
全国高等学校体育連盟研究大会の歩み

回 開催日時･曜日 開催地 会　　　場 大会主題 全体講評 基調報告 提言・講話等 講演者 講演主題

第 １回 昭和 ４１年度
昭和
 ４２．２．１７
　　 （金）

東京都 薬業健保会館
文部省体育官
高橋　正五郎

川本　信正 『高体連の当面する諸問題』

第 ２回 昭和 ４２年度
昭和
 ４３．２．１６
     （金）

東京都 薬業健保会館

第 ３回 昭和 ４３年度
昭和
 ４４．２．１４
     （金）

東京都 薬業健保会館
奈良女子大学教授
浅井　浅一

特別講演

第 ４回 昭和 ４４年度
昭和
 ４５．３．１７
     （金）

東京都 薬業健保会館

第 ５回 昭和 ４５年度
昭和
 ４６．２．９
     （金）

東京都 薬業健保会館
文部省体育局教科調査官
山川　岩之助

第 ６回 昭和 ４６年度
昭和
 ４７．２．１０
     （金）

東京都 薬業健保会館
文部省体育局教科調査官
山川　岩之助

第 ７回 昭和 ４７年度
昭和
 ４８．２．１３
     （金）

東京都 薬業健保会館
文部省体育局教科調査官
山川　岩之助

第 ８回 昭和 ４８年度
昭和
 ４９．３．８
    （金）

東京都 薬業健保会館

第 ９回 昭和 ４９年度
昭和
 ５０．２．１４
     （金）

東京都 薬業健保会館

第１０回 昭和 ５０年度
昭和
 ５１．２．１３
     （金）

東京都 薬業健保会館

第１１回 昭和 ５１年度
昭和
 ５２．２．１０
     （金）

東京都 薬業健保会館

第１２回 昭和 ５２年度
昭和
 ５３．２．１０
     （金）

東京都 薬業健保会館 大木 昭一郎 『高等学校新教育課程の開設』

第１３回 昭和 ５３年度
昭和
 ５４．２．２
     （金）

東京都 薬業健保会館
文部賞体育局体育官
大木　昭一郎

共同通信社論説委員
日本オリンピック委員会常任委員
国際オリンピック委員会報告委員
宮川　毅

『日本スポーツの危機』
　　　　　-アジア大会を見学して-

第１４回 昭和 ５４年度
昭和
 ５５．１．２８
     （金）

東京都 薬業健保会館
文部賞体育局教科調査官
泉田　重明

日本体育協会事務局長
前文部省スポーツ課長
鈴木 祐一

『日本体育協会から見た高体連』

第１５回 昭和 ５５年度
昭和
 ５６．２．６
     （金）

東京都 都道府県会館
文部賞体育局教科調査官
佐藤　良男

国立横浜大学教授
飯塚 鉄雄

『世界のスポーツの現状について』

第１６回 昭和 ５６年度

昭和
 ５７．２．１７
        ～１８
　（木）（金）

和歌山県 県民文化会館
文部賞体育局教科調査官
佐藤　良男

全国高等学校体育連盟理事長
松原　久三

和歌山県高等学校体育連盟研究部長
笠原　悌二朗

京都府立伏見工業高等学校ラグビー部監督
山口 良治

『高校教育とクラブ活動について』
　      -伏見工業高校ラグビー部の歩みー

第１７回 昭和 ５７年度

昭和
 ５８．２．３
　　　　　～４
　（木）（金）

東京都 星陵会館
文部賞体育局教科調査官
佐藤　良男

全国高等学校体育連盟理事長
松原　久三
「研究協議会開催の
           経過と課題について」

東京学芸大学教授
小野 三嗣

『スポーツ医学から見た指導法について』

第１８回 昭和 ５８年度

昭和
 ５９．２．３
　　　　  ～４
  （木）（金）

大阪府 大阪府立労働センター
文部賞体育局教科調査官
佐藤　良男

全国高等学校体育連盟理事長
松原　久三
大阪高等学校体育連盟調査研究部長
北岡　大覚

日本体育大学助教授
監物 永三

『スポーツの国際化と高体連指導者に
                           期待するもの』

第１９回 昭和 ５９年度

昭和
 ６０．１．３１
　　　 ～２．１
　（木）（金）

熊本県 ニュースカイホテル
文部賞体育局教科調査官
佐藤　良男

全国高等学校体育連盟研究部部長
松原　久三
熊本県高等学校体育連盟調査研究部委員長

大塚　盾男

運動部指導者に関する実態調査
佐藤　正雄

元新日鉄釜石ラグビー部監督
森 重隆

『ラグビーから思うこと』

第２０回 昭和 ６０年度

昭和
 ６１．１．３０
         ～３１
  （木）（金）

神奈川県 箱根湯本ホテルおかだ
 ｢豊かでたくましい人間性を培うための
　　　　　　　体育･スポーツ活動を目指して｣

文部省体育課教科調査官
杉山　重利

全国高等学校体育連盟研究部部長
藤川　侃二
神奈川県高等学校体育連盟調査研究委員長

市川　博

神奈川県立鶴見高等学校長
神奈川県高体連登山専門部長
全国高体連登山専門部長　　　河野　真
｢全国高体連研究大会に期待するもの｣
              -その視点と座標ー

東海大学体育学部講師
山下 康裕

『柔道と私』

年　度



回 開催日時･曜日 開催地 会　　　場 大会主題 全体講評 基調報告 提言・講話等 講演者 講演主題年　度

第２１回 昭和 ６１年度

昭和
 ６２．２． ３
　　　　　 ～４
  （木）（金）

愛知県 名古屋都ホテル
 ｢健やかで明るい
　　　人間形成に役立つ
　　　　　　体育･スポーツ活動をめざして｣

文部省体育課教科調査官
杉山　重利

全国高等学校体育連盟研究部長
藤川　侃二
愛知県高等学校体育連盟副会長
鈴木　四郎

石田学園学監
前愛知県公立高等学校校長会会長
前愛知県高等学校体育連盟会長　竹内　實
｢高体連活動の将来について｣

中京大学体育学部助教授
アジア大会ハンマー投金メダリスト
室伏 重信

『あくなき鉄球への挑戦』

第２２回 昭和 ６２年度

昭和
 ６３．１．２８
         ～２９
  （木）（金）

高知県
県民文化ホール
グリーンホテル

 ｢明朗で快活な
　　　人間形成に役立つ
　　　　　　体育･スポーツ活動をめざして｣

文部省体育課教科調査官
杉山　重利

全国高等学校体育連盟研究部部長
藤川　侃二
高知県高等学校体育連盟研究委員長
森田　幸雄

前高知県高等学校体育連盟会長
大方町教育委員会教育長　文野　栄喜
｢全国高等学校体育連盟に期待するもの｣

徳島県立池田高等学校野球部監督
蔦 文也

『勝負に勝つ』

第２３回 昭和 ６３年度

平成
 元年．２．２
　　　　　～３
　（木）（金）

岩手県 ホテル東日本
 ｢心身ともに明るく
　　　　たくましい人間を育てる
　　　　　　　体育･スポーツ活動をめざして｣

文部省体育課教科調査官
杉山　重利

全国高等学校体育連盟研究部長
京増　敏朗

秋田県立能代工業高等学校
バスケットボール部監督
加藤 廣志

『バスケットボールと私』

第２４回 平成 元年度

平成
 ２．２．１
         ～２
　（木）（金）

福井県 グランディア芳泉
 ｢明るく､たくましい人間を育てる
　　　　　　体育･スポーツ活動を目指して｣

文部省体育課教科調査官
杉山　重利

全国高等学校体育連盟研究部長
京増　敏朗

元福井県教育長保健体育課長
志田　省吾
｢高体連の進むべき道｣

専修大学教授
サラエボ・カルガリー・オリンピックコーチ
前島 孝

『体力づくりとコンディション調整法』
　        -体調をピークに持っていく方法-

第２５回 平成 ２年度

平成
 ３．１ ．３1
　　　～２．１
　（木）（金）

広島県 広島国際会議場  ｢みのり多きスポーツ活動を目指して｣
文部省体育局体育課教科調査官
岡崎　助一

全国高等学校体育連盟研究部長
京増　敏朗

文部省スポーツ功労特別指導委員
メキシコオリンピック
第５回アジア大会銅メダリスト
松本 育夫

『スポーツと人生』

第２６回 平成 ３年度

平成
 ４．１．３０
        ～３１
　（木）（金）

北海道 札幌市教育文化会館
 ｢明るくたくましい
 　　 人間を育成する豊かな
 　　　　 渉外体育･スポーツ活動を目指して｣

文部省体育局体育課教科調査官
鈴木　漠

全国高等学校体育連盟研究部長
深澤　孟雄
北海道高等学校体育連盟前研究委員長
倉地　基雄

国際スキー連盟ジャンプワールドカップ
小委員会委員
笠谷 昌生

『ジャンプと私』

第２７回 平成 ４年度

平成
 ５．１．２８
        ～２９
  （木）（金）

京都府 国立京都国際会館  ｢高校スポーツ21世紀への提言｣
文部省体育局体育課教科調査官
鈴木　漠

全国高等学校体育連盟研究部長
跡部　義幸

比叡山・北嶺大先達大行大阿闍梨
覚性律庵庵主　　光永　澄道
｢千日回峰行｣

株式界者　神戸製鋼所
平尾 誠二

『ラグビーにおけるチームワークについて』
　                  -主体性と協調性-

第２８回 平成 ５年度

平成
 ６．１．２７
       　～２８
  （木）（金）

福岡県 福岡市民会館
 ｢21世紀へつなぐ
 　　　　生涯体育･スポーツの在り方｣

文部省体育局体育課教科調査官
鈴木　漠

旭化成陸上競技部監督
宗 茂

『指導者』

第２９回 平成 ６年度

平成
 ７．１．２２
        ～２３
  （木）（金）

千葉県
千葉市民会館
ロイヤルプラザホテル

 ｢高校スポーツ部活動の
 　　　　　大いなる未来をめざして｣

文部省体育局体育課教科調査官
池田　延行

元西ドイツ　プロサッカー選手
ジェフユナイテッド市原　スパーバイザー
奥寺 康彦

第１分科会
 筑波大学教授　鈴木 正成

第２分科会
 筑波大学教授　八代 勉

第３分科会
 東京大学助教授　川原 貴

『私のサッカー人生』

『勝つための食べ方』
   -勝利へのスポーツ栄養学-

『部活動革新の方向性を探る』

『スポーツ選手の健康管理と安全対策』

第３０回 平成 ７年度

平成
 ８．１．２５
        ～２６
  （木）（金）

静岡県 静岡市民文化会館
 ｢21世紀にむけての
 　　　　　高校スポーツの在り方｣

文部省体育局体育課教科調査官
池田　延行

中京大学教授
室伏 重信

『可能性への挑戦』

第３１回 平成 ８年度

平成
 ９．１．３０
        ～３１
 （木）（金）

愛媛県 愛媛県民文化会館  ｢21世紀の体育･スポーツ活動の在り方｣
文部科学省スポーツ･青少年局体育官
本村　清人

ラグビーフットボール日本代表監督
山本 巌

『理論に絶対はなし』　-創造性を豊かに-

第３２回 平成 ９年度

平成
 １０．１．２９
        ～３０
  （木）（金）

秋田県 秋田市文化会館  ｢ゆめある豊かなスポーツ活動をめざして｣
文部科学省スポーツ･青少年局体育官
本村　清人

元ＮＨＫアナウンサー
高橋 圭三

能代工業高等学校校長
前能代工業高校バスケットボール部監督
加藤 廣志

『アナウンサー一代』-日頃の修練-

『高さへの挑戦』

第３３回 平成 １０年度

平成
 １１．１．２８
        ～２９
  （木）（金）

新潟県 ホテル新潟
 ｢希望に満ちた
 　　　　体育･スポーツ活動をめざして｣

文部科学省スポーツ･青少年局体育官
本村　清人

埼玉大学教育学部　助教授
野瀬 清喜

『スポーツ指導の喜び･悲しみ』

第３４回 平成 １１年度

平成
 １２．１．２０
        ～２１
  （木）（金）

山口県 山口市民会館
 ｢21世紀にはばたく
 　　　　　高校スポーツの姿を求めて｣

文部科学省スポーツ･青少年局体育官
本村　清人

鐘紡陸上競技部監督
伊藤 国光

『マラソンと私』

第３５回 平成 １２年度

平成
 １３．１．１８
        ～１９
  （木）（金）

群馬県 前橋市民文化会館
 ｢新時代　さらなる飛躍　この一歩から｣
            -高校スポーツの充実をめざして-

文部科学省スポーツ･青少年局体育官
本村　清人

スポーツキャスター
ノルディックスキー複合元日本代表
荻原 次晴

『次に晴れればそれでいい』

第３６回 平成 １３年度

平成
 １４．１．１７
        ～１８
  （木）（金）

奈良県
奈良県文化会館
奈良県中小企業会館

 ｢高校スポーツの輝かしい未来を求めて｣
文部科学省スポーツ･青少年局体育官
本村　清人

天理大学助教授
元全日本柔道連盟強化コーチ
ロサンゼルス五輪　柔道（軽量級）
金メダリスト
細川 伸二

『柔道を通して学んだこと』

第３７回 平成 １４年度

平成
 １５．１．２３
　　　　～２４
  （木）（金）

沖縄県
パシフィックホテル沖縄
沖縄県女性総合センター
 ｢てぃるる｣

 ｢体育･スポーツのさらなる発展｣
文部科学省スポーツ･青少年局体育課
教科調査官
今関　豊一

沖縄県立那覇高等学校教頭
元日本オリンピック委員会スタッフコーチ
佐久本 嗣男

『世界制覇への道』

第３８回 平成 １５年度

平成
 １６．１．1５
　　　　～１６
　（木）（金）

福島県 福島県文化センター
 ｢高校スポーツの充実をめざして｣
    -活力に満ちた生涯スポーツ社会を
                          つくるためにー

文部科学省スポーツ･青少年局
企画･体育課　教科調査官
今関　豊一

アトランタオリンピック
バスケットボール日本代表選手
元ＷＮＢＡ選手
萩原 美樹子

『私のバスケットボール学』
 -バスケットを通して学んだものとこれから-



回 開催日時･曜日 開催地 会　　　場 大会主題 全体講評 基調報告 提言・講話等 講演者 講演主題年　度

第３９回 平成 １６年度

平成
 １７．１．２０
　　　　～２１
  （木）（金）

三重県 四日市市文化会館
 ｢新しい時代に向かって
 　　　　　堂々と元気！日本の高校スポーツ｣

文部科学省スポーツ･青少年局
企画･体育課　教科調査官
今関　豊一

東海大学体育学部助教授
高妻 容一

元ソフトボール日本代表監督
宇津木 妙子

『生徒と指導者が意欲的に取り組む為の
　　　　　　　　　　メンタルトレーニング』

『金メダルを取るために必要なこと』

第４０回 平成 １７年度

平成
 １８．１．１９
        ～２０
  （木）（金）

香川県 香川県県民ホール
 ｢スポーツでつなぐ友情の懸け橋｣
    -高校スポーツのさらなる飛躍をめざして-

文部科学省スポーツ･青少年局
企画･体育課　教科調査官
今関　豊一

山梨学院大学法学部教授　陸上競技部監督
上田 誠仁

『遥かなる夢に向かって』
　～限りなき挑戦～

第４１回 平成 １８年度

平成
 １９．１．１８
        ～１９
  （木）（金）

茨城県
茨城県立
県民文化センター

 ｢育てよう　さわやか･パワフル　高校生！！｣
文部科学省スポーツ･青少年局
企画･体育課　教科調査官
佐藤　豊

井村シンクロクラブ代表
アテネ五輪シンクロナイズドスイミング
日本代表ヘッドコーチ
井村　雅代

清泉クリニック整形外科
スポーツ医学センター施設長
脇元　幸一

『より高いレベルを求めて
　　　　　　　～愛があるなら叱りなさい～』

『現場でできるケガ予備軍テスト法』

第４２回 平成 １９年度

平成
 ２０．１．１７
　　　  ～１８
  （木）（金）

石川県 金沢市文化ホール
金沢ニューグランドホテル

「つくろう　高校スポーツの新しい道」
                     －部活動で育む真の力－

文部科学省スポーツ･青少年局
企画･体育課　教科調査官
佐藤　豊

ビデオ上映
「サインは思いやり
     　～門前高校ソフトボール部～」
石川県立門前高等学校　教諭
室谷　妙子

アテネ五輪ウエイトリフティング日本代表監督
菊田　三代治

『世界へ！　夢・未来をつなげる一貫指導
　　　　　　　　～願わなければ叶わない～』

第４３回 平成 ２０年度

平成
 ２１．１．１５
　　　　～１６
  （木）（金）

岡山県 倉敷市芸文館
「元気若人！スポーツで育む人間力」
     －高校スポーツの新たな可能性を求めて－

文部科学省スポーツ･青少年局
企画･体育課　教科調査官
佐藤　豊

運動科学総合研究所　所長
高岡　英夫

『競技力向上における、ゆる体操の
　　　　　　　　　心身両面での意義と効果』

第４４回 平成 ２１年度

平成
 ２２．１．１３
　　　　～１４
  （水）（木）

山形県 山形テルサ  ｢若い力！スポーツで育むこころとからだ」
文部科学省スポーツ･青少年局
企画･体育課　教科調査官
佐藤　豊

北京オリンピック陸上競技銅メダリスト
朝原　宣治

『あきらめなければ、夢はかなう』
　            －陸上人生２０年の軌跡－

第４５回 平成 ２２年度

平成
 ２３．１．１３
        ～１４
  （木）（金）

兵庫県 兵庫県立武道館
「スポーツが自らの可能性と夢を拓く」
　　               ～はばたけ！高校生～

文部科学省スポーツ･青少年局
企画･体育課　教科調査官
佐藤　豊

株式会社ミムラボ社長
アディダス専属アドバイザー
三村　仁司

『現代の名工』世界に通じるシューズ作り
「金メダリストを支えたシューズに
                           込めた思い」

第４６回 平成 ２３年度

平成
 ２４．１．１８
        ～１９
  （水）（木）

鹿児島県 かごしま県民交流センター
「チェスト！夢はここから　燃えよ高校生」
　             ～スポーツで切り拓く未来～

文部科学省スポーツ･青少年局
体育参事官付　教科調査官
石川　泰成

神戸製鋼コベルコスティラーズＧＭ兼総監督
平尾　誠二

『人を育む、心を育む』
　　　～スポーツが社会を変える～

第４７回 平成 ２４年度

平成
 ２５．１．１７
        ～１８
  （木）（金）

栃木県 栃木県総合文化センター
「高校スポーツから広がる可能性」
　　　　　～あくなき部活動への探究心～

文部科学省スポーツ･青少年局
体育参事官付　教科調査官
石川　泰成

宇都宮文星短期大学 准教授
鈴木　いづみ

『高校生スポーツ選手の栄養と食事』
　　～食べることもトレーニングの１つ～

第４８回 平成 ２５年度

平成
 ２６．１．１６
        ～１７
  （木）（金）

岐阜県 長良川国際会議場
「輝き・感動！無限に広がるスポーツの力」
　　　　～部活動で育む　たくましい心と体～

文部科学省スポーツ･青少年局
体育参事官付　教科調査官
石川　泰成

公益財団法人日本サッカー協会 副会長
田嶋　幸三

『RESPECT
　 －体育・スポーツ指導者が
                大切にしたいこと－』
　        ～ＪＦＡ２００５年宣言の推進～

第４９回 平成 ２６年度

平成
 ２７．１．１５
        ～１６
  （木）（金）

徳島県
あわぎんホール
（徳島県郷土文化会館）

「It's time for action.
　　　　　（今こそやるときだ！）」
 　　　　　　　～スポーツがひらく輝く未来～

文部科学省スポーツ･青少年局
体育参事官付　教科調査官
高橋　修一

鹿屋体育大学 学長
福永　哲夫

『スポーツパフォーマンスを
　　向上させるための科学的コーチング』
　　　　　　　　　　～個性を引き出す指導～

第５０回 平成 ２７年度

平成
 ２８．１．１４
        ～１５
  （木）（金）

宮城県 仙台国際センター
「スポーツの底力ここにあり」
　　 ～ありがとう！復興から無限の可能性へ～


