
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


