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  令和４年度第７０回全国高校総体静岡県予選が令和４年５月２１日に県立浜松西高校他で開幕

する。今年１月に予定されていた県新人大会は組み合わせ発表直後に延期のアナウンスがあり、

再延期を経て最終的に中止、今回の県総体は待ちに待った半年ぶりの「県大会」となる。出場校数

は男女各３２校で変わらないが、日程が若干変わった部分を説明させていただく。通常４日間だっ

た日程を５日間に増やし、疲労がピークに差し掛かる大会２日目、従来はブロック決勝と決勝リーグ

（または５位決定トーナメント）初戦を同日に行っていたが、選手の健康面を考慮し別々の日に設定、

初日以外はすべて１試合ずつとなった。その代わり、大会自体は足掛け１６日間の長丁場となる。

レギュレーションは当初今年度から決勝リーグ制を廃止し、３位・５位決定戦を実施するトーナメント

制にする予定であったが、県新人・東海新人が中止となり実戦経験が圧倒的に不足している現状

を踏まえ、今年までは決勝リーグを実施、来年度以降はトーナメント制に移行することとなった。従

って、２２日に雄踏総合体育館で行われるブロック決勝を制した４校による決勝リーグと５位決定ト

ーナメントが２９日から始まり、６月４日・５日にはエコパアリーナにて残りのリーグ戦と５位決定戦（４

日）が行われ、優勝校が７月２７日から愛媛県高松市・高松市総合体育館他で開催される全国高校

総体へ、上位３校が６月１８日・１９日に愛知県・いちい信金アリーナ（一宮市総合体育館）で開催さ

れる東海高校総体への出場権を獲得する。 

 

一昨年は新型コロナウイルス感染症の影響ですべての高校総体が中止となったが、昨年から続

いて２年連続コロナ禍での開催となる。「ウィズコロナ」という言葉が一般的になって久しいが、言葉

だけが先歩きし内容が伴わない日々が続いているのが現状のように思える。今冬急速に襲ってき

た「第６派」と変異種「オミクロン株」、今までにない感染力の速さに驚かされ、多くの方々が感染ま

たは濃厚接触者となり、社会生活にも大きく支障をきたしてきたが、まん延防止等重点措置の適用

などが功を奏し、今年度になって第６波の収束の兆しが見えてきた。しかしながら新型コロナウイル

スの拡大状況は決して落ち着いたとは言えないのが現状で、地区予選でも各地区コロナ関連で棄

権をするチームが相次いだことは痛恨の極みであった。また大型連休明けからどの都道府県も感

染者数が再び右肩上がりの傾向を見せ、さらなる置き換わりの変異株も次々出現し本格的に「第７

波」に突入していくのではという危惧も芽生えている。さらには３回目のワクチン接種も若年者層に

も進み始める一方で副反応に苦しむ選手も多いと聞く。日々の体調管理を今まで以上に注意して

いくとともに、感染症対策をきちんと行って大会に臨むことが求められる。 

 

今年度も例年同様、各ブロック総体優勝チームの所属都道府県（関東は優勝・準優勝）に年末

のウインターカップ追加出場枠が与えられることになり、東海総体優勝チームを輩出した県はウイン

ター出場権が「増枠」となる。そのためにも各県はより強いチームを東海総体に送り込み、ウインタ



ーカップの追加出場枠を獲得する使命も担っていると言えるだろう。 

 

さらにこの大会は全日本選手権（オールジャパン）県予選の出場選考も兼ねており、上位２チー

ムは８月２７日・２８日に静岡県バスケの聖地・静岡県武道館で行われる県代表決定トーナメント大

会の出場権を獲得することはご承知の通りだが、８月に愛知県名古屋市で今年度から開催される

「日清食品リーグＵ１８競技大会東海ブロック（通称:Ｕ１８東海ブロックリーグ）」への出場義務も負う

こととなる。このリーグ戦は今年度新設だが、関東ブロックはすでに昨年度「プレ大会」と称して試行

実施、熱戦が繰り広げられた。強豪ひしめく東海ブロック、その証拠に昨年度のインハイ男女優勝

チームはともに東海ブロックの愛知県。貴重な経験値を積むとともに激戦区・東海における自チー

ムの立ち位置を測るには絶好の大会であることは間違いない。 

 

残念ながら今年の県総体も初日の１・２回戦は原則無観客開催、２日目のブロック決勝以降は人

数の上限を定めながら保護者の入場・観戦を認めることとなった。引き続きさまざまな制約が伴い、

皆様にはご迷惑・ご不便をおかけすることとなるが選手・スタッフの健康、そして安全な環境での大

会開催を最優先に考えてのことと御理解いただき、ご協力を願いたい。 

 

今回も大会展望を執筆するにあたり十分な資料と時間が確保出来なかったことや県新人が中止

になったことなども踏まえ、例年のような形での大会展望を書き上げることが難しく、非常に頭を悩

ましたが、チームの特色や個々の選手のプレー・テクニックに関しては今年の県新人のために書い

た展望をベースにしながら可能な範囲で観察・情報収集した内容を加味し、優勝候補順に挙げて

いくスタイルではなく、各ブロック別に注目チームや好カード等を取り上げるオーソドックスなスタイ

ルでまとめることにした。今回もいたるところで皆様に御迷惑をお掛けすると思うが、拙筆ながら展

望執筆の趣旨と一部無観客試合となり試合を見たくても見られない方々に少しでもチームや選手

の様子や特徴を文面で伝えたい、選手にも夢と希望を与えたい、という切なる想いを御理解いただ

ければと思う。 

 

地区予選では多くのチームが感染症の影響で棄権を余儀なくされた。未だに収束を見ない敵と

の戦いはまだまだ続くが、この大会では棄権チームを出すことなく無事全日程終了すること、全チ

ームが全力を出し切ること、そして新型コロナウイルス感染症の早期収束を心から願ってやまない。 

 

 

 

《出場・優勝等の連続・連覇表記について》 

 一昨年、令和２年度すべての「総体」が中止となったため、今回も優勝や出場回数を記載する際

に一部実際の回数と年数の整合性が取れない部分が生じました。統一をはかるためにも今回は

「年数」を基準にして記載させていただいたことを御了承下さい。一部大会の連続出場に関しては

解釈の都合上「大会」を基準にしているものもあります。なお、連続記録や連覇に関しては大会中

止分を考慮せず、「記録継続中」と解釈して記載させていただきました。 



【男子】 

 

 昨年は優勝決定戦で飛龍が歴史に残るトリプルオーバータイムの末浜松開誠館を破り優勝を手

にしたが、続くウインター県予選では浜松開誠館がリベンジを果たし初の全国大会出場を果たした。

県新人が中止となったことや今回地区予選の棄権も相次いだことなどで、チームの状態や新戦力

などが不明確な部分もあるが、ここでは４ブロックに分けて大会を展望させていただきたい。 

 

まずは左上のブロック、４連覇中の飛龍を中心とした争いになるだろう。 

 

第１シードの飛龍は県内随一とも言われる厚い戦力を誇り、ドライブやリバウンドでチームに貢献

する田村春人を中心に、昨年のウインター県予選で大ブレイク、抜群の跳躍力を生かしてリバウン

ドやゴール下で八面六臂の活躍を見せたワシントンケネス、スピードあふれる躍動感が魅力のアダ

ムソン武蔵、リバウンダー・宮田翔矢、稀代の点取り屋・野田悠峨、長身１９４㎝・松野優人、堅いデ

ィフェンス力を誇るポイントガード・阿部光音、フォワードポジションで内外の橋渡しを務める中村飛

鳥、シューター中原春翔・植木大夢、新戦力の竹村勇祐・小川優乃丞など挙げればきりのない厚

い選手層である。全国を狙うチームとしてはサイズ的に苦しい面もあるが必死にルーズボールやリ

バウンドなど球際に執念を見せる全員バスケットで５連覇を狙う。 

 

このブロックでは１回戦から大会屈指の好カードが実現する。「静岡学園―三島北」、この両チー

ムは過去何度も県大会２回戦からブロック決勝にかけて対戦し死闘を演じてきた。公立の雄・三島

北は東部総体でツートップの私学勢に続く堂々の３位、３位決定戦でも星陵を圧倒する強さを見せ

た。エース・山木陸と器用な長身選手・１８８㎝櫻井環を中心に４年ぶりのブロック決勝進出を狙っ

ており、そのためにも絶対に負けられない戦いとなる。静岡学園は県総体３大会連続４強入り、３大

大会でも現在１４回連続８強以上をキープし続ける言わずと知れた強豪校。中部総体では決勝Ｔ初

戦を棄権した関係で９位決定トーナメントにまわり、さらに体調不良で主力の一部を欠く苦しい戦力

であったが接戦をものにし見事３連勝、９位を勝ち取った。初戦から非常に厳しい相手との戦う組み

合わせとなったが、抜群の跳躍力を生かしたリバウンドでチームを支える川村真育、ウインター県予

選・準々決勝でもスタメン出場して自信をつけた大串泰雅、３Ｐシューター・渋谷尚汰、ドライブが鋭

い関緑羽を中心とした万全の戦力で是が非でも勝利をつかみたい。 

 

他にも、鈴木幸太朗・青島史未也など大型選手を多く抱える西部３位・浜松湖東や昨年７位・ウ

インター県予選でもベスト８を堅持した加藤学園など上位を狙える戦力を持つチームが揃う。 

 

その他の注目選手として、植田悠路・佐藤柚人（飛龍）、平野春輝・山田夏生（焼津中央）、オベ

デンシアオサム・鈴木一織・鈴木謙信（浜松江之島）、鈴木聖也・望月興誠・森口海輝（加藤学園）、

上野真輝・渡辺颯翔（浜松湖東）、川口翔蓮・清水陽和太（三島北）、鎌田優芯・望月泰輝・増田英

慈・若杉大悟（静岡学園）などを挙げたい。 

 



左下のブロックには東部総体決勝で飛龍に１点差まで迫ったが惜敗・東部２位で６年ぶりの賜杯

奪還を狙う沼津中央に公立の強豪校が挑む展開が予想される。 

 

沼津中央はトランジションの速さと徹底された粘り強いディフェンスが特色、飛龍戦でもサイズで

劣る分、個々の１оｎ１では相手を翻弄する場面が多く見られた。エースの司令塔・土勢雄介はど

んな苦しい場面でも顔色一つ変えず淡々と正確な３Ｐを放つポーカーフェイスの大黒柱。相手エー

スを抑えるディフェンスを誇る小林慶哉、３Ｐ・ミドルと多彩なシュートを放つ富岡大翔、ドライブで点

を稼ぐ尾崎太陽、力強いプレーが魅力の金子大和などの戦力で強豪校を迎え撃つ。 

 

西部総体決勝で浜松工業に惜敗したもの、粘り強いディフェンスとバリエーション豊かな攻撃が

魅力の浜松商業が第４シードに入った。シュートチェックされた後のドライブへの切り替えも上手な

３Ｐシューター・長屋聖那、崩れた体勢からも強引にシュートを決められる中野蒼、チャンスメーカ

ー・小島凱斗、オフェンスの要であるインサイドプレーヤー田澤響介・新保航太など粒ぞろいの戦

力で１０年ぶりの決勝リーグ出場を狙う。そのためにはブロック決勝で対戦が予想される沼津中央

戦はもちろんだが、２回戦で対戦可能性がある浜松西も油断できない相手である。 

 

その浜松西は西部総体準々決勝で優勝した浜松工業に２点差で敗れたが、強靭なフィジカルを

持ち、ボールミートからのドライブが誰よりも素早い平野太基を軸としたバスケットで残りの２試合に

勝利を収め５位で県総体に臨む。２回戦で予想される浜松商業との浜松対決が見ものである。 

 

静岡商業も侮れない。今回の中部総体は４位であったが、冬の中部新人では４４年ぶりの優勝、

内外で攻撃の起点となる岩崎公輔、泥臭いプレーに汗を流す稲垣陽斗、３Ｐを得意とするスコアラ

ー・北堀史也などを中心に全員でリバウンド、全員でボールを前に運ぶバスケットを見せてくれるだ

ろう。 

 

そして今大会男女を通じて唯一の初出場校・常葉大橘にも注目したい。県新人は昭和６３年度

に１度だけ出場、初戦・韮山に３点差の逆転負けで涙を飲んだ記録が残るが今回中部７位で県総

体初出場。相手は西部５位・浜松西、格上相手にも臆することなく全力でぶつかって県大会初勝利

を目指す。 

 

その他にも、高橋透生・上原遼人（沼津中央）、渡部博煕・鈴木遥（常葉大菊川）、秋田颯斗・和

田拓真・長澤紀忠（韮山）、落合櫂一・佐藤瑛士・小杉琢磨（静岡商業）、藤田琥珀・佐々木大河

（浜松西）、片瀬怜央・片瀬悟央（常葉大橘）、光林伊織（日大三島）、上乘翔真・国本大翔（浜松商

業）を注目選手に挙げたい。 

 

 右上のブロックにも実力ある公立高校が集まった感がある中で、昨年準優勝の浜松開誠館がノー

シードで今大会に臨むのが最大の見どころと言える。 

 



浜松工業は西部総体悲願の初優勝、第２シードとしてまずは初の決勝リーグ出場を狙う。強いフ

ィジカルを生かしたプレーでチームを支える大黒柱・鈴木弥真斗、広い視野と類まれなパスセンス

を持つ攻撃型のポイントガード・疋田凛、無尽蔵の体力で攻守のバランスに優れたチームの安定

剤となる江間愛斗、豊富な運動量で相手のガードを苦しめるチーム随一のディフェンダー・山中遼

平、そして高い身体能力でインサイドを支えるチームのムードメーカー辻大楽など激戦区・西部を

制しただけの厚い戦力が揃う。 

 

 浜松工業が初戦を勝ち上れば、「浜松開誠館－静岡」戦の勝者と戦うこととなる。浜松開誠館はウ

インター県予選で悲願の初優勝を果たした強豪、今回西部総体を途中棄権し７位で出場となった

が、優勝候補の一角であることは紛れもない事実である。「未完の大器」が多くの実践を積み重ね

て大きく成長、いつか「日の丸」を背負うような選手になれるだけの素質を持つ逸材・１９７㎝鈴木楓

大、３Ｐを積極果敢に狙う奥宮翔太、鋭いドライブが持ち味・惚れ惚れするバスケセンスを放つ清川

颯、ドライブに対応された時でも機転の利いた判断ができる山下遡史など全国を経験したキャリア

のある面々で激しいディフェンスからブレイクで得点を重ねる「開誠館スタイル」が発揮できれば悲

願の初優勝も現実味を帯びてくる。強いて不安材料を挙げるとすれば、今年になって公式戦をま

だ１試合しかこなしていないことではあるが、そこは百戦錬磨の兵（つわもの）が揃うチーム、すぐに

実践感覚を取り戻し順応していくことだろう。 

 

浜松開誠館と初戦で戦う静岡にも注目したい。中部総体では優勝した藤枝明誠に敗れたのみ

の６勝１敗、決勝Ｔでは静岡大成、清水東という県新人出場権獲得チームを次々倒し堂々５位で県

総体へ。バランスの揃った戦力が特徴、エース・神保蓮は鋭いドライブと正確な３Ｐが持ち味、合わ

せを使って仲間のシュートを導き出すクレバーなバスケットを見せる。司令塔・鈴木義宗はまさに

「つなぎ屋」、シュートエリアの高い位置から３Ｐ・ドライブと見せかけて巧みなノールックパスを繰り

出す職人、もちろんドライブ・３Ｐも操れる曲者（くせもの）でもある。そしてなんといってもチーム躍進

の立役者はインサイドを任される楊岩。元来ガード選手であるが劇的に身長が伸び、チーム事情も

あり現在は中をこなしているが、３Ｐ・ドライブ・ゴール下・パスまわし・ポストプレー、すべてを器用に

こなすオールラウンダー。驚くべきことにまだ２年生、将来が非常に楽しみな選手である。 

 

中部総体準優勝の静岡東は、準決勝で中部新人覇者の城南静岡に競り勝ち底力を見せた。得

点源の岡本康佑は常にフロアバランスを意識しながらコートを動き回り、頭に描く得点パターンと現

状を瞬時に考慮しながら最善の策をチームに伝えられる知的なプレーヤー、他にも良知鈴大・望

月大雅・真鍋慈・稲葉司など多くの選手が入れ替わり立ち代わりコートに登場、出てくる選手のレベ

ルが全く落ちないのもチームの特徴、ディフェンスも状況によって効果的にゾーンとマンツーを使い

分ける多彩さ、攻・走・守にバランスの取れた好チームでまずは８年ぶりのブロック決勝を目指す。 

 

その他に、麗亮太・増井悠人（静岡）、望月優作・田中秀太・菊池陽晴・荒木智哉（静岡東）、高

松稜・中江悠陽・菅谷優斗（藤枝東）、ピアス・リンカーン・國松彰一（加藤学園暁秀）、上杉亮雅・

半場太刀・岡山晃大（浜松開誠館）、山田和輝・浅井翔久・加藤進太朗・岡本隼（袋井商業）、小澤



一晴・黒田雅（下田）などを注目選手に挙げたい。 

 

右下のブロックには私学の強豪チームが多く集まる中で、全国総体出場１９回を数える浜松学院

もノーシードで出場するところに注目したい。 

 

第３シード・藤枝明誠は中部新人で城南静岡に敗れた悔しさをバネに練習に一層精進、見事中

部総体１６連覇を飾った。中部総体決勝・第１Ｑだけで３Ｐ３本を含む１５得点、目を見張るほどの始

動の早さで相手の戦意を削いで意気消沈させる赤間賢人が得点源、抜群のキャプテンシーを見

せて数字に表れない貢献度が高い上野幸太、速い展開を作り出すドライブの達人・谷俊太朗、長

身１９３㎝・和太駿治などバランスの取れた戦力が揃う。すでにナイジェリアからの留学生も入学して

おり来日を待つばかり、県総体に出場するかは微妙だが、間に合うようであれば「鬼に金棒」、４年

ぶりのインハイ出場、そして８年ぶりの優勝を狙う。 

 

その藤枝明誠を中部新人で破る大金星を挙げた城南静岡もこのブロック、今大会優勝候補の一

角と目される。度胸満点のシュートが魅力のエース・漆畑賢人、引き出しの多い多彩な攻撃を見せ

る小澤綺羅、長いウイングスパンを生かしたインサイドプレーだけでなくアウトサイドから吸い込まれ

るような３Ｐも放つ中野巧登、広い肩幅を利してゴール下で味方のパスを待つ高野翔などの現有戦

力に加え、昨年度併設中学校で全中にも出場した新入生も加わりさらに戦力がアップしたことは朗

報である。まずは創部以来初のブロック決勝進出を目標とし、決勝リーグの舞台にも立ちたい。 

 

ウインター県予選３位・西部新人覇者の浜松学院は何といっても「和製ドンチッチ」伊藤ハリー大

河が大黒柱。丸太棒のような鍛えられた太い腕から繰り出されるシュートは圧巻、ゴール下では常

に相手ディフェンスを席巻し、自分のプレーを自由自在に引き出す。彼がゴール下に存在するだ

けで相当なプレッシャーとなる。また、緊張する場面でのフリースローも与えられた時間内で気持ち

を落ち着け確実に決めきる力をもち、まさに今大会ナンバーワンの注目選手である。他にも、巧み

なレイアップが魅力の渡邊棟介、長身１９２㎝・大島ジオバニ、ドライブから得点を生み出す鈴木隆

太・大倉成矢など戦力も充実している。チームは西部総体途中で棄権し７位、苦しい位置からの県

総体スタートとなるが伊藤を有機的に生かした粘り強い全員バスケでノーシードから一気に５年ぶり

のインハイ出場を狙う。そのためには勝ち上がれば２回戦で対戦が予想される城南静岡を攻略しな

ければならない。 

 

東部４位の星陵と５位・伊豆中央も同ブロック、特に伊豆中央は大型選手が揃うだけに楽しみな

存在である。 

 

 その他の注目選手として、島田羽流・小林向日葵・高松天成・塩坂優斗（城南静岡）、齋藤瑠已、

原佑・山口永遠・栗田嘉門（清水東）、仲田創太・小澤朋樹・櫻井一気（藤枝明誠）、市川天都・森

川湧斗（浜松湖北）、木下結斗・塩﨑拓海（浜松聖星）、戸塚雅弥・木代拓人・山本翔己・竹本陽登

（伊豆中央）、田中凱大・渡邊吾留・佐野柊也・谷村遥斗（星陵）を挙げたい。 



 

 今大会は地区予選で有力チームの途中棄権などが出て、内枠・外枠だけでなく、各ブロックの中

側にも強豪が入っているのが特徴。一方で実力派チームが各ブロックに散らばり、いわゆる「市の

ブロック」というものは見当たらないが、各地区の上位チームはどこも実力を兼ね備えるチーム、そ

れだけに１回戦から白熱した戦いが予想される。言い換えればどこのチームにも決勝リーグ進出、

東海総体出場、そして優勝・インハイ出場のチャンスがあるともいえる。近年稀に見る激戦となること

必至である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【女子】 

 

 こちらは現在県内高校大会１６連覇、１１０連勝中、６年以上無双の強さを続ける浜松開誠館が今

年も頭一つも二つも抜けている感がある。しかしながら各地区の上位校が独走を許すまいと追撃し、

まずは東海総体、そして県総体優勝・全国総体出場を目指す構図が予想される。 

 

 左上のブロックはその浜松開誠館が第１シードとなり、８チーム中４チームが県総体優勝を経験、

強豪・古豪・新鋭がひしめき合うブロックとなった。 

 

 浜松開誠館は県新人が中止となり４月２９日の西遠女子学園戦が５か月ぶりの公式戦、新チーム

の初陣となったが、圧倒的な強さで勝ち上がり危なげなく西部総体を制した。天性の点取り屋・萩

原加奈が繰り出す多彩なバリエーションの攻撃を柱に、粘り強いディフェンスからリズミカルに展開

される正確な３Ｐやジャンプシュートが得意な小谷梨緒、昨冬のウインターで才能が開花、華麗な

パスワークだけでなく自ら積極的に得点に絡むようになった望月秋桜、今まで以上にキャリアを重

ね熟練したプレーが目立つようになった小幡夕夏、相手の虚を突くペネトレーションからシュートに

持ち込む今井杏などのアウトサイド・中盤位置の盤石さはもちろん、県内最高身長１７８㎝前田理咲

子・中老小雪、３Ｐやドライブを器用にこなす１７３㎝・蔀桃奈の高さに加え、昨年の全中や Jr.ウイン

ターでも大活躍、１оｎ１の仕掛けに抜群のポテンシャルを見せた１７６㎝・後藤音羽も加わり今まで

以上にペイントエリアでの脅威が増した。特徴であるチェンジングを織り交ぜた粘り強いディフェン

スでゴールを死守し、ブレイクで得点につなげるバスケットを展開している限りは６連覇への死角は

全く見当たらない。チームは目先の勝利だけでなく、長期的なビジョンでその先にあるものを見据

えているように思われる。まさに部活内でも学校全体で取り組んでいる「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）」の礎がしっかりと根付いている感がある。 

 

 決勝リーグ進出を賭けて浜松開誠館と対戦するのは、順当に勝ち上がれば西部総体３位・浜松

市立か東部総体３位・沼津商業が予想される。 

 

 昨年５位・浜松市立はインサイドの長身１７８㎝・黨彩良やトップからのドライブでディフェンスを崩

し、周りを生かすことが出来る鈴木彩花に加えて、ディフェンスの状況を見ながらドライブから冷静

にミドルシュートを選択できるようになった松下心の成長が好材料、大型センターを据えながらも、

アウトサイドの攻撃力が増した感がある。 

 

 沼津商業もグッドパスでアシストを連発する青柳奈旺、攻守の柱・遠藤若菜、力強いプレーが持

ち味の三浦みずきを中心とした一丸バスケで初の県総体ベスト８を狙う。 

 

 他にも、昨年６位・７大会連続県総体８強を堅持する藤枝順心、３年前に見事３位で東海総体にも

出場した島田などの実力派チームだけでなく、中部総体「最後の一枠争い」でエース・小田眞鈴を



中心としたバスケで勝利、１２年ぶりに県総体出場を果たした静岡大成など話題性のあるチームが

揃う楽しみなブロックである。 

 

 その他に、黒川芽衣・福田翠生・安田百亜・和泉利來（浜松開誠館）、松永茉夕・杉山彩樹（静岡

大成）、杉山月子・鈴木彩夏・川村亜利沙・太田奏夢（島田）、後藤みずき・大嶽咲夢・野村美綾・

森彩由美（沼津中央）、原田沙波・杉浦心蓮（浜松市立）、松林亜美・谷川果梨・鈴木麻琴・石田希

茉里・高橋結季菜（藤枝順心）、志田美桜・花村凛（静岡市立）、安井暖々花・中村ひなた（沼津商

業）などを注目選手に挙げたい。 

 

 左下のブロックは西部と中部の準優勝校・浜松学院、駿河総合を浜松南・浜松聖星が猛追する

展開が予想される。 

 

 昨年４位・ウインター県予選３位・好成績を続ける浜松学院はその時の主力メンバーが多く残るア

ドバンテージを持つ。名倉桜那は以前にも増してプレーが力強くなり、ディフェンスに阻まれてもシ

ュートを打ち切る技術が身についた。竹下涼・足立琉那はともに長身選手ながらアウトサイドシュー

トも会得し、これまでのインサイドプレーと合わせて幅が広がった感がある。長身選手も含めた全員

がどこからでもゴールに向かう意識を持ち、パス回しからディフェンスのズレを作り出すバスケが終

始展開できれば昨年最後の最後で逃した東海総体出場も現実味を帯びてくるだろう。 

 

 駿河総合は３Ｐシューターの「小さな巨人」鈴木優菜が放つ「天下の宝刀」長距離砲が生命線、中

部総体決勝でも３Ｐ５本を決める健在ぶりを発揮した。鈴木だけでなく見崎穂乃香も３Ｐが劇的に上

達、対戦チームは早めのシュートチェックを心掛けることが絶対条件となる。また「いぶし銀」保坂七

菜はここぞという場面での得点が目立つようになった。どの選手も相手の出方によってシュート・ドラ

イブを瞬時に判断できる得点感覚に優れた選手を多く抱え、内外から得点出来るオフェンスと効果

的に用いる独特のゾーンでまずは４強入りと４年ぶりの東海総体出場を目指す。 

 

 西部総体４位・浜松南は苦しい時でもキャプテンとしてチームを鼓舞し攻撃の起点となる今村仁

子、力強いドライブ突破からシュートまで持ち込む強さを持つ鳥居花帆、オフェンスをコントロール

しながらディフェンスの隙を作り出し、自らのシュートチャンスも逃さない忠内清を中心としたスクリー

ンアウトやルーズボールなどの球際に強く、基本に忠実なチームである。 

 

 浜松聖星も西部総体で浜松南に惜敗したものの、経験値・能力・チームワークどれをとってもトッ

プレベルの選手が集い、高い個々の能力を基に得点を重ねるチーム。大滝菜々子は非常に高い

オフェンス能力を持ち、巧みにディフェンスを抜いていくドライブを止めるのは至難の業、内山瑚子

は場所を問わずミドルでもアウトサイドでもシュートを狙える攻撃力を持つ。 

 

 その他に、廣田愛奈・青木妃奈乃・松永紗波（駿河総合）、二村優衣・佐野満里奈・織田愛加（飛

龍）、柴菜摘・牧田伊織・前田殊伽（静岡商業）、森嶋愛佳・岡本笑依・佐藤美帆（浜松南）、鈴木



泉美・土谷陽菜・小幡美月・立脇里菜（浜松聖星）、望月小雪（富岳館）、小川千遥・大瀧陽向・望

月悠理（清水西）、松浦千夏・伊藤風音・石川乃愛（浜松学院）などを注目選手に挙げたい。 

 

右上のブロックは、第３シード・中部王者の東海大静岡翔洋中心の戦いになるであろうが、各チ

ームの実力が伯仲しており混戦模様、まさに「群雄割拠のブロック」と言える。 

 

東海大静岡翔洋は中部総体決勝で駿河総合相手に接戦をものにし見事初優勝、４年前に初の

インハイ出場を果たした時は中部５位での出場だっただけに５年ぶりの全国・東海が見据えられる

位置からのスタートとなった。池ヶ谷美妃・木村友美を中心とした基本的にドライブ主体のチームで

はあるが、インサイドを起点に内外から得点できることが魅力、藤根晴菜がタイムリーに放つ３Ｐや

ディフェンスをギリギリまで引き付けて対面への絶妙な合わせなども持つバランスの取れた技巧派

チーム、今大会台風の目となるだろう。 

 

東海大静岡翔洋の対抗馬となるのが東部総体準優勝・日大三島。佐藤花梨・齊藤涼のＷエー

スが円熟期を迎え、東部総体準決勝でも沼津商業を２点差で振り切り決勝に進出、今大会ではブ

ロック決勝や決勝リーグも見える所まで来た。そのためにも２回戦で予想される静岡東との戦いが

試金石の一番となる。 

 

その静岡東は中部新人を制し、第１シードで臨んだ中部総体、終盤で連敗、４位で県総体に挑

むが、中村日愛里・青木詩を中心とした一気呵成の爆発的な攻撃力、小澤美結がコート内で適切

に指示、時に叱咤激励しながら終始一貫して見せる堅いディフェンスは上位でも十分通じるもので

あり、まずは２年連続のブロック決勝進出に目標を定める。 

 

初戦の注目カードとして「三島南―浜松日体」を推したい。三島南は大会を重ねるたびに順位を

上げて県大会に出場、今回は東部５位、１３年ぶりの県総体勝利も見えてきた。森田真帆・高木唯

来る・小野寺風花を中心にゴール下への激しいドライブもいとわないバスケが魅力、対する浜松日

体はウインター県予選４回戦で後に中部新人を制する静岡東を土俵際まで追い詰めた印象が強

い。１５２㎝の小柄ながらコート狭しと走り回り得点を量産する板倉七海、1on1 のドライブを得意とし

つつ、速攻の時には先頭を走る事が出来るガード・鈴木深生、スピードに乗ったドリブルでゴール

に向かう宮本千華など県総体初勝利を狙える布陣、最後まで接戦になることは間違いないだろう。 

 

 その他に、遠藤すず・伊妻佐笑・船山穏香（東海大静岡翔洋）、鈴木久・小林菜緒（袋井）、勝間

田咲良・伊與田優花（御殿場南）、吉川瑞希・原田美涼・山本寧々（静岡東）、嶋野菜々美・太田珠

梨（浜松湖東）、芹澤煌・吉田七海（日大三島）を注目選手に挙げたい。 

 

 右下ブロックで一歩リードしているのは危なげなく東部総体１５連覇を飾った市立沼津だが、同ブ

ロックには中部３位の静岡女子、昨年度準優勝の常葉大常葉など地力のあるチームが揃い、気が

抜けない激しいしのぎ合いが予想される。 



 

 市立沼津は東部総体決勝でも新興勢力・日大三島を圧倒、昨年の県総体・ウインター県予選とも

に３位と安定した成績が続いている。昨年も浜松開誠館に肉薄した戦いを演じており、打倒・浜松

開誠館の一番に挙げたい。主力にキャリアを積んだ下級生が多く、昨年からの伸びしろも楽しみで

ある。ドライブや巧みな裏パスが持ち味・広い視野でオフボール時も常に動き回る遠藤陽向、鍛え

られたフィジカルで身体にぶれが生じない川口青空、長身のリバウンダー・小山内悠桜、ドライブか

らジャンプシュートを繰り出す遠藤有菜、正確なパスが信条・一藤木楓など恵まれた戦力で９年ぶり

の優勝、６年ぶりの全国総体出場を目指す。唯一の気がかりは２回戦で対戦可能性がある常葉大

常葉との相性。昨年の県新人・県総体・ウインター県予選で対戦、すべて惜敗ながら３連敗を喫し

ている。市立沼津にとってはブロック決勝・決勝リーグの前に「２回戦」が大きな山場になるかもしれ

ない。 

 

 中部総体３位の静岡女子は準決勝で駿河総合に敗れたものの３位決定戦で静岡東に快勝し、イ

ンハイに出場した平成２３年以来の決勝リーグ出場が見える位置に来た。実際私も静岡東戦を観

戦したが、プレッシャーをかけられる前に早めに放つシュートがことごとく入り、ディフェンスもボール

マンに素早く寄り、プレスやディナイを試みて相手の突破口を封じる完成されたバスケットを見て、

正直「強い」という印象が残った。内外そつなくこなすエース・川村美愛と３Ｐシューター・本間梨乃

が攻撃の中心であるが、どの選手も積極的にゴールを狙ってくるので対戦チームにとっては油断で

きない時間が続くだろう。 

 

 中部総体５位ながら、昨年の県総体・ウインター県予選準優勝チーム・常葉大常葉も同ブロック。

入学時からレギュラーを堅守、鋭いドライブからゴール下に切れ込み得点を量産する司令塔・三瀬

未来を中心に、代々脈々と受け継がれる伝統の「ステイロー」を徹底したディフェンスで相手の攻撃

の糸口を封じ、ブレイクで得点を重ねるパターンを確立できれば今年も最終日にエコパアリーナの

コートに立っている可能性も十分にある。 

 

 その他に、片岡あやめ・大竹伶奈（沼津西）、森天澄・大谷紗耶香・山田梨央奈（静岡女子）、大

手穂花・一ツ渡真桜・鈴木咲（浜松東）、伊藤春那・鈴木佐和・長谷川未於・田原侑良（浜松商業）、

木村光玖・ワシントンジュリ・菊地咲帆（加藤学園）、佐野美咲・山田楓・伊藤亜莉沙・森輝月・植田

柚希（常葉大常葉）、瀧本かのん・澤柳千智・池野舞香（浜松北）を注目選手に挙げたい。 

 

 今大会も連覇・連勝を続ける浜松開誠館を中心とした優勝争いになることは間違いないが、総当

たりとなる決勝リーグに進出すれば実力だけでなく当日のコンディション・心理状態・対戦順・相性・

他チームの動向・ゴールアベレージ（得失点）などさまざまな要素が絡み合ってくる。県新人大会を

コロナに奪われた悔しい思いと、この日まで続けてきた努力の成果をこの大会で悔いなく発揮して

くれることを心から願っている。 


