
氏名 出身高校 高校年度 大学 主な所属先 現役

後藤　正規 興誠 1986-1988 日本体育大学 三菱電機、アイシン

岡田　卓也 日大三島 1993-1995 日本体育大学 埼玉

永田　道夫 興誠 1993-1995 中央大学 日立

近藤　敏成 富士宮西 1994-1996 名古屋外国語大学 アイシンAW

加藤　吉宗 沼津学園 1995-1997 日本大学 トヨタ、日立、北海道、浜松、秋田、福岡

高原　純平 沼津学園 1996-1998 日本大学 福岡、大塚商会

松藤　光生 興誠 1997-1999 中京大学 OSG、豊田通商

波多野　和也 静岡学園 1998-2000 専修大学 大阪、島根、琉球、滋賀、大分、埼玉 ○

青島　心 飛龍 1999-2001 近畿大学 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ、北海道、茨城、熊本 ○

金子　祐太 沼津学園 1999-2001 中京大学 アイシンAW

安田　壮史 加藤学園 2000-2002 新潟大学 仙台、富山、浜松・東三河

菅谷　徹 興誠 2000-2002 京都産業大学 黒田電気

田中健介 興誠 2001-2003 日本体育大学 千葉、東京、富山 ○

杉山　直也 島田工業 2001-2003 （自衛隊） 埼玉、新潟

鈴木　正晃 静岡学園 2002-2004 専修大学 高松

種市　幸祐 飛龍 2003-2005 日本大学 北海道、鹿児島、群馬 ○

大石　慎之介 飛龍 2003-2005 浜松大学 三遠(浜松・東三河)、仙台、宮崎 ○

飯田　貴大 飛龍 2003-2005 専修大学 豊田通商

坂本　健 飛龍 2005-2007 東海大学 名古屋(豊田通商) ○

石原　裕貴 興誠 2006-2008 大阪学院大 アイシンAW安城 ○

古橋　広樹 興誠 2007-2009 神奈川大学 浜松・東三河、信州 ○

藤井　祐眞 藤枝明誠 2007-2009 拓殖大学 川崎(東芝) ○

大澤　歩 静岡学園 2007-2009 専修大学 広島、香川 ○

鈴木　友貴 藤枝明誠 2007-2009 大東文化大学 滋賀、岩手 ○

山本　柊輔 清水東 2008-2010 筑波大学 山形 ○

シェリフ・ソウ 沼津中央 2009-2011 近畿大学 名古屋(豊田通商) ○

成田　正弘 藤枝明誠 2010-2012 拓殖大学 名古屋(豊田通商) ○

山口　力也 沼津中央 2011-2013 名古屋経済大学 青森 ○

ウィンターカップ静岡県予選を経験したJBL,bj,Bﾘｰｸﾞ選手たち
冬に移行した選抜大会（ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ）静岡県予選に出場経験のあるJBL,JBL2,bj,Bリーグの選手を紹介する



氏名 出身高校 高校年度 出身大学 WJBL所属先 現役

島田　智佐子 常葉学園 1988-1990 シャンソン化粧品、アイシンAW
長谷川　薫 常葉学園 1990-1992 日立ハイテク
吉富　紀子 市立沼津 1992-1994 愛知学泉大学 ジャパンエナジー

大河原　順子 常葉学園 1993-1995 富士通
朝倉　崇江 常葉学園 1993-1995 シャンソン化粧品

小野　まゆみ 浜松市立 1993-1995 白鴎女子短大 三菱電機
下島　弘江 静岡女子 1994-1996 甲府
原田　真弓 市立沼津 1995-1997 デンソー
加藤　五月 市立沼津 1996-1998 専修大学 日本航空
冨田　順子 常葉学園 1996-1998 日立ハイテク
浅倉　伴美 静岡女子 1996-1998 日本女子体育大学 東京海上日動
大草　裕子 興誠 1997-1999 静岡大学 トヨタ紡織

小山　明日美 沼津中央 1997-1999 甲府
鈴木　香苗 市立沼津 1997-1999 アイシンAW
鶴田　智美 沼津中央 1997-1999 法政大学 東京

前島　恵美子 沼津中央 1998-2000 甲府
名木　洋子 常葉学園 1998-2000 桜花学園大学 日立戸塚、シャンソン化粧品、富士通

柘植　由美子 静岡女子 1998-2000 山梨、東京、エバラ
関　布紗子 静岡商業 1998-2000 専修大学 アイシンAW
谷川　奈穂 静岡商業 1998-2000 筑波大学 トヨタ紡織
内山　真佑 常葉学園 1999-2001 日立ハイテク
山田　未来 常葉学園 2000-2002 シャンソン化粧品、日本航空
三浦　歩惟 常葉学園 2000-2002 トヨタ自動車
櫻田　佳恵 常葉学園 2000-2002 筑波大学 トヨタ自動車
中西　美帆 静岡商業 2000-2002 アイシンAW
窪田　千尋 静岡商業 2000-2002 アイシンAW

安本　亜沙美 常葉学園 2000-2002 日立ハイテク
井口　麗花 静岡女子 2002-2004 甲府
杉山　りえ 静岡女子 2002-2004 愛知学泉大学 シャンソン化粧品、日立ハイテク

加藤　いずみ 沼津中央 2002-2004 武庫川女子大学 トヨタ自動車
小沼　郁美 静岡女子 2003-2005 山梨

小笠原　ひかる 浜松開誠館 2003-2005 愛知学泉大学 日立ハイテク
田中　真樹 常葉学園 2004-2006 アイシンAW ○
佐藤　美鈴 沼津中央 2005-2007 山梨
外村　悠貴 静岡商業 2005-2007 山梨学院大学 山梨、新潟
風間　緑 常葉学園 2006-2008 三菱電機 ○

外山　優希 市立沼津 2006-2008 鹿屋体育大学 羽田
鈴木　悠梨愛 常葉学園 2007-2009 愛知学泉大学 日立ハイテク ○
土井　幸恵 沼津中央 2007-2009 三菱電機
八木　香澄 沼津中央 2007-2009 日体大女子短大 山梨、日立ハイテク ○

内野　智香英 静岡商業 2008-2010 松蔭大学 シャンソン化粧品 ○
外山　紅音 市立沼津 2009-2011 鹿屋体育大学 山梨 ○

長谷川　夏海 沼津中央 2010-2012 山梨
北川　佳穂 常葉学園 2010-2012 三菱電機 ○

根本　葉瑠乃 常葉学園 2011-2013 三菱電機 ○
見崎　南美 常葉学園 2013-2015 三菱電機 ○
篠宮　杏奈 常葉学園 2013-2015 三菱電機 ○

冬に移行した選抜大会（ｳｲﾝﾀｰｶｯﾌﾟ）静岡県予選に出場経験のあるWﾘｰｸﾞ、W1の選手を紹介する

ウィンターカップ静岡県予選を経験したWリーグ選手たち



【男子】≪ブロック決勝≫
興誠 112 - 71 浜松北 沼津学園 66 - 48

静岡市立 67 - 64 日大三島 浜松西 68 - 66
決勝リーグ 順位

興誠 １位
男子優勝: 興誠 沼津学園 2位

浜松西 3位
女子優勝: 市立沼津 静岡市立 4位

【女子】≪ブロック決勝≫
決勝会場: 浜松市立 84 - 57 西遠女子 誠心 60 - 36

浜松南 61 - 48 静岡城北 市立沼津 72 - 32
★主なトピック 決勝リーグ 順位

市立沼津 １位
浜松市立 2位

誠心 3位
浜松南 4位

【男子】

決勝リーグ 順位
興誠 １位

男子優勝: 興誠 浜松西 2位

沼津学園 3位

女子優勝: 市立沼津 静岡市立 4位

決勝会場: 【女子】

★主なトピック 決勝リーグ 順位
市立沼津 １位

・女子は市立沼津、誠心の 誠心 2位
静岡城北 3位
西遠女子 4位

【男子】≪ブロック決勝≫
興誠 88 - 57 東海大一 沼津学園 99 - 59

浜松商業 61 - 48 静岡市立 浜松西 113 - 67
決勝リーグ 順位
沼津学園 １位

男子優勝: 沼津学園 浜松西 2位
興誠 3位

女子優勝: 市立沼津 静岡市立 4位
【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 浜松市立 84 - 57 西遠女子 誠心 60 - 36
浜松南 61 - 48 静岡城北 市立沼津 72 - 32

★主なトピック 決勝リーグ 順位
市立沼津 １位

誠心 2位
静岡城北 3位
西遠女子 4位

【注】WC…ｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟ(全国選抜大会)を準々決勝（ブロック決勝）以上を中心に改めて記録として甦らせてみた。

・WC、3月開催から12月に移行

"冬の風物詩"ウィンターカップ３０周年「県予選クロニクル」

　今年度でｳｨﾝﾀｰｶｯﾌﾟが年末開催となってちょうど30周年となる。この30年目のウィンターカップ県予選の激闘

・男子は5年ぶりに県勢WC出 ● 48-66 ● 53-67 ○ 66-56
場チームなし（東海男子枠減） ● 57-94 ○ 65-64 ● 56-66

・最後の東海選抜予選を兼 ○ 72-40 ○ 66-48 ○ 94-57
ねた大会 ● 40-72 ○ 67-53 ● 64-65

（３年連続５回目）
清水西

新居町民体育館 常葉学園
市立沼津 誠心 静岡城北 西遠女子

（初優勝） ● 45-107 ● 56-58 ○ 82-66
● 52-113 ● 43-76 ● 66-82

静岡市立
○ 103-54 ○ 107-45 ○ 113-52

● 54-103 ○ 58-56 ○ 76-43

● 53-67 ○ 66-56

平成元年度 浜松北

（1989） 磐田南
興誠 浜松西 沼津学園

○ 94-57

● 52-113

２チームがWC出場

・市立沼津、WC３位 ● 57-94 ○ 65-64 ● 56-66
● 48-66

（４年連続９回目）

（２年連続４回目）

新居町民体育館

○ 72-40 ○ 66-48

● 43-76 ● 66-82

・全国選抜初の神戸開催

・市立沼津、全国４位

昭和62年度

（1987）【参考】

昭和63年度

（３回連続８回目）

（３年ぶり３回目）

三島市民体育館

・全国選抜最後の３月開催

・県新人を兼ねた最後の大会

（1988） 興誠

● 40-72 ○ 67-53 ● 64-65

市立沼津 誠心 静岡城北 西遠女子

● 54-103 ○ 58-56 ○ 76-43

● 45-107 ● 56-58 ○ 82-66

○ 103-54 ○ 107-45 ○ 113-52
浜松西 沼津学園 静岡市立

 ●  50-74 ● 43-88 ○ 59-51
● 49-75 ● 54-60 ● 51-59

○ 78-61 ○ 74-50 ○ 75-49
● 61-78 ○ 88-43 ○ 60-54

清水西
常葉学園

市立沼津 浜松市立 誠心 浜松南

興誠 沼津学園 浜松西

浜松商業
東海大一

静岡市立
○ 78-44 ○ 52-51 ○ 89-47

● 44-78 ○ 53-50 ○ 75-63
 ●  51-52 ● 50-53 ○ 75-40
● 47-89 ● 63-75 ● 40-75

県総体上位４チームでのリーグ戦のみ実施

県総体上位４チームでのリーグ戦のみ実施



【男子】≪ブロック決勝≫

浜松西 92 - 55 静岡市立 興誠 82 - 53

沼津学園 112 - 47 三ヶ日 浜松商業 67 - 47

決勝リーグ 順位

浜松西 １位

男子優勝: 浜松西 沼津学園 2位

浜松商業 3位

女子優勝: 常葉学園 興誠 4位

【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 西遠女子 84 - 57 誠心 沼津精華 60 - 36

浜松市立 61 - 48 磐田北 常葉学園 72 - 32

★主なトピック 決勝リーグ 順位

常葉学園 １位

西遠女子 2位

沼津精華 3位

浜松市立 4位

【男子】≪ブロック決勝≫

浜松西 107 - 56 浜北西 興誠 120 - 68

静岡市立 86 - 74 浜松商業 沼津学園 115 - 68

決勝リーグ 順位

浜松西 １位

男子優勝: 浜松西 興誠 2位

静岡市立 3位

女子優勝: 常葉学園 沼津学園 4位

【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 常葉学園 128 - 50 加藤学園 西遠女子 55 - 47

市立沼津 56 - 42 沼津精華 誠心 76 - 47

★主なトピック 決勝リーグ 順位

常葉学園 １位

市立沼津 2位

誠心 3位

西遠女子 4位

【男子】≪ブロック決勝≫

興誠 122 - 74 加藤学園 57 - 49

沼津学園 61 - 38 浜松商業 浜松西 96 - 62

決勝リーグ 順位

興誠 １位

男子優勝: 興誠 浜松西 2位

沼津学園 3位

女子優勝: 常葉学園 加藤学園 4位

【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 市立沼津 77 - 55 沼津精華 御殿場 114 - 69

誠心 79 - 53 浜松商業 常葉学園 69 - 51

決勝リーグ 順位

常葉学園 １位

市立沼津 2位

誠心 3位

御殿場 4位

● 52-57 ● 41-48 ○ 77-57

● 41-79 ● 55-85 ● 57-77

○ 65-55 ○ 67-52 ○ 79-41

● 55-65 ○ 48-41 ○ 85-55

（３年連続３回目）

掛川西

浜松市体育館 西遠女子

常葉学園 市立沼津 誠心 御殿場

（４年ぶり１０回目） ● 54-79 ● 31-38 ○ 64-62

● 57-72 ● 57-72 ● 62-64

○ 75-63 ○ 79-54 ○ 72-57

● 63-75 ○ 38-31 ○ 72-57

平成４年度 静岡北

（1992）
浜松工業

興誠 浜松西 沼津学園 加藤学園

加藤学園暁秀

・東海選抜廃止、県予選優勝 ● 52-60 ● 60-71 ○ 70-55

チームがWC出場 ● 37-82 ● 50-74 ● 55-70

・全国選抜の通称名が ○ 62-55 ○ 60-52 ○ 82-37

「ウィンターカップ」に ● 52-66 ○ 71-60 ○ 74-50

（初優勝）

清水西

浜松市体育館 市立沼津

常葉学園 西遠女子 沼津精華 浜松市立

（１１年ぶり２回目） ● 42-55 ● 73-76 ○ 67-56

● 40-70 ● 55-56 ● 56-67

○ 66-52 ○ 55-42 ○ 70-40

● 52-66 ○ 76-73 ○ 56-55

平成２年度 加藤学園

（1990）
静岡北

浜松西 沼津学園 浜松商業 興誠

平成３年度 静岡東

（1991）
三ヶ日

浜松西 興誠 静岡市立 沼津学園

○ 53-49 ○ 104-81 ○ 76-64

● 49-53 ○ 81-54 ○ 73-64

（２年連続３回目）   ● 81-104 ● 54-81 ○ 87-69

● 64-76 ● 64-73 ● 69-87

（２年連続２回目）

静岡市立

新居町民体育館 沼津学園

常葉学園 市立沼津 誠心 西遠女子

・夏に浜松インターハイ開催 ○ 73-52 ○ 67-63 ● 65-68

・常葉学園、WCベスト８ ● 52-73 ○ 68-58 ○ 49-45

● 63-67 ● 58-68 ○ 67-40

○ 68-65 ● 45-49 ● 40-67



【男子】≪ブロック決勝≫

沼津学園 109 - 53 浜松商業 106 - 48

浜松西 66 - 44 清水南 興誠 108 - 79

決勝リーグ 順位

沼津学園 １位

男子優勝: 沼津学園 浜松西 2位

浜松商業 3位

女子優勝: 市立沼津 興誠 4位

【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 市立沼津 112 - 36 静岡市立 常葉学園 85 - 48

沼津精華 78 - 43 誠心 西遠女子 75 - 36

★主なトピック 決勝リーグ 順位

市立沼津 １位

常葉学園 2位

沼津精華 3位

西遠女子 4位

【男子】≪ブロック決勝≫

興誠 59 - 50 浜松商業 浜松西 87 - 42

加藤学園 67 - 63 静岡南 沼津学園 111 - 75

決勝リーグ 順位

沼津学園 １位

男子優勝: 沼津学園 興誠 2位

浜松西 3位

女子優勝: 市立沼津 加藤学園 4位

【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 市立沼津 113 - 40 沼津学園 常葉学園 91 - 29

沼津精華 79 - 59 誠心 西遠女子 71 - 34

★主なトピック 決勝リーグ 順位

市立沼津 １位

常葉学園 2位

沼津中央 3位

浜松市立 4位

【男子】≪ブロック決勝≫

沼津学園 112 - 57 静岡北 浜松西 69 - 54

浜松商業 72 - 58 浜松湖東 興誠 124 - 57

決勝リーグ 順位

興誠 １位

男子優勝: 興誠 沼津学園 2位

浜松商業 3位

女子優勝: 市立沼津 浜松西 4位

【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 市立沼津 86 - 77 常葉学園 静岡精華 81 - 58

浜松市立 64 - 53 清水西 静岡市立 75 - 66

★主なトピック 決勝リーグ 順位

市立沼津 １位

静岡精華 2位

静岡市立 3位

浜松市立 4位

・WC、初の東京体育館での  ● 50-87 ● 57-60 ○ 74-48

強さで３連覇、WCでも4位

・市立沼津、他を寄せ付けぬ

開催 ● 36-70 ● 59-71 ● 48-74

○ 92-47 ○ 87-50 ○ 70-36

○ 60-57 ○ 71-59● 47-92

（３年連続８回目）

信愛学園

新居町民体育館 誠心

市立沼津 静岡精華 静岡市立 浜松市立

（３年ぶり１１回目） ● 61-68 ● 60-71 ○ 73-62

● 45-53 ● 61-64 ● 62-73

○ 65-60 ○ 68-61 ○ 53-45

● 60-65 ○ 71-60 ○ 64-61

平成７年度 加藤学園

（1995）
浜松北

興誠 沼津学園 浜松商業 浜松西

・市沼5年ぶり3回目のWC3位  ● 54-69 ● 54-84 ○ 73-56

● 39-71 ● 63-74 ● 56-73

・男子３チームが同率で並ぶ ○ 81-62 ○ 71-39 ○ 97-41

大混戦、得失点差で決まる ● 62-81 ○ 84-54 ○ 74-63

（２年連続７回目）

沼津西

沼津市民体育館 清水西

市立沼津 常葉学園 沼津中央 浜松市立

（２年連続３回目） ○ 58-51 ● 69-83 ○ 74-50

● 56-88 ● 56-83 ● 50-74

○ 72-59 ● 51-58 ○ 88-56

● 59-72 ○ 83-69 ○ 83-56

平成６年度 浜名

（1994）
加藤学園暁秀

沼津学園 興誠 浜松西 加藤学園

平成５年度 加藤学園暁秀 加藤学園

（1993）
浜北西

沼津学園 浜松西 浜松商業 興誠

○ 45-36 ○ 88-61 ○ 78-46

● 36-45 ○ 67-54 ○ 85-72

（４年ぶり２回目） ● 61-88 ● 54-67 ○ 71-62

● 46-78 ● 72-85 ● 62-71

（４年ぶり６回目）

浜松市立

清水市鈴与体育館 清水西

市立沼津 常葉学園 沼津精華 西遠女子

・沼津学園、2度目の優勝で ○ 76-56 ○ 63-46 ○ 97-41

悲願のWC初出場 ● 56-76 ○ 71-56 ○ 65-49

・市立沼津、WCベスト８ ● 46-63 ● 56-71 ○ 67-47

● 41-97 ● 49-65 ● 47-67・ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾅｼﾞｰ(JX-ENEOS)協賛開始



【男子】≪ブロック決勝≫

浜松西 66 - 61 浜松湖東 沼津学園 108 - 58

浜松商業 78 - 71 加藤学園 興誠 107 - 58

決勝リーグ 順位

興誠 １位

男子優勝: 興誠 沼津学園 2位

浜松西 3位

女子優勝: 市立沼津 浜松商業 4位

【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 市立沼津 120 - 46 静岡 沼津中央 126 - 45

静岡女子 72 - 50 静岡市立 常葉学園 124 - 42

★主なトピック 決勝リーグ 順位

市立沼津 １位

常葉学園 2位

静岡女子 3位

沼津中央 4位

【男子】≪ブロック決勝≫

沼津学園 116 - 61 加藤学園 浜松西 81 - 62

浜松湖東 64 - 62 掛川西 静岡 64 - 62

決勝リーグ 順位

沼津学園 １位

男子優勝: 沼津学園 浜松湖東 2位

浜松西 3位

女子優勝: 常葉学園 静岡 4位

【女子】≪ブロック決勝≫

決勝会場: 市立沼津 96 - 37 浜松学芸 常葉学園 62 - 46

沼津中央 106 - 54 浜松商業 静岡女子 76 - 41

★主なトピック 決勝リーグ 順位

常葉学園 １位

市立沼津 2位

静岡女子 3位

沼津中央 4位

年度

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

平成８年度 浜松工業

（1996）
加藤学園暁秀

興誠 沼津学園 浜松西 浜松商業

○ 59-46 ○ 56-52 ○ 95-42

● 46-59 ○ 56-49 ○ 82-46

（２年連続１２回目） ● 52-56 ● 49-56 ○ 71-53

● 42-95 ● 46-82 ● 53-71

（４年連続９回目）

浜松商業

吉田町総合体育館 浜松南

市立沼津 常葉学園 静岡女子 沼津中央

・市立沼津、初の４連覇 ○ 59-58 ○ 77-52 ○ 96-67

・WC、最後の代々木体育館 ● 58-59 ○ 71-39 ○ 111-68

での開催 ● 52-77 ● 39-71 ○ 78-74

● 67-96 ● 68-111 ● 74-78

平成９年度 下田北

（1997）
加藤学園暁秀

沼津学園 浜松湖東 浜松西 静岡

○ 90-54 ○ 92-59 ○ 83-45

● 54-90 ○ 64-56 ○ 71-59

● 56-64 ○ 66-56

● 45-83 ● 59-71 ● 56-66

興誠

沼津市民体育館 静岡

常葉学園 市立沼津 静岡女子 沼津中央

○ 75-58 ○ 79-63 ○ 98-58

進出、惜しくも準優勝 ● 58-75 ○ 76-64 ○ 78-63

● 64-76 ○ 69-58

● 58-98 ● 63-78 ● 58-69

（５年ぶり４回目）

（３年ぶり４回目）

に定着、新たな聖地に

・この年で決勝リーグ制廃止

・この年からWCが東京体育館  ● 63-79 

・浜松湖東、初の決勝リーグ

● 59-92

木田　吉彦

【参考資料】WC県予選動画配信およびケーブルテレビ中継の歩み

浜松市立

浜松市立

静岡東

大庭　荘介

大庭荘介、木田吉彦

木田吉彦、深澤国久

浜松市立、池新田

木田　吉彦

実況 解説（男子） 解説（女子） インタビュアー

小林　一雅 大畑　昌己

三浦　昭彦

杉山達也、石川雅也、大畑昌己

杉山達也、立野幹夫、川村修

浜松市立

浜松市立、藤枝順心

浜松市立、気賀

齋藤　潤

土屋　哲平

佐野　和好、山本　玲司

佐野和好、山本玲司、長谷川泰一

小野田　宏親

科学技術、池新田、駿河総合

川村　修

川村　修

兼高　康倫

高橋　宏典

石川　雅也

寺本　真佐義

浜松市立

浜松市立

杉山達也、佐野和好、山本玲司

杉山達也、佐野和好、山本玲司

石川雅也、川村修、寺本真佐義

石川雅也、川村修、寺本真佐義

長谷川泰一

長谷川泰一

菅谷　仁志

近野　修


