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第７４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２０２１）静岡県予選が

令和３年１０月１６日に開幕する。１１月７日に静岡県武道館で行われる決勝戦の勝者が１２

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。残念ながら今年も

昨年同様コロナ禍での開催となる。新型コロナウィルス感染症の状況は昨年から全国的に悪化

の一途をたどり、さまざまな変異株が主流となった現在、いわゆる「第５波」の真っただ中に

ある。静岡県も例にもれず県独自の警戒レベルが７月２９日には「レベル５（特別警戒）」、８

月６日には「レベル６（厳重警戒）」に上昇し、８日には「まん延防止等重点措置」が適用、さ

らに２０日には静岡県に「緊急事態宣言」が発令されるなどまさに非常事態に陥った。当初宣

言は９月１２日までの予定だったが９月３０日まで延長となり、展望を執筆している現在も緊急

事態宣言のさなかにあり、一部には次なる「第６波」への懸念が聞こえてくるなどいまだに予断

を許さない状態が続いている。そのような状況下で実施される今大会も今まで以上に万全な感染

症対策を講じながらの開催となる。「ゼロ・コロナ」が理想ではあるが、現状では感染症と共存

しながら大会を運営していく「ウィズ・コロナ」で、選手・スタッフ・役員・保護者がそれぞ

れ意識をより高くして大会に臨まなければならない。まずは大会が一人の感染者も出すことなく

運営されていくことを切に願っている。宣言中は土日祝の練習が原則中止、平日の練習も相当制

限されているのが現状で、ましてや練習試合や遠征も組むことが出来ず実戦経験を積めないまま

大会に突入することも考えられる。さらには若年層へのワクチン接種も徐々に進み始めた半面、

腕の痛み・発熱・倦怠感などの副反応に苦しんでいる方々も多くいると聞く。怪我はもちろん、

日々の体調管理にも十分留意して大会に臨んでいただきたい。 

 

コロナ対策の一環として、今大会も若干レギュレーションが変更された。まず昨年同様原則無

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。また従来は全県一斉開催の意

義を尊重し初戦は他地区と対戦することとなっていたが、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システムを継続させた。今後も状況に応じて変更が生

じ皆様に御迷惑をお掛けする点も多々あると思うが御理解願いたい。 

 

全国大会出場枠に関しては、昨年はインハイ関連がすべて中止になった関係で、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）、

そして各都道府県代表と開催地枠（東京）となったが、今年は一昨年同様全国総体優勝・準優勝

チーム、ブロック総体優勝都道府県に１枠（関東は準優勝県にも１枠、未実施のブロックは客観

的事実に基づき決定）、開催地、計６０チームとなる。会場は今年も聖地・東京体育館をメイン

に東京パラリンピックの車椅子バスケ会場となった武蔵野の森総合スポーツプラザも使用され

る。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。 

 

 

 



今回の大会展望も毎年参考としている公式戦や大会の多くが中止となり例年以上に資料や情

報が限られた中での執筆となったが、それでも一人でも多くの選手を取り上げたい、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励みになりたい、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、そしてこの胸の想いを御理解していただけると幸いである。 

 

（全国・東海大会での詳細は別掲コラム『静岡県高校バスケの現在地』をご覧ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【男子】 

今年は県総体優勝決定戦で再々延長の末勝利を掴み、インハイでも強豪相手に３勝して全国ベ

スト８となった飛龍を中心に、浜松開誠館・沼津中央の東海総体で勝利を挙げた両チームが追い

かける優勝争いとなる。 

 

飛龍は優勝と全国を賭けた県総体・浜松開誠館戦、４０分では決着がつかずオーバータイム、

３回の延長の末、見事優勝を果たして４連覇を飾った。県王者として臨んだ東海総体は初戦で富

田にまさかの苦杯を喫したがインハイでは全国ベスト８、底力を見せつけた。インハイのメイン

コートを踏んだ経験は何事にも代えられない大きなものとなったはずである。今大会でも優勝候

補の筆頭に挙げられる。 

昨年同様今年も「純国産」のチーム、中心となるのは言わずもがな・エース山本愛哉。１６２

㎝、小柄ではあるがまさしく「小さな巨人」、スピード・テクニック・知性・正確性すべてを持

ち合わせるオールラウンダーである。スピードの切れ味はもちろんだがシュートチャンスを逃さ

ないその眼力は超高校級、放たれるシュートの成功率も高く県総体決勝リーグでは３試合で８３

得点、インハイ４試合では相手に執拗なディフェンスでシュートチェックされながらも９８得点、

３Ｐに至っては成功率驚異の４０％を誇る怪物である。シューターの役割だけでなく、司令塔と

して得点の起点にもなる。全国の強豪がフェイスカードでマンマークしても止められなかったこ

とを考慮すると、県内でもこの選手にきちんと対応できる選手は見当たらない、それくらいのス

ーパースターである。しかし各チームも手をこまねいているはずもなく映像やデータを分析して

対策を練っているに違いない。他チームがこの選手に対してどのような秘策を考えてくるのかも

今大会の楽しみの一つである。試合の状況を見極めて味方に積極的にパスを送り攻撃の幅を広げ

られるのも強みである。 

インサイドに構える渡邊晴は１８５㎝と高身長が集うインサイド選手の中では決してサイズ

的に恵まれた選手ではないが、この選手の特色はスコアシートにもスタッツにも数字で表れない

チーム貢献度にある。「相手にボールを取らせない・いい位置取りをさせないディフェンス」「相

手に体を当てる回数を増やし、接触を嫌がらない」ことがモットー、シュートに対する初動も速

く、体勢を低くして肩から入り膝を使ってポジションを確保して位置取りを確定し、相手の持ち

味を完全に封じて地上戦に活路を見出す。インハイでも完全ミスマッチの留学生相手に基本的な

ことを地道に繰り返して成果を得てきた。「小よく大を制す」、ゴール下のリバウンド争いでの一

連の動きに注目したい。 

東海国体で少年男子主将としても活躍、本国体出場権獲得に貢献した田村春人は１８６㎝の身

長で中盤を任される次世代のエース、そのダイナミックなプレーは見る者を大いに魅了する。小

学生時に打ち込んだバレー仕込みの跳躍力を武器に決勝リーグでは山本に次ぐ６４得点を記録、

特に沼津中央戦ではリズムよく３本の３Ｐを決めるなど空中戦にも対応できるところを見せた。

春にはＵ１６日本代表候補合宿にも参加、全国トップアスリートのレベルを体感してきた。相手

ディフェンスの網をかいくぐり崩れた体勢からも正確なシュートを放つことが出来る逸材のプ

レーにも注目したい。シューター・庄司空人は果敢に放つ３Ｐが魅力。派手さはないが勝負所で

安定して長距離砲を決められる選手。県総体決勝リーグでも７本３Ｐを決めるなどここぞの状況

で頼りになる存在である。上記４人とともに不動のスタメンを張るのが永見純。県新人決勝でも

活躍したが県総体では出場機会に恵まれず、沼津中央戦に至っては出場することすら出来なかっ

た。その悔しさから一念発起しインハイでは４試合すべてにスタメン出場、チームに貢献した。

飛龍に数多くいるシューターの一角としてさらなる飛躍が期待される。 

主将代々に伝わる絶大なキャプテンシーを受けつぐ坂田翔はスタメンこそ他選手に譲ること



もあるが、ベンチでも常に状況を見極めてチームを鼓舞し、ひとたびチャンスをもらえばコート

上でパフォーマンスを十分に発揮する。そしてこの選手を忘れるわけにはいかない、畑尻祐哉。

この選手なくして県総体優勝、そしてインハイで４試合をこなしてチーム全体の経験値を上げる

ことすら出来なかったはずである。３度の延長となった浜松開誠館との死闘、全員が疲労困憊で

気力だけで戦い続ける中、再々延長で３本連続３Ｐを決めて勝利の立役者となったことは記憶に

新しい。土俵際まで追い込まれた延長戦でも同点シュート決めて再延長へ、再延長でも決着がつ

かずに突入したトリプルオーバータイム、１本目は坂田から、２・３本目は山本からのグッドパ

スを３Ｐにつなげて今後永遠に語り継がれるであろう「令和の名勝負」に終止符を打った。まさ

に「ゾーンに入った」神がかり的なプレーを短時間で連発、この勝負強さを今大会でも再び見せ

てくれるに違いない。 

その他にもインサイドの控えとして存在感を発揮する宮田翔矢、同じくインサイド・チーム随

一の長身１９３㎝松野優人、短時間ながらインハイにも出場して貴重な経験を積んだ成長著しい

ワシントン・ケネス、高い身体能力を誇るアダムソン武蔵、県協会Ｕ１５優秀選手を受賞した

経験を持つ鈴木麗大、東海国体でもスタメン出場して勝利にも貢献した野田悠峨、同じく東海

国体で出場機会を掴み広いシュートエリアから３Ｐ、パス、ドライブを見せ技巧派であることを

証明した山内リザク琉衣、同じく県選抜選手の安藤優太・澁木勇気・佐藤柚人、予備選手とし

て練習にも帯同した長尾祥汰・阿部光音・植木大夢・中村飛鳥などフレッシュな面々も多く抱

え選手層の厚さを誇る。ディフェンスからのブレイクを起点とし、ポイントガードを中心とした

組織的なオフェンスを展開して大会連覇を狙う。 

 

 優勝候補筆頭・飛龍を猛追するのが県総体準優勝・東海総体４位の浜松開誠館。昨年１年間

は県ベスト８の壁に阻まれ上位に進出できなかったが、今年の県新人は見事準優勝、満を持して

臨んだ県総体は地区総体で浜松西に不覚を取り西部３位で出場、非常に厳しいブロックに入った

ものの浜松西との再戦に快勝、全勝で臨んだ飛龍との優勝決定戦では一時は１２点も離される苦

しい展開だったが驚異的な粘りを見せて相手を追い詰め残り１４秒で同点に追いつき延長戦へ。

そのあと両軍とも一歩も譲らず３度の延長戦、最後の最後は力尽き初優勝と全国出場を逃した。

私も数多くバスケットの試合を見てきたが、プロ・アマ問わず全種別を通じて間違いなく「史上

最高の名勝負」だったと断言したい。悔しさの余り選手たちがコートで人目もはばからず流した

涙を忘れられない。その悔し涙を嬉し涙に変えるためにも万難を排して今大会に臨む。 

中心となるのは海野来晟。何といってもこのチームは彼が心身ともに大黒柱である。飛龍戦・

敗戦が色濃く見えてきた中盤、反撃の口火を切るバスケットカウントを決め、さらには気持ちを

切らすことなく常に前向きに声を出し、仲間にも声を掛け続ける姿が驚異の追い上げや粘りにつ

ながった。決してトップクラスのテクニックを持ち合わせている選手ではないが、ひたむきに懸

命に泥臭いプレーに汗をかき、気持ちで仲間を奮い立たせ、チームの総合力を高めていく選手、

まさに「ラスト・サムライ」、今年の浜松開誠館はこの選手の存在がすべてである、と言っても

過言ではない。飛龍戦後、その悔しさは察するに余りあるものであっただろうが、マスコミへも

誠意ある対応で質問にも気持ちを振り絞って応じ、声を掛けた際も「ありがとうございました。

ウインター頑張ります。」と噛みしめるように答えてくれた。その立ち振る舞いは「立派」の一

言に尽きる。 

その飛龍戦、攻守に大活躍だったのが須和部陸。この選手のプレーは縁あってミニバス時代か

らよく見させてもらったが、当時は一言でいえばバイ・プレーヤー、つなぎの選手であった。ス

ペースウォッチングに優れ、パスランでチームオフェンスを有機的に機能させる職人肌の選手と

いう印象が強かったが、昨年大怪我を負い満足にプレー出来ない時期が長く、その間リハビリ・



トレーニングに励みながら不断の努力を続け見事総体予選で不死鳥のようによみがえった「フェ

ニックス」、飛龍戦でも要所で自ら得点に絡みドライブや１оｎ１からのジャンプシュートなど

でチームに貢献した。クライマックスは何といっても２点ビハインドの最終Ｑ残り１４秒、バス

ケットカウントを決めて同点に追いついたシーン、その後一連の延長戦でも脚を引きずりながら

必死にボールに食らいつくシーンは今でも私の脳裏から離れない。「まわり道」をしたことが精

神的にも肉体的にもひとまわり成長させたに違いない。 

飛龍戦におけるシューター・杉山真の活躍も忘れてはならない。平均身長１７８．２㎝の長身

チームの中で一番低い１７０㎝ながらもチーム最多の３Ｐ４本を含む２５得点を記録、勝負所で

果敢に放たれるシュートや速攻の起点となるドライブが魅力、執拗に体を寄せて相手のコースに

いち早く入って受けるディフェンスも絶品、今大会でもスコアラーとしてチームを勢いに乗せて

いくだろう。インサイドには１９７㎝・鈴木楓大が待ち構える。長年大器として期待され続けて

いるがなかなか恵まれた長身を生かしきれていないようにも思える。しかしながらインサイドで

位置取りをした際の力強さやリバウンドへの貪欲さ、そして腕を決して下に降ろさないボールキ

ープ術など目を見張るスキルも多い。東海総体・豊田大谷戦では最多タイの２２得点を稼ぎだし、

今大会では未完の大器が完全に開花することを期待している。 

その他にも精度の高いシュートが持ち味の鷲尾風河、類まれなポテンシャルを持ち、県新人決

勝での大活躍が忘れられない清川颯、沼津中央戦でチーム最多の３Ｐ５本を含む２３得点、相手

の戦意を削ぐような決定打となる３Ｐを多く決める奥宮翔太、どこのポジションでも器用にこな

せるユーティリティープレーヤー・上杉亮雅、東海総体に全試合途中出場、東海国体では予備選

手として選出された期待の新人・山下朔史などの充実した戦力は打倒・飛龍の一番手である。今

年で創部１０年、今まで県総体・ウインター県予選・県新人すべてで準優勝の実績を持つ。機は

熟した、県総体での悔しさ、東海総体で得た自信、そして積み重ねた総合力で初の県制覇、そし

て全国大会出場を狙う。 

 

 東西の両横綱を追うのが県総体ブロック決勝で宿敵・浜松学院との接戦を制し３位・東海総体

でも勝ち星を挙げた沼津中央。 

このチームは何といっても稀代の点取り屋・新井楽人抜きでは語れない。とにかく点を取るこ

とに関しては天賦の才能があるとしか言いようがない。飛龍・山本同様１年時から活躍し、その

名を知らぬ者はいない存在、各チームも対策を入念に練っての対戦であろうが、決勝リーグでは

浜松開誠館戦の５１得点を始めとして３試合で３Ｐ８本を含む驚異の１０５得点、東海総体でも

名門・四日市工業相手に３Ｐ６本・計５０得点、岐阜王者・富田戦も３Ｐ４本・３９得点、全国

レベルの強豪でも止められないまさに得点の申し子である。この選手をライバルチームがどのよ

うに止めることが出来るか、その点だけでも今から興味あふれる。３年間新井と共にチームを支

えるダブルエース・福島寿希也も力強い１оｎ１でディフェンスを圧倒、新井との相乗効果で

攻撃力が増す。新井の影に隠れがちだが決勝リーグでは７５得点、東海総体２試合でも４２得点

をたたき出せる爆発的攻撃力はこちらも脅威、相手の意識が新井に偏った時にチャンスを逃さず

より高い能力を発揮する。ダブルエースの集大成となるこの大会に賭ける決意も強いはずである。

福島と共に時にツーガードの役割を任せられる吉戸皓太はドライブ・さばき・３Ｐなど攻撃の引

き出しが多い職人肌の選手、新井・福島とは違った魅力を持つ。 

インサイドには滝野伶太を擁する。この選手を県総体で間近見た時、昨年来の成長とそのプレ

ーの迫力に驚いた。以前は力任せに強引なプレーが多かったが、インサイドで迫力あるリバウン

ドはもちろんセカンドチャンスへの力強さ、状況を見極めたアウトレットパスそして何よりもゴ

ール下に陣取る威圧感がすさまじい。そして期待の新戦力として今年台頭してきたのが土勢雄介。



昨年のウインター県予選ではベンチ入りすらしていなかった選手だが、新チームになって頭角を

現し地区新人でも活躍、周囲の協力でバスケットに集中できる環境が整い、県新人でのさらなる

飛躍が期待されたが大会延期中に怪我を負い２月の県新人は断腸の思いで欠場、思い悩んだ時期

もあったが完全復活した総体予選で大ブレイク、東部総体・飛龍戦では大活躍し王者を土俵際ま

で追い詰めた。その活躍が覚めぬまま県総体・東海総体でもチャンスをものにし今では貴重なシ

ックスマンとしてチームを支える存在に成長、四日市工業戦では見事スタメンも勝ち取った。 

その他にも不動のレギュラーとして中盤での安定したプレーで貢献する小林慶哉、チーム一の

長身選手・１９２㎝高橋透生、１９０㎝・恵まれた体格を生かしたプレーに期待を込めたい木

戸口正貴など戦力的には２強にひけをとらない。まずは準決勝に駒を進めて県総体で惜敗した浜

松開誠館との戦いに勝利して「名勝負・沼津学園通り対決」と言われる飛龍に挑み、６年ぶりの

優勝を目指して欲しい。 

 

２年連続３位・静岡学園は県総体ブロック決勝で同地区のライバル・藤枝明誠に見事勝利、決

勝リーグに進出した。総体・新人戦の中部決勝は長年このカード、そして県大会でも準決勝やブ

ロック決勝で何度も対戦し、その都度藤枝明誠に煮え湯を飲まされ続けた。今年の中部総体決勝

でも惜敗、県総体でも非常に厳しい戦いが予想されたが第２Ｑ・３Ｐ攻勢を見せて逆転、そのま

まリードを守り切る会心のゲーム、藤枝明誠戦初勝利を飾った。また藤枝明誠が公式戦で同地区

に負けたのも１５年ぶりである。決勝リーグでは白星をあげられず東海総体を逃したが、今回も

優勝候補の一角であることは間違いない。 

大黒柱はインサイド１８５㎝・保谷蒼空。強靭なフィジカルを武器にどんな状況でもリバウン

ドに絡めるチームの生命線、器用にミドルシュートも決められる。アドバイスにもきちんと耳に

傾けて前回展望で指摘した課題も県総体ではきちんと修正してきた。司令塔・瀧澤良斗とインサ

イド・１８４㎝三井勇一郎はお互いの好不調を敏感に感じ合いフォローしあう阿吽の呼吸を見

せる。瀧澤は天下の宝刀・ドライブからのジャンプシュートで相手をきりきり舞いにし、三井も

ドライブが得意でプレーの随所に知的な面が垣間見える。２人とも決勝リーグでは１試合で２５

点を記録した経験もあり、今大会では２人同時に爆発力を発揮することに期待する。北堀晃征は

３Ｐシューター、藤枝明誠に勝った試合では逆転の狼煙となる３Ｐを決め、前半終了にも３Ｐバ

スケットカウント、直後のフリースローも落ち着いて決める４点プレーを披露、才能が開花した

瞬間を見せてくれた。 

その他にもチーム一の長身１８６㎝・「クリアアウト」を得意とし体を張ったプレーを心掛け

る齊藤龍哉、ランニングリバウンドやブロックショットで貢献する河村真育、１年生ながら途

中出場の機会を得始めた石川凛久、そして東海国体でもスタメン出場・小柄ながら必死に飛び込

みのリバウンドでボールに食らいつき、攻撃では３Ｐ・ドライブ・バスケットカウントまで見せ

て将来のエースの予感を漂わせた鎌田優芯など幅広い選手層を持つ。まずは準々決勝で予想され

る強豪・浜松学院戦に是が非でも勝利し、再度飛龍の壁に挑みたい。 

 

 県総体５位・平均身長ナンバーワン・１７８．６㎝の浜松学院も侮れない。ブロック決勝では

毎回４強を賭けて対戦する沼津中央に２点差で敗れたが浜松西・藤枝明誠に連勝して５位を確保、

底力を見せた。 

主軸の縣剛人は柔軟性のある３Ｐを武器に得点を重ね、インサイド・１９０㎝船尾裕二郎はリ

バウンドだけでなくワンゲーム通して決して落ちることのないスタミナが魅力、司令塔・渡邊棟

介はスピードあふれるドライブで得点を重ね、シューター・内藤航は沼津中央戦後半だけで１１

点を挙げて必死に相手を猛追、鈴木遥斗も負けじと３Ｐを連続して決めた。また大器晩成が待た



れていた１８６㎝・曽布川翔月も徐々に覚醒、沼津中央戦では途中出場して１０得点を挙げた。

１９２㎝・大島ジオバニも激戦区・インサイドで出場機会をうかがう。 

そして今大会注目の選手として伊藤ハリー大河を推したい。少年男子不動のセンター、東海

国体でも全国レベル選手が揃う愛知にも一歩も引かないパワープレーを見せてくれた。力強い腕

っぷしを武器に颯爽とリバウンドを確保しワンフェイク入れてのセカンドショット、器用に見せ

るドライブ、時に状況を十分に把握して繰り出すノールックパスなどまさにスピード・パワー・

テクニックを兼ね備えたオールラウンダー、すべてを総合して、さらに大きな期待も込めて言わ

せてもらえば「和製ドンチッチ（スロベニア代表）」と称して本人を激励・最大の賛辞としたい。

２年ぶりの４強進出を賭けて対戦が予想される静岡学園戦は今大会屈指の好カードである。 

 

一昨年王者の藤枝明誠は背水の陣で今大会に臨む。県総体ブロック決勝では２週間前に快勝し

たばかりの静岡学園に不覚を取り１５大会ぶりに決勝リーグ進出を逃した。５位決定戦でも浜松

学院に惜敗して６位に終わった。元来留学生主体の高さで勝負するチーム、このコロナ禍で入学

予定のマリ人留学生の来日もままならず苦戦が続いている。 

その中でも昨年来チームを牽引する遠藤千晟、司令塔・谷俊太朗、キャリア抜群の西村星汰、

中盤で正確なミドルを連発する上野幸太、抜群のバスケセンスを持ち華麗なプレーで魅了する

福間啓人、先輩留学生から学んだインサイドワークをプレーに生かし始めた１９３㎝・和太駿

治、実戦経験豊富な３年生トリオ・眞野皓斗・川村康汰・櫻庭光生、東海国体にも出場した仲

田創太・鬼倉拓司・赤間賢人、そして将来のスター候補・片山ジャズウェルなど十分に優勝争

いに絡む戦力を持ち合わせる。チームのモットーである、真面目に守り、ひたむきに走り、高さ

を生かしたバスケットを展開して、まずは１６年連続の準決勝進出を果たすためにも準々決勝で

予想される沼津中央戦を落とすわけにはいかない。 

  

 その他にも、勝又郷・寺崎匠・佐久間秀人・望月祐輝という不動のレギュラー３年生に、新

星・鈴木聖也、シックスマン・山本叶哉人が加わって県総体でも最終Ｑ・飛龍相手に４０点取

って大健闘した県総体７位・加藤学園、全国日本人高校生最高身長・２０３㎝加藤大智をはじ

め、和久田登馬・神村幸太郎・高橋颯・渡辺陽の主力３年生がそのまま残留、２年生・平野太

基の攻撃力が有機的に交わって強さを発揮、西部総体では浜松開誠館に競り勝った実績が光る県

総体７位・浜松西なども聖地・県武道館のメインコートを虎視眈々と狙っている。 

 

 今回、伊東・伊東商業が男子初の合同チームとして出場する。再来年２０２３年度に統合す

ることが決まっているため、「統合が決定している高校はその２年前から合同チームで出場でき

る」という規定に照らし合わせての出場である。女子は２０１６年に常葉学園橘（当時・現常葉

大橘）と静岡英和女学院が合同チームで出場、見事勝利も飾ったが、合併前提での合同チームは

大会史上初である。決して部員不足による合同チームではなくそれぞれ別々のチームで参加する

ことも出来たが、すでに４月から同じ校舎・同じ体育館で学習・練習を行っており、団体競技の

特性も考慮ながら学校の方針として合同での出場を決めた。まずは男子合同チーム初の勝利を目

指して頑張って欲しい。 

 

 上記以外の注目選手として、和田拓真・秋田颯斗・長澤紀忠（韮山）、戸塚雅弥・木代拓人・

山本翔己・瀬尾健颯（伊豆中央）、新保晴也・山口裕也・田中和広・深瀬大太（裾野）、寺田昇

平（沼津工業）、ピアス・リンカーン（加藤学園暁秀）、石川真裕・白井響己・藤井航紀（三島

南）、山木陸・江原光樹・櫻井環・清水陽和太（三島北）岩崎裕大・渡邉絢心（日大三島）、山



口朋郎（富士東）、オルタ・ブライアン（吉原）、増田陽斗・北郷蓮（富士市立）、井上快星（富

士宮東）、田中凱大・渡邊吾留・佐野柊也・谷村遥斗（星陵）、杉山樹・坪井寛大・土谷涼介・

沙原壮宏（富岳館）、齋藤瑠已・原佑・小永井陽樹・白鳥真希（清水東）、大多和善（清水西）、

曲渕大輝・阿形祐輝（清水国際）、千葉瑠人・渡邊ジョエル（東海大静岡翔洋）、神保蓮・鈴木

義宗（静岡）、大川悠希・丸山修平・川口奏汰（科学技術）、堤辰月（静岡農業）、小川大輝（駿

河総合）、岩崎公輔・小杉琢磨・稲垣陽斗・宇江喜創太（静岡商業）、岡本康佑・良知鈴大・真

鍋慈・望月優作・荒木智哉（静岡東）、白鳥達也（静岡城北）、齋藤陽平・原田将希（静岡市立）、

山﨑智晴（静岡聖光学院）、ブラウン龍輝・細野歩・渡辺大輝（静岡大成）、新村留季也・山田

陽太（常葉大橘）、小澤綺羅・漆畑賢人・中野巧登・高野翔・矢入滉和（城南静岡）、池ヶ谷俊

太（静岡北）、石川槙也・平野春輝・中村脩人（焼津中央）、シャイェギヤン羅瑠（清流館）、深

澤剛至・菅谷優斗・中江悠陽（藤枝東）、永田陽亮・太田元基・但馬柊輝・落合亮太（島田工業）、

長木カルロス・小塩雄太（島田樟誠）、比嘉海輝・戸塚湧斗（小笠）、名波俊裕・渡部博煕（常

葉大菊川）、佐々木テツヤ（掛川東）、ダヴィスクリント・マソングフランシス・知念ヒデキ・

大村弥夢・奥村カウエ（横須賀）、佐藤右乃（袋井）、山田和輝・岡本隼・橋本壮太（袋井商業）、

長谷川侑志（磐田農業）、繁田昂志（浜松南）、米津蓮・三浦明仁・鈴木ローレンス・鈴木一織

（浜松江之島）、上野真輝・鈴木幸太朗・渡辺颯翔・江間惇斗（浜松湖東）、阿保友飛・長屋聖

那・中野蒼・鈴木裕也・高橋莉玖（浜松商業）、平本大也・鈴木暁人・鈴木弥真斗・辻大楽・江

間愛斗（浜松工業）、茂津目優希・星諒矢（浜名）、塩﨑拓海（浜松聖星）などを挙げさせてい

ただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【女子】 

 現在県内大会１５連覇・１０１連勝中、まさに無双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。県新人決勝・常葉大常葉戦では残り５秒で決勝点を挙げる薄氷を踏む思

いで勝利を飾ったが、その経験が「勝って兜の緒を締める」結果となり県総体では危なげなく５

連覇を飾った。東海国体でも主力は成年女子、下級生は少年女子で活躍、改めて層の厚さを見せ

つけた。県総体での戦いぶりを見ると「盤石」という言葉が当てはまるが、勝負事はいつ何時何

が起こるかわからない、油断は禁物である。浜松開誠館が男女を通じて初の大会６連覇を成し遂

げるか、それとも連覇・連勝にストップをかけるチームが現れるのか、今から楽しみである。 

 

絶対的本命・浜松開誠館は全国一の激戦・東海総体で価値ある３位を勝ち取った。インハイ

では２回戦で京都精華学園に惜敗したものの、互角に戦う姿は全国常連の風格が漂うものであっ

た。県新人決勝での薄氷の勝利がチーム内に危機感を生み、いい意味で緊張感を持ちながら日々

の練習に取り組むことが出来た成果であろう。今年は主に下級生主体の若いチーム、常に挑戦者

という気持ちで相手に立ち向かう。 

中心は昨年の大会で鮮烈な高校デビューを飾った萩原加奈。独特のリズムで得点を量産するプ

レーヤー、県新人で散々苦しめられた常葉大常葉との再戦では前回の反省点を十分研究・分析し

て４５点を荒稼ぎ、打つシュートすべてが入るのではと錯覚するくらいの精度でシュートがリン

グに吸い込まれていった。表情には表れないが極度の緊張体質、立ち上がりのシュートが入ると

徐々に緊張がほぐれてリズムに乗るタイプ。決勝リーグ初戦・市立沼津戦では立ち上がりで立て

続けにシュートを落としリズムを崩した反省から翌週にはきちんと修正、２試合で６７得点。内

外から多彩な個人技で攻撃を繰り出すスコアラー、苦戦を強いられた東海総体・岐阜女子戦でも

全国トップの強豪相手に３Ｐ３本を含む２２得点、特にあまりに鋭いドライブで相手のディフェ

ンスが一歩も二歩も遅れる場面も見受けられた。衝撃デビューから１年、各チームの対策も進ん

でいるはずである。相手チームがどのような戦術を模索してくるか、そして萩原がその対策に対

応するのか注目したい。 

浜松学院戦で立ち上がりに３Ｐを３連続で決めて相手の出鼻をくじき、終わってみれば３Ｐ８

本を含む２６得点、５年前に最後の敗戦を喫した相手からメモリアルとなる１００連勝目の原動

力となったのが小幡夕夏。シュートエリアが広く、左右両サイドから滞空時間の長い華麗なアー

チを描きながらリングに吸い込まれる３Ｐはまさに芸術品、３Ｐと見せかけてのドライブもあり

ディフェンスにとっては対処しづらい選手である。名経大高蔵戦でもチーム最多タイの１４得点、

怪我でインハイは出場できなかったが不屈の精神でウインターのコートに戻ってきてくれるこ

とを信じている。中山未悠は大怪我から復帰して２年ぶりのウインターに臨む。１年時は全試合

にスタメン出場、茨城国体にも出場して勝利に貢献した。その後長い間怪我に苦しみ続け紆余曲

折の日々を過ごしたが今年の新人戦でベンチ入り、そして総体予選で見事復活、インハイではス

タメンに戻ってきた。まだまた本調子には程遠い感はあったがウインターまでには確実に仕上げ

てくるはず、持ち味のスピードで速い展開を導き出して周りも生かせるプレーを見せて欲しい。  

インサイドには１７６㎝西田妃那・１７８㎝前田理咲子、そして新戦力・１７８㎝中老小雪

が待ち構える。少し前までは浜松開誠館のインサイドと言えば１７０㎝強の選手が相手選手とミ

スマッチ覚悟で必死にリバウンド争いをしていたが１７０㎝代後半の選手３人を擁して唯一の

泣き所だった「高さ」の弱点を完全に克服した。西田は経験を積み重ねリバウンド確保が一段と

うまくなった。インハイ・鵠沼戦でも２０得点を挙げたが特に注目したいのはディフェンスリバ

ウンド、シュートが放たれるとさっとマークマンから離れ、落下位置を予知しリバウンド、ロン

グパスでブレイクやアーリーオフェンスにつなげる攻撃の起点となっている。県内最高身長・前



田はポストプレーを得意とし、リバウンド時にも腕を下げることなく高さの優位を生かし続ける

堅実なプレーが魅力、以前は途中出場が多かったが地区総体からインハイまで一貫してレギュラ

ーの座を譲っていない。中老も同じく県内最高身長、出場した東海国体でも自分より一回り大き

い相手インサイドに対して面取りやシールなど積極的なプレーを見せて攻守に渡って盛り上げ

た。都精華学園戦では前田に代わって途中出場、大役を任せられながらも果敢に放つ３Ｐ・落ち

着いて決めるフリースローで見事重責を果たした。今大会でも西田・前田のサポート選手として

出番があるだろう。 

中盤を任されている小谷梨緒は東海総体でブレイクした選手、県総体まではシックスマン的な

存在であったが、いなべ総合学園戦で途中出場し１３得点と結果を残して以降見事レギュラーを

獲得、以降東海総体・インハイ４試合はすべてスタメン、平均出場時間も３４分、千載一遇のチ

ャンスを生かした典型例と言える。東海国体でも成年女子の県選抜に選ばれ途中出場、大学生や

社会人相手に負けないオフェンス力を見せた。そして精神的支柱・岩永美空を忘れてはいけない。

彼女を語る上で昨年のウインター・京都精華学園戦での終盤で決めた３連続３Ｐは欠かせない。

キャプテンとしてチームを統率し全体に気を配ってチームを牽引する抜群のリーダーシップを

今大会もコート上で見せるだろう。 

他にも県新人優勝の大役者・安田百亜、３Ｐシューター・今井杏、圧倒的なリバウンドでチ

ームを盛り上げる平井朋美、１７３㎝の長身を生かした内外のオフェンスが魅力・大橋茜、東

海国体にも出場して経験値を積んだ１年生・黒川芽衣・福田翠生・望月秋桜・蔀桃菜など戦力

を上げれば枚挙に暇がない。特に１７３㎝・蔀は東海国体でも愛知・岐阜のトップ選手と堂々と

渡り合うインサイドワークを見せた。平均身長１６７㎝は県内では群を抜く高さ、目標に掲げる

「粘り強いディフェンスと人もボールも動くチームオフェンス」をより高い完成度で実践するた

めにも日々飽くなき練習に励み、最終目標である全国ベスト４を達成すべく、まずは県予選で優

勝を勝ち取ることに全力を尽くす。 

 

浜松開誠館の連覇・連勝を止めるチームを探すのは容易なことではないが、県新人・県総体と

共に準優勝、特に県新人では土俵際徳俵まで追い詰めた常葉大常葉と県総体３位・バランスの取

れたチーム編成で臨む市立沼津を挙げたい。 

 

常葉大常葉は県新人決勝で浜松開誠館が仕掛けた積極的なパスカットからのワンマン速攻で

逆転負けを喫したものの、この５年半で王者を一番追い詰めたのはこの試合、このチームである。

今大会も打倒・浜松開誠館の一番手に挙げたい。 

中心となるのは植田希歩、この選手の得点力なしに賜杯奪還はあり得ない。決勝リーグ３試合

で脅威の７７得点、特に浜松開誠館戦ではチームの６割にあたる３０得点を挙げる大活躍、点差

を徐々に離される苦しい展開でも最後まで果敢にゴールを目指し走り続けた。開誠館のインサイ

ド陣にも負けない１７５㎝の長身を利して巧みなステップでゴール下に入り込み高い位置でジ

ャンプシュートを打ち相手をきりきり舞いにさせた。東海総体では普段見せることのない３Ｐを

決め、引き出しの多さを感じさせた。植田と共にチームを支える市川凛香は攻撃では研ぎ澄まさ

れた３Ｐ、シャープなドライブ、守備ではボールマンに対して厳しい寄りを見せて素早くコース

に入ってドライブを止めるプレーが光る。最近は堅実なディフェンスに新境地を開き、数字に表

れない部分での貢献度が非常に高い。 

常葉伝統のディフェンス「ステイロー」の申し子・伊藤愛莉は県総体でまた一段と低い姿勢で

の効果的なディフェンスを見せてくれた。ここまで強靭かつ柔軟性のある下半身を作るには相当

苦労したことであろう。膝もよく曲がり体幹も強く、ボールマンへのハンドチェックも忘れない。



ディフェンスでつかんだリズムをオフェンスにつなげるタイプ、フルタイム出場を果たした名経

大高蔵戦ではリズミカルな守備から掴んだチャンスでドライブを連発、初のチーム得点王となる

２０点を稼いだ。この選手の成長がチームの総合力を大きく上げたことは間違いない。フォワー

ド・佐野玲奈は新人戦まで出場機会に恵まれなかったが総体地区予選から全試合スタメン出場、

県総体・藤枝順心戦では３Ｐを含む自己最多の１３得点を挙げて遅咲きの大器を感じさせた。東

海総体でもチャンスを逃すことなくシュートを放つなどの積極性を見せてさらなる活躍を期待

したい。三瀬未来はキャリア抜群の選手、入学直後からレギュラーを掴み実績を蓄積、速攻への

走りも速く絶妙のアシストも連発してチームに貢献してきたが、ハイライトは浜松学院戦残り３

０秒・逆転のかかった緊張の場面で冷静沈着にフリースローを２本決めて勝利を引き寄せた場面。

高蔵戦ではオフェンシブなプレーも披露して１８得点を記録した。 

その他にも破壊力あるオフェンスでドライブ・カットインを繰り出し、ウィークサイドへ走る

仲間に合わせのパスを出す太田結優、要所で起用され自分の役割を忠実に果たす成瀬こころに

加え、１年生ながら東海総体でも出場機会を得て経験を積んだ海野希帆・佐野実咲・山田楓な

ど例年になく新入生の選手層が厚く、苦しい夏の練習を経ての成長が楽しみである。６年ぶりの

女王奪還という最大の使命に向かって勇往邁進する。 

 

市立沼津は昨年の大会・準決勝で浜松市立に惜敗し３位、しかしながら県総体でその浜松市

立に雪辱を果たし決勝リーグに駒を進めた。常葉大常葉に競り負けて３位に終わったが、東海総

体ではウインター準優勝経験もある安城学園と最後まで接戦を演じてその実力を十分に見せて

くれた。 

中心となるのはインサイドの１７４㎝・望月莉七。とにかく相手チームもこの選手に中でボー

ルを持たせてしまったら望みはない、そう観念するしかないくらいの得点力。いい位置取りを心

掛け絶妙のポジショニングをキープしてボールミート、体を寄せてシュート、外しても高い位置

でリバウンドショット。決勝リーグ３試合で５７得点、安城学園戦３７得点、今大会ナンバーワ

ンのインサイドプレーヤー、各チームがいかにしてペイントエリアに入れさせない戦略を練って

来るか楽しみである。萱沼柊は派手さはないが基本に忠実な選手、淡々と与えられた任務をこな

しチームに多大な貢献をする。１線でボールプレッシャーをかけ続けながらも意識は２線・３線

にも行き届く。ディフェンスも力強く、攻守にチームの要となる。望月とのツインタワーズとし

て入学以来チームを支えた１７２㎝・鈴木芹菜は総体予選には怪我で出場することが出来なかっ

たが、昨年の大会や県新人では巧みな駆け引きでディフェンスをかわしてドライブに行くなどオ

ールマイティーなプレーを見せてくれた。高校バスケの集大成となる今大会では怪我から回復し

万全の体調で数々の美技を披露してくれることを願う。飯岡寧々はディフェンスの動きに応じた

攻撃パターンを持つ選手、法月歩瑚はひたむきなディフェンスでチームに貢献する。 

そして今年は年始に開催されたＪｒ．ウインターの檜舞台を踏んだ面々が加わって県総体・東

海総体・東海国体という経験を積んだことが最大の強み。東海国体に主力として出場した遠藤陽

向・川口青空・小山内悠桜はすでにレギュラーを獲得して主軸級の働きを果たしている。特に

遠藤は期待の新星、得点力ある司令塔としてパスにドライブにリバウンドにトップレベルのバス

ケセンスを見せた。他にも東海国体予備選手として大会にも帯同した横山文音は１７４㎝、鈴

木・望月とともに高さに厚みを加えた。平均身長は浜松開誠館に次ぐ１６５．１㎝、高さとうま

さで１０年ぶりの優勝を目指す。そのためには準決勝で予想される常葉大常葉との「浜松開誠館

への挑戦権決定戦」を是が非でも制したい。 

 

東海総体出場の３チームに続くのが、県総体４位の浜松学院と県総体５位・前回準優勝の浜松



市立。 

 

 浜松学院は県総体で静岡東を破り１８年ぶりに４強進出を果たした。決勝リーグでは十分実力

を発揮しきれずに東海総体を逃した。特に常葉大常葉戦では中盤逆転したが、そのリードを最後

の最後にひっくり返され１点差で涙を飲んだ。今大会は雪辱を果たすべく魅力的な戦力を武器に

１９年ぶりのメインコートを目指す。 

エース・足立琉耶は決勝リーグ３試合でチーム断トツの３Ｐ７本を含む６４得点。ミニ時代か

らキャリアを積み続け、相手との駆け引きや間合いの取り方に一日の長がある。司令塔・伊藤風

音も貴重な得点源、ゴール下への気迫がこもったカットインなどプレーでチームを鼓舞する。名

倉桜那は一言でいえばテクニシャン、鋭角に切れるドライブや華麗なポストプレーを見せる。そ

の他にも常葉大常葉戦・要所で３Ｐを立て続けに決めた飛騨彩未、今年から全試合スタメン出場

を継続している後藤菜千、東海総体を賭けた市立沼津戦・随所で長短のシュートを決めた竹下

涼、小柄ながら度胸満点の３Ｐを放つ岩田柊憂花など戦力は多彩、今年は高さだけでなくスピ

ードやうまさも併せ持つ。メインコートに立つためには準々決勝で予想される昨年敗れた浜松市

立との戦いに勝つことが絶対条件となる。 

 

 浜松市立は昨年準決勝で市立沼津に逆転勝ちして見事３３年ぶりの決勝進出を果たして準優

勝。県新人でも３位、県総体ではブロック決勝で市立沼津との再戦に敗れたものの５位決定トー

ナメントは連勝、県５位を確保した。入学以来主力として活躍した山田・桑原などの３年生全員

が引退したが９月に入って萩原羽海・川合杏里が電撃復帰、フレッシュな新チームに交じって

練習を開始した。平均身長１６４．４㎝、貴重な戦力補強を完了し県内トップレベルを維持して

今大会に臨む。 

ガラッと入れ替わったメンバーの中心となるのは県総体で４試合にスタメン出場した鈴木彩

花。１点差の大接戦で辛くも勝利を掴んだ浜松聖星戦ではチーム全体に疲労が色濃く残るなかで

生き生きとした動きを見せて３Ｐを含む１１得点、勝利に大きく貢献した。原田沙波は県総体全

試合に途中出場、緊張する状況での出番もあり限られたチャンスで経験を積めたはずである。杉

浦心蓮も県総体に途中出場して雰囲気を体感した。そしてインサイドには県総体でも得点を決め

た１７１㎝・柴朱花、そして県総体では出場機会がなかったが県選抜に選ばれて東海国体に出場、

貴重な実戦経験を積んだ県内最高身長１７８㎝・黨彩良を擁し今年も高さで勝負する。まずは

準々決勝で予想される浜松学院戦に勝利を収め、昨年同様メインコートで浜松開誠館との戦いに

挑みたい。 

 

 県総体６位・藤枝順心は一部の３年生が引退したが、主力が残り２年ぶりのメインコートを目

指す。県総体では常葉大常葉と浜松市立に惜敗したが、攻守にポストプレーを意識・県総体５試

合で３Ｐ１２本を決めたシューター・野末舞、カットインしてのドライブが信条・鈴木はるり、

インサイドで地道にリバウンドを集めシュートにつなげる鈴木ひより、昨年からシックスマン

として出場を重ねドライブへの突き出しが上達しレイアップへの速さが増した谷川果梨、チーム

一の長身・１７３㎝松林亜実、ミニ時代からキャリアを積んだ新戦力・県総体にも途中出場した

石部希歩などの戦力を武器に、固い絆で結ばれたチームワークで上級生と下級生がうまく機能す

れば２年ぶりのメインコートも現実味を帯びてくる。何度も激闘を繰り返した市立沼津との対戦

が予想される準々決勝が大きな山場となる。 

 

 県大会７位・浜松聖星と静岡東は共に新チームで大会に臨むこととなり、新たな布陣で始動す



る準備期間が十分あったアドバンテージを生かしたい。 

浜松聖星は県総体でライバル・浜松市立とのシーソーゲームに１点差で敗れ７位に終わった。

大黒柱の木野は引退したが、昨年来レギュラーとして修羅場を何度も潜り抜けて経験を重ねた２

年生の立脇里菜・鈴木泉美を始め、東海国体にも出場した１年生・土谷陽菜・大滝菜々子、予

備選手の内山瑚子・山下菜々美、県総体全試合で途中出場をした鈴木奏音などの新戦力が加わ

り、今大会だけでなくその先を見通した時には台風の目になる存在である。準々決勝で対戦が予

想される常葉大常葉相手にどこまで通用するか楽しみである。 

静岡東もチームを牽引した吉永・杉山・前島などが引退して苦しい陣容となったが、ＥＣＣカ

ップＵ１４全国大会３位の経験を持ち、東海国体にも出場して東海のトップアスリートとしのぎ

を削った中村日愛里が加わって大きな戦力補強となった。県総体全試合で途中出場した小澤美

結・小泉凛音、出場機会を得た吉川瑞季、期待の星・住吉ひなたなどさらに鍛えれば光る金の

卵を多く抱える。もちろん目標は県武道館のコートに初登場して浜松開誠館と戦うことだが、そ

のためにも８強を賭けての対戦が予想される駿河総合との戦いがカギを握る。 

 

 どのスポーツでも少子化の影響を受けて競技人口が減少し、どの大会でも参加チームが年々減

少している。残念ながらバスケットボールも例外ではなく、今年は男子が５チーム減となった。

女子も廃部・休部になった学校はあったが、静岡サレジオ・静岡英和女学院・磐田東・西遠女

子学園が２年ぶりに出場、参加チームは２校増となった。特に西遠女子学園はインハイ出場３

回・県総体優勝１回・県新人優勝１回、ウインター県予選でも２度準優勝している言わずと知れ

た県内有数の名門校である。昨年度は部員不足でウインター・新人戦と出場できなかったが、今

年度は新入生が入部し総体予選から出場、ウインターにも２年ぶりにエントリーした。選手５人

というギリギリの人数ではあるが、まずは２年ぶりの勝利を目指して練習に精進して欲しい。 

 

上記以外の注目選手として、長島里桜（松崎）、永田ひかり・田代有花（三島北）、田中美桜

歌・小澤砂智・窪田恋奈（三島南）佐藤花梨・齊藤涼・野村優希・芹澤煌（日大三島）、森日向

子（沼津西）、野原恋（沼津城北）、近藤美桜・高橋冴笑・青柳奈旺・遠藤若夏（沼津商業）、菊

地架帆・杉本希・二村優衣（飛龍）、前嶋心花・名取美憂・鵜飼優輝・後藤みずき（沼津中央）、

佐久間悠穂・木村光玖・菊地咲帆・小城悠亜貴・ワシントンジュリ（加藤学園）、諸星莉央（富

士東）、佐野琴音・古屋亜実・諸星澪（富士宮北）、和田華音・天願陽菜海・中野有理・齊藤友

夏（富士宮東）、大石紗矢（清水東）、白鳥ひなた、小川咲楽（清水西）、川口陽葉・宮城島唯名

（清水南）、杉浦心・池ヶ谷美妃・船山穏香・遠藤すず（東海大静岡翔洋）、牧田美蘭・小長井

和香葉・杉本美結・森芽吹・亀山菜々美・伊藤澄香（静岡西）、柴菜摘・池上柚葵（静岡商業）、

花村凛・志田美桜（静岡市立）、勝亦彩乃・山﨑奏美・山田遥翔・水井茉琴・鈴木優菜・保坂七

菜・小澤桜（駿河総合）、宮城島佑奈・小澤華・大谷紗耶香（静岡女子）、江嶌凛香（静岡学園）、

杉井はな・鍋田あかり（焼津中央）菊地美羽・飯塚春奈（清流館）、鈴木彩夏・杉山月子（島田）、

高塚那菜（小笠）、石川遥・稲森百華（常葉大菊川）、赤堀杏紗・岩本美月・伊藤冴（磐田南）、

松島彩花（磐田北）、瀧本かのん・池野舞香・澤桝千智（浜松北）、奈良和音・髙橋みなみ・頭

島光音（浜松西）、今村仁子・森嶋愛佳・鳥居花帆・岡本笑依・佐藤美帆（浜松南）、長谷川未

於・鈴木佐和・伊藤春那（浜松商業）、サリッチ月奈・永田芽依・阿部史奈（浜松湖南）、大手

穂花・鈴木咲・伊藤柊里（浜松東）、杉田千夏・板倉七海（浜松日体）、嶋野菜々美・鈴木奏来

（浜松湖東）、中木優希・渡邊結衣（浜松湖北）などを挙げさせていただきたい。 

 


