。   を大切にしていきたい。 
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兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会  平成２６年 ８月 23.24.25 日  ユニバー記念競技場 

男子 100m 戸塚悠太 予 ２位 11"51 -1.9   

      準 ５位 11"70 -2.2   

  200m 戸塚悠太 予 ２位 23"33 +0.0   

      準 ６位 23"32 -1.1   

  1500m 五百蔵謙 予 ９位 4'18"75     

  5000m 五百蔵謙 決 ２６位 16'29"15     

    藤井嵩大 決 ３３位 17'05"57     

    仁村 翼 決 ４３位 18'12"71     

  110mH 笹田 航 予 １位 15"85 +0.3   

      準 ２位 15"49 +0.3   

      決 ２位 15"33 -1.0 自己新 

  400mH 笹田 航 予 １位 57"18     

      準 ２位 57"48     

      決 ４位 55"51   自己新 

  3000nSC 岡田将成 予 １１位 10'53"74   自己新 

    藤井嵩大 予 １３位 12'39"03     

  三段跳 梶尾國椰 予   記録なし     

  4×100 梶尾 笹田 塚原 戸塚 予 ５位 45"45     

  4×400 横山 笹田 戸塚 柳 予 ３位 3'33"66     

女子 200m 財田美咲 予 １位 27"74 -2.1   

      準 ３位 26"95 -1.6   

      決 ５位 26"79 -0.3 自己新 

  400m 財田美咲 予 １位 1'01"52     

      準 ２位 1'01"94     

      決 ３位 1'01"42   自己新 

  800m 青木真子 予 ２位 2'26"55     

      準 ４位 2'24"09     

      決 ８位 2'30"32     

    松本朱里 予 ２位 2'30"35     

      準 ６位 2'29"77     

  1500m 青木真子 予 １０位 5'07"06     

  3000m 増田早希 決 １１位 10'55"86     

  100mH 小林実央 予 ８位 18"87 +1.1   

  400mH 小林実央 予 ７位 1'13"81     

  4×100 西垣 前山 土井 財田 予 ３位 53"15     

  4×400 西垣 財田 土井 青木 予 ２位 4'16"88     

  走高跳 城谷沙耶香 決 ７位 1m45     

  走幅跳 前山胡桃 予 ４位 4m47 -0.9   

      決 ７位 5m08 +2.0   

    土井理恵 予 １０位 4m57 -1.2   

    西垣佳菜 予   記録なし     

  砲丸投 高寄裕加 予 １０位 8m30     

    塚田真帆 予 １２位 8m17     

  円盤投 山本萌子 予   記録なし     

  やり投 塚田真帆 決 ８位 31m58   自己新 

    城谷沙耶香 決 １１位 27m34     

 



二種目制覇 

 

      兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権 東播地区記録会 

 

     笹田(110mH 400mH)  

城谷(走高跳 やり投)  

塚田(砲丸投) 1位  財田(200 400) 2位 前山(走幅跳) 2位 

県ユースへ 23 名が進出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 東播地区予選会が、7 月 22,23 日 加古川運動公園陸上が競

技場に於いて開催された。学年別各種目 上位 男子 7名、女子 6名と県下 7地区の予選結果によって上位者が

＋αによって県大会に進出することとなる。今までチームを牽引してきた 3年生からバトンタッチ、1,2年生が 

新チームとして挑む初めての大会となり、3 年生から自立して、自分たちだけで、どんな闘いができるのかが問

われる大会でもある。 

 未完の大器 眠れる巨人 笹田がいよいよ覚醒しだした。偉大な先輩である西村の後継者として、先輩を越え

る可能性を秘めているだけに、いかに自覚を持ち、自らを鍛え上げるかであるが、少しずつ変化が現れだした。 

県の上位者であるライバルを抑えて、堂々の二種目制覇を果たした。1 年女子で二種目制覇を果たした城谷は、

笹田同様に大きな可能性を秘めながら、故障によって十分な練習が積めない苦しい日々が続き、今回も万全とは

いえない状況での参加となった。さらにやり投は、急遽とりくんでの初試合、ところがふたを開ければ、二種目

制覇 只者ではないことを証明した。早く本来の力を発揮してもらいたいものである。塚田も大きなパワーを持

ちながら、フォームが定まらず記録に結びついていないが、この試合がきっかけとなって自信を持ち着実に記録

をアップしてもらいたい。近畿ユースの最有力と期待されている財田は、順調に 200 400 2 位通過となった。

400 は経験が必要な種目であり、前半の走りをマスターするのは、数をこなすことも必要であるが、小さくまと

まらずに、もう少し前半から飛ばしていく感覚を身に着けてもらいたい。そのためには、200 のスピードが大切

になるので、2位ながら記録をもうワンステップ上げたいところである。走幅跳で 2位の前山は、加速がポイン

ト、ジャンパーとしての適性は十分なのだが、唯一 加速力が不足、スピードはあるので、それを引き出すこと

が求められる。助走スピードと踏切で走幅跳は決まる。しっかりと走力をつけて行ってもらいたい。 

 男子短距離では、戸塚が少しずつではあるが本来の走りに戻りつつある。前傾がきつくなり、足が後方になが

れてしっかりと地面をとらえられていないので、体幹をしっかりと鍛えなおして本来のポイントでとらえられる

ようになってもらいたい。塚原も春先から比べると着地が改善してきているが、もう一息。インターハイでは厳

しい結果であった長距離陣は、1500m では今一歩で粘りきれなかったが、5000m で五百蔵、藤井、仁村が落ち着

いた走りで堅実に県大会出場を決めた。3000mSC でも藤井、岡田が県に進出し長距離の存在感をアピールした。

跳躍では、梶尾が三段跳で 9位ながら、＋αで県に進んだ。このチャンスを次への飛躍に活かしてもらいたい。 

 女子の 100m には、西垣、前山、土井の跳躍トリオが出場し、西垣が 7 位ともう少しのところだったが、100m

の記録と跳躍には大きな相関関係があり、スピードアップが走幅跳の記録アップには不可欠であることから、更

なる記録アップに積極的に挑んでもらいたい。走幅跳では 3名共に県に進出した。それぞれに、助走 踏切 フ 
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 ォームと修正すれば大きく伸ばせるポイントを持っており、克服に意識をしっかりと持って練習すれば楽しみ

である。ハードルでは、小林、田中が 100mH 400mH ともに県大会への出場権を獲得したが、東播を通過する

ことは比較的容易になってきており、あくまでも県大会で闘える力をつけることを目標としたい。100m 400m

の走力を身に着けることに意欲的に取り組めば、一つ上のラウンドが見えてくるはずである。スピード練習の一

環として 400m に初出場した吉水は、バネのある良いフォームを持ち中長距離走者として楽しみな面を持ってい

るが、もっと自信をもって積極的な走りができれば開花できるはずである。800m では、青木が 3 位、松本が 8

位(＋α)で県に進出したが、予選の走りが消極的で、もっと勝負にこだわる気持ちが必要である。両名ともに県

の上位で闘える潜在能力を持っており、勝利を奪い取るくらいの姿勢がほしい。3000m の増田は持ち味の粘り

強い走りで 8 位に入ったが、もう 30 秒は記録をアップする力はあるので、西脇工業勢にくらいつく気持ちでス

タートから積極的な走りを期待したい。平出は、練習でも試合でも以前にできなかったことが少しずつできてき

ており、小さな勝利ではあるが、その積み上げが着実な記録の更新につながっている。投擲陣もそれぞれに期待

できる特徴を持っており、塚田のパワー、高寄のセンス、長距離から投擲に移った山本の着実性が上手くかみ合

えば、彼女たちの活躍でチームのムードを一気に上げることができるはずである。ただ跳躍陣と同じように、課

題も明確で、安定性、コンディション、試合度胸 それぞれの克服がカギとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「走る」だけでは 「試合」ではない 
 自分の能力は簡単には引き出せない。アップをしてレースに臨むように、助走にマークを置くように、リレー

でマークを置くように、しっかりと結果を出すためには、一つ一つ成すべき準備がある。流れが大きく試合を左

右する。場所取り 横断幕 集合 開会式 応援 後片付け 一つ一つがレースに大きく影響してくる。闘う雰

囲気にあるかどうかで、引き出される潜在能力が大きく違ってくる。そして、それは与えられるものではなく、

自分たちが自らの手で作り出していかなければならない。新体制での初試合で抜けているところが多くあった。

今まで先輩たちに頼っていた部分の多さを自覚しなければならない。流れに乗るのではなく、流れをつくる側に

なるのである。全員が主将の気持ちで、自立した競技者を目指そう。 

 

条件が整わないと走れない選手はダメ 
 1 年間で調子が良い日なんて限られている。日本晴れの日が何日あるだろう、雨も降れば、雲も出る、台風も

来るし、雪も降る。もちろん試合に向けて我々は、ベストコンディションになるように調整していくが、必ずし

もすべてが整った絶好調になることなどほとんどない。足の痛みも治らないかもしれないし、どこか体調に不安

を残すこともあるし、悩みを抱えていることもある。試合の日は当然変わらない。自分が合わせていくしかない。

どんな状況においても走れるように持ってこなければ、走る前に勝負はついている。「調子」なんて、自分が作

り出すものである。絶好調で必ずベストが出るわけではないし、故障を抱えながらも勝利したケースもある。私

の生涯記録 1’50”3は、教育実習中で満足に練習もできずに、当日のアップも息が上がっていつもの半分もで

きずに出たレースで達成することができた。「調子」なんていい加減なものだと思った、あきらめずに挑めば体

は動くものである。 
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●横山  800m                    ●戸塚   100m 

 決勝では、積極的なレースをしないと県には進めない   練習不足とフォームが課題だと改めて感じた。練習の 

 ので、予選の疲れをしっかりとって決勝に挑みました。  中の一つ一つの動きでもフォームを意識していきたい 

 １周目は予選よりも速いペースでしたが、２周目が勝   思います。そしてもっともっと追い込んで本数をでき 

 負なので上げていこうとしましたが、思い通りにいか   るようになりたいです。記録も順位も悔しい結果でし 

 ずに、直線の競り合いでも負けてしまいました。競り   た。リレーもバトン練習不足で、コンディションに合 

 負けないように練習をしていきます。          わせて臨機応変に対応できるように練習します。 

●柳   800m                      ●塚原   200m 

 予選で自己ベストが出て良いレースをすることがで    気持ちで負けていました。スタートする前に「やるぞ」 

 きましたが、決勝はアップがしっかりとできていな    という強い気持ちがなく、負けてしまうのではないか、 

かったことで、自分のペースがつかめず結果を出せ    後半バテるのではないかという不安ばかりでした。 

ませんでした。計画的に行動したいです。        もっと学校で全力で走って自分を追い込んでいかない 

●梶尾  走幅跳                    とダメだと思いました。 

 ひざの引き上げとか、目線とか、以前できていなか   ●仁村  5000m 

 ったことが今日はできたので良かった。でも踏切の    1500 の反省を活かして積極的に走ろうと思いました。 

 時に腰が落ちてしまい体が浮かなかった。そのため    人よりも前に出ようとしてペースも良かった。ゴール 

 空中動作をする時間がなく、着地になってしまった。   は一周間違ってしまいましたが、７位で県に行けるこ 

 今日はベストが出たけど納得はしていない。       とになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平出  3000m                  ○田中   100nH 

 たくさん反省点・課題が残りました。スタートがよ    高校でのハードルは初めてだったので、かなり緊張し 

 くありません。走る前から気持ち的にも弱く、負け  ましたが、インターバルをすべて三歩で行けて良かっ 

 ていたなと思いました。中盤で三木に抜かれた時に  たです。後半は、リズムが間延びしてしまっていたの 

 付いていこうと思いましたが、きついと思ってしま  で直していきたいです。遅い組に入っていたので速い 

 い足が動きませんでした。ラスト一周で前とつめた  人と走れずに残念です。まわりに速い人がいてもリズ 

 いと思ってラストスパートしたら、思っていたより  ムを崩さずに走れるようにしたいです。 

 もスピードが出ました。もっと中盤に走っていれば 

 と思いました。 

○吉水   400m                 ○山本   円盤投 

 今回は初めての試合でわからないことだらけでした。 試技順１番でどうすればいいのかわからず気持ちが焦 

 先輩や友達の試合を見たり、話を聞いたりしたけど  ったまま一投目を投げたらびっくりするくらいブレブ 

 思っていた以上に大変でした。アップ時間、ご飯の  レでした。高校に入って初めて悔しい思いをしました 

 タイミング、普段の練習では考えないことばかりで  今まで負けに慣れてしまっていた。こんな気持ちで大 

 疲れたし、勉強になりました。レースはあっという  会に出ていたら強くなっていたと思う。勝ったり負け 

 間に終わってしまいました。みんなの応援はちゃん  たり悔しさや喜びがあっていろんな経験ができること 

 と聞こえて、頑張ろうと思えました。感謝です。   悔しい思いになれて嬉しい気持ちもします。 
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○前山   走幅跳                 ○塚田  やり投 

 たくさん練習したが、足りないところだらけだと痛感  自分の力を出し切ることができず悔いの残る試合にな 

 した。私の跳躍には空中動作というものがないと何度  ってしまった。前日の練習もアップも調子が良くて、 

も言われてきた。意識はしているがいかせていないこ  「いける」と思って試合に臨んだら一投目にファール 

とに悔しさと自分への苛立ちがあった。試技の途中で  をしてしまい、そこで自分のペースを乱してしまいま 

涙をこらえるのに必死な場面があり、もっと練習を重  した。切り替えて投げることができなかったというこ 

ねないといけないんだと強く思うことができた。中学  とは、まだまだ自信が持てていないんだと思いました。 

校の頃には戻れないのだから高校で赤蜻蛉を胸に新し  自信の持てる練習をしていきます。 

い自分を作り上げたい。 

○城谷   やり投                 ○小林  100nH 

 県に行ける状態での試合でリラックスして投げること    スタートラインに立つ前から「勝つぞ」という気持ち 

 ができました。一投目は思い通りに投げられなくてち  よりも不安や緊張が勝ってしまい自分の思うようなレ 

 ょっと焦りました。でも二投目に修正できてよかった  －スができませんでした。集中もできていなくて周囲ば 

 です。三投目は思いっきり投げたつもりでしたが、七  かり気にして落ち着きませんでした。スタートから体が 

 割くらいしか出ていません。今回の目標は村田先輩が  起きてしまい加速にのらず浮いてしまってスピードダウ 

 初めて投げた時の 29m を抜くことだったので悔しか  ン インターバルも刻むことができずに速い動きができ 

ったです。３０ｍを越えて近畿に行けたらと思います。 ませんでした。 

○増田  3000m          ○青木   800m 

 悲惨な１５００の次の日で不安な気持ちもありました  予選で相手をうかがう消極的なレースをしてしまい、決 

 が、今日は絶対に走れると自分に言い聞かせて気持ち  勝では速い組に入れませんでした。その組で走っていた 

 を切り替えて走りました。記録はベストに及びません  また違ったドラマがあったんじゃないかと思うととても 

 でしたが１５００よりは良いレースができました。   情けないです。決勝はとにかく積極的にと思って走りま 

 中盤に気を抜いてしまったかなぁと思います。その時  した。今回の失敗を忘れないようにしたいです。 

 に前の人を抜きに行っていたらもっと良い記録が出た  

 かもしれません。一番しんどいところで自分を追いこ 

 んで追いつき追い越せるレースをしたいです。 

○西垣  走幅跳 

 最近の大会は、ファールばっかりしていました。今回 

 県に進むためには記録を残しておかなくてはいけない 

 ので後ろからスタートしました。やきり板には全く届 

 かず板の上にのりませんでした。調整しましたが板に 

 のらずにもったいないことをしました。板にのればベ 

 ストを出せると思います。今は、なかなか助走が合わ 

 ないけれど、もっと練習して１０回跳んだら１０回と 

 もに板の真ん中に合うような選手になりたいです。 
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(来年の全国総体) 

 

      近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権 

和歌山への 決勝８位 

 

 

 
 

激戦の近畿で学んだこと… 
 

 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権が、９月１９～２１日 大阪長居第２ヤンマーフィールド競技場に於

いて開催された。本校からは、県ユース大会を勝ち抜いた笹田(110mH)と財田(400m)が参加した。来年度の近畿

総体 陸上競技は和歌山 に向けての前哨戦となる本大会は、近畿の強豪たちの走りを肌で体験し、来季に向け

て一段上の取り組みをする切っ掛けをつかむことが大きな目的となる。 

二人ともランキングでは１０位以内には入っておらず、記録だけで見ると決勝進出は厳しいと思われたが、目

的達成の為には、何とか決勝に進出して、他府県勢と２本走ることが求められる。 

笹田は、着実に逞しさと安定した強さを身に着けてきており、一段上に向けて強い選手の中でもまれることが

必要となっている。予選からベストの状態で勝負しなければ決勝進出は厳しい状態の中で、積極的なアプローチ

で入り、その勢いを後半まで持続させて自己新でファイナリストとなった。決勝では、近畿の決勝の雰囲気の中

で予選のような動きができず悔しいレースとなったが、まさにこの状態を体験するための近畿大会であった。こ

の２本のレースは大きな成長をもたらすことだろう。 

財田は、かなりの緊張感から本来の走りができるか心配されたが、県ユースの反省を踏まえて前半からスピー

ドに乗り、ゴールまでしっかりと走り切る粘りの走りで自己新記録をマークして決勝進出を決めた。しかし、大

きな舞台で闘うための勉強をすることとなる。決勝に向けての準備が不十分で、アップ不足、集中力も欠いたま

まの決勝となった。当然 勝負にならず、予選タイムを大きく下回る記録で８位に終わった。恵まれた身体と素

質を活かすことができれば全国級の選手になれる片鱗を証明したが、同時に競技者として全国大会に挑むレベル

の選手として、まだまだ成長しなければならないことも認識しなければならない。 

 

笹田 110mH 予 ３位 15”16 自己新 

  決 ８位 15”23  

財田 400m 予 ３位 59”84 自己新 

  決 ８位 1’01”01  
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兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 東播地区予選会 平成２６年７月２２．２３日 於加古川運動公園 

男子 100m 戸塚悠太 予 １位 11"53 -1.2   
     決 ４位 11"62 -1.4   
    塚原健人 予 ６位 12"94 -1.6   
  200m 戸塚悠太 予 １位 23"69 -2.6   
     決 ５位 23"44 -1.0    
    塚原健人 予 ６位 26"17 -3.1   
  400m 柳 俊太郎 予 ６位 55"86     
  800m 横山太一 予 ３位 2'06"25     
     決 １２位 2'06"13     
    柳 俊太郎 予 ４位 2'06"84     
     決 １６位 2'10"80     
  1500m 五百蔵謙 予 ５位 4'23"92     
     決 ９位 4'17"88     
    仁村 翼 予 ５位 4'29"66     
     決 ９位 4'31"33     
    横山太一 予 ６位 4'30"44     
  5000m 五百蔵謙 決 ７位 16'25"30     
    藤井嵩大 決 ５位 16'29"02     
    仁村 翼 決 ７位 16'30"09     
  110mH 笹田 航 決 １位 15"54 -1.1   
  400mH 笹田 航 決 １位 55"83     
  3000mSC 藤井嵩大 決 ３位 10'34"61     
    岡田将成 決 ６位 11'17"92     
  走幅跳 梶尾國椰 決 １２位 5m21 +2.5   
  三段跳 梶尾國椰 決 ９位 11m71 +1.0   
  4×100 梶尾 笹田 塚原 戸塚 決   45"28     
  4×400 横山 笹田 梶尾 戸塚 決   3'38"67     
女子 100m 西垣佳菜 予 ３位 14"24 -1.1   
     決 ７位 13"68 -2.9   
    前山胡桃 予 ３位 14"24 -1.8   
     決 １１位 13"93 -1.3   
    土井理恵 予 ５位 14"62 -2.4   
  200m 財田美咲 予 １位 27"54 -1.4   
     決 ２位 26"96 -1.2   
  400m 財田美咲 決 ２位 1'00"77     
    吉水千尋 決 １０位 1'11"02     
  800m 青木真子 予 ２位 2'36"64     
     決 ３位 2'28"29     
    松本朱里 予 ４位 2'37"06     
     決 ８位 2'35"68     
  1500m 青木真子 決 ８位 5'06"41     
    増田早希 決 １２位 5'25"37     
  3000m 増田早希 決 ７位 10'56"12     
    平出翔子 決 １１位 12'11"02     
  100nH 田中佑季 決 ４位 17"01 -1.0   
    小林実央 決 ６位 19"33 -2.6   
  400mH 田中佑季 決 ４位 1!14"07     
    小林実央 決 ５位 1'14"52     
  走幅跳 前山胡桃 決 ２位 4m90 +2.0   
    土井理恵 決 ４位 4m68 +0.9   
    西垣佳菜 決 ４位 4m66 +2.5   
  走高跳 城谷沙耶香 決 １位 1m40     
  やり投 城谷沙耶香 決 １位 28m30     
    塚田真帆 決 ８位 26m52     
  砲丸投 塚田真帆 決 １位 8m78     
    高寄裕加 決 ４位 8m12     
  円盤投 山本萌子 決 ９位 16m56     
  4×100 西垣 前山 土井 財田 決   52"93     
  4×400 西垣 財田 小林 青木 決   4'17"84     
 



 

  

笹田  県ユースとは違い、近畿ユースは一本で勝負しないといけないということが今回の課題でした。 

    予選は、その課題をクリアできたと思います。でも２本目もそれ以上のパフォーマンスをするという

ことが次の課題です。しかし決勝は、一台目が浮いて、その後も焦った走りでもセカンドベストが出

たので体の調子は良かったのかなと思いました。県ユースの緊張感とは違った緊張感が近畿ユースに

はありました。その雰囲気の中で、プラスなこともありましたが、マイナスのこともありました。貴

重な体験ができたと思います。 

 

財田  予選は、前半から飛ばすこともでき、ラストの直線で順位を上げることができ、とても良い走りでベ

ストを出すことができました。決勝前にスパイクを見失って、結局２０分しかアップができなかった。

決勝は他の選手のスピードについていけず、ラストもバテバテで終わってしまった。しかし、初めて

の県外の試合で緊張感や雰囲気を味わうことができ、決勝も走れたことは良い経験になった。アップ

時間、荷物管理など当たり前のことをしっかりしようと思った。もっと練習を積んで、体力もつけ、

スピードもつけて少しずつベストを更新して、来年 再来年のインターハイでもう一度闘って、今度

は勝ちたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択で決まる   近畿に行けた… 満足 or  ８位… 悔しい 

  西脇工業を駅伝の強豪校に育て上げた前監督 渡辺先生が以前にこんな話をしてこられた。「うちの学 

校ではユースで良い成績を上げた選手は、次の年に全くダメな場合が多くある。先生のチームはどう?」 

私の教えた選手も、近畿ユース(以前はジュニア)に出場した選手のその後は、はっきりと二手に分かれ 

ていた。近畿に出場したことを自信として、どんどん成長して、チームの中心選手として次の年活躍し 

た選手、反対に近畿に出場した力を持ちながら、慢心して努力を怠り記録を伸ばせず、故障を繰り返し 

言い訳ばかりで全く成長できずに終わった選手。渡辺先生の言葉に納得するところがあった。 

良い結果も悪い結果も、その後 それをどう活かしていくのかが大切。良い結果もそれで驕りが出てし 

まえば、その時良くても、長いスパンで見ればマイナスになる。悪い結果が出ても、素直に反省して次 

に向けて懸命に頑張れば、「あの時の敗北があったから この勝利がある」と言える。 

２名の選手にとって、この近畿大会が大きなプラスの大会にしていってもらいたい。 

 

 あきらめた時が限界  挑戦し続ける 「何度でも」 

   ドリームカムトゥルーの「何度でも」という歌の詩に「10000 回ダメで ヘトヘトになっても１００１ 

回目は 何か変わるかもしれない」という部分がある。10000 回挑戦することが大切、多くの人は何度 

か挑戦してみて失敗するとあきらめてしまう。「どうせ自分は力がないんだ…」と適当な言い訳をつけて 

それを自分の限界に決める。しかし、それは自分が決めつけているだけで決してその人の限界ではない。 

蚤(ノミ)は、体調 4mm 程度 垂直方向に最大 20cm ジャンプをするので、体長の実に 50 倍跳ぶことが 

できる。蚤を 10cm の箱に入れてふたをしてしばらく置いておく。箱から出すと 10cm しか跳ばなくな 

ってしまう。箱の中で何度もふたにぶつかることで、それ以上跳ばなくなってしまうのである。外に出 

してもうふたにぶつかることはないのに、自分の能力の半分しか発揮できなくなってしまう。 

何度か挑戦して失敗すると、それを限界と決めてしまっている選手と同じである。 

限界を自分で決めるな  本来の能力を引き出せ 
 

                                          赤 蜻 蛉 



 

合 宿 

滋賀 希望ヶ丘公園 

 

 

 
 

  自立する  滅私奉公   自己への挑戦 

 播磨南、加古川西と続いてきた希望が丘合宿も 24 年目を迎え、小野高校が参加し、さらに神戸鈴蘭台も新し

く参加しての合同合宿(加古川西、加古川東、加古川北、県農、明石城西、兵庫工業、神戸鈴蘭台)となった。 

 播磨南時代に、和歌山県田辺商業と二校で始めた長距離合宿であった。その後、播磨南の長距離単独合宿とし

て加古川西転勤まで続け、播磨南と加古川西の全種目での合宿となった。その合宿に 1 校また 1 校と参加してい

ただく学校が増え、宿舎が定員オーバーでお断りをするまでに成長してきた。 

当初から一貫して変わらない方針は、自分たちで全てを運営していくという点である。とは言っても、多くの方

の支援を受けなければ到底成り立っていかないが、お膳立てされたところに、ただ走りに行くのではなく、自分

たちが考え、悩みながら運営することで、準備することの大変さを知り、宿舎の方との交渉や周囲への配慮など

を通して社会と接し、子供から自立して大人への一歩にしてもらいたいとの思いがある。練習だけの合宿ではな

く、部屋割り、食事割り、清掃、ミーティング、練習準備、すべてが勉強の合宿なのである。 

 前所長の日高さんには大変お世話になったが、当初 こんなことを言われた。「先生ところの合宿は変わって

ますね。他とは全く違います。みんな生徒さんがするので、先生は楽ですね。他校は、先生が部屋割りをして、

食事の時間や人数の交渉をされますし、私が直接生徒さんと話すことはほとんどありません。でも先生のところ

は、すべて生徒さんと打合せをします。面白いですね。私は、見ていて楽しいですが」 協力的に暖かく迎え入

れていただき付き合っていただいた。やがて「今年のチームは強いんじゃないですか」とチームのレベルを言い

当てるようになられた。どうして分かるのですかと尋ねると、「生徒の方の対応の仕方や、宿舎内の挨拶の仕方

を見ているとわかります」とのこと、合宿の目的が間違いないと確信した。 

 運営する側に立つことが大きな成長につながる。今回は、加古川西が中心になって運営したが、次回からは小

野が運営する側に立つ。それがこの合宿の大きな意義なのである。もう一つ大切なことは、日常から離れる、家

から離れるということである。家庭での甘えを捨て、自分が責任を持ち、どのように動けるのか。わがままは許

されない。起きてから寝るまで、集団の中で周囲に配慮しながら、我慢し協力し仲間と一緒に行動をしていくこ

とで、自立に近づいていく。過保護な選手が多い今日、つまずき悩むことが貴重な経験となる。 

 合宿を経験する度に選手は成長していく。速さと共に、強さとたくましさを身に着けていき、真の競技者とな

っていく。 

  生きる力を身につける 
情熱の持続性  忘れるな! 帰ってからが勝負 

 

                                          赤 蜻 蛉 



 

 合宿全体ミーティング 

 この合宿の大きなポイントが、夕食後に２４０名が一堂に会して行われる全体ミーティングである。DVD を

鑑賞後に、その内容についての話がある。番組の内容は、陸上競技を取り上げたものは、過去ほとんどない。 

農家、料理人、パテシエ、バレリーナ、サッカー監督… いろんな分野のスペシャリストがいかに目標に取り組

んでいくのかが描かれている。陸上競技なんて、狭い世界である。「陸上競技はすべての物につながっている す

べての物は、陸上競技につながっている」陸上競技を職業にする選手は、ほとんどいない。でも陸上競技を通じ

て学んだことは、あらゆる場面に活かされてくる。どんなことも、「人」なすこと、すべてに共通点がある。 

「勝利の方程式」が存在するのである。 

 

◎「体操ニッポン 復活の金」 アテネ五輪男子体操団体 ２８年ぶりの金メダル 

  主将 米田「お前たちは 本気で金メダルを目指しているのか」 

 リスクを冒しての「一本通し」 彼の行動がチームを変えた。          

「体操はチームスポーツじゃないよねって思われるんですけど すごくチームなんですよ。トップバッターが次

につないで…ラストまでタスキのように想いを継いでいく。」 

・練習嫌いの生意気な選手が 最高の主将になった チャンスは必ず敗北の中にある 

・本気で目標に取り組んでいるか 最終合宿での米田の「一本通し」がなければ 金メダルはなかった。 

・仲間がいるから 自分が成長できる 仲間の為に 頑張れる選手 自分に不利でもチームに尽くせる選手 

・やるべきことを怠れば 勝利は逃げる 才能じゃない。当然やるべき事の手抜きが敗北につながる 

◎「絆でつかんだ栄光」 長野冬季五輪 スキー団体 金メダル 

  西方仁也   リレハンメル五輪 銀メダリスト  絶対的優勝候補でありながら、エース原田の失速で 

       優勝を逃す。地元 長野五輪での雪辱に燃えていたが、代表から外れる。 

「夢の舞台でのテストジャンパーは屈辱以外の何物でもない」 

  優勝候補の日本だが、１本目で４位と不振、しかし２本目で逆転は十分に可能な状況だった。 

  しかし、天候が悪化し、１本目で打ち切りの可能性が出てきた。２回目を実施するかどうかは、テストジ  

ャンパーたちのジャンプにかかっていた。 

もうこの仕事が嫌だという者は誰もいなかった。 安全であることを証明するために全力を賭けた。 

誇りを賭けたテストジャンプ  ２回目実施  そして 逆転優勝 

あの日 祝福を受けたのは彼らではない。しかし 役割をつなぎ、栄光への扉を開いた誇り高き 

経験は彼らの中で何よりも輝いている 

勝利を目指した者であるからこそ出来たテストジャンプ 

  勝つことがすべてではない。しかし勝つために最大の努力をしなければ 本当の喜びも 本当の屈辱もわからない 

 意地と誇り 自分がやってきたことに誇りを持てる取り組み 

  本当に強い人間は少ない みんな不安だからこそ努力する。平気な顔をしていても みんなギリギリの闘いをし 

ている。やせ我慢 先輩だから…男だから…女だから…主将だから…選手だから…意地が自分を成長させる 

 人を支える人になる チームに必要とされる人となる 

記録を伸ばし、勝利することだけが部活動の目的ではない。「勝利」を目指すことを通して 準備 組織 配慮 互

いを支え思いやる心など、その過程で多くの事を学ぶことこそが目的である。 

 金メダリストも テストジャンパーも 勝利者である 

                                          赤 蜻 蛉 



 

◎ひとりはみんなの為に  

サッカー女子日本代表なでしこジャパン 

  

 サッカーにはそれぞれに役割がある。フォワード 攻撃  

 ディフェンス 守備 しかし 「なでしこ」はそれぞれ 

自分の役割を越えてプレーをする。 

合言葉は 「全員攻撃」「全員守備」 強さ秘訣 

 

  ○大儀見 エースフォワード フォワードがディフェンスをすることに納得できていなかった。 

      力を持ちながら、チーム全体を考えず、自分のゴールを目指した。 

澤「みんな 守備はしたくないですよ。攻撃だけしたい。でも やっぱりチームとしては良くない」 

競技力 ＝ チームへの貢献 仲間からの信頼 

 ・ワールドカップ 凖々決勝 大儀見は、屈辱の途中交代させられる。 そして代わりに入った選手がゴール

を決めて勝利 チームが歓喜の中 失意の悔し涙でうなだれる 

 [チームは、ワールドカップで優勝するも、大儀見にとっては満足のいく結果を残せなかった] 

自分はどう変わっていかなければならないのか 

   これから自分はどうしなければならないのか    思い悩む日々が続いた… 

 ・ロンドン五輪 

  大儀見 「今までは、点を取ることだけがフォワードだと自分の中で決めつけていた部分があって、でも今

は、ゲームを組み立てる、守備をすることにも取り組んで、かつ点も取れる。周りの選手を活かせば

自分も活ききることができることを学べた。」 

一人一人がチームの為に全力を尽くすことができる「なでしこジャパン」 

 

◎みんなの為は 自分の為  人は人によって、人となる 

 誰もが自分が大切。自分の事だけを考え、自分の競技力を上げることだけを考えて進むと必ず大きな壁にぶつ 

かる。そこで苦しみ、周囲とぶつかり、悩むことで、仲間の事を考える心が芽生えてくる。仲間によってこそ、 

自分が成長することができる。リレー 駅伝を大切にする。チームの為にが自分を育てる。 

◎自分が変わることが 全てのスタート 

◎つまずいたおかげで   

 もっとできる力があるのに 60点くらいとっていると人は変わろうとしない。欠点を取ることで、このまま 

では…と頑張り 本来の能力を出すことができる。つまずいたおかげで気づける。 

    叱られないのは 不幸な事   敗北失敗のない事は 不幸な事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          赤 蜻 蛉 



 

 ◎ヨコミネ式教育白書  保育園理事長 横峯吉文 

 鹿児島県志布志市  入園待ちが続く三つの奇跡の保育園がある 

学習発表会 年長さんにとっては 最後の舞台 成果を親に見せ付ける 

『学習発表会に向けて、自分で目標を決めて、自分で練習しなさい。 

分かったか。もう先生たちは言わないんだぞ。』 

『自分でしっかりと目標を決めて、自分の力で解決していく、達成し 

ていく。それを子供たちに味あわせたい。達成したら子供たちの自信 

っていうのは、凄いものがありますから。』 

 いつき君  跳び箱チャレンジの目標は 12 段 

発表会当日 11 段は 難なく跳び越し 12 段へ 惜しくも 失敗 

 卒園式 前日に再チャレンジが設定される。 

必死に練習する いつき君  思うように跳べないくやしさで涙する。 

 

『泣いて 1 年生になるんだね。 まだ泣くんだ。 跳べないって思ってる?  

いっちゃん そうやってずっと泣いてきたでしょ。ぐっと踏ん張りなさい。 

 自分に自信をもっていけると思わないと跳べないよ。 跳びたいって思わないと、跳べないって何回言ったが

ね。 泣けば跳べるようになるんですか。』 

園長先生から 厳しい言葉が浴びせかけられる。泣きながらも 何回もチャレンジしていく。 

『小学校に行ったら、もっと人数が多い所に行って、色んな試練が待っていて、乗り越えなくてはいけない事が

いっぱい出てくるでしょ。最後の愛情だと思ってます。』 

先生たちや園児の声援の中で 見事に成功 『自分でがんばらないといかんよ。 泣いたって誰も代わりはして

くれないんだよ』  卒園式 前日  理事長先生の前でも見事に成功 

『自信になったんじゃないですか、いっちゃんにとって。何かにぶつかった時に頑張ればできるという自

信に』 

それぞれの１２段 

 何度でも挑戦!! 
 

『自信を持って、あきらめず前へ前へめげずに行ってくれる子供たちだと思います。好きだから叱るし、

きついことも言うけど、それが大人になった時に、あれは僕のため、私のために叱ってくれてたんだって

思える日が来ると思う。宝物だと思う。』 

 
『親という字は「木の上に立って見る」と書くでしょ。親だけじゃなくて大人のこと。大人が子供を見る

時に、いっぱい失敗させる。今の親は、木の上からすぐに降りてくる。木の上にのっておけって。そこか

ら降りてくるな。見守れ。子供たちは自分で学ぶんですよ。他の動物とちがって、学習できる 学べると

いう才能を人間だけに天があたえたんです。』 すべての子供は天才である 

 

親離れ 大人になれ 自立 

親＝木の上に立って見る 

 

 

                                          赤 蜻 蛉 



 

☆加古川西の人と同じ部屋でした。合宿の運営の仕方を 

教えてもらいました。すごくテキパキしていました。 

私がボーとしていたり、モタモタしている時もパッ 

パと行動していてかっこよかったです。練習も食事 

もすべて助けていもらい、私のできたことはほんの 

すこしです。次は小野が主催しなければなりません。 

「大会で出会ったときに合宿のこと聞いていいよ」 

と言ってくれたので、加古川西に負けないような運 

営ができるようにしたいです。初めての合宿でした  

 

☆私たちが部屋で自分の時間を過ごしている時も加古 

川西の人は、合宿に来ている全員のことを考えて常 

に動いています。今回の合宿は、自分のことをする 

ので精一杯でしたが、次回からは周りを見て動ける 

ようになりたいです。合宿を通して加古川西の凄さ 

強い理由がわかりました。 

 

☆合宿を通して、言葉では言い尽くせないほどたくさ  ☆やらなければならないこと、覚えなければならない 

 んのことを学びました。特に加古川西の部員の態度   ことが沢山あって、あっと言う間の四日間でした。 

 です。宿舎は加古川西の２．３年生と同じでした。   小野高校のあたりまえと加古川西のあたりまえの差 

 宿舎に帰ってもほとんど部屋にいないので、どうし   に驚きました。先生が言われていたあたりまえのレ 

 てなのかと思っていましたが、夜遅くまで全体の為   ベルを上げないといけないという意味が少しずつわ 

 に動いていたからでした。どんなことにも弱音や言   かってきました。主で動いていないのに「疲れた」 

い訳「しんどいな」など言わない、そんな加古川西   「大変や」と言っていました。主体でやっていくの 

の人たちの顔からは、やる気が感じられました。わ   は不安です。自分の中の弱点や苦手なことがわかっ 

からないことがあって質問した時「どんどん質問し   た四日間でした。自分の弱いところを直していこう 

ていいよ」と優しく接してくださり、こんな先輩に   と思います。次回の合宿は準備と心構えをしっかり 

なりたいと思いました。               としていきたいです。 

 

☆私たちが普段していることは基礎の基礎であり、そ  ☆他校との合宿で、自分の頑張りや陸上に対する姿勢 

 こからの＋αがたくさんありました。挨拶でも、な   が甘いことを痛感しました。練習に対する取り組み 

がらではなく、きちんと静止して行い、練習中の指   方や技術向上の為に先生方に質問する姿勢を見て自 

導に対しても「お願いします」「失礼します」という   分にはそんな必死さはなかったと思います。強い選 

挨拶がありました。今まで軽く行っていたので良い   手は普段から高い意識や考えを持って競技や生活に 

勉強になりました。この合宿で一番驚いたことは、   向き合っているんだということを知りました。食事 

合宿の運営を全ての生徒が行っていることです。実   の準備やゴミの回収など、加古川西の人たちに教え 

際に少し手伝っただけでも大変でした。レベルの違   てもらいながらしましたが、裏方で合宿を運営する 

いに驚いているけど、この程度でへばっていてはい   ことが、自分から積極的にできるようになりたいと 

けないと痛感しました。               思います。 

 

☆初めて他校の人たちと合宿をして違いを感じました。 ☆新しいことも沢山学ぶことができ、忘れていたこと 

 まず驚いたのは、最初のミーティングでの挨拶です。  を思い出すこともできました。高校では、みんなの 

声の大きさにびっくりしました。今まで僕がしてき   後ろでついていく感じでした。加古川西の人が一所 

た挨拶とは比べ物にならないものでした。今回の合   懸命やっているのに、なかなか協力できなくて、皆 

宿では、自分ができていると思っていたことのレベ   にも言えなくて、いろんな感情が積もっていました。 

ルと他校がしているレベルがこれほどに違うものか   その想いと教えてほしいことを伝えた時の加古川西 

と思いました。あたりまえのレベルを上げないとい   の人の言葉が私を大きく変えました。その時から積 

けないと思いました。                極的に自分からやるという意識を持つことができま 

した。やれることはまだまだあったと思うけど、そ 

                          う思える自分は成長できたのかもと思います。 
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                     強さ ＝  生活 
                 普段の生活 練習以外の面が競技に出る                 

                  今までの「あたりまえ」を捨てる   

 

 

 

「改善し、今後実行すべきこと」より 

 ・自分で考えて自分で行動する   ・人から頼られる存在になる   ・声を出してチームを活性化する     

 ・人の為に動ける人になる     ・弱音を吐かない       ・後輩を助けられる先輩になる 

・正しい礼儀 挨拶 声        ・厳しさと優しさを備えた選手    ・先生がいなくても考えて行動する  

・仲間どうしで高め合う          ・練習が始まるまでの気持ちと動き ・周囲への気遣いをする   

・小野高校のむあたりまえを変えていく ・グランド整備を積極的にやる     ・自分よりも人のこと 

・素早い行動を心がける        ・ライバルに負けない        ・元気で気持ちの良い挨拶をする 

 ・時間を守る         ・何事も言われる前に行動する     ・変わるという意識を持ち続ける 

 この合宿では多くのことを学ぶことができた。全員が大きなショックと言ってもいいほどの衝撃を受けたと 

 思う。合宿後の感想には、それぞれがしっかりと合宿で学ぶべきことを受け止めていた。大切なのは、それ 

 を自分たちの日常にどう活かしていけるかということである。いかに長くその想いを持ち続け、自分のもの 

として体得できるかが勝負である。頭で理解することは誰でもできる。それを行動につなぐことができる者 

は限られてくる。このディープインパクトを絶対に活かしてもらいたい。 

加古川西には申し訳ないが、１６年間「加古川西」を創ってきた者として言わしてもらうが、加古川西は最終

目標ではない。我々が越えていくべき今の目標である。小野が加古川西を越えるのは、当然のことであり、 

加古川西以上の取り組みを目指さなければならない。希望ヶ丘合宿は「加古川西合宿」ではない。「播磨南合

宿」「加古川西合宿」と２４年間続いてきたが「榎本合宿」であり当然これからは「小野合宿」である。 

 合宿の運営は小野が担っていかなければならない。播磨南から加古川西に変わった時、２回の合宿で完全に立

場は逆転した。いつまで加古川西のサポートが必要なのか これも小野高校のレベルが問われる勝負である。 

常にみんなの為に    

積極性  気配り 

挨拶 準備 意地  

厳しさ  優しさ 
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                                        赤 蜻 蛉 

    平成 26年度 秋季記録会 高等学校の部   平成 26年 10月 4日 於 ユニバー記念競技場 

男子 100m 笹田 航     11"41 +4.1   

  戸塚 悠太     11"45 +3.4   

  梶尾 国椰     12"21 +1.7   

 400m 塚原 健人     56"80     

 5000m 植田 樹     16'15"55     

  田中 達也     16'23"62     

  藤井 嵩大     16'33"15     

  仁村 翼     16'34"49     

  横山 太一     16'46"81     

  柳 俊太朗     17'09"71     

  岡田 将成     17'44"17     

  前田 真我     18'01"30     

 110mH 笹田 航     15"42 +3.1   

             

女子 3000m 松本 朱里     10'46"62     

  増田 早希     11'10"35     

  青木 真子     11'22"06     

  平出 翔子     11'40"60     

   吉水 千尋     12'16"56     

  100mH 田中 佑季     16"58 +3.3   

   小林 実央     19"97 +1.9   

  走高跳 城谷沙耶花     1m45     

  走幅跳 前山 胡桃     4m65 +0.3   

   土井 理恵     4m37 +0.2   

   西垣 佳菜     4m22 +2.2   

  砲丸投 高寄 裕加     8m37     

   山本 萌子     5m43     

  やり投 塚田 真帆     28m15     

              

        

   2014   兵庫陸上競技秋季記録会    平成 26年 10月 11日   於  ユニバー記念競技場 

  400mH 笹田 航     55"65     

 

  



 

 目標 人に笑われるような目標設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２９年前 初めて駅伝チームを組んだ時に、ダルマに「打倒 報徳」と書き入れた。周囲の人は、笑いながら

「いくらなんでも、もう少し可能な目標を書いたら」と言った。当時の報徳学園は、西脇工業との激戦に勝利し

ながら、全国でも三連覇を達成するなど、絶対的な王者として君臨していた。今まで駅伝に出場さえしていない

チームの監督としては、周囲が忠告するのは、もっともなことである。弱いながらも報徳の合宿に参加させてい

ただいたり、指導者としても、監督の鶴谷先生には厳しく教えを受けていたので、笑われても仕方のない目標で

あるということは痛感してはいたが、敢えて掲げた目標であった。しかし… 3 年後には笑う人はいなくなり、

「頑張れ 頑張れ」と応援してくれ、５年後には 鶴谷杯駅伝で報徳に勝つことができた。しかし、公式戦では

全く歯が立たず、未だに大きな目標である。 

 「人に笑われるような目標を持つ」ことが大切である。口に出し、書くことが恥ずかしい目標を掲げることで、

すでにその目標に近づいている。もちろん目標を立てただけでは達成できないが、自分の中でも意識は確実に変

わっている。「大きな目標」を立て、その実現の為に「中目標」「小目標」を立てていくことで、さらに目標達成

が現実のものとなる。 

 人の可能性なんて誰にも分らない。でも多くの選手が「どうせ私なんて…」と自分から目標をあきらめて自分

の無限の可能性に蓋をしてしまっている。闘う前に自滅している選手がなんと多いことか。自分の力を引き出そ

う。 

有言実行 口に出す 

何度も書く 

具体的に行動する 
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「赤蜻蛉」の由来 

   引き継ぐべき想い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全国の空に 我が「赤蜻蛉の部旗」がはためいた時、会場が騒めいた。「あれが部旗なの?」「美しい部旗だな

ぁ」 

部旗というと校章と学校名が書いてあるものが多いが、小野高校陸上競技部の部旗は白地に赤蜻蛉 まさに日の

丸を思わせるシンプルで鮮明な印象を与える。今年 県大会で西村が優勝して部旗が掲揚された時に、あらため

て美しく、他の追随を許さない気高い部旗だと感動した。ユニフォームも同様で、多くの学校は 校名が記され

たり、頭文字が一字記されていたりするが、胸の赤蜻蛉は異彩を放つ。赤蜻蛉に勝る何か 徽章をと考えに考え

たが、結局 赤蜻蛉に勝るものはなかった。永遠の赤蜻蛉である。 

 しかし、「伝統の赤蜻蛉」と言いながら、胸に着けて走りながら、この赤蜻蛉の由来 作られた想い、そして

何を目標としてきたのかを知っているだろうか。小野高校のグランドを見下ろす一等地に「栄光の碑」が立って

いる。まさに日々陸上競技部の練習を見守るかのように。そこには、しっかりと由来が刻み込まれている。 

 

昭和 7 年 1932 年 兵庫県立小野中学校(現小野高校)陸上競技部の徽章を赤蜻蛉と決定 

昭和 7 年 第 18 回全国中等学校陸上競技対校選手権大会(全国高校総体) 

  総合 2 位  フィールド優勝 

昭和 8 年 第 19 回全国中等学校陸上競技対校選手権大会(全国高校総体) 

  総合優勝  井上増吉 100m 走幅跳 三段跳 棒高跳 優勝 

幸運な徽章として雄飛した 

 

左羽は過去と反省を、胸部で検討と研究を、右羽は向上と進展を、尾端から腹部で意欲(表現形態

は努力)を頭と複眼で正しい方向を目指し前進する。向かって左斜めに位置せしめているのは、常

に進取的で躍動を表現している。※進取 従来の慣習にこだわらず、進んで新しいことをしようとすること 

 

 
平安時代以前は、日本国の別称として秋津洲と呼び、秋津は蜻蛉である。国旗の地の白と日の丸の赤を取り入れ

赤蜻蛉が誕生した。 

想いを込め  誇りを持って  胸に赤蜻蛉 
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 マスク越しに見た青春  清水幹裕  甲子園高校野球 東京六大学 審判員 

 ●大阪桐蔭 対 沖縄水産 決勝戦 

夏の甲子園の決勝戦。大阪桐蔭 対 沖縄水産の試合も印象に残っている 1 つだ。結果は 13 対 8 で大阪桐蔭が

勝って優勝したのだが，試合終了の挨拶をした時，沖水のキャプテンが相手選手に向かって「おめでとう」と声

をかけた。おざなりでなく，満面の笑みをうかべて，心から優勝を祝福しているのが，ありありと感じられた。 

大勝負に負けた直後の 18 歳の少年のこの爽やかさは，どこから来たのだろうか。 

その大会，沖水は 1 人の投手が全試合を投げ抜き，全投球数は 800 球に近く，決勝戦の投球など，私でも打て 

るのではないかと思うほどのものだったが，彼はマウンド上でも苦しそうな態度を全く見せず，力の限り投げ続 

けた（決勝戦終了後，疲労骨折していたことが分かった）。キャプテンにそれが通じないはずはない。自分達の 

した事に対する満足感と誇りが，大旗を逃した悔しさを超えたのだろう。 

人は，自分のした事に満足し誇りを持った時，初めて相手の成功を讃えることができる。 

 

人の感情で特にきついのがジェラシーである。人の成功を祝福することは、本当に難しい事である。しかし、 

この沖縄水産の選手たちのように、本当に自分達の全てを出し尽して敗北した時に、心から相手をたたえる気持

ちになることができたのであろう。そんな試合がしてみたいものである。試合に対する不安や準備不足から、走

る前から言い訳を考え、闘う前に負けてしまっている選手が実に多い。心と体を鍛えあげ、準備をしっかりとし 

て完全燃焼 120% 全てを出し尽したレースをしよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●広島商業のグランドボーイ 
ファールボールの処理や審判にボールを渡す役割をするグランドボーイは、ベンチ入りできなかった選手から選

ばれて裏方として役割をこなす。当然 高校球児として必死で甲子園を目指して取り組んできたはずである。夢

の甲子園出場を果たしながら、もう少しのところでベンチ入り(18名)ができずにグランドボーイになるわけで当

然悔しさは計り知れない。名門 広島商業の二人のグランドボーイのことが忘れられない思い出として残ってい

る。彼らは 全速力で審判の私のところまで走ってくるのである。他校のグランドボーイも走ってはくるのだが 

彼らの走りには気持ちが表れていた。試合には出場できないが、与えられた仕事を全力で心を込めてやりぬく。 

それがチームの勝利につながると信じて。彼らも闘っていると感じられた。甲子園の観客からも、彼らに対して

大きな拍手が贈られた。実に爽やかであった。大会後に広島商業に手紙を書いた。 多くの素晴らしい選手がい

たが、この二人の選手が私にとってのベストプレーヤーですと。 

敗北の後が大切  負けを活かす者は必ず勝者となる 

メンバーになれなかったら、ふてくされて部を辞める者がいると聞く。また親が辞めさせることもあるらしい。 

人生 いつも表舞台を歩けるわけではない。時として裏方にまわる場合もある。その方が多いかもしれない。 

チームの為に 裏方を全力でやりきることができた二人の選手は、最後までやり抜くことを学んだのである。人

生の中で、必ずやその経験が活きてくるはずである。 

   この道を たどる他ない 草の深くも   最後までやり抜く強さを 
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             「本当に大切なこと」 
 

「勝利すること」はもちろん大切な目標、勝たなくてもいい努力には甘えが生じる。しかし、勝つことがすべて

ではない。勝つために最善の努力をして、参加することに意味がある。すべての選手が勝てるわけではない。 

大会で勝者になれなくても、素晴らしい陸上をした選手はたくさんいる。そういう選手の一人を学校新聞に載せ

た記事である。先頭に一周抜かれないことを目標とした選手が、私に多くのことを教えてくれた。遅くても必死

に努力し、常に感謝の心を持ち続け、人が嫌がることを笑顔で取り組める素晴らしい選手であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃 と 挨拶 
 人の嫌がることを笑顔でやる 

                                          赤 蜻 蛉 



感 謝 

 

 《ミーティング》 

 ◎ 「大変だ」 「しんどいなぁ」は 怠けている者の言葉 
   園田女子大学の藤川先生は、私の尊敬する指導者の一人で、長く園田学園高校を率いて常に全国の上位 

   で活躍し、全国総体で女子総合優勝を果たした名指導者である。藤川先生は非常に温厚な人で彼が大きな      

   声で叱っているのを見たことがない。しかし、厳しい面も当然あり、「どんな学校にいても、３年で全国に 

   選手を連れていけない指導者のアドバイスは聞く必要なし」と言う言葉に身を正したものである。ともす

れば「選手が来ない、勧誘できない」とか「環境が悪い」とか言い訳をしてしまうことかある。選手が悪

い、学校が悪い…すぐに他人の責任であると責任転嫁をしてしまう。すべては自分の指導力不足なのに。 

   兵庫陸協の強化委員長で忙しい日々を送りながらも、彼は一切 文句を言わない 愚痴を言わない 責任

転嫁をしない。 

「大変ですね。と人から言われるくらいが丁度いいんです」 

と言う。この言葉は私が大切にしている言葉となっている。 

仕事をしていない人ほど「大変だー 大変だー」と言っている。自分勝手な事ばかりして、何の役にも立

っていない者が「しんどい しんどい」と愚痴をこぼす。本当に頑張っている者は、愚痴などこぼさずに

ひたすらに行動している。合宿を思い出してみなさい。寝る間も惜しんでみんなの為に頑張って居た者が

愚痴 

をこぼしていただろうか。やっていない者が弱音を吐いていたはずである。行動する人となれ、立ち止ま

って文句ばかり言っている人にはなるな。 

やっていない者が文句を言う  頑張っている者は集中している 

       陸上競技 

 

学校生活     大切 家庭生活 

  

        学 習 
 

◎走っているのは自分だが 

走らせてくれているのは誰だろう 
   練習をして家に帰る。頑張って疲れているだろうが「練習をしてきてやった」と言わんばかりの態度をと   

   り、食事の後片付けもせず、食事を作ってもらうのが当然のように、自分はテレビを見たり、スマホを触

ったり。勉強の取り掛かりも遅く、注意を受けると「練習してきてしんどいんや」とふてくされる。そん

な馬鹿な選手はいないだろうか。 

「走らせてもらっている」「陸上競技をさせてもらっている」と思えるようになったのは年を重ねてから

である。それまでは陸上競技は仕事であると考えていた。陸上を理由に家のことや子供の世話を妻に任せ

っきりで、自分は頑張っていると思い込んでいた。「試合のない休みくらい休ませろ」と家庭サービスも

怠っていた。その時は、よく家庭で喧嘩をしていた。そして、明日が勝負の大切なレースという時に、大

きな問題が起こり、試合どころではなくなってしまった。「なぜ この大切な時に」と思ったが、大切な

時だからこそ、普段成すべきことをしていなかった付けがまわってきたのである。陸上だけしていては勝

てないことを痛感した。それ以後 仕事ではなく「陸上は趣味」、走らせてもらっている 陸上競技をさ

せてもらっていると考えるようになった。不思議なことにチームも強くなり、周囲の多くの応援者が集ま

っていただけるようになった。もう一度 自分のスタンスを考えてみよう。走らせてもらっていることに

感謝し陸上の結果だけではなく、何かの形でその恩返しができるようになってもらいたい。 

                                          赤 蜻 蛉 



 

 ◎チームの誇りと信頼 

     イングランドのサッカーチーム 

 ヴィセル神戸の強化部長がイングランドのあるサッカーチーム 

 の役員と打ち合わせを行い、二人で地下鉄に乗ろうと切符を買 

おうとした時、小銭がなくて困っていると、駅員が役員の胸に 

付いているチームのバッチを見て「お金は次でいいですよ。 

あのチームの方ならどうぞ」その地区で絶大なる信頼を得てい 

るのである。必ず次の時に払ってくれるという信頼、特に特別 

なことではなく、当たり前の日常の１コマであると感じられた。 

 スポーツマンとして社会人として、プレーだけでなく人間とし 

 て磨くことを大切にしているチームであるという証である。 

 欧州の強豪サッカーチームは、その下部組織であるジュニアや 

 ユースのチーム時代から、徹底してプライドの持てる選手でな 

 ることを教え込む。周囲から見られているという意識、服装か 

 ら髪型、靴や帽子のかぶり方にまで注意を払う。どのスポーツ 

 も強いチームほど約束事が多い。 

 「小野高校 陸上部」「あの赤トンボの陸上部」というだけで 

 信頼を得られるようなチームでありたい。そのチームの一員 

 であることに誇りを持てるようになりたい。 

  人生 意地とプライド 強いチームほど 約束事が多い 

  

 ◎老舗のそば屋の心意気 
 そば屋の若旦那が、店の後片付けをし、店内を掃除している 

 親父に言った。「親父 無駄なんだよ。掃除は毎朝やってるじ 

 ゃないか」 すると親父が「実は俺も若い頃はそう思ったん 

 だ。それが本気でこの店を継ぐ気になった時、どうしても汚 

 れたままで一晩 店をほっておくのが気になってなぁ」 

 店が終わってから、店から厨房の隅々にわたってきれいに磨 

 き上げる。一晩の間に汚れるわけではないが、翌朝 もう一 

 度、開店前に磨きあげて店を開けるのである。この心がけが 

 代々受け継がれて老舗のそば屋を守ってきた。 

 人は覚悟をすることで、あるべき姿 成すべきことが見えて 

くる。中途半端なうちは、本当に大切なことが見えてこない。 

不合理な中にこそ、その本質が隠れているのである。 

グランドを見ると部のレベルがわかる。ラインの引き方で 

部のレベルがわかる。 

グランド整備も同じこと。グランドが荒れているからする、 

荒れていないからしない、というものではない。練習前に 

心を切り替えて、集中力を高めながら整備をし、練習後に 

は、心を静めて、反省と次への目標を模索しながら整備を 

する。整備の心が自分自身と部を作っていく。 

 

覚悟をすれば 大切なものが見える 

グランド整備は 心の整備 
 

                                          赤 蜻 蛉 



 

 走り続けて… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

             ラ イ バ ル 
 

いつも肩を並べて走る 

君は最強のライバル 

走り終わって語り合う 

君は楽しい親友 
 

競い合うことで 

お互いのベストを目指し 

お互いを磨き合う 

そんな君は 

なくてはならない人 
 

大きく伸びろよ 

ライバルよ 

私も負けずに伸びるから 

                                          赤 蜻 蛉 


