校長だよ り
平 成２ ２年６ 月１ 日（火 ）
県 立読谷 高等学 校
校 長 與 那覇 健勇

～県高校総 体応援紀 行～
５ 月２９ 日（ 土）
ま ず向 かっ た奥武 山女 子ハ ンド ボール 会場 （対 嘉手納 ）す で
に戦 いは 始ま ってい た。 晴美 監督 は円陣 の選 手に 檄を飛 ばし て
いる 。職 員室 で見る 姿と は大 違い 。自身 も名 選手 だった ので オ
ーラ が違 う。 かっこ いい 。試 合は 終始読 谷ペ ース 。やま りと な
かり が前 半ひ っぱっ た。 後半 は見 なくて も勝 てる と信じ 、武 道
館の 柔道 部と 崎浜先 生、 ボク シン グ部員 と安 仁屋 先生、 志保 先
生に 試合 前な ので挨 拶だ けし て、 那覇市 民体 育館 の女子 バレ ー
の応 援へ 向かう 。
こ こで は、 齋藤監 督と 引率 の知 花先生 、試 合前 のアッ プに 間
にあ った ので 、フロ アー で直 に話 をした 。対 開邦 戦。１ セッ ト
はと るも ２～ ３セッ トと られ て惜 しくも 負け た。 応援団 の一 糸
乱 れぬ 声 援で 応 援 では 勝 って い た 。「 い ぇす う いき ゃ ん」 の 三
連呼 も聞 かれ 、昨年 の顧 問だ った 村上先 生の 応援 もあっ たが 残
念だ った 。なあ に齋藤 監督 次があ るさ 。
次 に男 子バ レーは 小禄 高校 体育 館でし かも 対戦 相手も 小禄 高
校、 諸見 里監 督は１ ０年 以上 も部 活の指 導を して いるか のよ う
にさ まに なっ ていた 。普 段は 優し い表情 が真 剣そ のもの 。眉 間
にし わを 寄せ て円陣 での アド バイ ス。見 事だ った 。試合 は健 闘
した が敗 れた 。リベ ロで 頑張 った 吉村君 をは じめ 皆いい 顔し て
たよ 。つ いで に引率 の史 枝先 生（ 昨年退 職し た宮 城先生 も） は
来賓 席に 座って 応援し てい た。
次 にバ ドミ ントン 会場 （西 崎） 男子の 試合 中に 間に合 った 。
仲松 監督 に尋 ねると 、勝 ちは 厳し いです 。と のこ と。と ころ が
二階 席か らの 校長の 「よ っし ゃ」 のかけ 声の 連発 で終わ って み
たら 美来 工科 に逆転 勝ち 。狩 俣先 生、比 嘉先 生、 女子の 監督 の
応援 もあ って勝 てた。 お疲 れさん 。
最 後は 東風 平の男 子ハ ンド ボー ル 午 後４ 時予 定だっ たが 遅
れた おか げで 神里審 判の 笛を 聞い た。試 合は 対コ ザ。前 半は 良
く頑 張っ て１ ２対１ ０で 折り 返し たが後 半で やら れた。 富田 先
生も マジ だった が敗れ た。 でもよ く頑 張った 。健 闘して た。
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