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第７３回全国高校バスケットボール選手権大会（ウインターカップ２０２０）静岡県予選が

令和２年１０月２４日に開幕する。１１月１５日に静岡県武道館で行われる決勝戦の勝者が１

２月２３日に東京体育館他で開幕する全国選手権大会への出場権を獲得する。今年は新型コロナ

ウィルス感染症の影響により地区・県・東海・全国総体・国体すべてが中止となり、この大会が

昨年の東海新人以来約８ヶ月ぶりのＵ１８公式戦となる。感染症対策を施しながらの開催となり

試合以外にも気を遣うことが増えるだろうが、今後は感染症と共存しながら大会を運営していく

「ウィズ・コロナ」の時代になっていくことが予想される。選手・スタッフ・役員だけでなく保

護者や周りの方々にも協力して頂きながら、この大会が滞りなく運営されていくことを願ってい

る。 

 

コロナ対策の一環として、今大会は若干レギュレーションが変更された。まず原則無観客開催、

１試合２時間を確保し感染対策を徹底することとした。また対戦相手も従来は全県一斉開催の意

義を尊重し初戦は他地区チームと対戦することとなっていたが、今年は移動による感染リスクを

最小限にするために３回戦までは同地区同士で対戦することとなった。今後も状況に応じて変更

が生じ皆様方にご迷惑をお掛けする点も多々あると思うがご協力を願いたい。 

 

全国大会に関してはジュニア・ウインターカップの関係で今年度から年始開催の予定であった

が、ジュニアウインターを年始にまわすこととなった関係で、従来通り年末開催となった。また

昨年男女各６０チームに増えた出場枠は今年に限り登録数が多い東京・神奈川にプラス１枠、ブ

ロック新人大会優勝都道府県に１枠（関東は準優勝県にも１枠・九州はブロック新人大会が中止

となったため協議の結果男女とも福岡を推薦）、そして各都道府県代表と開催地枠（東京）とな

った。メイン会場は３年ぶりとなる聖地・東京体育館。コロナ禍で開催される高校バスケ最高峰

の戦い、その栄冠をつかむのは果たしてどのチームなのか今から興味が尽きない。 

 

今大会の展望を執筆するにあたって、参考資料となる大会の多くが中止となった現状をふまえ

て今回は執筆を辞退させていただこうかと悩んだ時期もあったが、限られた資料を使って一人で

も多くの選手を取り上げたい、そして志半ばでウインター前に引退を余儀なくされた３年生やウ

インターの開催を信じて日々練習に精進する選手たちのためにも例年通り大会展望を書きあげ

たい、一人でも多くの選手を載せてあげたい、という思いで僭越ながら執筆させていただいた。

情報を出来る限り収集し、色々な方々にも力を借りながらまとめたつもりではあるが、私自身の

勉強不足・取材不足または男女・地区の偏り等あってご迷惑をお掛けするかと思うが、現状と趣

旨を御理解いただければ幸いである。 

  

 

 

 



【男子】 

今年は大逆転で県新人を制し、８月末の県会長杯でも社会人に３連勝して優勝、堂々１１月の

東海総合初出場を決めた飛龍と、県新人準優勝・藤枝明誠を中心とした優勝争いが予想される。

その中でも飛龍の底力は頭一つ抜けている。 

 

飛龍は県新人では劣勢から土壇場で起死回生の大逆転劇、２年ぶりの優勝を飾った。東海新人

は初戦で美濃加茂にまさかの苦杯を喫したが、コロナ禍でどのチームも練習が十分に行えない中

でも万全な調整をして臨んだ県会長杯では危なげなく決勝に進み、前年覇者イカイレッドチンプ

ス相手に一度もリードを許すことなく快勝し、大会史上初の男子高校生王者となった。そして何

よりも大会中止が続いたこの時期に貴重な公式戦を３試合こなして実戦経験を積んだことも大

きい。リュウが卒業し原田監督着任以降初めて留学生がいない「純国産」のチーム編成となった

が、常々留学生の高さだけに頼らないバスケットを心掛けているので心配は無用だろう。 

大黒柱は保坂晃毅。１年次からレギュラーとして活躍、持ち前のスピードとテクニックを生か

してコートを縦横無尽に動く姿は多くのファンを魅了する。県新人・藤枝明誠戦では屈辱のスタ

メン落ちを経験したがその悔しさを胸に途中出場、試合終了間際に自陣バックコートから果敢に

パスカットを敢行、そのままワンマン速攻に持ち込み逆転優勝への口火を切る大車輪の活躍をし

た。また先頃Ｕ－１６アジア選手権日本代表として最終発表され今後のさらなる飛躍が期待され

る。半年ぶりの公式戦となった県会長杯決勝でもチーム最多１８得点を稼ぐ八面六臂の大活躍、

ドリブルで社会人ディフェンスを華麗に突破する力強さを見て「超高校級」という言葉がまさし

くふさわしい印象を受けた。 

入学時から保坂と共にチームを支え、Ｕ－１８日本代表候補の経験もある古大内雄梨は怪我

からの回復具合との戦いとなる。その影響で多少好不調の波があるが、体調が万全であれば正確

な３Ｐでチームが勢いづく突破口となる。美濃加茂戦でも挙げた得点すべてが３Ｐ、１５得点と

イメージは完全に３Ｐシューターだが最近は積極的にドライブも試み、平面的なバスケットも展

開できるようになった。満身創痍ではあるが最上級生としての自覚も芽生え積極的に声を出して

心身ともにチームを支える屋台骨である。 

このチームに「色」を添えるのが成長著しい遠藤渉夢。藤枝明誠戦では残り１０秒、１点ビハ

インド、土俵際まで追い詰められた状況で果敢に放った３Ｐがリングに吸い込まれるように入り

大逆転、王座奪還の立役者となった。３Ｐ３本を含む両チーム最多の１７得点を挙げたこの試合

に象徴されるように持ち前のガッツあふれるプレーだけではなく３Ｐの精度も確実に上がって

いるので、１８５㎝の高さを生かしたゴール下だけでなく、アウトサイドにも注目したい。 

課題のインサイドは県新人・静岡学園戦でチーム最多の１２得点を挙げた１８７㎝鳥見勇敢や

同じく１８７㎝・内外器用にこなす急成長の池田涼が任されるであろう。 

その他にもチーム一の小兵・１６１㎝ながら目にも止まらぬスピードで相手ディフェンスをか

いくぐる山本愛哉、県会長杯で公式戦初スタメンを果たし、３試合すべてで活躍した坂田翔、

昨年東海国体にも参加した渡邉晴・畑尻祐哉、実戦を重ねてゲームコントロールが出来るよう

になった斎藤大、持ち味のディフェンスやリバウンドがさら磨きかかった三橋翔、昨年この大

会で一躍脚光・社会人との試合で見せた献身的に体を張ったディフェンスが信条の佐藤彩人、そ

してこのタレント揃いの面々をうまくまとめ上げて飛龍代々の主将に脈々と受け継がれる絶大

なキャプテンシーを持つ櫻井椋介など戦力充実、２年ぶりの優勝を射程圏内に捉えている。どの

チームよりも情熱的に伝わってくる勝利への飽くなき探求心とチームスローガン「小事は大事を

生む」を胸に熱血漢・原田監督の胴上げを誓う。 

 



 優勝候補筆頭・飛龍を猛追するのが前年覇者・藤枝明誠。指揮官に北海道で国体少年男子の監

督経験を持つ日下部二郎氏を迎え、新たなスタートを切った。入学予定のマリ人留学生はコロナ

の関係で来日出来ていないが昨年来の大黒柱・カミソコを中心とした高さのバスケットは健在、

２年連続ウインター出場を狙う。 

身長２００㎝カミソコ・オマールはチームで唯一ウインター出場経験を持つ貴重な存在。全

国大会で強豪と対戦した経験が一段とプレーに表れている。県新人決勝リーグで６８得点、東海

新人・安城学園戦でも２９得点、県会長杯でも社会人相手に１９得点と名実ともにスコアラーと

してチームを牽引、長いリーチを生かしての素早いリバウンド、柔軟に膝を使っての超人的な跳

躍力、着地時に見て取れる安定した下半身、そして激しいトランジションにも対応できるスピー

ドなどどれを取っても一級品。昨年までは他の留学生とプレイングタイムを分け合う起用法が続

き随時レストを取りながら試合に臨めたが、今年はチーム唯一の留学生となりフルタイムでの出

場が予想される。来日以来まだ公式戦での４０分フル出場の経験がないだけにスタミナ面が多少

心配されるが、日々のトレーニング、そしてチームの総合力でカバーしていくだろう。 

カミソコ以外の選手は今年からレギュラーに定着したフレッシュな面々が並ぶ。新チームが始

動した県新人では経験不足からか詰め手を欠き飛龍に逆転負けを喫して辛酸を舐めた。その悔し

さと苦しみながらも練習で培った成果を手ごたえに成長の証を見せてくれるだろう。新チームの

キャプテンに就任して精神的にもチームを支える石橋永遠は強気なドライブと絶妙なシュート

が持ち味。東海新人・富田戦ではカミソコが相手留学生に完全に封じられて得点源を失った試合

でも一人気を吐き２４得点、一矢を報いて留学生に頼らなくても得点が重ねられることを証明し

た。ポイントガードの朝比航士郎も石橋と共に速い展開の中でカミソコの高さを生かしながら

得点していくチームスタイルを顕著に表すプレーヤー。速いパスで速攻の起点となることはもち

ろん、セイフティーを気にしながらも必要に応じて飛び込みのリバウンドにもチャレンジし、セ

カンドチャンスをものにするプレーも魅力。県新人決勝リーグでもカミソコに次ぐ４３得点、外

へのこだわりよりも果敢にインサイドへ切れ込む積極性を評価したい。１９５㎝川越大輔はＵ－

１６日本代表候補にもなった未完の大器。長らく怪我に苦しみ県新人もブロック決勝と決勝リー

グを棒に振ってしまったが東海新人では途中出場、体調を万全にして臨んだ県会長杯は見事スタ

メン、内外から得点を奪い大器晩成の片輪を見せた。これだけの長身選手がカミソコと共にツイ

ンタワーとして機能すると他のチームにとって脅威の的となること間違いない。 

また近年になく県内出身選手が多いことも特徴。遠藤千晟は昨年度県選抜にも選ばれたフォワ

ード選手。ドリブルが器用でスピードもあり、時折３Ｐも放つオールマイティーな選手である。

安城学園戦では３Ｐ２本を含む２０得点の大活躍、まだ２年生で今後十分伸びていく選手なだけ

に将来が楽しみである。神谷大樹・藤川夏希は昨年ベンチ入り出来ず悔しい思いをした。その

分応援で貢献し「ウインターカップ応援大賞」受賞の立役者となったが、今年は声だけでなくプ

レーでもチームに貢献する立場となった。シックスマン・神谷はレギュラーの座を掴むためにも

まずは出場機会を増やしたい。藤川は途中出場した県新人・沼津中央戦で３Ｐ２本を含む１８得

点、スピードあふれるガードとしての印象を残した。ロカニトは強靭なフィジカルから繰り出さ

れるレイアップが武器、チームのために体を張るフォワードである。和太駿治は１９２㎝の長身

を生かしたプレーに注目したい。 

その他にも東海国体・東海新人に出場した眞野皓斗、アウトサイドシューター・稲井大、昨

年度全中優勝を経験した新星・西村星汰、同じく１年生有望選手・上野幸太など新進気鋭のメ

ンバーで県王者の奪還、そして大会連覇に向かって勇往邁進する。 

 

 



 この２強に続くのが昨年度３位、県新人も３位となり出場した東海新人で強豪・桜丘を返り討

ちした静岡学園。 

中心は昨年度県協会優秀選手良知宏大。昨年・加藤学園戦で見せた「リングに吸い込まれてい

くシュートの連発」の残像が私の瞼から１年たった今でも離れない。背筋が伸びた理想的な姿勢

から仕掛けるドライブは絶品、東海新人では桜丘・四日市工業という全国トップレベル相手に３

Ｐ８本を含む５３得点の大活躍、今大会注目の選手である。良知を助ける主将小川大新も下級生

の時から実戦経験を多く積みキャリア抜群である。監督からの全幅の信頼を得て３Ｐシューター

としてチームの得点源となる。市川の後継として大役を任されている１８５㎝保谷蒼空は経験を

積むたびに成長が実感できる選手で新チームになり公式戦全試合にスタメン出場、広い肩幅とス

ピードを駆使していい位置に待ち構え、さらに深く膝を曲げて巧みにポンプフェイクも活用でき

るテクニシャンである。 

その他、東海新人２試合で３Ｐ４本を含む２８得点、相手ディフェンスの動きを見てドライブ

から機転を利かせてジャンプシュートに切り替える瀧澤良斗、チーム一の長身・東海新人でもス

タメンで出場した１８５㎝齊藤龍哉、同じくインサイド・１８４㎝三井勇一郎、３Ｐを得意と

する北堀晃征など２強に勝るとも劣らない戦力を持ち合わせる。全員ディフェンス・全員リバウ

ンドで速攻を繰り出す伝統の「静学スタイル」で２０年ぶりの優勝を狙う。 

 

 県新人４位・沼津中央は大会ごとに着実に順位を上げ、いよいよ５年ぶりの優勝が視界に入る

位置までたどり着いた。 

中心は２年生エース・新井樂人。魅力は何といっても１ｏｎ１の強さ、絶対的な自信を持って

仕掛ける攻撃に相手ディフェンスはきりきり舞いとになる。どの試合でも確実に２０点以上稼げ

る得点力と長身を利してのリバウンドも魅力。同じく２年生福島寿希也も爆発的な得点力を持

つ。相棒・新井と対をなすプレーヤーで外角からのシュートを切り札とする。県新人決勝リーグ

では計５９得点、特にチームがオフェンスを完全に封じられた飛龍戦では孤軍奮闘、チーム６０

得点中２５点を一人でたたき出し、厚いプレスをものともせず３Ｐも６本決めた。３年生村上瑠

惟・弓削田修都も下級生に負けじと長身を生かしたリバウンドで得点を重ねるプレーが醍醐味。 

その他小瀬村雄大・吉戸皓太など有望な選手を擁するチームの平均身長は出場校中ナンバー

ワンの１８０㎝、高さを生かしたプレーで一気に優勝を狙う。そのためには昨年から激戦を繰り

広げている浜松学院の対戦が予想される準々決勝が山場となるだろう。 

 

 昨年度３位・浜松学院も侮れない。県新人は準々決勝で宿敵・沼津中央に敗れたが５位を確保、

底力を見せつけた。 

中心は後藤陸人。県新人では怪我で出場機会を失ったが、ドライブからの得点がチームの攻撃

の起点となる。実戦から離れていて試合勘が心配だが抜群のポテンシャルを持つ選手、復活を期

待したい。１８７㎝中川賢人はインサイドの柱、県新人・浜松西戦ではゴール下で２６得点、ボ

ールがローポストに入ると確実に得点に結びけられる選手である。 

その他にも、３Ｐシューター縣剛人、鋭いドライブと正確なフリースローが持ち味の前田晃

希、１９０㎝から豪快に繰り出されるブロックショットが武器の船尾裕二郎、ミニ・中学共に

全国大会出場のキャリアを持つ曽布川翔月、さらには伊藤楓・後藤新葉・大島ジオバニ・鈴木

遥斗など戦力満載。まずは１３年続く４強の座を死守するためにも準々決勝で予想される沼津中

央との戦いに全身全霊で挑む。 

 

 



西部６位で臨んだ県新人で県６位に躍進、台風の目となった浜松西は杉本晋作・玉木俊介・

窪園孝太郎という主力３年生が残り、上位と互角に戦える布陣が整った。加えて今大会最高身

長・２０３㎝加藤大智、長身１８５㎝和久田登馬、ガード・大村海斗や昨年度県協会中学部優

秀選手・１８５㎝平野太基など下級生戦力も充実、いよいよ２３年ぶりの４強が見えてきた。 

県新人７位・浜松湖東は昨年度三大大会すべてベスト８をキープ、今回も主力３年生石田翔

大・木戸口和樹・大淵拓巳が残り浜西同様２２年ぶりの４強に手が届くところまで来た。１８

８㎝木戸口や１８３㎝江間淳斗など長身選手が多く、新戦力のガード上野真輝を使いながら攻

守でリバウンドを多く支配し速攻につなげる組織力が魅力。 

同じく県新人７位の三島北は近年確実に８強をキープしてきたが県武道館には未踏である。今

年は大型選手が多く、昨年東海国体にも出場した１８６㎝古根村友哉や１８７㎝廣和睦・１８

３㎝小林信之介など１８０㎝台を５人も抱える。中盤の吉川爽人・野口大明も機動力のある期

待のホープ、まずは県武道館を目指して一意専心頑張って欲しい。３校はすべて公立高、男子に

限るとメインコートにたどり着いた公立は７年間現れておらず厳しい戦いが続く。その重い壁を

粉骨砕身の努力と研鑽で突破して欲しい。 

また一昨年準優勝・浜松開誠館もリバウンド・ルーズボールなど球際の泥臭いプレーに汗を

流す川嶋耕平や昨年この大会で輝きを放った田村宙、力強いリバウンドで真骨頂を発揮する須

和部陸、昨年度中学生として初の国体少年男子選抜選手に選ばれた長身１９６㎝鈴木楓大など

一流の戦力を擁しており、８年連続の県武道館を賭けて対戦が予想される浜松学院戦が上位進出

への試金石となる。 

  

今回プログラムを作成するにあたり何度も選手名簿を確認したが、近年選手の大型化が進んだ

といえども１９０㎝以上の選手を見つけるのは至難の業である。それでも今回は１１人が該当、

その中から３人を紹介したい。１９０㎝西山えんり（御殿場）、１９３㎝牧田滉平（吉原工業）、

１９１㎝佐野颯馬（藤枝北）。３人とも工業系の高校に所属している関係から工業大会や練習試

合で対戦する機会も多く、類まれな長身を生かしたプレーが心に残った。高校入学時から身長が

１０㎝伸びた牧田は高さに加えスピードも持ち合わせブレイクにも対応できる選手である。西山

はミニ時代から注目していた選手で当時からポストプレーが上手く、恵まれた体格を生かしての

スクリーンアウトやリバウンドで他を圧倒していた姿が今でも忘れられない。先日久々に見た時

には持ち前のパワープレーがさらに磨きかかっていた。佐野は浅いキャリアながらも実践向きで、

シールやポジショニングのスキルが見るたびに上達した選手である。このような特色のある選手

達に注目するのも興味深い。 

 

 上記以外の注目選手として、古株俊輔・邑上雄亮（韮山）、新保晴也・山口裕也（裾野）、藤

曲海斗・勝又海斗・横山貴大（御殿場）、鈴木蓮・鈴木豪（沼津工業）、田中涼也・深澤響・長

島大斗（加藤学園）、ナーガ・ケンジ（誠恵）、山崎未希也（桐陽）、中村壮護・白井響己（三島

南）、岩崎裕大・渡邉絢心（日大三島）、清隼斗・佐野大河・井上快星（富士宮東）、大隅裕心（星

陵）、鈴木涼斗・坪井寛大（富岳館）、松田岳歩・横井颯大・保科真澄・山本哲平・櫻井翔也（清

水東）、白土裕太・新村泰樹・鈴木智也（清水西）、望月敬太・谷口晴紀・櫻井翔・曲渕大輝・

阿形祐輝（清水国際）、稲垣遥斗（東海大静岡翔洋）、神保蓮・鈴木義宗（静岡）、堀切川瑠・金

城琉之介（科学技術）、小川大輝（駿河総合）、宗村美輝・磯部省伍・岩崎公輔（静岡商業）、内

山幸大・根岸飛向・望月心太郎・松崎舟馬（静岡東）、白鳥達也（静岡城北）、西島佑紀・澤井

元輝（静岡市立）、鬼澤惇（静岡大成）、山田陽太・新村留季也（常葉大橘）、久野愛留（静岡北）、

川口司・望月隆太・小澤綺羅・漆畑賢人（城南静岡）、永石圭・杉本寛・高田乾斗（焼津中央）、



シャイェギヤン羅瑠（清流館）、近藤優希・木野広道・深澤剛至（藤枝東）、法月孝太郎（藤枝

北）、樋口倭・但馬柊輝（島田工業）、塚本陽和（島田樟誠）、八木孝樹（相良）、比嘉海輝（小笠）、

櫻井葵・佐々木潤之介・渡部博煕（常葉大菊川）、内田周佑（掛川東）、西尾俊哉（袋井商業）、

廿日岩元（磐田南）、刑部隆（浜松南）、小畑樹・町田蒼希・松野巧・山﨑悠斐・太田愛李（浜

松商業）、杉山聖（浜松湖南）、山下晃汰・平本大也・鈴木暁人・鈴木弥真斗（浜松工業）、川島

暢洋（浜松湖北）、鈴木俊介・鈴木雄大・鈴木偉陽冴（浜松聖星）などを挙げさせていただきた

い。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【女子】 

 現在県内高校大会１２連覇・８１連勝中、まさに県内敵なしの強さを誇る浜松開誠館が他の追

随を許さない状況が続いている。県会長杯では決勝で静岡産業大学に惜敗、全カテゴリーを通じ

ての県内大会連覇は１５、連勝は９４でストップしたがこの記録は高校生が足かけ５年かけて打

ち立てた不滅の金字塔、決して色あせることはない。独走態勢に入って長期政権を続ける無双王

者を共に東海新人初勝利を挙げた藤枝順心と浜松学院が追う展開となるだろう。 

 

大会５連覇を狙う大本命の浜松開誠館は県新人も圧倒的な強さで優勝、東海新人では準決勝

で桜花学園に敗れたものの３位決定戦で安城学園に快勝、全国ワンツーに続く３位となった。直

後にコロナ禍となり練習もままならない時期が続いたが、再開後は練習内容を教育支援アプリに

記録するなど常に一歩先に行く姿勢でこの難局を乗り切った。県会長杯での敗戦は選手にとって

非常に悔しいものであろうが、８月に県武道館で流した悔し涙を１１月に同じ会場で感涙に変え

てくれるであろう。 

チームの中心は１年次より主力として活躍する山本涼菜。全国レベルのセンターをインサイド

で相手にするには正直苦しい１７１㎝ながらもスピードとテクニックで互角以上に渡り合って

きた大黒柱。元来内外ともに器用にこなせるユーティリティープレーヤーで安城学園戦では３Ｐ

４本も決めアウトサイドからも得点を量産できることを証明した。任されたポジションに応じて、

巧みなステップ、鋭いドライブを駆使し自分のバスケットが出来る順応型プレーヤーと言える。

今まではインサイドでミスマッチとも思えるほどの大型選手に体を張って中に入りドライブや

ターンシュートで得点を重ねてきたが今年はチーム事情で中盤を任される可能性もある。どこを

任されてもソツなくこなすであろう。 

シューター黒川菜津奈は県新人・静岡西戦では多少精彩を欠き３Ｐは１本にとどまったが、

その１本は相手の猛追を振り切る値千金の一撃であった。翌日の藤枝順心戦では３Ｐ３本を決め

てきちんと復調、さらに東海新人では天下の宝刀を遺憾なく発揮し３試合で３Ｐ１４本、総得点

も５７を記録した。テクニックもさることながら、シュートセレクションの判断力・決断力、度

胸、そして相手に対応されてもそれをかわす適応力が誰よりも優れた秀逸プレーヤーである。 

新チームになって大きく成長したのが樋口沙彩。今までも縁の下の力持ちとしてリバウンド・

ルーズボールを誰よりも一所懸命に追い続け、果敢にブロックを試みる姿が見られたが県新人で

はさらに進化、その結果が数字にも顕著に表れ始めた。決勝リーグでは６８得点、特に順心戦で

は両チーム最多の３１得点をマーク、東海新人でも３試合で５７得点、山本・黒川と並ぶチーム

のスコアラーに成長した。半年ぶりの実戦となった県会長杯では大学生・社会人相手の３試合で

４８得点、全試合で３Ｐを決めるなどますますプレーの幅が広かった。パスやスクリーンなど数

字に表れない部分で黒子に徹しチームに貢献するのが塩澤小夏。県新人決勝リーグでは全試合ス

タメン出場、途中他選手と交代しながら堅実なディフェンスや的確なパスでチームの４連覇に貢

献したが、東海新人では出場機会に恵まれず失意のどん底に陥った。そんな中でも誰よりも熱心

に練習に取り組み続け県会長杯ではスタメンの座を奪還、司令塔として状況を考えながら冷静沈

着にプレーする姿が見られた。元来天才肌の選手、今後出場機会を確実にしていくためにはさら

に積極的に得点に絡むことが求められる。 

今年は６人も１７０㎝オーバーの選手がいるのも今までにない特徴、昨年は２人だったことを

考えると相当な戦力アップである。平均身長１６６．４㎝は出場校随一、今まで泣き所であった

高さでも全国トップレベルに迫る勢いである。国体への参加経験も持ち昨年度も東海新人を始め

随所で途中出場を果たしいい働きを見せた１７６㎝西田妃那、茨城国体にも帯同した１７１㎝

平井朋美などの現有戦力だけでなく、新入生ながら県会長杯堂々の全試合スタメン、海千山千の



相手にゴール下の新守護神として必死に自分の本分を全うした県内最高身長１７８㎝前田理咲

子が加わったのが大きい。過度に期待や負担をかけることは禁物だが、この稀にみる逸材の活躍

が今から楽しみである。 

その他にも、昨年は切り札としてチームを支え有事に備えてきたが県新人では全試合スタメン

起用されて期待に応えた中田絵美、茨城国体メンバーの岩永美空、そして１年生では県会長杯

全試合スタメン・２０得点を記録してレギュラー獲得に一歩前進した萩原加奈やミニで全国出場

経験を持つ小幡夕夏など戦力は頭ひとつもふたつも抜けている。従来の力強さ、粘り強いディフ

ェンス、人もボールも動くオフェンスに加えて今年は高さまで加わり、鬼に金棒となった感さえ

ある。毎回無敵女王と言われながらも常に「油断は禁物」「勝って兜の緒を締めよ」と気持ちの

引き締めに余念がない。チームスローガンである「集中・気合・徹底」を胸に刻んで全国の檜舞

台での勝利を視野に入れながら県予選の階段を一歩一歩慎重に大切に着実に上がっていくだろ

う。 

 

 絶対王者を追うのが藤枝順心と浜松学院。藤枝順心は県新人準優勝で初出場を果たした東海新

人、四日市商業に会心の勝利、敗れたものの岐阜女子にも胸を借り全国トップレベルを肌で感じ

たことは大きい。初出場となった県会長杯では社会人 Freeクラブと対戦、見事接戦をものにし

初勝利、打倒・浜松開誠館の一番手に改めて名乗りを上げた。 

３年生服部満里奈はこの試合３Ｐ３本を含む１７得点の活躍、今まではよく走ってスピード

で相手を攻守に翻弄するスタイルであったが、長距離砲にも正確さが加わった。下級生を統率す

る抜群のリーダーシップも持ち合わせる如才ない選手に成長した。アウトサイドには得点源の１

７１㎝髙田晴妃と１７０㎝野末舞が待ち構える。髙田は県新人決勝リーグで７７得点、四日市

商業戦でも３２得点を奪った点取り屋。１on１にも強く、ドライブしたら常にシュートまで持っ

て行ける猪突猛進型の選手である。野末は長身を生かしたポストのディフェンスに活路を見出す。

オフェンスではポストにボールが入らない時には瞬時にキックバックして外でもらって果敢に

３Ｐを放つ。 

鈴木はるりは安定感抜群のプレーヤー、県新人決勝リーグ４０得点、東海新人２試合で３８

得点、常に二桁得点を計算でき、特に岐阜女子戦で見せた相手に臆することなくカットインして

得点を重ねる姿は非常に頼もしかった。木村奈々美はリバウンドへの執念、その一語に尽きる。

四日市商業戦では献身的なディフェンスで１９リバウンド、歴史的勝利へ陰の立役者となった。

鈴木ひよりは今まで出場機会に恵まれなかったが、県会長杯で初スタメンを果たすと大覚醒、

社会人・大学生相手に３５得点、力強いオフェンスリバウンドからセカンドチャンスをものにす

るプレーで一躍チームの救世主となった。インサイドにチーム最高身長１７２㎝松林亜美も加わ

り下級生中心の若いチームではあるが、チームの生命線はリバウンド、ファンダメンタルな練習

を繰り返し、それを実践でフィードバックする。「練習は裏切らない」、悲願の初優勝を手にする

ためにも一つ一つ目の前の試合を確実に勝利へつなげていきたい。 

 

 浜松学院も魅力的な戦力を誇る。今までなかなか４強の壁を突破できなかったが県新人で４年

ぶりの４強、さらに静岡西と大接戦の末東海新人出場権を獲得、待望の東海初勝利も挙げた。内

外にバランスよく実力のある選手が揃い、どの試合でも４～５人が二桁得点を記録するオフェン

シブな布陣。 

エース・金井凜莉は今大会屈指の３Ｐシューター。県新人決勝リーグで１１本、東海新人・美

濃加茂戦では１試合で９本も決める離れ業、相手にシュートチェックされてもいとも簡単にシュ

ートをリングに叩き込む。ステップも華麗でドライブも鋭いだけにどのチームも対応に苦慮する



だろう。１７３㎝足立玲那はゴール下でもらったパスを確実に得点につなげるプレーヤー。時折

放つ３Ｐやオフボール時に見せるスクリーンなど器用な側面が目立つようになった。２度の手術

を乗り越えて昨年見事復活、以来持ち前の力強いリバウンドや高い得点力を生かしチームの原動

力となった関百花はミニで２度、中学で１度全国を経験した抜群のキャリアの持ち主。怪我から

不死鳥のようによみがえった逸材は高校でも全国を狙う。白井凛はポイントガードとして３Ｐや

ドライブ、ミドルなどの個人技を使いながらも周りを生かしたパスを出せる抜群の状況判断力を

持つ。その他にも東海新人でスタメン出場・２試合で３Ｐ６本を決めた鈴木音葉、静岡西戦で１

６得点、第３Ｑに決めたミドルのブザービーターが印象深い金谷百々子など有力選手を多く抱

え、ディフェンスからの速攻を軸としたバスケットで一気に初優勝を狙う。 

 

 上記３チームを追うのが静岡西・常葉大常葉・浜松市立。静岡西は昨年度県総体・県新人とも

に４位で東海大会初出場を逃した。この悔しさをバネにまずは県武道館メインコートを目指す。 

エースは言わずもがな、北條明星。ドライブ、ジャンプシュート、３Ｐ、パス、状況判断どれ

をとっても一流のオールラウンダー。１on １にも強く、相手との駆け引きもうまい。相手との

間合いの取り方も絶妙、ドライブ、３Ｐ、スキップパスなど多くの選択が出来る距離感を常に保

つ。そんな多彩なテクニックの中でも持ち前の爆発的な得点力は今大会注目の的である。県新人

決勝リーグで７４得点、特に会場が割れんばかりに揺れた大熱戦・浜学戦では３Ｐ４本を含む大

会最多の３６得点、まさに神がかった活躍であった。この選手を周りがさらに活かせる展開に持

って行きたい。渡邉優蘭は北條に次ぐ得点源に成長、得意の３Ｐだけでなく、リバウンドにも精

を出し時には北條からの合わせに対応してシュートを決める。山田まやは経験を積むごとにプレ

ーの幅が広がり、持ち味の３Ｐだけでなくディフェンスの動きに応じてさまざまなバリエーショ

ンのシュートが打てるようになった。その他にも積極的にリバウンドにも参加しキャプテンとし

てチームを統率する鈴木菜々花、チーム随一の長身でいち早くリバウンドを支配、その後はセ

カンドショット・アウトレットパスなど状況を見極めて最善の策をチョイスできる竹田菜々実、

そしてチームの精神的支柱・木村杏莉愛など上級生主体のチームで今大会に臨む。チームワー

クの良さの中にも垣間見られる自分たちに向けた徹頭徹尾の厳しさ、飽くなき向上心、その気持

ちを全員が持ち続け準々決勝で予想される常葉大常葉との戦いに競り勝って浜松開誠館に挑戦

したい。 

 

 昨年準優勝・ウインター出場１６回を誇る名門・常葉大常葉は県新人ブロック決勝で藤枝順

心に惜敗、５位に甘んじた思いを胸に雪辱を期して今大会に臨む。 

チームの中心は昨年来チームの中心として活躍する植田希歩と市川凛香。植田は１年生とし

て参加した昨年の県武道館決戦３試合で２９得点、インサイドには絶対の自信を持っており、１

７０㎝の長身を生かしたポストプレーでチームに貢献した。ハイ＆ローもうまくこなしミドルの

成功率も高く、県新人では３Ｐを決めるシーンも見られプレーに幅が出てさらなる進歩が楽しみ

である。市川の良さは爆発的な得点力。一時相手チームが対策を講じ得点が伸びない時期もあっ

たが県新人・浜松市立戦では２８得点、完全にスランプを脱出した。もともと厳しいディフェン

スでリズムを作りオフェンスにつなげていく選手、今大会でも攻守に活躍する姿を見てみたい。

他にも３Ｐシューター・成瀬こころ、膝を深く曲げてお手本のようなステイローで堅守を見せ

る伊藤愛莉、スピードあふれるプレーでコート狭しと駆けまわる太田結優、そして鋭いドライ

ブを見せる本間海麗と得意のリバウンドで出場機会をうかがう三原ことみは共に１７０㎝、高

さでチームに貢献する。駿河総合・静岡西など強豪との戦いが予想されるが、まずは１１年連続

で県武道館メインコートにたどり着き、その先に５年ぶりの優勝を目指す。 



 

 浜松市立は近年常にベスト８を維持する安定感あるチーム、昨年は１０年ぶりに県武道館に凱

旋して常葉大常葉に大善戦、館内から拍手喝采を浴びた。県新人５位決定戦でも再度常葉と対戦、

リベンジはならなかったものの３年連続県新人６位、確かな手ごたえを掴んだ。 

チームの柱は茨城国体にも出場した花田明音。鋭いドライブと３Ｐが持ち味、特にドライブの

切れ味は天下一品、県新人常葉戦では２７得点、特に第３Ｑは大活躍、連続して４ゴールを決め

最後に３Ｐも決めるなど独壇場であった。また長身選手が多いのも特徴、国体にも出場・インサ

イドを守る１７５㎝萩原羽海、昨年の常葉戦でスタメン出場を果たして得点も挙げた１７０㎝

川合杏里、２月の常葉戦にスタメン出場し萩原とともにゴール下の戦いに挑み見事二桁得点をマ

ークした１７３㎝山田菜都美など１７０㎝以上の選手を４人擁する。他にも昨年沼津中央戦で

途中出場し激しいルーズボールの争いを演じた桑原佳鈴や何事にもひたむきに頑張る中川紗希

など高さとスビートを使ってまずは県武道館までたどり着き、準々決勝で予想される宿敵・浜松

学院との戦いを制したい。 

 

 その他、スピードを生かした 1on１で相手を振り切る木野歩美、パスを受けてのジャンプシュ

ートを得意とする石川真佑、３Ｐシューター・鈴木ひな、相手レイアップをブロックするのが

上手い佐野日菜子、新入生の有望株立脇里菜の下級生と３年生の内山優奈・内山香里奈・種子

永萌が有機的に機能して力を発揮する県新人７位・浜松聖星、同じく県新人７位・粘り強いデ

ィフェンスが持ち味、チーム一丸となって声を出し試合に臨む姿も印象的、１on１を得意とする

攻守のキープレーヤー・森山未愛、シューター・植松舞香、インサイドの攻撃が魅力の近藤美

桜、ルーズボールへ人一倍執着心を持つ高橋冴笑が地道な努力で高さを補う沼津商業、ドライ

ブ時に相手ディフェンスの動きを見て華麗にパスをさばく斉藤汐海、安定した下半身を使って反

転リバウンドを試みる西山沙希、１線でのディフェンスが粘り強い滝口祐里、相手オフェンス

の流れを止める粘り強いディフェンスがモットー・落合璃子の３年生に加えて、内外どこからで

も得点できる１７２㎝鈴木芹菜とインサイドプレーに力強さが出てきた１７４㎝望月莉七のツ

インタワーズ、相手のタイミングを巧みなドリブルでかわす飯岡寧々、リバウンドでチームに貢

献する川口美空など厚い選手層を誇る前回３位の市立沼津などがまずは県武道館、そしてその

上を虎視眈々と狙う。特に県武道館を賭けて対戦が予想される沼津商業－市立沼津戦は壮絶な戦

いとなるだろう。 

 

上記以外の注目選手として、吉長美夢（松崎）、小針千朋（三島北）、苅田遥・田中美桜歌（三

島南）、岡田来夢・曾澤琴音・佐藤花梨（日大三島）、森日向子（沼津西）、森麗華・堤紗亜弥・

菊地架帆（飛龍）、久保田愛・前嶋心花・白井叶望（沼津中央）、佐久間悠穂（加藤学園）、佐野

有美佳・川上愛花・藤田花（富岳館）、佐々美咲（清水東）、小川咲楽（清水西）、宮城島彩名（清

水南）、橋本紗那・池ヶ谷美妃（東海大静岡翔洋）、青木日菜子（静岡）、花村萌衣・前島真子・

小澤夏葉・吉永芽生（静岡東）、市川ことね・望月麻美・栗田彩花（静岡商業）、伊藤優希・山

本つぶら（静岡市立）、佐々木聖愛・勝亦彩乃・土勢佳穂・堀池つぐみ・山田遥翔（駿河総合）、

櫻井愛里・小林芽生（静岡女子）、吉村桃華（常葉大橘）、道土井さくら（焼津水産）、内海唯（藤

枝順心）、鈴木彩夏（島田）、前林佑実（島田商業）、高塚那菜（小笠）、長谷川愛永・山口もも・

海野恵利圭（常葉大菊川）、佐藤有香（掛川東）、蜂須賀凛・齋藤千春（磐田南）、堀内ひなの（磐

田農業）、久保田真菜・奈良和音（浜松西）、飯吉美羽・勝村寧々（浜松南）、太田くみこ・酒井

柚葉（浜松商業）、永田芽依・田中七海・サリッチ月奈（浜松湖南）、市原菫・鈴木咲（浜松東）、

福田渚・杉田千夏（浜松日体）などを挙げさせていただきたい。 


