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  令和３年度第３５回東海高校新人大会バスケットボール競技静岡県予選が令和４年１月２２日に藤枝

明誠高校他で開幕する。昨年度は新型コロナウイルス感染症（covid-19）の影響により大会が１ヶ月間

延期されて２月中旬に開幕、レギュレーションも決勝リーグ・５位決定形式から３位決定戦も行わない完

全ノックアウト形式に急遽変更され東海新人も中止となったが、今年度は決勝リーグ・５位決定トーナメ

ントともに行う通常の方式に戻り、２２日に１・２回戦、２３日にブロック決勝と決勝リーグ初戦・５位決定ト

ーナメント１回戦、２８日に草薙このはなアリーナで決勝リーグ第２戦と５位決定戦、２９日に同じく草薙で

決勝リーグ最終戦を行い、上位３チームが２月１９日、２０日に愛知県豊田市・スカイホール豊田（豊田市

総合体育館）で開催される東海高校新人大会への出場権を獲得する。今年の戦力図を占う最初の大

会を制するのはどのチームなのか、また東海新人に駒を進めるのはどのチームなのか、今から興味が

尽きない。      

 

しかしながら、年末に新変異種・オミクロン株が出現、年始早々に全国で猛威を振るい始め、一部の

県では「まん延防止等重点措置」が適用されるなどいよいよ恐れていた「第６波」が始まった。今回の地

区予選でも数チームが断腸の思いで棄権を決断、一部の順位決定戦等が中止となり大会運営に支障

をきたした地区もあった。静岡県も１月１１日に感染状況や医療ひっ迫状況等を表す「国評価レベル」が

「レベル２（警戒を強化すべきレベル）」に引き上げられ、感染症対策のより一層の徹底を求められるよう

にもなった。そのような中で開幕を迎える今大会は県高体連主催大会実施のためのガイドラインに則っ

て行われることとなり、１試合１１０分を確保、高校が会場となる２２日・２３日は無観客開催、草薙このは

なアリーナが会場となる２９日・３０日は選手の御家族に限定しての条件付有観客開催となっている。感

染拡大する現状を御理解いただき、十分な感染症対策を施した上での皆様の観戦・応援をお願いした

い。 

 

毎年県高校新人大会最終日に行われている（一社）静岡県バスケットボール協会Ｕ－１８カテゴリー

優秀選手表彰式は今年度も中止となった。すでに選手選出や理事会の承認は終えており、先日協会

HP で発表され後日新聞紙面でも報道される。今年度の高校バスケのヒーロー・ヒロインの雄姿を見る最

後のチャンスであったが、こちらもコロナ感染拡大の現状を鑑みて御理解いただければと思う。 

 

この大会から年末のウインターカップ２０２１に県内初のアベック出場を果たし、ともに勝利を勝ち取っ

た、浜松開誠館男女が満を持して登場する。全国の強豪と繰り広げた熱戦で培った経験をこの大会で

思う存分に披露してくれることを期待したい。 

 

 最後に月並みな言葉ではあるが、この大会が関係者を含めて一人の感染者も出すことなく予定通り全

日程終了することと、コロナの早期収束を心から願ってやまない。 

 

 

 

 

 



【男子】 

 

 今大会はウインター初出場・初勝利を果たし全国での経験も積んだ浜松開誠館と前年度覇者・大会３

連覇を狙う飛龍の２強を中心とした戦いが予想される。 

 

１１月のウインター県予選で創部１０年目にして初の県制覇を飾り、初出場したウインターカップでは

留学生や前年の Jr.ウインター大会ベスト５にも選ばれた選手も擁する羽黒（山形県）を相手に快勝、続

く強豪・八王子学園八王子（東京都）戦で惜しくも敗れたものの接戦を演じた浜松開誠館を今大会の優

勝候補一番手に挙げたい。長年チームを牽引してきた海野・須和部・杉山・鷲尾などは引退したが、主

力として実戦経験を積んだ下級生も多く、新チームも戦力がダウンすることなく充実している印象を受け

る。中心となるのは毎回大会展望で「未完の大器」とうたわれながら、ウインター県予選でその大器が見

事覚醒、「大器晩成」した鈴木楓大。インサイドを任せられ、今大会参加選手最高身長１９７㎝という恵ま

れた天賦の体格を生かしたプレーは幅が出てきた。ウインター県予選決勝前、期待も込めて声を掛けた

ところ普段の柔和な表情から闘志むき出しの表情に変えて一言、「頑張ります」と力強く返してくれたこと

が印象深い。その言葉通り、決勝ではリバウンドに大活躍、先輩たちのシュート成功につなげるプレー

を数多く見せてくれた。持ち前の周りを生かしたポストプレーだけでなく、全国切符獲得後にはＵ１８日

本代表候補にも選ばれ、その合宿で外からのドライブも体得、八王子戦では留学生とも互角に渡り合い

１０リバウンドを記録、今大会は一流の留学生相手にも通用したインサイドプレーを我々にも見せてもら

いたい。ウインター全試合スタメン出場しアシストを連発した奥宮翔太も新チームの大黒柱、全国大会２

試合で１２本放った積極的な３Ｐとスピードに乗ったドライブ、激しいディフェンスが特徴、新チームでも

司令塔を任されるであろう。途中出場したウインター２試合ともに得点を挙げた上杉亮雅はどのプレーを

取り上げてもパワフルの一語に尽きる。力強いリバウンドとディフェンスが寄ってくる前にためらいなく放

つ３Ｐでチームに勝利を引き寄せる。清川颯は昨年この大会で大ブレーク、類まれなバスケセンスとポテ

ンシャルを見せて我々を驚かせた。またウインターにも短時間ながら途中出場、貴重な経験を積んだ。

低い姿勢からのドライブは天下一品である。その他にも、１年生ながらウインター県予選決勝の大舞台

でスタメン出場、前半終了直前に放ったスピードあふれる逆転のドライブシュートが印象的、ドライブと見

せかけてのジャンプシュートも巧みな山下朔史、羽黒戦・最終盤にわずかながら出場機会を得たことが

大きな自信につながっている萩田凌平、１８７㎝の長身を利したパワープレーを見せる半場太刀、ウイン

ターで見事ベンチ入りを果たしコートレベルで全国の試合を体感した岡山晃大・三輪玲也など経験豊

富な選手と今後の伸びしろが大きい選手が混在した期待感あふれるチームである。昨年創部１０年目、

苦節１０年でつかんだ初の県制覇と全国出場、その座を簡単に渡す訳にはいかない。厚い選手層の中

で常に多くの選手を起用しながら人とボールが常に動く素早いオフェンスとチェンジングを繰り返しなが

ら激しくそして粘り強くプレスをかけるディフェンスを毎試合４０分間続けられれば初の県新人優勝にも

手が届くはず。常勝の女子チームとともに「チーム・開誠館」で、ウインター県予選に続きこの大会でも平

成２３年度の沼津中央以来１０年ぶりのアベック優勝も目指す。 

 

県総体を制しながらもウインター県予選決勝で浜松開誠館の返り討ちに遭い惜しくも全国を逃した飛

龍は東部新人を危なげなく制し、万難を排してこの大会に挑む。大黒柱の山本や庄司・渡邊などの主

力は抜けたが、ウインター県予選でスタメンを務めた下級生が２人残り、新チームはその２人を中心とし

たチーム構成が予想される。ワシントンケネスは何と言っても抜群の跳躍力から生まれるリバウンドが魅

力。野田悠峨は１年生ながらウインター県予選全試合スタメン、３Ｐ・ドライブと持ち味を十二分に発揮、

ポテンシャルの高さを見せてくれた。キャリアを積んだ２人に絡むのがＵ１６日本代表候補歴もある田村

春人。東海国体ではキャプテンを務め本国体出場権獲得に多大な貢献をした。ドライブだけでなく連続



して決まる３Ｐにもさらなる成長を感じさせる大器である。司令塔は１８２㎝の３Ｐシューター永見純が務め

る。昨年のガード陣が山本・坂田ともに１６０㎝台だったことを考えると大幅に大型化したことになる。中

盤には器用に３Ｐも放つアダムソン武蔵、リバウンド支配率が高い宮田翔矢、ゴール下には巧みなイン

サイドプレーを見せる１９３㎝・松野優人や１８７㎝・植田悠路などの１年生の起用も予想される。その他

にも、ウインター県予選決勝でも起用された鈴木麗大、ゲームコントロール能力が光る渡邊光、シュータ

ーの植木大夢、ガードの阿部光音、県選抜選手となり東海国体でも活躍した安藤優太・佐藤柚人・澁

木勇気、そして同じく東海国体でその雄姿を見せて華麗なパスさばき、スピードあるオフェンス、相手に

密着したディフェンスの寄りを披露してくれた山内リザク琉衣など戦力は浜松開誠館をもしのぐものを持

つ。２点差で全国大会を逃した悔しさを胸に刻んで日々ルーズボールを追い続け、ハードワークに励み、

執拗以上に激しいディフェンスから速攻につなげる伝統のバスケットを続ける選手たちにとって、賜杯を

奪回しての３連覇は至上命令であろう。 

 

この東西の両横綱を追うのが、地区予選を制した西部王者の浜松学院と中部新人で両校同時優勝、

ともに初優勝を飾った静岡商業と城南静岡。 

 

 浜松学院はウインター県予選準々決勝で静岡学園を下して準決勝進出、準決勝で飛龍に敗れはし

たものの最後の最後まで持ち味の粘りを発揮して県３位を勝ち取った。とにかくディフェンスを頑張り、ボ

ールを奪ってから一気呵成に攻めるスタイル、今回西部新人でも決勝で浜松商業の積極的な攻撃を堅

守で抑え込み着実に得点を重ねて快勝、２年ぶりの優勝を飾り今回も優勝候補の一角に挙げられる。

チームの中心は東海国体・ウインター県予選でもその迫力を十分に見せてくれた「和製ドンチッチ」伊

藤ハリー大河。強靭のフィジカルと恵まれた体格を武器にしたゴール下のプレーに加え、速攻にも積極

的に加わることで相手により脅威を与える選手である。また対策を講じてきた相手がダブルチーム・トリ

プルチームを仕掛けてきても冷静にシュートに持ち込むこともフリーの仲間にパスを出すことも出来る知

的なプレーヤー、浜松商業戦でも２４得点を記録しチームに勝利を呼び寄せた。フリースローも得意とし、

極度のプレッシャーがかかる場面でも自身のルーティンで心を落ち着けて確実に決めることが出来る今

大会ナンバーワンの注目選手である。渡邊棟介は小柄ではあるがオフェンスに転じてからのファストブ

レイクを牽引し確実にレイアップに持ち込むプレーが特色、ドライブにも自信を持つ。１年生ながらウイン

ター県予選県武道館決戦にスタメン出場した大倉成矢は身長こそ違えど渡邊とタイプ的には似ている

が最大の魅力は３Ｐシュート、浜松商業戦でも３Ｐ５本を決める大活躍を見せた。キャプテン・鈴木隆太

は試合経験も豊富でキャリア抜群、アウトサイドからの突破力が高く、ミドルやレイアップで得点を重ねら

れるのが魅力。シックスマン・古田壮真は試合中効果的な場面で投入されて限られたシュートチャンス

を確実にものにできる選手である。インサイドには１９２㎝・大島ジオバニ、１８７㎝・衛藤巧、１８５㎝・伊藤

匠などの長身選手を擁する。激しいディフェンスからの速攻、伊藤を中心としたハーフコートバスケ、こ

れらが有機的に機能した時、５年ぶりの優勝が現実味を帯びてくるだろう。 

 

 中部王者・静岡商業は中部新人準決勝で県総体４位の静岡学園を破り決勝進出、決勝戦が中止とな

ったため城南静岡と共に中部新人初優勝、前身大会である選抜優勝大会中部予選兼中部新人までさ

かのぼれば昭和５２年度以来４４年ぶりの優勝を飾った。静岡学園戦では粘り強いディフェンスで前半を

同点で折り返し第３Ｑで一気に逆転、最終Ｑで相手の猛追をしのぎ切って勝利、アップセットを演じた。

平均身長が 174 ㎝と決して大きくはないがスタメンや交代で出てくる選手を見ると決して小さい選手もい

ない。バランスの取れたコート上の５人が常に自分たちで戦況を理解して考えながらバスケに専心して

いる様子が感じ取れるチームである。中心は３Ｐシューター・１８０㎝岩崎公輔。類まれなシュートセンス

を持ち、ユニフォームからあふれ出る筋肉隆々の両腕から放たれる長距離砲はチームの窮地を何度と



なく救ってきた。キャプテン・稲垣陽斗は心身ともチームの大黒柱、決勝戦の中止を誰よりも無念に感じ、

鍛えられたフィジカルでリバウンドに一所懸命精を出す。その他にも静岡学園戦・勝負所でドライブを 2

本決めて勝利を手繰り寄せた落合櫂一、高いバスケＩＱで状況を掌握して 3Ｐを放つ北堀史也、絶妙な

タイミングで合わせを繰り出す縁の下の力持ち・佐藤瑛士、キャリア抜群の山本健・根岸真叶など中部

王者の名に恥じない戦力を誇る。当たり負けしないディフェンス力を構築すべくフィジカル強化に精進し

た成果が今大会見事に開花、全員でリバウンドに向かい、全員でボールを前に運ぶバスケットでまずは

初の決勝リーグ進出を目指したい。そのためにはブロック決勝で予想される沼津中央との戦いが試金石

となる。間違いなく熱戦必至となるはずだ。 

 

 同じく中部新人覇者・城南静岡も平成１５年の共学化・創部以来初の地区大会制覇で今大会に臨む。

このチームのハイライトは何と言っても中部新人準決勝・藤枝明誠戦。相手は言わずもがな強豪中の強

豪、静岡学園を始めとする並みいる中部の挑戦者が何度も何度も地区大会で土俵際まで追い詰めな

がらもあと一歩及ばず敗戦、辛酸を舐めさせられ続けてきたこの偉大なる「ガリバー」相手に終始試合を

優位に進めながらも終盤に明誠の猛追に遭い逆転を許して万事休すと思った残り９．７秒、再度試合を

ひっくり返しそのまま試合終了、常勝軍団・藤枝明誠から大金星を勝ち取った。私も会場でその「世紀の

瞬間」を目撃したが、終始劣勢だった藤枝明誠がいつかは巻き返して逆転勝ちするのでは、という雰囲

気やバイアスが最後の１秒まで会場全体に漂うなかで勝利をもぎ取ったことにも一層の価値がある。藤

枝明誠はバスケ部の強化を始めた平成１８年から出場した中部新人（ウインターに出場したため中部新

人免除の年が６回あり）すべて優勝、４６連勝、インターハイ予選となる「中部総体」も含めた「中部予選」

と解釈すれば足掛け１６年間負けなし、２４連覇、１２１連勝。これら前人未到の偉業すべてをストップさ

せるまさに「歴史的勝利」だった。チームの主力は城南静岡中学時に東海中学総体にも出場経験があ

りキャリア十分、万全の戦力で県大会に臨む。粒揃いの選手層を誇る陣営だが敢えてエースを挙げると

すれば藤枝明誠戦で値千金の逆転シュートを決めた１８７㎝・漆畑賢人。まさにオールラウンダー、３P・

インサイド・ドライブと多彩な攻撃力を誇り、一度波に乗ると手が付けられない選手である。小澤綺羅は

攻守にチームの要となりムードメーカー、鋭いドライブは絶品である。中野巧登は１８４㎝の長身を生か

した高い位置からの３Ｐが魅力のシューター、スピードもあり速いトランジションにも機敏に対応するユー

ティリティープレーヤーである。そして何と言っても藤枝明誠戦の影のМVP・高野翔を忘れてはいけな

い。スコアシートの数字に表れないところで泥臭くチームに貢献、リバウンド・ルーズボールの球際はも

ちろん、鋭く素早く的確な位置に入り込むスクリーンアウトの連続でチームに勝利をもたらした。その他

にもアグレッシブにシュートを繰り出す安藤佑真、試合中も常に気を利かせてチームのパワーバランス

を意識する小林向日葵、ディフェンスに活路を見出す櫻井隆、そして抜群のバスケセンスを持つサラブ

レッド・島田羽流など今後が楽しみな選手を数多く擁する。まずは勝利を重ね６年ぶりのベスト８を勝ち

取り、初の４強入りを確実に勝ち取ってその先を目指して欲しい。ブロック決勝で予想される浜松学院と

の戦いは大会屈指の好カード、「和製ドンチッチ」をどのようにして抑えるのか今から楽しみである。 

 

 上記 5チームを追かけて、決勝リーグそして東海新人出場を目指すのは東部・西部の準優勝チーム。 

 

 東部準優勝の沼津中央は充実した戦力で臨んだウインター県予選準々決勝・藤枝明誠戦でまさかの

敗戦、ベスト８に終わった。３年間チームを引っ張った新井・福島・吉戸・滝野などが引退、まさにフレッ

シュな新戦力で今大会を迎えることになった。中心となるのが新司令塔・土勢雄介。今年度に入って飛

躍的に成長したホープは３Ｐシューター、スタメン出場した藤枝明誠戦でも２本を決めて成長の証を見

せてくれた。昨年からレギュラーを務める小林慶哉は相手エースを抑えるディフェンスが光る。中盤から

インサイドにかけては長身選手がズラリと並ぶ。力強いプレーが魅力の１８５㎝・金子大和、３Ｐやミドルを



自在に放つ富岡大翔の中盤勢、長身を生かしたセンタープレーが持ち味の１９０㎝・木戸口正貴、国体

予備選手にも選ばれリバウンドに精を出す高橋透生などのセンター勢などバランスの取れたチーム編

成が今チームの特色。他にもドライブからのミドルを得意とする上原遼人、鋭いドライブの鈴木陸、３Ｐシ

ューター・多田夢叶など控えも充実している。速いトランジションを仕掛けて終始しつこいディフェンスを

継続すれば上位進出も見えてくるはず、対戦が予想される浜松工業、静岡商業という公立の伝統校を

倒しての決勝リーグ進出を目指す。 

 

西部準優勝の浜松商業は西部新人決勝・浜松学院戦では相手エース・伊藤ハリーをなりふり構わず

激しいディフェンスでプレスをかけ、オフェンスも果敢に攻撃の糸口を探るも効果的な突破口を掴めず

惜しくも敗れたが、古豪復活を強く印象付ける戦いを見せてくれた。ガード陣を中心にドライブで切り込

み、無理にカットインせずアウトレットパスを繰り返しながら相手ディフェンスを崩していくバスケが特色、

県総体終了直後に新チームに移行しチームの完成度は高く、円熟期に差し掛かっている。エース・長

屋聖那はディフェンスのわずかなズレを見逃さずに正確にドライブするスコアラー。中野蒼はディフェン

スを抜ききれなくても半ば強引にシュートに持ち込み決め切ることが出来る選手。小島凱斗は仲間が作

ったスペースを見逃さず積極的に飛び込むチャンスメーカー。インサイドの田澤響介・新保航太は共に

果敢にドライブし自らシュートを狙いながらも広い視野を駆使して空いている味方へパスを出すオフェン

スの要となっている。他にも上乘翔真・国本大翔・佐藤空・佐藤大地などがスタメンをサポートし「いざ鎌

倉」に備えて来たるべき出番を待っている。粘り強いディフェンスとバリエーション豊かな攻撃でまずは

準優勝した平成１６年度以来１７年ぶりの４強入りを狙う。そのためにはブロック決勝で予想される王者・

浜松開誠館の牙城を何としてでも崩さなければならない。 

 

 その他にも、西部新人３位決定戦・浜松西戦では相手キーマンを徹底的に狙った激しいディフェンス

で勝利、選手自身が状況に応じて今すべきプレーを選択できるチーム、スピード感あるドリブルが魅力

の鈴木弥真斗、バックコートから一人でレイアップに持ち込む力を持つ疋田凛、初速から一気に加速す

るドライブが魅力の辻大楽などを擁する浜松工業、ウインター県予選ベスト８・アウトサイドからドライブを

狙いながらも３Ｐを打つこともできる長身のオールラウンダー・平野太基や積極的に１оｎ１を仕掛ける突

破力を持つ藤田琥珀、難しい角度からもディフェンスの壁をすり抜けてレイアップを狙う佐々木大河など

の戦力を擁する浜松西、同じくウインター県予選ベスト８・エースのビッグマン１８７㎝・鈴木聖也やウイン

ター県予選で先輩に交じりながらもスタメン出場を果たした望月興誠、スペースを見つけてペネトレイト

してのレイアップを放つ森口海輝などフレッシュな面々を中心に東部新人３位を勝ち取った加藤学園な

どが虎視眈々と決勝リーグ進出、そして東海新人出場を狙う。 

 

 そして忘れてはいけないのが、それぞれ中部の３位・４位に甘んじた藤枝明誠と静岡学園。ウインター

県予選３位・藤枝明誠は中部新人準決勝で城南静岡に１点差で敗れ１６年ぶりに中部予選で黒星を喫

したため、今回の県大会は１６年ぶりに四隅以外からのスタートとなる。東海国体でも大活躍・シュート力

があり得点感覚に優れた赤間賢人、３Ｐシューター・霜越洸太朗、鋭いドライブと堅いディフェンスが特

徴の仲田創太、キャリア抜群の西村星汰、スピードあるインサイド・１９３㎝和太駿治、そしてキャプテンと

してチームをまとめ速い展開を演出する谷俊太朗などをライバル勢と比べても引けを取らない戦力を誇

る。機動力を重視してしっかり守りしっかり走る展開に持ち込めば３年ぶりの優勝を夢ではない。まずは

２回戦で予想される加藤学園戦に勝って飛龍への挑戦権を得たい。静岡学園も中部新人準決勝で静

岡商業に不覚を取り、続く３位決定戦でも藤枝明誠に敗れ中部４位で今大会に臨む。リバウンダー・川

村真育、東海国体でオールマイティーなプレーを見せた鎌田優芯の他にも関緑羽・増田瑛慈・渋谷尚

汰・若杉大悟・石川凛久など十分上位を狙える戦力を抱える。２回戦で対戦する浜松商業にはウインタ



ー県予選・２点差で勝利を収めている。当時は３年生を含めた戦力なので単純比較はできないが、今回

も勝利をもぎ取り浜松開誠館との戦いに持ち込みたい。 

  

 最後に今大会は男女とも初出場チームはないが、男女通じて一番のロングスパンを経て出場するの

が松崎。「最後の一枠」東部１１位決定戦を制して平成８年度以来２５年ぶりの県新人出場を決めた。ス

ピードあるドライブと素早く相手コースに入り込み受けるディフェンスを得意とする稲葉健太、どんな相手

にも物おじしない強気のディフェンスが持ち味の端山泰、試合や相手の状況への対応力を生かしたプ

レーでチームの安定感を導き出す石原滉太が中心選手。四半世紀を経ての出場、組み合わせ的には

非常に厳しいところに入ったが全力で中部王者に立ち向かって欲しい。 

 

上記以外の注目選手として、小澤一晴・黒田雅（下田）、和田拓真・長澤紀忠（韮山）、戸塚雅弥・木

代拓人・山本翔己・竹本陽登（伊豆中央）、ピアスリンカーン・ソルバヤルアナンダ・バゴチャイジェラード

（加藤学園暁秀）、山木陸・櫻井環・川口翔蓮・清水陽和太（三島北）、白井響己・石川真裕・藤井航紀

（三島南）、田中凱大・渡邊吾留・佐野柊也・谷村遥斗（星陵）、齋藤瑠已・杉山優希・原佑・山口永遠・

小永井陽樹（清水東）、岡本康佑・良知鈴大・望月優作・福地海（静岡東）、白鳥達也・福地達斗・岡元

気（静岡城北）、細野歩・青木悠凱・牧野修也・山下遼大（静岡大成）、山田夏生・山本烈輝・中村脩人

（焼津中央）、ブイクオツクフォック・戸塚湧斗（小笠）、渡部博煕・鈴木遥・羽田龍聖（常葉大菊川）、山

田和輝・浅井翔久（袋井商業）、上野真輝・鈴木幸太朗・渡辺颯翔（浜松湖東）、オベデンシアオサム・

鈴木謙信・鈴木一織（浜松江之島）、茂津目優希・田内智也（浜名）などを挙げさせていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【女子】 

 

 今大会も現在県内大会１６連覇、１０６連勝中、まさに無敵の強さを誇り王者に君臨する浜松開誠館が

今年も頭一つも二つも抜けている感がある。 

 

 浜松開誠館は昨年のウインター県予選で大会６連覇、７度目の出場となった年末のウインターでは三

田松聖（兵庫県）に快勝して４年連続の初戦突破、この試合ではベンチ入り選手全員が出場、全員が檜

舞台のコートに立ってプレーしたという意義は引退した３年生にとってもチームを受け継いだ下級生にと

っても何事にも代えられないものとなった。続く２回戦は岡豊（高知県）、前日とうって変わってこの日は

思うようにシュートが入らず中盤まで苦戦したが終盤はペースを取り戻し終わってみれば１６点差の快勝、

この日は男子も全国大会初出場初勝利、県勢初の全国大会アベック勝利を飾ったメモリアルデーでも

あった。ベスト８を賭けた３回戦は前回大会準優勝・東京成徳大学、前半７点ビハインドと必死に全国ト

ップレベルの強豪に食い下がり一時は４点差まで詰め寄るも相手のシステマティックな守備を最後まで

崩し切れず、流れを自軍に引き寄せられないまま惜しくも敗退、５年ぶりの準決勝進出を逃した。しかし

ながら３試合を通して多くの下級生が活躍、経験値を上げて県新人に臨むこととなり新チームも楽しみ

が尽きない。大黒柱は前年からエースとしてチームを牽引する萩原加奈。この選手のことはすでにすべ

てを書き尽くした感もあるがウインター本戦・県予選を見させてもらって改めて感じるのは「凄い選手」の

一語に尽きる。県予選決勝で２８得点、東京成徳戦でもチーム総得点の約半分となる２２得点を挙げる

など得点力に関しては天才としか言いようがない稀代の点取り屋、ドライブ、ジャンパ、３Ｐなど多彩な攻

撃を独特のリズムで繰り出して相手を翻弄させる。各チームが必死に研究し相手のマークが厳しくなっ

ても、内外角の選手にパスを散らすなど周りを生かすプレーを覚えたことにより、一層自分のプレーにも

新境地を見出せるようになってきた。そのような発想の転換を行ってチームの底上げにつなげていく、ま

さに開誠館バスケの申し子である。インサイドでチームを支える前田と中老も全国の舞台で実力を存分

に披露した。大会最高身長・１７８㎝前田理咲子が圧巻だったのが１０リバウンド１９得点の「ダブルダブ

ル」を達成した岡豊戦、第１Ｑ・中老からの相手頭上を通る速いパスをペイントエリアで受けた瞬間、相

手選手４人が一気に前田を取り囲む「クアトロチーム」を仕掛けてきたがディフェンスとの身長差を生かし

ボールを下げることなく高い位置から落ち着いてジャンプシュートを決めたシーンはまだ消極さが見え

隠れした前回大会とは見違えるものだった。パスだけに頼ることなく、自分が決めなければという責任感

が出てきた証（あかし）、今までも見せてきた堅実なリバウンドとポストプレーに加え、持ち前の脚力を生

かして速攻にも加わり、時には３Ｐも放つなどプレーの引き出しが多い選手である。同じく１７８㎝・中老

小雪もチームの高さを厚くした一人、ウインターでも大活躍した。彼女のハイライトもチーム最多の２０得

点を決めた岡豊戦、前日はよく決まっていたチームの３Ｐが落ち出して「外では苦戦」と見るや、前田と

の「ツインタワー」でインサイドに入り込みゴール下のシュートを連発、相手のファウルも誘発してフリース

ローを確実に決めるなど「中での勝負」に徹する試合巧者ぶりを見せてくれた。元来ゴール下から３Ｐま

でシュートレンジが幅広く、攻守においてダイナミックなプレーでチームを鼓舞する選手、まだ末恐ろし

い１年生、さらなる飛躍を期待したい。昨年から不動のレギュラーを続ける小谷梨緒も新チームの中心

選手、粘り強いディフェンスと３Ｐ、そしてドライブからのジャンプシュートが武器、東海総体・東海国体・

ウインターとキャリアを積み重ねた成果を見せてくれるであろう。そしてこのウインターで才能が一気に開

花したのが全試合にスタメン出場した「スーパー１年生」望月秋桜。全国大会初スタメンとなった三田松

聖戦、スタメン全員が下級生、全国大会の初戦という独特の雰囲気が漂う駒沢オリンピック記念体育館、

コート上の全員が極度の緊張で思うようなプレーが出来ない中、相手ディフェンスに追い詰められて難

しい体勢になりながらも積極的にシュートを放ち３Ｐ４本を含む１８得点を記録、得点で貢献しただけでな

くチームの雰囲気や張り詰めた緊張感をほぐす役割も果たし勝利へとつなげていった。中学時代は主



にパスさばきに徹し、受けたボールをポストプレーに結びつけるプレーが目立ったが、積極的に自分で

ゴールを狙うようになりプレーが一皮むけた感がある。東海国体で主将を務めたことも自信をつけた一

因になっているのだろう。その他にも、ウインター２試合に途中出場、鋭いドライブと高確率で決まる３Ｐ

が魅力の小幡夕夏、ポストプレーを中心に得点を重ねる安田百亜、ウインター県予選決勝でスタメン出

場、相手の隙をついてのペネトレーションや状況判断に応じてのアシストパスを得意とする今井杏、３Ｐ・

ドライブ・ポストプレーなど器用にこなすオールラウンダー・１７３㎝蔀桃菜、度胸満点に放たれる高確率

の３Ｐを武器とする黒川芽衣、鋭角に切れるドライブが魅力・福田翠生、１７１㎝・堅実なポストプレーや

献身的なリバウンドでチームを支える和泉利來など層の厚さはもはや全国トップレベル。ウインターで全

国の強豪と熱戦を繰り広げたスタメン全員がそのまま新チームに残っていることも他チームにとってはさ

らなる脅威、全国で見せた戦いぶりを県内でも存分に披露してくれるだろう。常勝・無敵と言われるたび

に勝って兜の緒を締めて大会に臨む王者、練習に裏打ちされた脚力を使って粘り強いディフェンスを

徹底し、当たり負けせず球際の争いを制してゴールを目指すバスケットを展開し続けている限り、６連覇

への死角は全く見当たらない。 

 

 東海新人出場そして打倒・浜松開誠館を狙うのは各地区優勝チーム、東部・市立沼津、中部・静岡東、

西部・浜松学院の地区王者が中心となる。 

 

ウインター県予選３位・東部新人覇者の市立沼津は、チームを支え続けた鈴木・望月が引退したが、

経験を多く積んだ下級生が中心となる新チームも戦力的に楽しみである。東部新人決勝では勢いに乗

る相手に苦戦の連続、劣勢が続いたが高さを生かしたプレーで何とか延長戦に持ち込み一進一退が

続く中、辛くも１点差で勝利を掴んだ。ウインター県予選準決勝では接戦を落として涙を飲んだだけに

値千金の勝利となった。中心は入学時からスタメンで活躍、東海国体も県選抜として勝利に貢献した遠

藤と川口。遠藤陽向は素晴らしいバスケセンスを持つ惚れ惚れする選手、ボール運びやパスワークも巧

みで片目でマークマンを見て、もう一方の目で空きスペースを探しているのではないかと思うプレーを随

所に見せる。味方を使って裏パスを出しシュートを導き出すプレーも醍醐味である。鋭いドライブが魅力

の川口青空はフィジカルが強く、体の軸がぶれない。リバウンド・ルーズボールなど球際の泥臭いプレ

ーに汗をかくところも好感が持てる。その他にも同じく県選抜・リバウンダー・１７１㎝小山内悠桜、ドライ

ブからのジャンプシュートを繰り出す遠藤有菜、正確なパスを繰り出す一藤木楓、１７４㎝・チーム一の

長身を生かしたリバウンドやボックスアウトで貢献する横山文音、３Ｐシューター秋山叶羽・合澤小菊など

１年生を中心とした若いチームながらも十分上位を狙える戦力が揃う。互いのポジショニングを意識しな

がら１оｎ１で守り切るディフェンスを徹底し、パスランを駆使して相手との間に生じるズレやミスマッチを

見逃さず攻めるオフェンスで４年ぶりの東海新人出場、そして１３年ぶりの優勝を目指す。 

 

 中部王者・静岡東は中部新人決勝で前年度覇者・県武道館進出を賭けたウインター県予選５回戦で

対戦し敗れた駿河総合を接戦の末見事な逆転劇で破り初優勝を果たした。第４Q で見せた一気呵成の

攻め、そして終了直前まで続いた相手の猛攻をしのぎ切った守りを見る限り非常に総合力の高いチー

ムである。中心は抜群のキャプテンシーでチームを統率、試合中積極的に声を出し常にフロアバランス

を意識しながら適切な指示を出すキャプテン・小澤美結。攻撃ではエルボー位置からのシュートを高確

率で決め、ディフェンスは相手へ寄る位置・角度・タイミングを意識している。東海国体にも出場したスコ

アラー・中村日愛里は決勝でも３Ｐ３本を決め勝利に貢献した。インサイドを任せられている小泉凛音は

確実に決めるゴール下や時折放つ３Ｐが魅力、そして何と言っても青木詩の頑張りをここで評価させて

いただきたい。スクリーンアウト、オフボール時のスクリーン、飛び込みのリバウンド、ルーズボールへの

執着、すべてに対して必死にひたむきに取り組む姿勢が印象的、決勝戦では３Ｐ４本を決める大活躍、



この選手の働きがチームに優勝を呼び寄せたと言っても過言ではない。その他、池田遥華・原田美涼・

藤田彩花・岡野友香など控えの層も厚い。今回同様県総体でも外枠からのスタートとなったがブロック

決勝で浜松学院に敗れ決勝リーグ進出を逃した。その悔しさを糧に今回はブロック決勝で予想される沼

津商業との戦いを制し決勝リーグ進出、そして初の東海新人出場を手にしたい。 

 

 ２年ぶりに西部新人を制した浜松学院は昨秋のウインター県予選で３位になった時のスタメンがそのま

ま残る強力な布陣で今大会を迎える。エースは県総体やウインター県予選でも大活躍、今年度の県協

会Ｕ１８優秀選手にも選ばれた１６９㎝・足立琉那。３Ｐ・ドライブ・１ｏｎ１・リバウンド・パス回し、すべてに

攻守の要となるオールラウンダー、ウインター県予選・浜松開誠館戦では３Ｐ４本を含む２４得点、チーム

の約４割に当たる得点を稼ぎだした。そしてもう一人のエースはインサイドに構える１７０㎝・竹下涼。飽く

なき向上心を持ったプレーヤー、長身を生かした高い位置から放たれる精度の高いシュートを武器にす

るスコアラー、特にオフェンス時はインサイドにステイせず積極的に外にも飛び出すなどイン・アウトどち

らからでも点を取れるのが強みである。その他にも、怪我から完全復活し持ち前の高速オフェンスでブ

レイクを量産する松浦千夏、ドライブと３Ｐで攻撃を組み立てる伊藤風音、竹下と共にゴール下の要とな

る名倉桜那、司令塔としてゲームをコントロールする石川乃愛、正確な３Ｐとリバウンド支配が信条の鈴

木愛名華など入学時から経験値を積み重ねた能力の高い選手が揃う。トランジションゲームを想定して

鍛え抜かれた走り負けない強固な足腰を武器に、徹底的にディフェンスを頑張り、高さを生かしながら

速攻でも遅攻でも点が取れるオフェンスで２年ぶりの東海新人出場、そして６年ぶりの優勝を狙う。 

 

 上記チームを追いかけるのが地区新人準優勝チーム、沼津商業・駿河総合・浜松市立。 

 

 沼津商業は東部新人決勝・市立沼津戦、東部予選では１０年間黒星がない強豪相手に前半粘り強い

ディフェンスで好機を窺いオフェンスに繋げていくイメージ通りの展開に持ち込みながらも、後半相手の

高さを生かした１оｎ１に苦しみオーバータイムに持ち込まれ１点差での惜敗、悔やんでも悔やみきれな

い敗戦となったが、持ち前の全員バスケは健在、指導者との信頼関係も厚く、さらにステップアップしそ

うなチームである。スピードを生かしたドライブからの１оｎ１が魅力、味方を巧みに使ってアシストも連発

する青柳奈旺、柔軟な身体を使って見せる力強いプレーが持ち味の三浦みずき、攻守の要として常に

勝利への貪欲さを忘れないチームの精神的支柱・遠藤若夏、県総体・浜松聖星戦で途中出場してシュ

ートを決めたシーンが印象深い安井暖々花などが中心選手。決して身長は高くないが運動量で必死に

カバー、長身が揃う相手に対しても徹底的に鍛えられて粘り強いディフェンスから攻撃に繋げるバスケッ

トで２年連続阻まれているブロック決勝突破を目指す。そのためには対戦が予想される中部王者・静岡

東との公立高校対決を制することが必須条件となる。 

 

 中部準優勝・ウインター県予選ベスト８の駿河総合は中部決勝で終始リードを奪いながらも終盤逆転

されて連覇を逃した。しかしながら最終盤に見せた怒涛の反撃は目を見張るものがあり、そして何よりも

徹底的に指導されて鍛えられたことが一目でわかる独特なゾーンディフェンスが予想以上に機能し、準

決勝・決勝ともに相手は相当対応に苦慮しており、特に初見のチームはどこも必ず苦戦するはずである。

エースは３Ｐシューター・「小さな巨人」１５７㎝鈴木優菜。決勝戦でも３Ｐ４本を含む２２得点。崩れた体勢

で、また３Ｐラインの１ｍ後ろからも果敢に３Ｐを打って決め切る能力を持ち、軌道を確認しながら飛び込

みのリバウンドにも入る。自分で無理だと判断した場合はバスを散らし、インサイドに切れ込んで再度シ

ュートチャンスを待つ。中盤の保坂七菜はドライブを得意とするがシュートコースにディフェンスが追い

つくと判断するや瞬時に鈴木に合わせのパスを出して得点を演出する技巧派。インサイドの１６８㎝見崎

穂香・１６９㎝廣田愛奈、中盤の青木妃奈乃を中心に少数精鋭で県新人に臨む。２日間で４試合戦う過



密スケジュールを鍛えられたタフネスで戦い抜きたい。 

 

 西部準優勝・ウインター県予選ベスト８の浜松市立も今大会２７年ぶりの東海新人出場を目指す。昨年

県新人で３位となるも、東海新人が中止となったため東海新人出場の夢を果たすことが出来なかった。

萩原・川合の抜けた穴は決して小さくはないが、一丸となった全員バスケで大会に臨む。試合中終始走

り続けてもスピードが落ちない無尽蔵のスタミナを誇る鈴木彩花、素早い対応からの激しいディフェンス

と鋭いドライブが持ち味のキャプテン・原田沙波、東海国体にも出場・ゴール下ではボールを下に降ろさ

ず膝を使っての跳躍力でより高い打点でシュートを放つ県内最高身長１７８㎝・黨彩良、同じく１７１㎝の

インサイド・柴朱花、そしてウインター県予選準決勝・緊張するなかでの途中出場、３本連続のフリースロ

ーそして３Ｐ２本を決めるなど新チームへの光明を見せてくれた杉浦心蓮を中心に、持ち前の高さをゴ

ール下で生かしながらディフェンスを基盤とした従来の粘り強いバスケットを展開してブロック決勝で予

想される市立沼津との戦いに勝利を収めたい。 

 

 最後に大会の「台風の目」となりうる３チームを簡単に紹介したい。 

 

西部３位・浜松聖星は新チームで挑んだウインター県予選準々決勝で常葉大常葉に７点差で敗れた

ものの大善戦、交代で出てくる選手の能力も遜色なくチームの質が落ちない層の厚さが最大の武器。

中心選手は、ゴール下を主戦場とするスコアラー・鈴木泉美、ドライブ・３Ｐを多用する立脇里菜、県選

抜選手の大滝菜々子・土谷陽菜、特に大滝は常葉戦２１得点、第４Ｑだけで 1３点を取る離れ業を披露

した。その他にも小幡美月・内山瑚子・鈴木奏音・山下菜々美など多彩な戦力で上位進出を狙う。 

 

 中部７位・藤枝順心もウインター県予選８強の実力は健在。不断の努力でレギュラーを掴んだ３Ｐシュ

ーター山本百音・谷川果梨、１７３㎝の長身を生かしたい松林亜美、ウインター県予選準々決勝で途中

出場して貴重な経験を積んだ加藤咲空・石部希歩など興味深い選手が揃う戦力、初戦から東部３位と

対戦する厳しい組み合わせだがブロック決勝まで勝ち上がる可能性は十分にある。 

 

 そしてウインター県予選準優勝・大会最多１３回の優勝を誇る常葉大常葉に言及せずにこの展望は終

われない。中部新人では静岡女子・東海大静岡翔洋にまさかの連敗、６位という衝撃の結果に終わった。

選手たちはしくじたる思いを抱いて背水の陣で今大会に臨むはずだ。伊藤・植田・市川という主力が退

くなか、スピードあふれるドライブとしぶといディフェンスが特色の三瀬未来を中心に、ウインター県予選

決勝にも途中出場して得意のジャンプシュートを披露した長身１７３㎝・鈴木爽、同じく途中出場してカッ

トインの非凡さを見せた海野希帆、３Ｐシューター・山田楓、リバウンドを頑張る佐野実咲など予選順位

以上の戦力を持つことは言うまでもない。初戦に勝てば浜松開誠館と対戦、ウインター県予選決勝の再

現カードが初日から実現することになる。どのチームにとってもこの位置に常葉がいることは不気味な存

在であることは間違いない。 

 

 今回久しぶりに西部の磐周地区（主に磐田市・袋井市）から２校が出場権を得た。磐田北が１０年ぶり、

袋井が１７年ぶりの出場となる。土地柄比較的サッカーやバレーボール、ラグビーが盛んな地域で一時

は「バスケット不毛の地」と呼ばれたこともあったが、地域をあげての粘り強い普及や裾野拡大の結果、

地域全体が徐々に盛り上がり、選手の頑張りも相まってチーム力が強化、県大会出場を果たした。袋井

は小林菜緒・阿部夕実・新村日和、磐田北は杉本蒼波・名倉杏梨などの主力を中心に久々に晴れ舞

台に臨む。 

 



上記以外の注目選手として、勝間田咲良・伊與田優花（御殿場南）、永田ひかり・田代有花（三島北）、

森田真帆・高木唯来・小野寺風花（三島南）、佐藤花梨・齊藤涼・芹澤煌・吉田七海（日大三島）、木村

光玖・ワシントンジュリ・菊地咲帆（加藤学園）、後藤みずき・大嶽咲夢・野村美綾・森彩由美（沼津中央）、

大久保乃綾・諸星澪・望月和夏（富士宮北）、望月小雪（富岳館）、中濱結・小川千遥・穴水柚衣（清水

西）、池ヶ谷美妃・船山穏香・森菜々子・遠藤すず（東海大静岡翔洋）、川合心・川村美愛・森天澄・山

田梨央奈（静岡女子）、柴菜摘・池上柚葉（静岡商業）、志田美桜・仲安未来（静岡市立）、杉山月子・

鈴木彩夏・川村亜利沙・黒宮陽葉利（島田）、加藤小雪・深澤七海希・北川加恋（島田商業）、今村仁

子・森嶋愛佳・鳥居花帆・岡本笑依・佐藤美帆（浜松南）、伊藤春那・鈴木佐和・長谷川未於・田原侑良

（浜松商業）、大手穂花・伊藤柊里・鈴木咲（浜松東）、瀧本かのん・澤柳千智・池野舞香（浜松北）、板

倉七海・玉川希・鈴木深生（浜松日体）などを挙げさせていただきたい。 


