
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

第 １回 昭和 ４１年度
 昭和
  ４２．２．１７
　 　 （金）

東京都 薬業健保会館

広島県広島大附属高等学校　　　　　　松井　　久男
広島県福山工業高等学校　　　　　　　槇野　　寿彦
広島県誠之館高等学校　　　　　　　　冷牟田　健吾
広島県立広島大教育学部附属高等学校　小野　　文子
広島県立三原高等学校　　　　　　　　俵　　　  豊
神奈川県高等学校体育連盟
神奈川県高等学校体育連盟
山梨県高等学校体育連盟
愛知県立旭丘高等学校　　　　　　　　小林　　幸雄
愛知県立一宮高等学校　　　　　　　　浅野　　勝彦

第 ２回 昭和 ４２年度
 昭和
  ４３．２．１６
      （金）

東京都 薬業健保会館

広島大学福山附属中・高等学校　　　　松井　　久男
広島県福山誠之館高等学校　　　　　　石川　　　哲
広島県沼南高等学校　　　　　　　　　青山　　正三
広島県福山工業高等学校　　　　　　　槇野　　寿彦
広島県福山葦陽高等学校　　　　　　　宮　　　和子
山梨県高等学校体育連盟　課外体育調査研究委員会
石川県高等学校体育連盟理事長　　　　大橋　　敏夫
石川県教育委員会指導主事　　　　　　村田　　　光
愛知県高等学校体育連盟
体育大会研究委員　県立昭和高等学校　山田　　直一
栃木県立宇都宮東高等学校　　　　　　小林　　　惺
千葉県高等学校体育連盟研究部
銚子市立銚子高等学校　　　　　　　　吉田　　豊治
新潟県立新発田高等学校　　　　　　　中山　　元介
埼玉県高等学校体育連盟調査研究部長　齋藤　　利雄
埼玉県高等学校体育連盟調査研究部員　新井　　澄夫
大阪府立四条畷高等学校　　　　　　　林田　　昭喜

第 ３回 昭和 ４３年度
 昭和
  ４４．２．１４
      （金）

東京都 薬業健保会館

茨城県立取手第二高等学校　　　　　　高橋　　　敏
東京都立小山台高等学校　　　　　　　榎木　　繁男
山梨県高等学校体育連盟調査研究委員会
広島県立観音高等学校　　　　　　　　五月女　秋江
愛知県高等学校体育連盟　クラブ活動研究委員会委員
愛知県立旭丘高等学校　　　　　　　　浅井　　溢夫

第 ４回 昭和 ４４年度
 昭和
  ４５．３．１７
      （金）

東京都 薬業健保会館

浦和市立南高等学校　　　　　　　　　松本　　暁司
栃木県宇都宮女子商業高等学校　　　　土岐　　　栄
栃木県立日光高等学校　　　　　　　　古口　　義之
長野県岡谷工業高等学校　　　　　　　為田　　勝美
広島県立大柿高等学校　　　　　　　　瀬尾　　富子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　　政吉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　増森　　淳美
香川県立坂出工業高等学校　　　　　　山地　　紀明
山口県立岩国高等学校　　　　　　　　佐藤　　太助
秋田県立秋田南高等学校　　　　　　　田村　　　宏
熊本県立熊本高等学校　　　　　　　　元田　　敦海
静岡県高等学校体育連盟スポーツテスト委員会副委員長
沼津東高等学校　　　　　　　　　　　久保田　俊影
福島県立原町高等学校　　　　　　　　古内　　俊直
会津工業高等学校　　　　　　　　　　瀬倉　　清助
山梨県高等学校体育連盟クラブ活動調査研究委員会

第 ５回 昭和 ４５年度
 昭和
  ４６．２．９
      （金）

東京都 薬業健保会館

広島県立広高等学校　　　　　　　　　荒谷　　拓三
全国高体連ハンドボール部
高知県立高知工業高等学校　　　　　　田原　　敏雄
埼玉県立蕨高等学校　　　　　　　　　佐藤　　公朗
北海道立佐呂間高等学校　　　　　　　増木　　康郎
福島県立白河農工高等学校矢吹分校　　渡辺　　和三
奈良市立一条高等学校　　　　　　　　北　　　良夫
山梨県高等学校体育連盟クラブ活動調査研究委員会
東京都立日比谷高等学校　　　　　　　加藤　　三郎

第 ６回 昭和 ４６年度
 昭和
  ４７．２．１０
      （金）

東京都 薬業健保会館

福井県立丹生高等学校　　　　　　　　善里　　嶺信
新潟県立新津高等学校　　　　　　　　渡辺　　義昭
滋賀県立大津高等学校　　　　　　　　井上　　義正
秋田県立湯沢高等学校　　　　　　　　由利　　　弘
全国高体連ハンドボール部　　　　　　望月　　伸三郎
神奈川県高体連登山部　　　　　　　　重田　　　忠
香川県立多度津工業高等学校　　　　　都村　　　弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石崎　　笙三
愛知県立熱田高等学校　　　　　　　　倉橋　　信男
山梨県高等学校体育連盟
長崎県立島原工業高等学校　　　　　　田浦　　良朗
新潟県立能生水産高等学校　　　　　　田村　　　清
鳥取県立米子東高等学校　　　　　　　角　　　茂美

第 ７回 昭和 ４７年度
 昭和
  ４８．２．１３
      （金）

東京都 薬業健保会館

茨城県立土浦第一高等学校　　　　　　齋藤　　和夫
山形県立鶴岡工業高等学校　　　　　　伊藤　　紘夫
全国高体連ハンドボール部
静岡県立焼津中央高等学校　　　　　　荒浪　　文男
山梨県高等学校体育連盟
広島県立呉宮原高等学校　　　　　　　木戸　　啓起
東京都九段高等学校　　　　　　　　　増田　　三郎
新潟県立新発田高等学校　　　　　　　中山　　元介
東京都立日比谷高等学校　　　　　　　加藤　　三郎

　１．ホッケー競技（高校女子）の指導体験
　２．全国高校総合体育大会（陸上）出場にいたるまでのクラブ指導の体験
　３．女子の特性を生かした漕艇指導の一考察
　４．昭和４６年度全国高校総合体育大会（ハンドボール）に優勝して
　５．インターハイ・ハンドボール選手の体力の実態
　６．大会登山のあり方とその内容
　７．動きの特性と運動能力との関係についての研究

　８．本校生徒のクラブ活動（課外）の実態調査からみたクラブ活動と学業成績について
　９．クラブ活動に関する調査研究（その６）（高校クラブに関する意識調査）
１０．高校における全員必修としてのクラブ活動のあり方
１１．新学習指導要録によるクラブ活動のあり方について
１２．新学習指導要録によるクラブ活動のあり方について

　１．クラブ活動指導の体験
　２．全国高校総体と水泳指導
　３．インターハイ・ハンドボール選手の体力の実態
　４．静岡県高等学校運動クラブ（部）活動の実態について
　５．クラブ活動に関する調査研究（その７）（高等学校運動クラブに対する意識調査（２））
　６．スポーツの場に於ける事故の諸問題について
　７．新指導要領によるクラブ活動のあり方について
　８．新指導要領によるクラブ活動のあり方について（特に一斉クラブ活動と部活動の関係について）
　９．平常授業（教育課程）にくみ入れようとしたテスト　ケースとしての特別活動の実践と経過の考察

研究発表表題及び分科会

　１．県下高校の種類別による運動クラブの実態と問題点

　２．本校における水泳の実態
　３．県下高校の体育的行事の実態と問題点
　４．高校体育クラブ強化促進について
　５．高体連の組織と運営について
　６．課外体育に関する調査研究
　７．愛知県における体力テストの実態と問題点について
　８．愛知県公立高校における運動クラブの実態と問題点

　１．広島県高等学校の体育施設・用具の基準について

　２．課外体育に関する調査研究報告
　３．石川県高校クラブの実態とクラブ活動推進講習会について

　４．愛知県高等学校総合体育大会１０年の歩み

　５．高校男子生徒の体力づくりをどのようにしたらよいか
　６．高校運動クラブの実態調査

　７．記憶学習のトレーニング
　８．埼玉国体に関する高校体育の問題点をめぐって

　９．ラグビー指導についての一考察

　１．高校における運動クラブのあり方　－位置づけとその指導－
　２．本校のクラブ活動と勉学の関係について　－運動部生徒の進学状況－
　３．クラブ活動に関する調査研究（その３）何を練習するか
　４．マスゲームについての 一考察（広島インターハイマスゲームについて）
　５．愛知県の高等学校（全日制）におけるクラブ活動の実態

　１．サッカー三冠達成の指導体験
　２．ソフトボール競技（高校女子）の指導体験
　３．全国高等学校総合体育大会に出場させたトップレベルの種目（アイス・ホッケー）の指導体験について
　４．クラブ活動を盛んにし、特に剣道を全国大会に初出場させた体験
　５．－私はこのようにしてクラブ（水泳）を育てている－

　６．クラブ活動と勉学の指導について
　７．クラブ活動と勉学の指導について
　８．クラブ活動と勉学の指導について
　９．体育のクラブ活動と勉学の指導について
１０．第１回静岡県高等学校スポーツテスト大会について

１１．ローレル指数による本校生徒の体型分類と運動能力
１２．「４９㎞強歩とクラブ活動の関連性について」
１３．学校体育と社会体育の接点における問題点とその対策（その１）ー現状を探るー

　１．クラブ指導の実践（ハンドボール）
　２．インターハイ、ハンドボール選手の体力の実態
　３．相撲のクラブ活動の指導について
　４．高校相撲の普及発展について
　５．クラブ活動の振興とその裏付けとしての校内大会の反省
　６．クラブ活動と勉学の指導について
　７．４００ｍリレーと共に
　８．学校体育と社会体育の接点における問題点とその対策（その２）
　９．平常授業にくみ入れようとしたテストケースとしての特別活動の実践

年　度
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回 開催日時･曜日 開催地 会　　　場 研究発表表題及び分科会年　度

第 ８回 昭和 ４８年度
 昭和
 ４９．３．８
     （金）

東京都 薬業健保会館

千葉市立高等学校　　　　　　　　　　齋藤　　雅文
滋賀県長浜農業高等学校　　　　　　　伊藤　　章一
広島県立御調高等学校　　　　　　　　崎本　　幸司
全国高体連ハンドボール部
東京都高体連剣道部研究調査部
東京都高体連柔道部研究調査部
都立荻窪高等学校　　　　　　　　　　向山　　　薫
山梨県高等学校体育連盟
大阪府立和泉高等学校　　　　　　　　中田　　貞三
北海道札幌啓成高等学校　　　　　　　作田　　昌明

第 ９回 昭和 ４９年度
 昭和
  ５０．２．１４
      （金）

東京都 薬業健保会館

広島県立大竹高等学校　　　　　　　　吉村　　昌恵
滋賀県立瀬田工業高等学校　　　　　　阪口　　伊織
茨城県立潮来高等学校　　　　　　　　佐藤　　恒雄
大阪府立門真高等学校　　　　　　　　北岡　　大覚
大阪府立寝屋川高等学校　　　　　　　望月　　伸三郎
那覇工業高等学校　　　　　　　　　　比嘉　　清彦
駒場東邦高等学校　　　　　　　　　　砂本　　秀義
山梨県立韮崎高等学校　　　　　　　　須藤　　照子
東京都立桜水商業高等学校　　　　　　延藤　　君雄
埼玉県立熊谷女子高等学校　　　　　　長野　　順一

第１０回 昭和 ５０年度
 昭和
  ５１．２．１３
      （金）

東京都 薬業健保会館

群馬県立前橋商業高等学校　　　　　　田島　　　正
滋賀県立長浜農業高等学校　　　　　　伊藤　　章一
長野県立茅野高等学校　　　　　　　　為田　　勝美
徳島県立小松島高等学校　　　　　　　藤岡　　哲夫
大阪府立門真高等学校　　　　　　　　北岡　　大覚
大阪府立寝屋川高等学校　　　　　　　望月　　伸三郎
岐阜県立岐阜北高等学校　　　　　　　上瀬　　　潔
山梨県立韮崎高等学校　　　　　　　　須藤　　照子

第１１回 昭和 ５１年度
 昭和
  ５２．２．１０
      （金）

東京都 薬業健保会館

東京都立農芸高等学校　　　　　　　　菅原　　　東
東京都立葛飾野高等学校　　　　　　　岡村　　忠典
岐阜県高等学校体育連盟スポーツテスト研究部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上瀬　　　潔
山梨県高等学校体育連盟調査委員会　　土屋　　金蔵
福岡県立八女工業高等学校　　　　　　石橋　　利徳
大阪府立牧野高等学校　　　　　　　　望月　　伸三郎
保善高等学校校長　　　　　　　　　　高崎　　米吉

第１２回 昭和 ５２年度
 昭和
  ５３．２．１０
      （金）

東京都 薬業健保会館

神奈川県立希望ヶ丘高等学校　　　　　岩壁　　達男
千葉県立八千代高等学校　　　　　　　大野　　敬三
山梨県高等学校体育連盟
調査研究委員会　　　　　　　　　　　土屋　　金蔵
岐阜県高等学校体育連盟　　　　　　　上瀬　　　潔
沖縄県立南部工業高等学校　　　　　　辺土名　博司
長野県立野母崎高等学校　　　　　　　伊奈　　正文
大阪府立寝屋川高等学校　　　　　　　北岡　　大覚
岡山県立岡山朝日高等学校　　　　　　宗髙　　平八
埼玉県立大宮北高等学校　　　　　　　野本　　忠雄

第１３回 昭和 ５３年度
 昭和
  ５４．２．２
      （金）

東京都 薬業健保会館

神奈川県立市ヶ尾高等学校　　　　　　定松　　裕顕
千葉県立舩橋西高等学校　　　　　　　向井　　広志
和歌山県立新宮商業高等学校　　　　　高木　　紀夫
山梨県高等学校体育連盟
調査研究委員会　　　　　　　　　　　土屋　　金蔵
神奈川県立湘南高等学校　　　　　　　中島　　弘行
福島県立須賀川高等学校　　　　　　　坂路　　光男
福井県立福井農林高等学校　　　　　　橋本　　柾康
長野県立飯田長姫高等学校　　　　　　北沢　　豊治
広島県立三次高等学校　　　　　　　　戸田　　正之

第１４回 昭和 ５４年度
 昭和
  ５５．１．２８
      （金）

東京都 薬業健保会館

神奈川県高等学校体育連盟研究部　　　平川　　義美
和歌山県高等学校体育連盟研究部
広島県立加計高等学校　　　　　　　　行則　　里志
石川県北陸大谷高等学校　　　　　　　成瀬　　定三
福井県立福井農林高等学校　　　　　　橋本　　柾康
静岡県高等学校体育連盟スポーツテスト委員会
同研究委員会　　　　　　　　　　　　荒浪　　文男
山梨県高等学校体育連盟調査研究委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣田　　公彦
群馬県立高崎高等学校　　　　　　　　中原　　射鹿止

第１５回 昭和 ５５年度
 昭和
  ５６．２．６
      （金）

東京都 都道府県会館

福島県立福島女子高等学校　　　　　　大槻　　　博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野　　韶芳
福井県立福井農林高等学校　　　　　　橋本　　柾康
山梨県高等学校体育連盟調査研究委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲田　　尚男
北海道立富川高等学校　　　　　　　　高橋　　幹雄
徳島県高等学校体育連盟・調査研究部　藤岡　　哲夫
岐阜市立関商工高等学校　　　　　　　岩井　　好敏
和歌山県高等学校体育連盟研究部　　　山口　　裕市

　１．正課体育における水泳の効率的指導
　２．昭和４８年度全国高等学校総合体育大会　漕艇競技男子ナックルフォアー優勝にいたる経験
　３．女子体操競技における蹴上がりの指導
　４．高校ハンドボール優秀選手の分析
　５．高校女子剣道部員の実態と問題点
　６。部員の減少に伴なう原因と対策について

　７．クラブ活動に関する研究調査（その８）　高等学校運動クラブ経験者に対する追跡調査
　８．部活動の安全指導について（大阪高体連の取り組み）
　９．新学習指導要領によるクラブ活動のあり方について

　１．ハードル走における指導の一考察
　２．全国高校総合体育大会漕艇競技において、男子ナックルフォアー優勝、シェルフォアー準優勝に導くまでの指導
　３．女子漕艇部全国制覇まで
　４．インターハイハンドボール選手に体力の実態　高校ハンドボール優秀選手の分析（その２）
　５．インターハイハンドボール選手に体力の実態
　６．沖縄の空手道とスポーツ化について
　７．呼吸循環系の活動水準からみて６人制バレーボールの運動強化
　８．運動部部活動に関する調査研究（その９）　高等学校運動部に対する父母の意識調査
　９．剣道に関する意識調査（剣道の指導から得たもの）
１０．高校生のクラブ活動と部活動の意識について

　１．剣道に於ける対人的技能習得の指導について
　２．千葉県に於ける中学校柔道の実態調査
　３．部員によるテニス・スクール開設について
　４．運動部・部活動振興についての実態調査　その３　練習場

　５．神奈川県内高等学校体操部員の練習場の問題の障害の実態
　６．運動活動に関する意識調査とその考察
　７．初球ラグビーの効果的指導
　８．陸上競技への灸の活用について
　９．本校の卓球部の指導

　１．神奈川県における高校生の運動部員意識調査
　２．本県高校スポーツクラブの現状と課題
　３．クラブ活動における一考察
　４．本校体育科の基本方針とその実践
　５．福井県下高校生の骨折について
　６．スポーツテスト１０年間のまとめ

　７．運動部部活動振興についての実態調査

　８．ラグビー、フットボールの初心者指導について

　１．私はこのようにして水球部を強化した
　２．昭和５０年度全国高等学校総合体育大会漕艇競技男子ナックルフォア優勝にいたる体験
　３．禅とスポーツ（訓練の源流にさかのぼって）
　４．部活動の意識調査－顧問教師の意識－
　５．インターハイ・ハンドボール選手に体力の実態（その５）継続発表　インターハイ出場選手の地域別特性

　６．運動部員の部別運動能力に関する考察
　７．運動部部活動に関する調査研究（その１０）継続研究まとめ

　１．高校女子剣道部員の普及の実態と考察
　２．女子剣道指導上の問題点
　３．高等学校運動部員の部別運動能力に関する研究

　４．運動部・部活動振興についての実態調査
　５．高校運動部活動の現状と今後のあり方
　６．Ｉ・Ｈ・ハンドボール選手の体力の実態
　７．東京ラグビー３０年

　１．陸上競技部指導についての一事例
　２．千葉県高等学校柔道実態調査〔Ⅱ〕
　３．運動部部活動振興についての実態調査～その２．指導者について～

　４．高等学校運動部員の部別運動能力に関する研究
　５．沖縄県高校駅伝選手の有酸素作業能力について
　６．全国高等学校総合体育大会に出場までの部活動の体験
　７．インターハイ・ハンドボール選手に体力の実態（継続）　（過去１０年間の体力変遷による競技適性）
　８．運動者の意識にみられる部活動（スポーツの生活化との関連）
　９．必修クラブ活動と部活動についてのあり方に関する一考察

　１．運動部員の進路追跡調査

　２．体育・部活動における骨折事故の実態とその防止対策
　３．運動部・部活動振興についての実態調査　その５・強化のポイントを探る

　４．北海道における棒高跳びの一考察
　５．現代高校体育教師の生活と意識
　６．岐阜県高等学校生徒の体力に関する研究
　７．和歌山県における高体連研究活動について
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〔第１分科会（A）〕
　高校スポーツクラブの実態と課題について

１．「運動部・部活動についての実態調査－その５　強化ポイントを探る」

２．「運動部・部活動の振興について」
３．「運動部活動に関するホームルーム担任の意識調査とその考察」
４．「本県における全日制高校運動部生徒の意識について」
５．「高校スポーツクラブの現状と課題について」

山梨県高等学校体育連盟調査研究委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲田　　尚男
秋田県立秋田西高等学校　　　　　　　目黒　　大作
福島県立福島女子高等学校　　　　　　大槻　　　博
神奈川県高等学校体育連盟研究部会長　平川　　義美
和歌山県高等学校体育連盟研究部　　　山口　　裕市

〔第１分科会（B）〕
　高校スポーツクラブの指導について

１．「チームづくりと戦略指導の側面（実践報告：虚弱チームからの脱皮）」
２．「ラグビー部顧問としてのささやかな実践」
３．「和歌山工業高校陸上競技部７年間の指導実践」
　　　－投てき（槍投げ）、長距離を中心に－

宮城県立石巻女子高等学校　　　　　　草薙　　政人
滋賀県立八幡工業高等学校　　　　　　山野　　信厚
和歌山県立和歌山工業高等学校　　　　松本　　一廣

〔第２分科会〕
　高校生の健康と体力について

１．「能力に応じた体力づくりの実践－統計的手法の導入方法について－」
２．「運動能力テストから三田高校生の大量の実態分析と考察」
　　　－MIXED LONGITUDINAL DATA COLLECTIONによる－
３．「トリム教室について」

大阪府立藤井寺高等学校　　　　　　　田中　　　清
福岡県体育研究所　　　　　　　　　　林　　　武夫

和歌山県立新宮商業高等学校　　　　　大原　　義雄

〔第３分科会〕
　スポーツ傷害と安全対策について

〔資料〕「学校行事と安全対策について」 提供：和歌山県高等学校体育連盟

〔第４分科会〕
　一般生徒の体育･スポーツ活動について

１．「高体連ブロック別活動の推進について」
２．「学校行事における耐寒マラソン大会について」
３．「学校行事のあり方について」
〔資料〕「部員によるテニススクールの開設」

千葉県立木更津高等学校　　　　　　　岡本　　　旭
兵庫県立宝塚東高等学校　　　　　　　大路　　隆弘
和歌山県立和歌山高等学校　　　　　　左近　　精一
提供：和歌山県立新宮商業高等学校

〔第１分科会〕
　高体連の実態と課題について

１．和歌山県高校柔道の実態と課題について
２．東京都における定時制・通信制の実態と
　　学校体育ならびに高体連定時制・通信制の動向
３．運動部活動に関する意識調査とその動向

和歌山県高等学校体育連盟　　　　　　笠原　　悌二朗
東京都立四谷商業高等学校教諭　　　　伊藤　　昌弘

福島県立須賀川高等学校教諭　　　　　阪路　　光男

〔第２分科会〕
　健康と安全対策

１．ボクシングにおける健康と安全対策
２．高校生のスポーツ種目別体力の特徴
３．安全対策をふまえた強化における格技（柔道）指導計画と学習指導法
４．体育・スポーツ活動の運営・指導と課題

東京京華学園高等学校教諭　　　　　　田中　　幹郎
神奈川県立希望ヶ丘高等学校教諭　　　小池　　一正
鹿児島県立鹿児島南高等学校教諭　　　木原　　紀行
宮城県立塩釜女子高等学校教諭　　　　氏家　　登志男

〔第３分科会〕
　体育･スポーツ活動の運営･指導と課題

１．ラグビー部部活動におけるトレーニングの研究
２．部活動の現況と活発化について

３．東京都高体連体操部の運営とその実践活動（マイナー大会紹介）
４．選手強化に対する指導者の意識調査

愛知県立三好高等学校教諭　　　　　　光岡　　守士
愛知県立小牧工業高等学校教諭　　　　水野　　　稔
愛知県立西春高等学校教諭　　　　　　布山　　　守
東京都南葛飾野高等学校教諭　　　　　桂島　　静子他
山梨県立北富士工業高等学校教諭　　　渡辺　　幹雄

〔第１分科会〕
　競技力向上

①全国高等学校総合体育大会における選手強化について
②アイソキネティック運動のトレーニング効果について
③運動部・部活動振興についての実態調査その８強化のポイントを探る
④最近の大阪高校サッカーの動向

愛知県高等学校体育連盟　　　　　　　三井　　政昭
和歌山県立和歌山北高等学校　　　　　田中　　章二他
山梨県甲府南高等学校　　　　　　　　橘田　　　誠他
大阪高等学校体育連盟サッカー部技術部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金坂　　正廣

〔第２分科会〕
　安全対策

⑤本校の運動部員の健康管理について
⑥大阪における高校バレーボールチームの実態調査について

⑦登山の安全対策
⑧大阪府下高校生徒の柔道における障害の実態
⑨高校ラグビーにおける頸椎（頸髄）損傷の実態

高松市立高松第一高等学校　　　　　　石丸　　紀久子
大阪高等学校体育連盟バレーボール専門部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　白井　　徹男他
大阪府立和泉高等学校　　　　　　　　浮舟　　恢弘他
大阪府立大手前高等学校　　　　　　　河崎　　武夫
大阪府立阪南高等学校　　　　　　　　前田　　嘉昭

〔第３分科会〕
　普及と育成

⑩生涯スポーツに向けて高校期での体育の授業やクラブ活動
　（運動部）はどうあるべきか
⑪技術向上のための諸条件に関する研究
⑫部活動顧問の実態調査

⑬高校生の運動・スポーツに関する意識と実態調査
⑭昭和５８年度兵庫県高校総体上位入賞選手の体格・体力・運動能力テストの結果について

沖縄県立宮古農林高等学校　　　　　　今井　　敏彦

東京都立大泉高等学校　　　　　　　　中川　　恵他
神奈川県高等学校体育連盟調査研究委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　市川　　　博
広島県立三津田高等学校　　　　　　　舟木　　勝他
兵庫県立神戸工業高等学校　　　　　　大越智　典彦

〔第１分科会〕
　競技力向上への対策

①佐賀県に於ける競技力の現状と将来への模索
②運動部、部活動振興についての実態調査
（国体強化選手に対する意識調査）
③ジュニア層からの指導と競技力向上

④神奈川県卓球の競技力の実態

⑤意欲をもたせる指導法
〔紙上発表〕
①剣道部活動の指導について
②宮崎県高等学校昭和５７年度入学運動部員体力追跡調査とその考察
③辺土名旋風（チビッコチームによるベスト４進出）
④運動部に所属する生徒の父母の意識調査

〔研究協議〕
①地域ぐるみや組織づくりによる強化策
②指導研修のための条件整備
③その他

佐賀県立鳥栖高等学校　　　　　　　　関谷　　英正
山梨県立甲府西高等学校　　　　　　　内田　　直人
山梨県立第一高等学校　　　　　　　　鈴木　　正雄
熊本県バドミントン協会競技力向上委員長
熊本県立熊本高等学校　　　　　　　　西田　　寿明
神奈川県高等学校体育連盟卓球専門部強化普及委員長
三浦高等学校　　　　　　　　　　　　鈴木　　　一
長崎県九州文化学園高等学校　　　　　井上　　博明

佐賀県立三養基高等学校　　　　　　　井上　　正一郎
宮崎県立飯野高等学校　　　　　　　　矢野　　龍男
沖縄県立読谷高等学校　　　　　　　　新垣　　　悟
大分県高等学校体育連盟調査研究部
大分県立安岐高等学校　　　　　　　　青木　　　泰

〔第２分科会〕
　スポーツ障害と安全対策

①運動選手の健康管理について
②スポーツ外傷「手を中心に」
③スポーツ外傷「肘・肩関節を中心に」
④スポーツ外傷「下腱・足部を中心に」
⑤スポーツ外傷「脊椎を中心に」
⑥スポーツ外傷「股・膝を中心に」
⑦スポーツ外傷「開業医として」
⑧スポーツ災害見舞金制度についての紹介
〔研究協議〕
①スポーツ外傷の予防と治療
②スポーツ・ドクターの活用
③安全対策と災害補償制度

東京都日比谷高等学校養護教諭　　　　鎌田　　尚子
熊本大学医学部整形外科　　　　　　　原田　　正孝
熊本大学医学部整形外科　　　　　　　森沢　　佳三
熊本大学医学部整形外科　　　　　　　久保田　健治
熊本市民病院整形外科　　　　　　　　園田　　英器
熊本機能病院整形外科　　　　　　　　高橋　　修一郎
今村整形外科医院　　　　　　　　　　今村　　雄彦
熊本県教育委員会　　　　　　　　　　大林　　高春

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

東京都 星陵会館

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

第１７回 昭和 ５７年度

 昭和
  ５８．２．３
　 　　　　～４
　 （木）（金）

県民文化会館和歌山県第１６回 昭和 ５６年度

 昭和
  ５７．２．１７
         　～１８
　 （木）（金）
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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
〔第３分科会〕
　スポーツ活動の底辺拡大

①鹿児島県高等学校運動部活動の実態

②福岡県に於ける運動部員の動向について

③空手道について

④宮崎県に於ける高校生の部活動に関する意識調査とその考察

⑤スポーツ活動の底辺拡大について
　「未普及種目におけるウエイトリフティング競技について」の一考察
〔紙上発表〕
①野外活動を通して

②楽しいサッカー指導

鹿児島県高等学校体育連盟調査研究委員会
出水高等学校　　　　　　　　　　　　豊永　　　強
福岡県高等学校体育連盟研究部八幡工業高等学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石橋　　　学
沖縄県空手道連盟副会長
沖縄県泊高等学校　　　　　　　　　　伊良波　長傑
宮崎県高等学校体育連盟調査研究部Ｂ班
都城西高等学校　　　　　　　　　　　鳩山　　陸裕
長崎県立諫早東高等学校　　　　　　　篠崎　　義雄

福岡県高等学校体育連盟野外活動専門委員長
小倉工業高等学校　　　　　　　　　　須藤　　達一
福岡県立嘉穂農業高等学校　　　　　　藤崎　　憲一

〔第１分科会〕
　競技力の向上について

①技術向上のために諸条件に関する研究
　（第三報「シュート」についての調査研究）
②運動クラブ指導における教育機器利用の実態調査

③高校体操選手のトレーニング効果
　（オムニキネティックストレーニングを導入して）
④兵庫県におけるボクシングの検定制度

⑤神奈川県高体連における競技力の実態

東京都高等学校体育連盟バスケットボール女子技術委員会
東京都立大泉高等学校　　　　　　　　中川　　　恵
山梨県高等学校体育連盟
県立甲府南高等学校　　　　　　　　　小林　　正佳
県立甲府第一高等学校　　　　　　　　井上　　一三
和歌山県高等学校体育連盟
県立和歌山北高等学校　　　　　　　　田中　　幸二
兵庫県高等学校体育連盟ボクシング専門部
八代学院高等学校　　　　　　　　　　水落　　健二
県立兵庫工業高等学校　　　　　　　　中西　　泰洋
神奈川県高等学校体育連盟強化普及委員長
横浜商科大学高等学校　　　　　　　　伊藤　　　勇

〔第２分科会〕
　健康と安全の対策について

⑥千葉県におけるラグビーの安全指導のあゆみ

⑦体育における安全指導について

⑧運動部員が相談したい健康問題の実態

⑨神奈川県高等学校体育連盟の安全対策へのとりくみ

⑩高校生のスポーツによる外傷と障害

⑪地域医療の担当者から見た高校スポーツの健康管理と安全対策について

千葉県高等学校体育連盟ラグビー専門部
県立千葉東高等学校　　　　　　　　　本城　　一隆
長野県高等学校体育連盟研究調査専門委員長
県小海高等学校　　　　　　　　　　　阿部　　隆一
東京都高等学校体育連盟　都立日比谷高等学校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　　尚子
神奈川県高等学校体育連盟安全対策委員長
県立平安高等学校
（財）神奈川県体育協会スポーツ医学専門委員会常任委員
横浜南共済病院　　　　　　　　　　　高尾　　良英
（財）神奈川県体育協会スポーツ医学専門委員会常任委員
町田診療所　　　　　　　　　　　　　志村　　公男

〔第３分科会〕
　普及振興について

⑫本県における運動クラブの振興策経過について

⑬運動部活動のあり方に関する意識と実態

⑭部活動と学習に関して生徒により意欲的な学校生活を促するために
　（両立へのアプローチ）
⑮望ましい運動部活動をめざして

⑯第２０回全国高等学校定時制・通信制陸上競技大会参加選手意識・実態調査

⑰神奈川県内高等学校の部活動実態調査

群馬県高等学校体育連盟
群馬女子短大附属高等学校　　　　　　飯塚　　勝久
埼玉県高等学校体育連盟学校体育研究部
県立草加南高等学校　　　　　　　　　小原　　敏彦
愛知県高等学校体育連盟
県立西春高等学校　　　　　　　　　　布山　　　守
茨城県高等学校体育連盟
県立並木高等学校　　　　　　　　　　中村　　昌平
東京都高等学校体育連盟定時制・通信制部会
都立八王子工業高等学校　　　　　　　柏尾　　裕司
都立第一商業高等学校　　　　　　　　浦部　　利明
神奈川県高等学校体育連盟調査研究副委員長
県立多摩高等学校　　　　　　　　　　石川　　泰弘

〔第１分科会〕
　部活動等の充実を図るための
              組織と運営について

①郷土の歴史を学ぶ部活動の実践　－新編相模国風土記稿より－

②部活動の活発化を図るためには

③埼玉県高校生の運動欲求に対する意識と実態

④部活動の意識に関する実態調査

⑤未経験競技である部活動の指導について

⑥運動部活動における指導者の意識

⑦卓球部顧問の実情とその指導のあり方

⑧東京都高体連部活動顧問の実態調査

神奈川県高等学校体育連盟
横浜市立工業高等学校　　　　　　　　渡辺　　邦男
愛知県高等学校体育連盟
県立美和高等学校　　　　　　　　　　伊藤　　正徳
埼玉県高等学校体育連盟
県立伊奈学園総合高等学校　　　　　　小林　　耕治
愛知県高等学校体育連盟
県立一宮西高等学校　　　　　　　　　田中　　雅夫
北海道高等学校体育連盟
道立札幌丘珠高等学校　　　　　　　　森　　　弘隆
兵庫県高等学校体育連盟
県立川西北陵高等学校　　　　　　　　大路　　隆弘
愛知県高等学校体育連盟　卓球部
県立碧南高等学校　　　　　　　　　　浅井　　正紀
県立吉良高等学校　　　　　　　　　　鈴木　　則夫
県立安城農林高等学校　　　　　　　　坂部　　忠彦
安城学園高等学校　　　　　　　　　　関　　　神一
東京都高等学校体育連盟
日大鶴ヶ丘高等学校　　　　　　　　　日下　　修次

〔第２分科会〕
　競技力の向上をめざす方策について

①有力校との谷間を埋めるために

②部活動における棒高跳の指導実践

③全国高等学校定時制、通信制陸上競技大会参加者実態調査

④高等学校部活動における競技力向上に関する調査（中間報告）

⑤体育に関する情報処理の実践的研究

⑦高校入学者におけるサッカー初心者の技術向上と
　運動能力テストの関係について
⑧「静岡県高等学校スポーツテスト大会」１８年間のあゆみ

愛知県高等学校体育連盟
県立名古屋西高等学校　　　　　　　　大野　　寛次
県立名古屋西高等学校　　　　　　　　小野　　俊夫
三重県高等学校体育連盟
県立鳥羽高等学校　　　　　　　　　　磯田　　富弘
全国高等学校体育連盟定通部会
都立王子工業高等学校　　　　　　　　柏尾　　裕司
都立第一商業高等学校　　　　　　　　浦部　　利明
福井県高等学校体育連盟
県立藤島高等学校　　　　　　　　　　野村　　忠之
徳島県高等学校体育連盟
県立冨岡西高等学校　　　　　　　　　沢井　　勝之
愛知県高等学校体育連盟
県立豊橋南高等学校　　　　　　　　　金田　　雅人
静岡県高等学校体育連盟
県立富士宮西高等学校　　　　　　　　望月　　紘一

第２１回 昭和 ６１年度

 昭和
  ６２．２． ３
　 　　　　 ～４
   （木）（金）

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

愛知県 名古屋都ホテル
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回 開催日時･曜日 開催地 会　　　場 研究発表表題及び分科会年　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 〔第３分科会〕
　健康管理と安全対策について

①柔道の安全教育への分析　－三重県における実態調査から－

②生理中の女子生徒に対する水泳指導のあり方（第一報）
　－女子水泳部員の場合－
③ラグビーの事故・障害状況と安全指導について

④運動領域と保健領域との連携　－スポーツ障害の安全と回復のために－

⑤高校生の腰痛について　－その実態と対策の試み－

⑥岐阜県高等学校生徒の体力に関する研究
　－昭和６１年度スポーツテスト結果の分析と一考察－

三重県高等学校体育連盟
県立朝明高等学校　　　　　　　　　　伊藤　　三洋
大阪府高等学校体育連盟
大阪教育大学付属高等学校平野校舎　　坪田　　信道
愛知県高等学校体育連盟
県立惟信高等学校　　　　　　　　　　木村　　順一
東京都高等学校体育連盟
都立日比谷高等学校　　　　　　　　　鎌田　　尚子
愛知県高等学校体育連盟
県立半田高等学校　　　　　　　　　　岡　　　志保子
県立半田商業高等学校　　　　　　　　石垣　　育子
岐阜県高等学校体育連盟
県立加納高等学校　　　　　　　　　　岩田　　　薫

〔第１分科会〕
  競技力の向上を図る対策について

①部活動における陸上競技の実践指導

②高校期における棒高跳の指導について（全国総体２０回の入賞体験から）
③棒高跳びの普及強化をめざして
④技術向上のための諸条件に関する研究
⑤ＴＳＭＩによる高校運動部員の心理的適性に関する研究
⑥海なし県におけるヨット日本一をめざして
⑦水球競技の団体優勝までの歩み

愛知県立松蔭高等学校　　　　　　　　新井　　繁男
愛知県立半田東高等学校　　　　　　　新帯　　哲也
香川県立三豊工業高等学校　　　　　　詫間　　　茂
広島県立大和高等学校　　　　　　　　田坂　　文明
東京都立白鴎高等学校　　　　　　　　中川　　　恵
徳島県高等学校体育連盟研究部　　　　沢井　　勝之
岐阜県立海津高等学校　　　　　　　　伊藤　　正剛
沖縄県立大平高等学校　　　　　　　　樋口　　稔浩

〔第２分科会〕
  健康と安全対策について

①災害発生に関する実態調査

②大阪府下高等学校女子柔道部員における傷害の実態
③部活動における健康管理と安全対策について
④健康と安全対策について
⑤整形外科的スポーツ外傷・障害の予防（スポーツドクターの立場から）

香川県立高松北高等学校　　　　　　　伏見　　伸子
香川県立高松西高等学校　　　　　　　湯谷　　智子
大阪府立北野高等学校　　　　　　　　篠原　　芳雄
大阪府千里高等学校　　　　　　　　　辻　　　立世
鶴鳴女子高等学校　　　　　　　　　　山崎　　純男
田中整形外科病院　　　　　　　　　　森本　　哲郎

〔第３分科会〕
  部活動等の充実を図るための
                普及振興策について

①運動部活動の振興についての実態調査
②高知県における高校生の部活動に関する意識調査について
③運動部活動に関する保護者の意識調査
④部活動と進路
⑤高校女子柔道部員における実態及び柔道に対する意識調査とその分析
⑥神奈川県高体連における『審判員の意識と実態』
⑦和歌山県高体連における研究部の活動状況

山梨県立第一商業高等学校　　　　　　保坂　　博則
高知県立高知西高等学校　　　　　　　水田　　兼二
鹿児島県立長島高等学校　　　　　　　前村　　　悟
愛媛県立三瓶高等学校　　　　　　　　倉橋　　世紀
千葉県立千葉高等学校　　　　　　　　木曽　　　茂
神奈川県立住吉高等学校　　　　　　　八巻　　哲男
和歌山信愛女子短大付属高等学校　　　榎本　　　弘

〔第１分科会〕
  競技力の向上をはかるために

①競技力の向上をはかるための指導者の能力観の一考察
②スポーツテスト１級・２級取得者及びその保護者のスポーツ環境に
　対する調査について
③自転車競技の競技力を高めるために
④剣道における基礎体力の養成
⑤自作測定器によるパンチ力の計測
⑥柔道において体格が勝敗に及ぼす影響について
⑦小・中・高一貫指導体制確立をめざして
⑧全国大会アベック優勝と三冠達成

宮城県角田高等学校　　　　　　　　　妹尾　　　寛
福島県立福島北高等学校　　　　　　　石綿　　吉嗣

秋田県立六郷高等学校　　　　　　　　鈴木　　正須
山形県立佐沢高等学校　　　　　　　　斎藤　　　学
岩手県立水沢農業高等学校　　　　　　関　　　桂一郎
岩手県立宮古北高等学校　　　　　　　藤原　　洋治
宮崎県立富島高等学校　　　　　　　　安部　　勝也
秋田県公立合川高等学校　　　　　　　成田　　政志

〔第２分科会〕
  体育･スポーツにおける安全対策について

①保健室からみた体育・スポーツにおける安全対策について（本校の事例による具体的対策）
②神奈川県高体連ラグビー専門部の安全対策への取りくみ（傷害実態調査より）
③運動部員が心身ともに健康で活動できるために
④埼玉県高校生のスポーツ障害について（調査研究）
⑤高校生ボクサーの加撃時のパンチのもつ衝撃の大きさについて

愛知県立美和高等学校　　　　　　　　森本　　治郎
神奈川県立藤沢西高等学校　　　　　　芹澤　　　栄
岩手県立盛岡第三高等学校　　　　　　松野　　智子
埼玉県立伊奈学園総合高等学校　　　　小林　　耕治
岡山県立岡山工業高等学校　　　　　　石井　　義晃

〔第３分科会〕
  部活動等の充実をはかるために

①運動部活動の振興のために（部活動に関するアンケート調査より）
②望ましい部活動のあり方を求めて
③高知県における部活動の普及に関して（顧問の意識を中心として）
④全国高校総合体育大会出場選手の意識調査
⑤高校運動部活動の充実をはかるために
　（入部したがらない生徒、退部してゆく生徒の実態について）
⑥部活動を通して自律の心を育てる推進運動
⑦バスケットボール１６年間の指導実践
⑧新設校としての部活動の振興について

群馬県立渋川女子高等学校　　　　　　斉藤　　三郎
青森県立野辺地高等学校　　　　　　　花田　　　慎
高知県立高知西高等学校　　　　　　　水田　　兼三
山形県立山形中央高等学校　　　　　　村上　　武久
山梨県立市川高等学校　　　　　　　　保坂　　博則

岩手県立宮古北高等学校　　　　　　　相馬　　　昭
大阪府立羽曳野高等学校　　　　　　　比嘉　　　悟
秋田県立男鹿工業高等学校　　　　　　金　　　節男

〔第１分科会〕
  競技力の向上を図る対策について

①競技力向上のための諸条件に関する研究
－第六報「環境条件」についての調査・研究（昭和55年と昭和63年の比較）－
②漕艇競技における体力づくりについて
③ハンドボール１７年間の指導実践
④兵庫県高校総体上位入賞選手の体格・体力及び運動能力について
（昭和63年度と昭和58年度の比較考察）
⑤初心者に対するウエイト・トレーニングの基本「ハイクリーンの指導について」

東京都立白鴎高等学校　　　　　　　　中川　　　恵

福井県立美方高等学校　　　　　　　　上田　　俊彦
石川県立小松商業高等学校　　　　　　井川　　邦彦
兵庫県立伊川谷高等学校　　　　　　　大須賀　章敏

新潟県立新潟北高等学校　　　　　　　高橋　　雅朝

〔第２分科会〕
  健康と安全を図る対策について

①部活動における健康管理についての一考察
（主として内科疾患を予防し、活動時おける事故の予防と競技力向上を目的として）
②校内マラソン大会の計画と実践
③千葉県高等学校において登山活動を行っている部に関する調査
④報道にみる水難事故の分析的考察（第一報）－読売・朝日新聞の場合－

富山県立高岡女子高等学校　　　　　　清水　　芳隆

新潟県立新潟江南高等学校　　　　　　高山　　俊彦
千葉県立市川工業高等学校　　　　　　藤井　　　孝
大阪教育大学付属高等学校平野校舎　　坪田　　信道

〔第３分科会〕
  部活動等の充実を図るための
                普及振興策について

①部活動実態調査（生徒及び顧問の現状について）
②トレーニング指針のためのデーターづくり（中間報告）
　山梨県スポーツ事業団フィットネスシステムを利用して
③運動部に所属する生徒の保護者の意識調査
④部員の減少傾向と意識
⑤全国高等学校定時制通信制陸上競技大会参加選手意識実態調査及びその変遷
⑥理想的な登山部運営を目指して「山岳競技をとりいれた実践例」

千葉県立幕張東高等学校　　　　　　　斎藤　　雅文
山梨県立甲府西高等学校　　　　　　　市村　　一司

長野県飯田高等学校　　　　　　　　　藤本　　忠彦
神奈川県立鎌倉高等学校　　　　　　　堀部　　宏人
東京都立王子工業高等学校　　　　　　柏尾　　裕司
愛知県立幸田高等学校　　　　　　　　細井　　直樹

岩手県 ホテル東日本

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

第２３回 昭和 ６３年度

 平成
  元年．２．２
　 　　　　～３
　 （木）（金）

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
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回 開催日時･曜日 開催地 会　　　場 研究発表表題及び分科会年　度

〔第１分科会〕
  競技力の向上について

①なぎなた競技における実戦練習法について
②広島県バスケットボール競技における現況と強化対策
③スプリント能力に及ぼすウエイトトレーニングの影響について
（第１報　事前疲労法の実践にむけて）
④中学生・高校生の陸上競技入賞者の体格（広島県大会と全国大会の比較）
⑤岡山県高校ウエイトリフティング競技の強化策について
⑥軟式庭球における四冠達成への道
⑦ハンドボールにおける体力測定とその効果的な利用について
⑧１２年間のフェンシング指導から得たもの

岡山県立勝間田高等学校　　　　　　　岡田　　哲朗
広島県立自彊高等学校　　　　　　　　戸田　　範之
鳥取県立由良育英高等学校　　　　　　広田　　誠一

広島市立広島工業高等学校　　　　　　三宅　　勝次
岡山県立東岡山工業高等学校　　　　　長谷　　章一
広島県清水ヶ丘高等学校　　　　　　　武田　　博子
神奈川県立有馬高等学校　　　　　　　市川　　誠人
島根県立松江南高等学校宍道分校　　　塚田　　幸司

〔第２分科会〕
  健康と安全について

①埼玉県高校生のスポーツ障害について（調査研究　その２）
②動態時における高校生ボクサーのパンチの衝撃について

③鳥取県高等学校運動部に所属する生徒の食生活と健康に冠する調査報告
④講話「トレーニングと内科的障害」

埼玉県伊奈学園総合高等学校　　　　　小林　　耕治
岡山県立岡山工業高等学校　　　　　　石井　　義晃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　板野　　尚吾
鳥取県立倉吉東高等学校　　　　　　　高塚　　人志
広島大学教育学部教授　　　　　　　　大成　　浄志

〔第３分科会〕
  部活動等の充実について

①トレーニング指針のためのデーターづくり（その２）
（山梨県スポーツ事業団フィットネスシステムを利用して）
②明日への部活動をめざして（鳥取県内のアンケートをもとに）
③福岡県における運動部活動の実態調査
④学校教育における運動系クラブ活動
⑤平成元年度全国高等学校総合体育大会における意識調査についての分析
⑥部活動の実態調査（特に部員の動向について）
⑦クラブ合宿日誌の工夫

山梨県立機山工業高等学校　　　　　　渡辺　　富男

鳥取県米子西高等学校　　　　　　　　伊藤　　隆由
福岡県立城南高等学校　　　　　　　　山崎　　龍之
広島県立三原高等学校　　　　　　　　藤井　　寛雄
高知県スポーツ教育センター　　　　　中村　　哲夫
島根県立松江工業高等学校　　　　　　目次　　健司
和歌山県立和歌山東高等学校　　　　　峯　　　克二

〔第１分科会〕
  競技力の向上について

①スプリント能力に及ぼすウエイト・トレーニングの影響について
（第２報　オーバースピードトレーニングの応用にむけて）
②T.S.M.Iによる熊本県高校生スポーツ選手の心理的適性に関する研究（第１報）
（各スポーツ種目における競技力別競技達成動機の特徴）
③女子駅伝部指導に関する一考察
④バネと目方の宝物
⑤全国大会優勝までの道のり（バレーボール）
⑥陸上競技初心者の競技力向上
⑦栃木県高等学校競技力向上に関する実態調査
⑧高等学校部活動における競技力向上に関する継続調査
⑨フェンシングの競技力向上を願っての実践指導
⑩バスケットボールのスリーポイントシュートにおけるメンタルプラクティスの効果について
⑪私の背面跳びとの出会い（ウェイト・コントロールと記録の関係について）
⑫競技力向上のための諸条件に関する研究
（戦術面について－昭和57年と平成3年の調査結果の比較研究－）

鳥取県立由良育英高等学校　　　　　　広田　　誠一

熊本県立御船高等学校　　　　　　　　太田　　大四郎

山口県立埼京高等学校　　　　　　　　平野　　忠彦
北海道留辺蘂高等学校　　　　　　　　渡辺　　　隆
東海大学第四高等学校　　　　　　　　石田　　時郎
名古屋短期大学付属高等学校　　　　　斉藤　　隆谷
栃木県立宇都宮白楊高等学校　　　　　田嶋　　敏夫
福井県立武生高等学校　　　　　　　　赤星　　哲志
岐阜県立羽島北高等学校　　　　　　　渋谷　　晴雄
愛媛県立松山北高等学校　　　　　　　嶋屋　　隆夫
北海道旭川北都商業高等学校　　　　　森　　　勝義
東京都立白鴎高等学校　　　　　　　　中川　　　恵

〔第２分科会〕
  健康と安全について

①柔道における負傷と予防対策 北海道小樽潮陵高等学校　　　　　　　山本　　典夫

〔第３分科会〕
  部活動等の充実について

①だれでもできる部活動指導（軟式庭球）について
（よき指導者像を求めて県内上位校での指導法）
②全国強豪高校と県内高校の指導体制について
③トレーニング指針の為のデーターづくり（その３）
④生涯スポーツをめざした部活動の充実（少林寺拳法の拡大）
⑤部活動における悩みの分析（中学生・高校生の運動部員）
⑥部活動実態調査〔顧問、保護者、高校生５０００人）の
　　　　　　　　　　アンケートからの部活動参加の解決策を究明する
⑦運動部員の保護者の意識調査

愛知県立津島北高等学校　　　　　　　河合　　利昌

佐賀県立佐賀西高等学校　　　　　　　野中　　通兼
山梨県立機山工業高等学校　　　　　　渡辺　　富勇
北海道大麻高等学校　　　　　　　　　鍵谷　　好徳
徳島県立徳島農業高等学校　　　　　　沢井　　勝之
千葉県立千葉西高等学校　　　　　　　渡辺　　静一

神奈川県立金井高等学校　　　　　　　太田　　智之

〔第１分科会〕
  これからの高校スポーツは
                   いかにあるべきか
  　｢生涯スポーツ｣

①これからの部活動の充実に向けて　－運動部不参加者の実態調査から－
②スイミングクラブと学校水泳部
③「生涯スポーツ」をめざした学校体育のあり方
④高体連のこれまでとこれから　－高体連発展への一提言－
⑤トレーニング指針のためのデータづくり
　－女子バレーボール選手のレベル別身体的適性能力の比較とその考察－

滋賀県立膳所高等学校　　　　　　　　木村　　禎男
岡山県立玉野光南高等学校　　　　　　國川　　博士
京都府立鳥羽高等学校　　　　　　　　川合　　英之
和歌山県立和歌山北高等学校　　　　　笠原　　悌二朗
山梨県立甲府昭和高等学校　　　　　　松野　　正士

〔第２分科会〕
  いかにして強い選手を育てるか
 　 ｢競技スポーツ｣

①いかにして強い選手を育てるか
②高校時代の競技的成長段階に応じた指導と息の長い選手づくりについての一提言
③トレーニングハウス活用についての模索
④42年連続42回目のインターハイに出場して
⑤小学校・中学校・高等学校の一貫したスポーツ指導について　－特に中・高の連携について－
⑥スプリント能力を高めるための効果的なトレーニングについての考察
　－トゥ・トレーニングについて－

大和高田市立高田商業高等学校　　　　楠　　　柾洋
三重県立桑名高等学校　　　　　　　　向井　　俊哉
富山県立氷見高等学校　　　　　　　　荒俣　　範一
東山高等学校　　　　　　　　　　　　今井　　良春
福島県立保原高等学校　　　　　　　　小野　　圀芳
香川県立観音寺第一高等学校　　　　　中西　　勝利

〔第３分科会〕
  いかにしてスポーツ障害に対応するか
    ｢健康管理｣

◎講義　　スポーツ障害の予防と治療
①スポーツ障害に関する調査研究　－部活動等におけるスポーツ障害－
②高校生のスポーツ障害の実態について
③陸上競技における記録向上の諸要因

京都教育大学助教授　　　　　　　　　山際　　哲夫
鹿児島県立武岡台高等学校　　　　　　稲留　　重行
兵庫県立伊川谷高等学校　　　　　　　大須賀　章敏
京都府立南丹高等学校　　　　　　　　野々口　直良

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①全国大会三冠と剣道におけるウエイトトレーニング
②高校サッカー選手の体力について
③競技力向上と競技施設との関連性について
④競技成績とコンピュータ分析
⑤名門復活を目指して
⑥高校日本代表の取り組みについて
⑦宮崎県高等学校女子運動部の競技力の向上について

山形県立左沢高等学校　　　　　　　　斎藤　　　学
広島県立沼南高等学校　　　　　　　　荒木　　道彦
大分県立蒲江高等学校　　　　　　　　佐藤　　和彦
和歌山県立向陽高等学校　　　　　　　峯　　　克治
新潟市立高志高等学校　　　　　　　　萬歳　　憲重
大阪府立布施工業高等学校　　　　　　川村　　幸治
宮崎県立宮崎農業高等学校　　　　　　相星　　正人

〔第２分科会〕
  健康と安全

①部活動におけるスポーツ傷害の実態について
②競技中における感染症の予防について
③陸上競技と食事
◎講義　　「トレーニング法とスポーツ傷害」

佐賀県立神埼高等学校　　　　　　　　中村　　健太郎
和歌山信愛女子短大付属高等学校　　　榎本　　　弘
沖縄県立知念高等学校　　　　　　　　上江洲　由秀
福岡大学助教授　　　　　　　　　　　岩本　　英明

〔第３分科会〕
  部活動の充実

①本県女子マネージャーの現状と展望
②「運動部活動の現状」小・中・高の連携を目指して
③精神薄弱養護学校における部活動について　～全国の状況及び本校の実践より～
④選手を取り巻く環境　～全国都道府県の行政施策より～
⑤高校生の部活動に関する意識調査
⑥本県の運動部部活動に関する実態と調査のまとめ
⑦部活動に関する教員意識調査　～神奈川県における今後の部活動の発展のために～

青森県立三戸高等学校　　　　　　　　中村　　文則
愛媛県立宇和島南高等学校　　　　　　村山　　俊一郎
石川県立明和養護学校　　　　　　　　井上　　明浩
長崎県立島原高等学校　　　　　　　　本野　　民夫
静岡県立静岡東高等学校　　　　　　　小川　　佳実
福岡県立田川高等学校　　　　　　　　佐藤　　博英
神奈川県立大師高等学校　　　　　　　鈴木　　市朗

京都府 国立京都国際会館

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

第２７回 平成 ４年度

 平成
  ５．１．２８
         ～２９
   （木）（金）

広島県 広島国際会議場

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

第２５回 平成 ２年度

 平成
  ３．１ ．３1
　 　　～２．１
　 （木）（金）
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〔第１分科会〕
  競技スポーツの頂点をめざして

①競技力向上の方策を求めて
－運動部活動に関する基礎調査と九州・全国大会出場者に関する実態調査との比較・検討－
②全国高校総体（ハンドボール競技）出場校の活動の実態に関する調査研究
③平成５年度全国高校総体上位入賞校に関する実態調査－部活動の効果的な指導のあり方－
④神奈川県高校スポーツ強化普及振興協議会の報告
－昭和63年度～平成5年度（6年間）《体力測定から運動処方まで》のまとめ－
⑤高校スポーツ部活動の大いなる未来をめざして
⑥スポーツ種目別におけるわかりやすい指導ことばの分析的研究
－多変量解析（林の数量化理論Ⅲ類）を適用したスポーツことばに関する選手の主観的重要度の分析－
⑦高校スポーツと社会体育との関わり　－ジュニア期～高校期への競技継続性について－

鹿児島県立川内高等学校　　　　　　　鵜木　　親志

山形県立北村山高等学校　　　　　　　佐藤　　　攻
栃木県立鹿沼高等学校　　　　　　　　川田　　浩司
神奈川県立住吉高等学校　　　　　　　上林　　正明

奈良県立桜井高等学校　　　　　　　　其田　　安夫
熊本県立御船高等学校　　　　　　　　太田　　大四郎

千葉県立幕張西高等学校　　　　　　　南部　　　健

〔第２分科会〕
  生涯スポーツの基礎づくりをめざして

①部報発行に伴う生徒の変化について　－文武両道をめざして－
②国民体育大会を機に”ハンドボール競技の理解と底辺の拡大をめざして”
③生涯教育活動（スポーツ）への理論と実践
－教育現場における体育（スポーツ）部活動の重要性－
④高等学校体育連盟部活動の現状と展望－部活動指導の実態とその目標－
⑤学校週五日制と部活動（スポーツ）のあり方について
⑥生涯スポーツに向けての運動部活動
⑦部活動に関する意識の分析　－体育部に所属しない生徒から見た体育部－

三重県立桑名高等学校　　　　　　　　向井　　俊哉
愛知県立三好高等学校　　　　　　　　平松　　　学
北海道大麻高等学校　　　　　　　　　鍵谷　　好徳

日本大学鶴ヶ丘高等学校　　　　　　　日下　　修次
秋田県立大曲高等学校　　　　　　　　市田　　和夫
高知県スポーツ教育センター　　　　　安本　　寿一
徳島県立那賀高等学校木頭分校　　　　徳永　　　誠

〔第３分科会〕
  健康で安全なスポーツ活動をめざして

①登山競技の安全性について　－山口県の高校生の登山行動から－
②スキー教室およびスキー部活動における健康安全対策
③群馬県におけるメディカルチェック・体力測定からの一考察
④安全指導に関わる記事調査について　－「安全指導マニュアル」づくりの一環として－

山口県三田尻女子高等学校　　　　　　村田　　　満
長野県大町高等学校　　　　　　　　　小島　　喜美雄
群馬県立中央高等学校　　　　　　　　小林　　秀光
千葉県立舩橋豊富高等学校　　　　　　山﨑　　成夫

〔第１分科会〕
  競技力の向上をめざして

①競技力の向上と体力・運動機能調査 －カヌー（レーシング）競技の強化をめぐって－
②サッカー部の現状と強化について
③20年間の部活動　－自主性の尊重－
④ホッケー競技における小・中・高校一貫指導による競技力向上
⑤全国高校総体に対する生徒の意識調査について
－全国高校総体出場選手と一般生徒の全国高校総体に対する意識調査から－
⑥本県サッカー競技の現状　－育成と強化について－

石川県立小松商業高等学校　　　　　　古谷　　利彦
広島県立広島皆実高等学校　　　　　　中山　　正剛
石川県・星稜高等学校　　　　　　　　親谷　　均二
島根県立横田高等学校　　　　　　　　小桜　　和裕
京都府・京都市立西京商業高等学校　　小野木　弘志

静岡県立清水南高等学校　　　　　　　高橋　　良郎

〔第２分科会〕
  生涯スポーツの基礎づくりをめざして

①『静岡県高等学校スポーツテスト大会』26年間のあゆみ
　－生徒一人一人が主体的に取り組む体力づくりを目指して－
②中学生の運動部員に対する意識調査
③部活動に対する生徒の意識調査
④本県の未普及競技の育成について　－アーチェリーの現状と普及について－
⑤学校5日制と部活動の関係について　－指導者の意識調査から－
⑥運動部活動に関する意識調査　－運動レベル別分析－

静岡県立静岡工業高等学校　　　　　　戸塚　　　睦

福岡県立北九州高等学校　　　　　　　田中　　信廣
神奈川県立弥栄東高等学校　　　　　　佐藤　　敬子
大分県立竹田高等学校　　　　　　　　秋好　　寿紀
埼玉県立杉戸高等学校　　　　　　　　古川　　　修
兵庫県立舞子高等学校　　　　　　　　大須賀　章敏

〔第３分科会〕
  健康で安全なスポーツ活動をめざして

①歩き方・走り方に関する一考察　－ヒトの起立調整能力評価から－
②部活動を安全にすすめるために　－部活動安全指導の手引きの作成－
③高校生の安全な登山を目指して　－静岡県高体連登山部の活動から－
④柔道における重大事故防止の一考察
⑤陸上競技部員の健康管理について
⑥運動部活動における傷害の実態と傷害防止について　－岐阜県における実態から－

徳島県・徳島市立高等学校　　　　　　花谷　　昌典
山形県立酒田商業高等学校　　　　　　金井　　北士
静岡県・日本大学三島高等学校　　　　大塚　　純二
青森県立八戸高等学校　　　　　　　　山内　　完治
徳島県立阿南商業高等学校　　　　　　高原　　清秀
岐阜県立加納高等学校　　　　　　　　加藤　　忠比古

〔第１分科会〕
  競技力の向上について

①全国高校総体優勝校の指導者に関する実態調査
－本県の部活動指導者の資質向上をめざして－
②全国大会入賞をめざして　－一人のスプリンターとの出会いから－
③競技達成動機を高める為の実践的指導法の研究
④全国大会（フェンシング競技）優勝までのあゆみ
⑤水泳トレーニングにおけるコントロールテストの活用
⑥部活動における筋力トレーニングの現状と効果的な取組について
　－本県県立高等学校に実状とその問題点－
⑦フィットネス向上への取り組み　－全岩手四年間の体力測定より－
⑧頂点を目指して　－部員の筋力増強に伴う競技力向上の縦断的観察－

宮城県立仙台南高等学校　　　　　　　小野　　　寛

三重県立四日市西高等学校　　　　　　辻　　　昭司
愛媛県立西条高等学校　　　　　　　　近藤　　哲弘
香川県立高松高等学校　　　　　　　　小幡　　　淑
山形県立山形中央高等学校　　　　　　佐藤　　　若
愛媛県立八幡浜高等学校　　　　　　　岩川　　英俊

岩手県立釜石南高等学校　　　　　　　中里　　哲夫
沖縄県立前原高等学校　　　　　　　　具志堅　　侃

〔第２分科会〕
  健康と安全について

①部活動における指導者のスポーツ障害の実態について
②部活動活動中におけるスポーツ傷害に関する調査
③女子高校生のスポーツ活動と月経に関する調査からの一考察
④運動部生徒の身体の実態調査
⑤傷害実態調査報告　－平成2年度より平成6年度事故報告書より－
⑥怪我と故障について

滋賀県立甲西高等学校　　　　　　　　八木　　佐知男
宮崎県立高城高等学校　　　　　　　　日髙　　和典
栃木県立栃木女子高等学校　　　　　　田村　　一美
香川県立小豆島高等学校　　　　　　　三谷　　容子
神奈川県立藤沢西高等学校　　　　　　芹澤　　　栄
高知県立高知南高等学校　　　　　　　小栗　　成夫

〔第３分科会〕
  部活動の充実について

①指導者からみた部活動の実態
 －今後高体連が部活動普及にどのような役割をはたしていけるかの模索－
②部活動における指導者と部員の意識について　－球技における効果的指導法－
③生涯スポーツをめざして生徒が自主的かつ意欲的に取り組む運動部活動の在り方を求めて
④部活動（バレーボール）の活性化を目指して
⑤部活動に関する意識調査　－部活動の活性化を目指して－
⑥部活動に関する生徒の意識調査から見た今後の運動部のあり方について
　－加入者・非加入者の意識調査の違いからの一考察－
⑦運動部活動におけるスポーツテストの活用
　－高知県におけるスポーツテストの充実を運動部活動の視点から探る－

福井県敦賀工業高等学校　　　　　　　斉藤　　　慈

徳島県立香蘭高等学校　　　　　　　　兼岡　　博之
岡山県立備前東高等学校　　　　　　　和気　　　徹
愛知県立豊田北高等学校　　　　　　　水越　　嗣雄
鳥取県立青谷高等学校　　　　　　　　小倉　　健一
福井県立福井農林高等学校　　　　　　小林　　正純

高知県スポーツ教育センター　　　　　水田　　兼二

〔第１分科会〕
  競技力向上の方策を求めて

①全国優勝目指しての指導・実践例　－基礎・基本の徹底－
②全国高等学校カヌー選手権大会総合3連覇の歩み
 －二本松工業高等学校カヌー部の取り組みについて－
③全国大会に通用する選手育成について（自転車競技）
④指導者として大切なこと　－20年間の部活動をとおして－
⑤全国大会連覇をめざして　－優勝の後の効果的なとりくみについて－
⑥光高校ヨット部10年間のあゆみ　－常に全国で戦える選手育成を目指して－
⑦長崎県の高校ラグビーを探る

秋田県立秋田工業高等学校　　　　　　黒澤　　光弘
福島県立安達高等学校　　　　　　　　小久保　英一知

群馬県立前橋工業高等学校　　　　　　井上　　竹義
富山県立石動高等学校　　　　　　　　林　　　勇次
天理高等学校　　　　　　　　　　　　田中　　克己
山口県光高等学校　　　　　　　　　　川上　　健一郎
長崎県立大村園芸高等学校　　　　　　下村　　孝彦

〔第２分科会〕
  健康管理と安全の対策について

①アマチュアボクシングにおける健康管理
②部活動における生徒輸送の実態について
③安全に関する実態調査　－運動部活動の傷病に対する処置について－
④身体の歪みからくる運動障害の予防について
－練習前後の筋肉バランスのチェックと矯正のしかた－
⑤柔道部活動における安全指導について
⑥佐賀県における運動部遠征時の利用交通機関実態調査

岩手県立水沢工業高等学校　　　　　　上関　　　優
宮城県立泉松陵高等学校　　　　　　　妹尾　　　寛
千葉県立行徳高等学校　　　　　　　　深瀬　　茂弘
静岡県西遠女子学園高等学校　　　　　高田　　　均

島根県立川本高等学校　　　　　　　　月森　　　宏
佐賀県立高志館高等学校　　　　　　　松雪　　　誉

愛媛県 愛媛県民文化会館

９年度

 平成
  １０．１．２９
           ～３０
   （木）（金）

秋田県 秋田市文化会館

第３１回 平成 ８年度

 平成
  ９．１．３０
         ～３１
  （木）（金）

第３２回 平成

千葉県 千葉市民会館
ロイヤルプラザホテル

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

第２９回 平成 ６年度

 平成
  ７．１．２２
         ～２３
   （木）（金）
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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 〔第３分科会〕
  部活動の活性化をめざして

①部活動に関する教員意識調査
②卓球競技の普及に関する問題点の調査研究
③高等学校体育連盟部活動の現状と展望2　－高校生のスポーツ・勉強志向から－
④運動部活動の適正な在り方　－生徒・保護者・教員からみた運動部活動に実態－
⑤県高等学校体育クラブキャンプ研修会
⑥香川県アマチュアボクシングの普及
⑦創部5年目、「春夏連覇」達成までの取り組み　－学校全体のレベルアップを目指して－

青森県立弘前高等学校　　　　　　　　三上　　　実
山形県立山形工業高等学校　　　　　　菅野　　史郎
日本大学鶴ヶ丘高等学校　　　　　　　日下　　修次
岐阜県立岐阜商業高等学校　　　　　　長尾　　　學
和歌山県下津町立下津女子高等学校　　角谷　　全史
香川県立高松商業高等学校　　　　　　木津　　順児
熊本県立氷川高等学校　　　　　　　　本田　　泰隆

〔第１分科会〕
  競技力の向上をめざして

①愛知県のサッカーにおけるシュート場面と得点に関する考察
②全国優勝を目指しての登山指導　－安全な登山と強化について－
③美への限りなき挑戦　新体操　　－日本一を目指した与野高校での21年間の部活動の歩み－
④メンタルトレーニングに関する実態調査
⑤ホッケー競技の競技力向上に向けて
⑥全国大会優勝を目指して　－筋力トレーニングと基礎技術の徹底について－

愛知県立時習館高等学校　　　　　　　金田　　雅人
秋田県立大曲高等学校　　　　　　　　今野　　昌雄
埼玉県立浦和第一女子高等学校　　　　細田　　陽子
兵庫県立西宮今津高等学校　　　　　　小林　　勝美
山形県立米沢商業高等学校　　　　　　中嶋　　高彦
北海道立妹背牛商業高等学校　　　　　細川　　喜彦

〔第２分科会〕
  健康で安全なスポーツ活動をめざして

①柔道指導における安全確保について　－事故実態調査から－
②追手門高校ラグビー部　－安全への取り組み－
③大阪府高等学校テニス選手の傷害に関する調査
 －テニス選手のかかえる「ケガ」と「痛み」について－
④本県における運動部活動の傷害の実態　－傷害の防止策を求めて－
⑤部活動の安全指導のために　－スポーツドクターとの連携への歩み－

新潟県立西新発田高等学校　　　　　　斎藤　　英二
高知県立高知追手門高等学校　　　　　安本　　寿一
大阪府立交野高等学校　　　　　　　　向井　　正明

ラ・サール高等学校　　　　　　　　　宮崎　　利彦
埼玉県立熊谷高等学校　　　　　　　　鶴見　　秀海

〔第３分科会〕
  生涯スポーツの基礎づくりをめざして

①地域に根差したスポーツへの取り組み　－野村町の相撲についての一考察－
②部活動に対する意識調査
③福島県高体連部活動の現状と課題
 －各学校の部活動加入状況と県高校大会・全国大会への推移－
④カヌー・なぎなた競技の普及・強化について　－全国アンケート調査による分析と考察－
⑤中学校運動部指導者の意識調査
⑥運動部活動の最近の傾向について　－長野県北信地区高校の実態－
⑦底辺拡大と競技者の育成　－新体操におけるジュニア育成の取り組み－

愛媛県立宇和島水産高等学校　　　　　竹宮　　直孝
岡山県立玉島高等学校　　　　　　　　水川　　敬介
学校法人若松第一高等学校　　　　　　小松　　敏弥

大分県立大分東高等学校　　　　　　　福浦　　孝二
神奈川県立大和高等学校　　　　　　　戸塚　　義孝
長野県立中野実業高等学校　　　　　　北原　　三代志
長野県立伊那弥生ヶ丘高等学校　　　　橋爪　　みすず

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①私の短距離走者育成法　－中学校・高校の指導を経験して－
②競技力向上に対する取り組み　－山梨県高等学校体育連盟－
③弓道部の指導方法　－日常指導の留意点－
④本校クラブ活動における競技成績向上の試みについて
⑤中・高連携による部活動の活性化をめざして
 －県中体連優秀指定選手の高校における部活動追跡調査－
⑥選抜大会上位入賞チームの強さを探る
 －県内女子チームの監督・選手・保護者のアンケート調査から－
⑦全国高等学校総合体育大会出場者と地区、県大会出場者の心理的調査の比較

島根県立浜田高等学校　　　　　　　　清水　　禎宏
駿台甲府高等学校　　　　　　　　　　斉藤　　昌一
山口県立宇部中央高等学校　　　　　　河野　　　弘
広島県立世羅高等学校　　　　　　　　時乗　　俊文
山形県立南陽高等学校　　　　　　　　芳賀　　康雄

福井県立大野東高等学校　　　　　　　千秋　　直樹

福岡県立筑紫高等学校　　　　　　　　樋口　　千鶴

〔第２分科会〕
  健康と安全

①サッカー競技における傷害の実態と予防について
②クーリングダウンの重要性について　－突然死防止の観点から－
③体温とスポーツ活動
④高山病の基礎的研究　－合宿登山での努力息こらえ時間と急性高山病スコアの測定の試み－
⑤暑熱環境におけるサッカーゲーム中の生体負担度に関する研究
　－平成11年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技の場合－
⑥健康・安全への取り組み　－宜野湾高校ボクシング部の事例－
⑦投てき競技における危害予防と安全への一考察　－4年間の県内高校生の汗と実態調査より－

青森県立青森工業高等学校　　　　　　石村　　英俊
石川県立桜丘高等学校　　　　　　　　徳田　　伸一
茨城県立日立商業高等学校　　　　　　関口　　　毅
京都府立向陽高等学校　　　　　　　　西村　　昌能
千葉県立舩橋北高等学校　　　　　　　金子　　保敏

宜野湾高等学校　　　　　　　　　　　知名　　朝次
米子高等学校　　　　　　　　　　　　伊藤　　隆由

〔第３分科会〕
  今､求められる部活動

①運動部活動の意識（実態）調査　－運動部活動の活性化を目指して－
②高等学校における部活動に関する意識調査　－運動部活動の顧問を中心として－
③滋賀県高体連における運動部活動の現状　－運動部活動加入状況と生徒の意識について－
④少年を大人にするスポーツ：ＲＵＧＢＹ　－四日市農芸高等学校ラグビー部の歩み16年－
⑤地域に根差した部活動の在り方について　－カヌーを通した取り組み－
⑥今、求められる部活動　－運動部活動部員減少化とその意識調査－
⑦運動部活動活性化シンポジウム　－岡山県高体連調査研究部における一取り組み－

栃木県立鹿沼東高等学校　　　　　　　山本　　儀之
徳島県立鳴門第一高等学校　　　　　　大岩　　　靖
滋賀県立信楽高等学校　　　　　　　　岡嶋　　克史
四日市農芸高等学校　　　　　　　　　下村　　大介
島根県立邑智高等学校　　　　　　　　二上　　英紀
宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校　　　　　黒木　　保臣
岡山県立玉島高等学校　　　　　　　　水川　　敬介

〔第１分科会〕
  競技スポーツの頂点を目指して

①競技力向上を目指し追い求める事　－新体操を通じ人間性を磨く－
②ゼロからのスタート　－玉名工業高等学校レスリング部11年の歩み－
③2000年岐阜総体へむけて　－スポーツ王国へのその熱き思い－
④メンタルトレーニングの実践報告　－和歌山北高校ソフトテニス部男子－
⑤全国トップレベルの継続を目指して　－インターハイホッケー競技県勢5連覇を達成して－
⑥目標達成への意欲と自主性の尊重　－人格の形成と充実した学園生活のために－
⑦山形県のサッカー指導の現状　－小・中・高の一貫指導の確立にむけて－

香川県立坂出工業高等学校　　　　　　中田　　吉光
熊本県立玉名工業高等学校　　　　　　宮本　　俊晴
岐阜県立岐阜工業高等学校　　　　　　乙部　　浩康
和歌山県立和歌山北高等学校　　　　　峯　　　克治
岩手県立不来方高等学校　　　　　　　田村　　　保
井之頭学園藤村女子高等学校　　　　　中野　　瑞枝
斎藤学園鶴岡東高等学校　　　　　　　菅原　　正志

〔第２分科会〕
  健康で安全なスポーツ活動を目指して

①健康で安全なスポーツ活動を目指して　－部活動中の水分補給に関する調査－
②体操競技の運営面からの安全配慮と普及　－大阪高体連体操部の取り組み－
③群馬県におけるメディカルチェックの現状

④富山県立大沢野工業高等学校　－部活動における安全への取組－
⑤安全登山を目指して　－登山部の実態と安全への取り組み－

長崎県立長崎明誠高等学校　　　　　　藤田　　洋介
大阪府立八尾東高等学校　　　　　　　市田　　幸治
利根商業高等学校　　　　　　　　　　内山　　信一
高崎商業高等学校　　　　　　　　　　髙坂　　和之
富山県立大沢野工業高等学校　　　　　浅井　　智恵子
山口県立防府高等学校　　　　　　　　片岡　　泰彦

〔第３分科会〕
  高校スポーツ活動の活性化を目指して

①佐賀県における運動部活動顧問の指導及び意識調査
②部活動に関するアンケート　－中学生の意識調査－
③地元競技場と歩む普及と強化　－ボートコースを軸にした活動－
④「運動部活動」に対する意識調査　－生徒が主役になれるスポーツ部活動を目指して－
⑤新しい部活動の在り方を求めて　－生徒・顧問の意識調査および将来の展望－
⑥島根県のサッカーの普及・発展を目指して　－県内各地区の取り組みから－

佐賀県立牛津高等学校　　　　　　　　吉田　　　浩
神奈川県立湘南高等学校　　　　　　　重田　　　宏
静岡県立新居高等学校　　　　　　　　小栗　　正人
千葉県立市川南高等学校　　　　　　　恩田　　秀勝
宮城県黒川高等学校　　　　　　　　　市川　　敬行
島根県立松江南高等学校　　　　　　　本間　　英之

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①失敗からの教訓　－北佐久農業高校レスリング部と共に15年－
②水泳を通しての人間形成　－沼田高等学校水泳部での実践－
③創部3年目、全国大会二連覇への道　－部活動活性化を目指して－
④競技力向上を目ざして　－テニス競技の全国上位校との比較・考察－
⑤躍進のあしどり　－福島県立田村高等学校陸上競技部の強化のプロセス－

長野県立北佐久農業高等学校　　　　　中嶋　　則行
広島市立沼田高等学校　　　　　　　　三浦　　秀行
神奈川県　私立高木学園女子高等学校　上村　　曙美
大分県立中津商業高等学校　　　　　　祝園　　　浩
福島県立田村高等学校　　　　　　　　力丸　　　弥

〔第２分科会〕
  健康と安全

①自転車競技における安全面と健康管理について　－ケガ防止のための体幹バランス－
②部活動事故と顧問の過失
③北海道高校サッカー選手権大会における傷害調査　－大会日程改善への取り組み－
④応急手当に関する調査研究　－健康で安全なスポーツ活動を目指して－
⑤高校剣道部における傷害とその対策
⑥安全なボート競技を目指して　－秋田県高体連ボート専門部の取り組み－

奈良県立榛原高等学校　　　　　　　　徳地　　末広
千葉県立市川東高等学校　　　　　　　秋元　　秋代司
北海道立室蘭清水丘高等学校　　　　　加藤　　　忠
愛媛県立北条高等学校　　　　　　　　矢野　　昭史
愛媛県立三好高等学校　　　　　　　　平尾　　章芳
秋田県立由利高等学校　　　　　　　　月本　　　真

群馬県 前橋市民文化会館第３５回 平成 １２年度

 平成
  １３．１．１８
           ～１９
   （木）（金）

奈良県
奈良県文化会館
奈良県中小企業会館

第３３回 平成

第３６回 平成 １３年度

 平成
  １４．１．１７
           ～１８
   （木）（金）

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

１０年度

 平成
  １１．１．２８
           ～２９
   （木）（金）

新潟県 ホテル新潟
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回 開催日時･曜日 開催地 会　　　場 研究発表表題及び分科会年　度

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

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①他校の運動部等との連携を図った地域における運動部活動のあり方
②運動部活動の活性化を目指した本校の取り組みについて
③運動部活動の活性化を目指して
④新潟県のバレーボールの普及・発展を目指して　－ジュニア育成による影響－
⑤本県における今後の運動部活動の在り方について
　－スポーツ振興基本計画における運動部活動の運営の改善等を踏まえて－
⑥将来における運動部活動の在り方　－置賜地区運動部活動の活性化にむけた一考察－

兵庫県立御影高等学校　　　　　　　　尾上　　典宏
高知県立須崎工業高等学校　　　　　　柳本　　朋幸
埼玉県　私立立教新座高等学校　　　　吉川　　明憲
新潟県立三条東高等学校　　　　　　　高野　　淳志
鹿児島県指宿市立指宿商業高等学校　　吉牟田　元恵

山形県立小国高等学校　　　　　　　　遠藤　　啓司

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①三重県レスリングの競技力向上を目指して　－国民体育大会に向けての取り組み－
②スポーツクリニックの取り組みについて　－柏市立柏高等学校のトレーニングルームから－
③本県高校スポーツの競技力向上について　－中高合同指導者招へい強化合宿に関する調査－
④鳥取県におけるホッケー競技の普及と強化　－八頭高等学校を中核とした普及と強化の歩み－
⑤綾羽高等学校ソフトテニス部の取り組み
⑥週5日制による部活動への影響

三重県立四日市四郷高等学校　　　　　藤波　　俊一
千葉県立印旛高等学校　　　　　　　　関口　　昌宏
宮崎県立宮崎大宮高等学校　　　　　　東　　　克己
鳥取県立八頭高等学校　　　　　　　　石田　　修一
学校法人綾羽育英会綾羽高等学校　　　前田　　克生
徳島県立板野高等学校　　　　　　　　坂野　　真吾

〔第２分科会〕
  健康と安全

①研究部の安全への取り組み　－本県柔道整復師会とタイアップして－
②運動部活動の熱中症に関する調査研究
③「熱中症」についての運動部活動顧問と運動部活動生徒へのアンケート調査
④緊急時（事故・遭難）の対応について
⑤安全なホッケー競技のための練習法について

福井県立藤島高等学校　　　　　　　　林　　　厚子
岡山県立倉敷古城池高等学校　　　　　鈴木　　章弘
福岡県立筑紫高等学校　　　　　　　　樋口　　千鶴
山形県立酒田工業高等学校　　　　　　榎本　　和介
山梨県立白根高等学校　　　　　　　　小早川　幸夫

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①ホッケー競技の普及　－京都府丹波地域において－
②部活動に対するアンケート　－部活動を振り返って－
③運動部活動に関する保護者の意識について　－平成13年度研究調査委員会アンケートより－
④地域で育む部活動　－西原なぎなたクラブでの小中高合同練習を通して－
⑤青森県高校ラグビーの普及と発展を目指して　－少人数制大会の実施とその効果－
⑥運動部顧問のめざすもの　－運動部活動の活性化を目指して－
⑦運動部入部者数の推移と運動部についての意識調査　－過去10年間を振り返って－

京都府立須知高等学校　　　　　　　　野々村　　守
神奈川県立川崎北高等学校　　　　　　熱田　　正博
茨城県立日立商業高等学校　　　　　　関口　　　毅
沖縄県立西原高等学校　　　　　　　　瀬長　　睦子
青森県立青森戸山高等学校　　　　　　三浦　　　真
栃木県立栃木南高等学校　　　　　　　萩原　　　貴
石川県立金沢二水高等学校　　　　　　橋本　　祐之

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①競技力向上を目指したラグビー専門部の取り組みと今後の課題
②私の部活動指導方針　～陸上競技を通して～
③国民体育大会と競技力向上に関する一考察
　～地元（平成13年度「みやぎ国体」）についてのアンケート調査から～
④「剣道佐賀」強さを探る　～アンケートによる全国との比較を中心に～
⑤静岡国体に備えた陸上競技の体力測定について　～運営の経過報告～
⑥中国04総体にむけて　～大社高校の取り組み～

岩手県宮古高等学校　　　　　　　　　濱崎　　浩秋
栃木県立真岡女子高等学校　　　　　　渡辺　　方夫
宮城県仙台第一高等学校　　　　　　　井上　　芳友

佐賀県立佐賀北高等学校　　　　　　　北島　　寿人
静岡県立静岡東高等学校　　　　　　　馬野　　眞弘
島根県立大社高等学校　　　　　　　　藤田　　和弘

〔第２分科会〕
  健康と安全

①競技用品の安全性について　～空手道競技の場合～
②トレーナー導入計画　～運動部活動とトレーナーの関わり～
③飲み物についての調査
④教職員の救命手当（心肺蘇生法）に関する意識調査
⑤ラグビーフットボール競技における安全対策　～熊本県のっ現状と今後の対策について～

日本大学鶴ヶ丘高等学校　　　　　　　日下　　修次
岐阜県立各務原高等学校　　　　　　　林　　　幹二
和歌山県立南部高等学校龍神分校　　　谷地　　利和
香川県立観音寺第一高等学校　　　　　塩見　　卓生
熊本県立第二高等学校　　　　　　　　村田　　法大

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①柔道競技の継続を願って　～アンケート調査から～
②地域スポーツクラブと部活動
③奈良県高等学校ラグビーの普及と発展を目指して
　～平成14年創部奈良工業高校ラグビー部の取り組みについて～
④特色ある部活動の取り組み　～地域に根ざした部活動～
⑤ボート競技の普及　～取り巻く環境と部員確保の方策～
⑥将来における部活動の在り方　～完全週休5日制における運動部活動意識～

群馬県立前橋東高等学校　　　　　　　森　　　英也
富山県立雄峰高等学校　　　　　　　　佐伯　　仁史
奈良県立奈良工業高等学校　　　　　　山本　　清悟

山口県立田布施農業高等学校大島分校　行田　　育生
長崎県立大村高等学校　　　　　　　　溝上　　貴稔
山形県立新庄神室産業高等学校　　　　丹　　　忠一

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①64新潟国体に向けて　～高志高校の取り組み～
②みやぎ国体相撲競技総合優勝までの歩み（少年団体優勝までの取り組み）
③埼玉県高校生の競技力について　「…県外体育指導者に対するアンケート結果から…」
④「ホームページを用いた競技力の向上について」
⑤競技力向上の方策を求めて　…平成5・6年の本県の調査研究と10年後の調査研究の比較から…

新潟県立高志高等学校　　　　　　　　藤塚　　　直
高知県立宿毛高等学校　　　　　　　　森下　　文夫
埼玉県立入間向陽高等学校　　　　　　須合　　　繁
兵庫県立須磨友が丘高等学校　　　　　岩田　　正人
鹿児島県立長島高等学校　　　　　　　下大迫　　晃

〔第２分科会〕
  健康と安全

①運動部活動の食生活について　実態調査からの提言
②日常生活からスポーツ傷害を予防する　－歪みに着目して－
③アメリカンフットボール競技・過去5年間の公式試合で起きた外傷の分析
 ～安全な競技運営を目指して～
④熱中症に関するアンケート調査結果から
⑤長野県の陸上競技におけるトレーナー活動の変遷と今後

大分県立中津工業高等学校　　　　　　梶川　　清明
広島県立府中高等学校　　　　　　　　田村　　恵司
神奈川県立岸根高等学校　　　　　　　重本　　英生

福島県立浪江高等学校　　　　　　　　尾形　　幸男
長野県立丸子実業高等学校　　　　　　掛川　　和彦

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①高校日本拳法の普及と発展
②レスリング競技の普及　～秋田県の現状と今後の対策について～
③地域との連携を目指したスポーツの在り方について　～三島ラグビークラブの取り組み～
④部活動の活性化のために　～運動部活動の顧問のための指導ハンドブックを作成して～
⑤地域に根ざした部活動の活性化

大阪府清風高等学校　　　　　　　　　政　　　仁志
秋田県立秋田商業高等学校　　　　　　横山　　秀和
愛媛県立新居浜東高等学校　　　　　　月岡　　智雄
北海道立札幌藻岩高等学校　　　　　　近藤　　　壽
三重県立尾鷲高等学校　　　　　　　　中道　　貴之

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①スポーツボウリングの現状とトレーニング　～競技力の向上を目指して～
②県高体連専門部を中心とした強化策の実践　～鳥取県アーチェリー専門部の活動より～
③群馬県水泳専門部の強化の現状について　～過去の強化から今日まで（競泳を中心に）～
④本県高校の競技力の向上について　～部活動離れの現状と課題…ジュニアから高校へ～
⑤陸上競技における私の指導　～体育コースを活用して、いかに競技力を高めるか～
⑥自立した選手づくりを目指して　～自分が変わらなければ選手は変わらない～
⑦沖縄県ウエイトリフティングの競技力について
  ～王国までの道のりそして沖縄総体に向けて～

青森県立青森工業高等学校　　　　　　鎌田　　修三
鳥取県立米子南高等学校　　　　　　　樋口　　彰紀
群馬県立渋川女子高等学校　　　　　　須藤　　　聡
愛媛県立松山商業高等学校　　        田中　    誠
京都府立西城陽高等学校　　          杉岡　  憲二
山口県立華陵高等学校　　            吉兼　  敦生
沖縄県立糸満高等学校　　            渡慶次　  晃

〔第２分科会〕
  健康と安全

①運動部活動の健康・安全に関する実態調査　～陸上競技・サッカーを中心として～
②陸上競技における障害予防　～本校陸上競技部の取り組み～
③陸上競技におけるコンディショニング
④高校生のドーピングに関する意識調査
⑤充実したスポーツ活動をサポートする『食事・栄養』について
⑥陸上トレーニングと膝のリハビリテーションについて

栃木県立宇都宮北高等学校　　        那須野　  親
愛知県立三好高等学校　　            明星　  光信
徳島県立城西高等学校　　            藤川　  晋吾
滋賀県立高島高等学校　　            青井　  清昭
宮崎県立宮崎北高等学校　　          園田　  浩二
高知市教育委員会　　                小玉　  康二

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①定着率から見たチーム作りに関する考察
②部活動の楽しさと部活動加入率の関わり　～部活動の楽しさとは何か～
③運動部活動の活性化を目指した本校の取り組み　～学校づくりのなかから～
④相撲を通しての人づくり
⑤香川県のウエイトリフティングの普及・発展を目指して
　～多度津工業高等学校ウエイトリフティング部の指導から～

福井県立足羽高等学校　　            水野　  敏博
山形県教育庁庄内教育事務所　　      野崎　    剛
山梨県立桂高等学校　　              棚橋  　雅一
福岡県立嘉穂中央高等学校　　        渡邉　  祐二
香川県立多度津工業高等学校　　      川平　  建三郎

三重県 四日市市文化会館

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

第３９回 平成 １６年度

 平成
  １７．１．２０
　 　　　  ～２１
   （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｣

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

第３７回 平成 １４年度

 平成
  １５．１．２３
　 　　　  ～２４
   （木）（金）
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回 開催日時･曜日 開催地 会　　　場 研究発表表題及び分科会年　度

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①選手は指導者からの言葉がけをどのように受け止めるのか　～選手のタイプ別に見た考察～
②長崎県高校バレーボール　強さの秘密　～男子を中心とした強化の取り組みについて～
③国体ホッケー競技　少年男子チームの歩み　～少年男子選抜チームの取り組み～
④ボート競技における私の指導法　～ゼロからのスタート・・・そして頂点へ～
⑤富山県高体連サッカー専門部の試み　～競技力向上を目指して～

茨城県立取手第一高等学校　　        明珍　  直樹
長崎県立佐世保南高等学校　　        近藤　  修二
奈良県立二階堂高等学校　　          田中　  剛志
関西高等学校　　                    森川　  幸夫
富山県立入善高等学校　　            清水　  文彦

〔第２分科会〕
  健康と安全

①「日常に埋め込まれた過失」の発見　～事故を予見する視点～
②スポーツ損傷予防の取組み　～バランスパッドを用いたエクササイズ～
③佐賀県高校柔道におけるTrichophyton tonsurans　感染症の現状と対策
④男子体操競技における練習環境の安全に関する調査　～ピットの利用について～
⑤安全な大会運営を目指して　～大会中の救急医療体制に関する調査より～

千葉県立市川東高等学校　　          秋元　  秋代司
静岡県立清水東高等学校　　          佐藤　  光浩
佐賀県立鳥栖高等学校　　            柿原　  章男
島根県立浜田高等学校併設定時制　　  岸　    泳児
宮城県名取高等学校　　              渡邉　  一朗

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①岩手県の登山・山岳競技の普及・発展をめざして　～登山専門部の指導から～
②東京都におけるユースサッカーリーグの実践報告
　～健全なスポーツ観にもとづくスポーツライフ実現のために～
③柔道部活動の活性化を目指して
④『部員確保』in　少子化　～岐阜県のホッケー競技の場合～
⑤生涯にわたり親しむスポーツとしてのバドミントンのあり方

岩手県立盛岡南高等学校　　          岩澤　  健二
筑波大学附属高等学校　　            中塚　  義実

熊本県立南関高等学校　　            伊藤　  勝之
岐阜県立可児高等学校　　            山田　  哲志
和歌山県立伊都高等学校　　          山本　  慎二

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①水泳の週間トレーニングプログラム　～全国制覇を目指して～
②「ウエイトリフティング専門部の競技力の向上」　～練習と運営について～
③選手強化はどうあるべきか　～秋田県高体連スキー専門部は一枚岩～
④競技意欲向上のための指導観点　～剣道競技アンケート調査より～
⑤ハンドボールで勝つための戦略　～効果と効率を考えた優先順位～

豊川高等学校　　                    小池　  隆治
大阪工業大学高等学校　　            分田　  智博
秋田県立大館鳳鳴高等学校　　        井上　  千鶴子
北海道恵庭南高等学校　　            榮花　  英幸
小松市立高等学校　　                古橋　　幹夫

〔第２分科会〕
  健康と安全

①ドーピングに関する意識調査　～本県におけるドーピングに関する実態調査と今後について～
②インターハイにおける救急医療体制について　～傷病者数の推移から～
③サッカー競技における暑さ対策と安全
④アンチドーピングの高校生への指導と課題　～ドーピング検査の実体験をもとに～

鹿児島県立加世田高等学校　　        石井　  隆盛
埼玉県立鷲宮高等学校　　            安藤　  尚弘
新潟県立十日町高等学校　　          曽我　  秀一
兵庫県立神崎高等学校　　            西本　  高丈

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①「新しい部活動の在り方について」
　～富岡高校サッカー部、世界に通用する人材の育成に向けて～
②チャレンジ！大分　～ホッケー競技の普及・発展について～
③「ハンドボール」の普及・発展を目指して　～ゼロからのスタート～

④効率の良い運動部活動を求めて　～部活動の現状を探る～
⑤広島県のホッケーの普及・発展を目指して　～安芸府中高校ホッケー部の指導から～

福島県立富岡高等学校　　            佐藤　  弘八

大分県立森高等学校　　              清竹　  久美香
長野県立木曽青峰高等学校　　        土橋　  邦彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水　  啓佑
横浜市立南高等学校　　              立貞　  栄司
広島県安芸府中高等学校　　          新本　    勝

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①全国トップレベルを目指す者の意識調査
　～全国トップレベル選手と山形県トップ選手との意識調査～
②陸上競技における私の指導　～練習環境の工夫を通して、いかに競技力を高めるか～
③「少年期における望ましい競技力強化のあり方」とは　～本県運動部活動の現状を踏まえて～
④県内トップチーム指導者の部活指導

⑤全国優勝を目指して

山形県立山形西高等学校　　          村上　  周市

福岡第一高等学校　　                田之上　興造
玉野市立玉野備南高等学校　　        森本　  道理
山梨県立桂高等学校　　              小俣　  宏記
山梨県立都留高等学校　　            平嶋　    純
福井県立勝山高等学校　　            木戸口　  元

〔第２分科会〕
  健康と安全

①部活動におけるけがの実態と予防トレーニング　～部活動における傷害の予防を目指して～
②青森県高体連ラグビー専門部安全への取り組み
③部活動を安全に実施するための取り組み　～ケガなどの予防や対処～
④鍼灸マッサージのニーズと今後の活用
　～部活動におけるスポーツ傷害と体調管理の実態に関するアンケート調査から～
⑤少林寺拳法稽古における安全の確保　～防具などの安全面の強化～
⑥部活動における災害発生の状況調査
　　～バスケットボール部とバレーボール部のアンケート調査から～

沖縄県立首里東高等学校　　          比嘉　  敏彦
青森県立八戸南高等学校　　          良原　  吉彦
茨城県立明野高等学校　　            須藤　  崇文
石川県立盲学校　　                  上原　    崇

京都翔英高等学校　　                三井　  純一
鳥取県立米子白鳳高等学校　　        垣田　  英紀

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①「レスリング競技の普及について」～普及から強化へ・強化から普及～
②生徒が３年間継続できる魅力ある運動部活動運営への取組
　～運動部活動運営支援ハンドブック作成をとおして～
③運動部活動の意識・実態調査
　～栃木県高等学校運動部加入率の９年連続上昇と新しい課題について～
④ローカルスポーツ（水球競技）の普及と活性化～夢は期限付き～
⑤剣道部活動の活性化を目指して

滋賀県立栗東高等学校　　            田中　  秀人
宮崎県立日南高等学校　　            川口　  真紀

栃木県立矢板東高等学校　　          大山　  裕之
栃木県立大田原高等学校　　          髙井　    剛
三重県立菰野高等学校　　            川北　    裕
徳島県立城西高等学校　　            山本　  雅裕

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①地域性を生かしたマイナースポーツの活性化～普及と競技力向上をめざして～
②高校男子ソフトボールの指導に明け暮れた私の１０年間～全国制覇を目指して～
③選択体育授業による競技力向上　～「競技スポーツ」と「トレーニング」の授業の実践報告～
④剣道の普及をかねた競技力向上の取り組み

⑤レスリングの普及と強化～普及から強化・強化から普及～

静岡県立川根高等学校　　            池住　  秀夫
熊本県立玉名工業高等学校　　        林　    智貴
和歌山県立新翔高等学校　　          脇本　  優生
東京都立三田高等学校　　            井谷　    享
東京都立上水高等学校　　            荒木　  卓也
香川県立高松北高等学校　　          竹下　    敬

〔第２分科会〕
  健康と安全

①「今どきの朝食＆サプリ」～高校生の朝食・サプリメント摂取状況調査～
②競技力と安全について～弱者となりて己を知る～
③「部活動における効果的な栄養指導のあり方について」
　　～長崎県スポーツ科学・栄養研究会の活動～
④「地域に根ざした安心・安全な相撲指導」～中・高連携による競技力の向上～
⑤高等学校におけるカヌー競技の実態調査～いかにして安全意識を共有できるか～
⑥安全に部活動を行うための体つくりと環境づくり～現状の改善を考える～

岐阜県立大垣東高等学校　　          大橋　  和彦
岩手県立水沢農業高等学校　　        菅原　  幸雄
長崎県立佐世保工業高等学校　　      松尾　  善久

山口県立響高等学校　　              朝岡　  輝喜
奈良県立奈良情報商業高等学校　　    越水　  高士
龍谷富山高等学校　　                関口　  一途

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①ヨット王国『佐賀』　～ヨット競技の普及・発展をめざして～
②地域と連携した部活動の運営について　～大原高校ホッケー部の取り組み～
③宮城県下高等学校における運動部員数の現状とその考察　～生徒・指導者の意識調査から～
④なぎなた部活動の活性を目指して

佐賀県立有田工業高等学校　　        秋永　  良子
千葉県立大原高等学校　　            渡邉　  淳司
宮城県塩釜女子高等学校　　          山本　  泰彦
出雲北陵高等学校　　                板垣　    勇

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①生徒の自主性を促す実践　～ウエイトリフティング競技による試み～
②神奈川県の競技力向上の取り組みについて　～チーム神奈川にむけて～
③One for ALL ALL for One ラガーマンの挑戦
　～思春期の思い出が人生に大きな影響を与える～
④福島県における自転車競技力の向上について

松商学園高等学校　                  牛山　  成剛
横浜市立南高等学校　                立貞　  栄司
尾道中学・高等学校　                梅本　    勝

福島県立白河実業高等学校　　　　　　班目　　真紀夫

〔第２分科会〕
  健康と安全

①屋外競技における雷対策について　～安全を図る指針の作成～
②運動部活動顧問のための安全対策マニュアルの発刊とその効果　～利用状況調査・分析と課題～
③高校ラグビーのマウスガード使用状況に関する研究
　～選手のアンケート結果から見えたマウスガードの効用について～
④ボート競技における安全性についての一考察
⑤トレーナーからみたスポーツ障害の防止　～高校生の現状と解決方法について～

関西大倉高等学校　　　　　　　　　　吉野　　傳一
北海道北広島西高等学校　　　　　　　南原　　賢二
群馬県立高崎工業高等学校　　　　　　櫻井　　　清

愛媛県立松山東高等学校　　　　　　　徳岡　　　剛
秋田県立秋田北高等学校　　　　　　　戸島　　義夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　　篤

石川県
金沢市文化ホール
金沢ニューグランド
ホテル

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

岡山県 倉敷市芸文館

第４４回 平成 ２１年度

 平成
  ２２．１．１３
　 　　　  ～１４
   （水）（木）

山形県 山形テルサ

第４３回 平成 ２０年度

 平成
  ２１．１．１５
　 　　　  ～１６
   （木）（金）

茨城県
茨城県立
県民文化センター

第４２回 平成 １９年度

 平成
  ２０．１．１７
　 　　    ～１８
   （木）（金）

第４１回 平成 １８年度

 平成
  １９．１．１８
           ～１９
   （木）（金）
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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
〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①「馬術」不毛の地での戦い　～競技力の上をいく何かを求めて～
②埼玉県の運動部活動の普及への課題と取り組み
　～アンケート結果と県高体連の取り組みについて～
③地域に根ざした競技にするために　～部活動の活性化に結びつける～
④兵庫県における高等学校部活動の活性化を目指して

高知県立幡多農業高等学校　　　　　　小山　　　創
埼玉県立大宮高等学校　　　　　　　　塩原　　克幸

新潟県立分水高等学校　　　　　　　　澁谷　　　毅
兵庫県立伊川谷北高等学校　　　　　　山崎　　哲俊

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①高等学校における競技力向上に対する意識調査
②女子バレーボール強豪校の秘密　～試合前の調整方法を探る～
③高校生サッカー選手に必要な基礎体力を総合的に改善するための
　　ボールを利用したトレーニングプログラムの検討
④豊かな感性を身につけた選手の育成　～世界から日本、日本から滋賀、そして伊吹～
⑤競技力向上を推進する上での現状把握とその分析　～中高連携に関する実態調査を通して～

徳島県立ひのみね支援学校　　　　　　柴﨑　　絵里
大分県立大分工業高等学校　　　　　　渡邉　　　剛
鹿児島県立串良商業高等学校　　　　　義岡　　昌明

滋賀県立伊吹高等学校　　　　　　　　樋口　　　修
宮崎県立延岡商業高等学校　　　　　　田中　　真二

〔第２分科会〕
  健康と安全

①部活動におけるケガの発生に係る因果関係について ～県総体上位8校へのアンケート調査より～
②ヨット競技と安全　～セーリングを安全に行うため～
③部活動における安全指導の現状と課題　～現代にあった安全指導の普及を考える～
④体操競技の技術進歩と安全性について　～男子高校生の現状と課題～

岡山県立岡山御津高等学校　　　　　　日笠　　敬造
愛知県立碧南高等学校　　　　　　　　石川　　健二
山形県立山形工業高等学校　　　　　　白田　　　元
福島県立鯖江高等学校　　　　　　　　田野辺　　満

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①なぎなた競技の魅力を伝えるために　～美ら島沖縄総体成功の背景～
②ジュニア選手の育成と、地域・全国普及を通して部活動を活性化する
③運動部活動の教育的意義に関する研究　～本県教員の意識調査を通じて～
④自尊感情を高めるような運動部活動のあり方について　～運動部活動に関する意識調査より～

沖縄県立那覇高等学校　　　　　　　　大城　  エリカ
星稜高等学校　　　　　　　　　　　　西川　　明大
茨城県立水戸第三高等学校　　　　　　浦井　　雅之
鹿児島県立鹿児島中央高等学校　　　　瀬戸川　　拓
鹿児島県立国分高等学校　　　　      福田　　健吾

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①全国大会で活躍できる選手のライフスタイル分析
　～競技力向上へのライフスタイルの確立の提言と部活動サポート集の作成～
②NPO法人立ち上げによる部活動運営への効果
③奥出雲におけるホッケーの競技力向上　～各年代指導者の指導法調査を通して～
④全国制覇への軌跡　～佐賀県なぎなた競技の挑戦～
⑤東京都高体連陸上競技専門部研究班の取り組みについて　～東京国体へ向けての強化サポート～

栃木県立石橋高等学校　　　　　　　　有馬　　裕幸

千葉県立幕張総合高等学校　　　　　　島田　　　洋
島根県立横田高等学校　　　　　　　　恩田　　賢二
佐賀県立致遠館高等学校　　　　　　　綾部　　友洋
東京都　巣鴨高等学校　　　　　　　  黒木　　義郎

〔第２分科会〕
  健康と安全

①空手道競技規定・審判規定の変更に伴う審判の在り方及び今後の課題について
　～空手道競技における安全性の確保という視点から～
②「総合的な健康」についての考え方　～活用できる資料づくり～
③高校生の屋外環境下における水中運動が身体的変化に及ぼす影響について

④高校生の骨密度と運動部活動との関係
⑤「運動部活動サポートブック －専門部でも怖くない－」発刊について

東京都立松が谷高等学校　　　　　　　塩田　　伸隆

山梨県立富士北稜高等学校　　　　　　三浦　　和雄
和歌山県立星林高等学校　　　　　　　山本　　喜一郎
和歌山県立和歌山北高等学校　　　　　赤井    聡文
福岡市立福翔高等学校　　　　　　　　田野辺　　満
千葉県立千葉西高等学校　　　　　　　宮川　　　明

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①なぎなた競技の普及と発展のために　～ゼロからのスタート～
②スポーツボウリングが部活動に与える意義・役割・未来可能性について
③人口最小県の運動部活動の活性化について　～未普及競技の取り組みを通して見えるもの～
④青森県における高校生ボウラーの現状とトレーニング　～これまでの取り組みを振り返って～
⑤さらなる高体連活動の発展を願って
　～高文連とのパートナーシップから高校生の活躍の舞台を探る～

長崎県立長崎明誠高等学校　　　　　　服部　　雅子
京都府　洛陽総合高等学校　　　　　　秋元　　充秀
鳥取県立倉吉総合産業高等学校　　　　河田　　拓也
青森県立尾上総合高等学校　　　　　　鎌田　　修三
三重県立桑名工業高等学校　　　　　　向井　　俊哉

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①水泳競技強化での体組成測定の活用　～Inbody測定機を活用して～
②宮城県の高等学校運動部活動が置かれている環境と強化についての一考察
　～アンケートから見える現状と課題～
③体操競技（女子）の部活動とジュニアクラブの連携
④高校サッカーにおける競技力の向上（四中工サッカー部の取り組み）
　～部活動で育むたくましい心と体～

岩手県立福岡高等学校　　　　　　　　及川　　雄輝
宮城県仙台西高等学校　　　　　　　　三浦　　公浩

埼玉県立戸田翔陽高等学校　　　　　　山口　　　裕
三重県立四日市中央工業高等学校　　　樋口　　士郎

〔第２分科会〕
  健康と安全

①柔道専門部「安全対策」について
②高校生ラグビーフットボール競技者の安全対策意識について
③富士山をフィールドにした冒険的な活動とその安全対策
④熊本県の運動部活動における健康・安全に関する一考察

神奈川県立横浜平沼高等学校　　　　　川上　　智一
長野県伊那北高等学校　　　　　　　　小出　　茂樹
静岡県立富士宮西高等学校　　　　　　難波　　利行
熊本県立水俣工業高等学校　　　　　　谷村    弘章

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①高校運動部活動活性化に向けた魅力の再発信
　～中体連と高体連が連携して実施したアンケート調査結果から～
②普及・育成・強化に関わる“何か”とは…　～岐阜県のフェンシング競技実態調査から～
③「中堅のレベルアップ＝普及」による「競技力向上＝活性化」への取り組み
④水球競技の普及と発展

富山県立富山いずみ高等学校　　　　　荒城　　正人

岐阜県立大垣北高等学校　　　　　　　高橋　　英彦
奈良県　帝塚山高等学校　　　　　　　稲川　　和司
山口県立西京高等学校　　　　　　　　神田　　久輝

〔第１分科会〕
  競技力の向上

①競技力向上に向けたトレーニング方法
②「競技力向上」と「栄養」　～自己管理行動のデータ分析を通して～
③兵庫県高体連陸上競技部　強化の取り組みについて
　～年末強化合宿と指導者研修会をキーワードとして～
④相撲競技の競技力向上　～地域に根ざした強化の取り組み～

高知県立高知農業高等学校　　　　　　小松　　隆志
茨城県立那珂湊高等学校　　　　　　　花積　　秀樹
兵庫県立御影高等学校　　　　　　　　吉永　　雅哉

新潟県立海洋高等学校　　　　　　　　村山　　智明

〔第２分科会〕
  健康と安全

①陸上競技短距離の指導内容の変遷とこれに伴う故障に関する一考察
　～徳島北高陸上競技部の取り組みから～
②テニス競技における「けが」と「筋けいれん」についての考察
  ～アンケート調査から見える現状～
③バドミントン部の慢性障害・急性外傷防止に関する調査・研究
④運動部生徒の生活習慣実態調査から見えるもの　～運動部指導者に向けての一考察～

徳島県立徳島北高等学校　　　　　　　清住　　直健

福島県立清陵情報高等学校　　　　　　齊藤　　雅夫

広島県立庄原実業高等学校　　　　　　板垣　　哲司
香川県立坂出商業高等学校　　　　　　古市　　　歩

〔第３分科会〕
  部活動の活性化

①秋田県の運動部活動の現状と課題　～運動部活動調査から～
②冬季オリンピック選手を生み出す常呂町のカーリング環境
③スポーツ人口を増やすために高体連としてできること
　～児童・生徒とその保護者に対する意識調査から～
④部活動における普及・活性化への取り組み　～ボート競技実態調査から～
⑤大阪高体連アーチェリー専門部による部活動活性化の取り組み　～みんなで一歩前進を！！～

秋田県立秋田西高等学校　　　　　　　小松　　和幸
北海道常呂高等学校　　　　　　　　　中田　　光哉
群馬県立沼田高等学校　　　　　　　　濱田　　　豪

愛媛県立今治工業高等学校　　　　　　渡部　　大輔
大阪府立山本高等学校　　　　　　　　山本　　良之

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

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

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

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）
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