
 

 
 

北東北インターハイ 3 位入賞 

椎ノ木会 会報  
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《14 年振りのベスト 4 進出》 椎名明星の健在をアピール！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 27 日に秋田市で開幕した、北東北インタ

ーハイは、翌 28 日から競技を開始。我が明星学

園は、1 回戦から登場しました。1 回戦は滋賀短

大付属、2 回戦は岩手一関学院に難なく勝利し、

3 回戦は九州 1 位でこの大会第 2 シードの福岡大

付属若葉と対戦しましたが、持ち味の粘りを発揮

し後半に入って徐々に点差を広げ最後は 18 点の

大差で勝利、5 年ぶりのベスト 8 進出を決めまし

た。準々決勝は、東海地区 2 位の岐阜女子と対戦。

第 3P までの 4 点差を覆し、1 点差で勝利。この

試合でも驚異的な粘りのディフェンスが決め手

となり 14年ぶりのベスト 4進出を果たしました。

準決勝は関東の宿敵金沢総合との対戦となりま

した。第 3P まで得意のゾーンディフェンスで 10

点差をつけて決勝進出を期待されましたが、延長

戦にもつれ込んだ末、惜しくも力尽きました。 

（詳細は、中川氏寄稿の観戦記をご参照ください）

今年のチームは、新人戦で久しぶりに東京成徳

大に勝利し優勝。関東新人は準決勝で昭和学院に

負け、前途多難を思わせました。春の関東予選で

はディフェンス力を増したチームに成長し再度

東京成徳大に大差で勝ち、優勝しました。東日本

大震災の被災により関東大会は中止となり、全国

へのトライは出来ませんでした。6 月、IH 予選で

は無難に決勝まで進出しましたが、東京成徳大に

破れ東京第2代表でのインターハイ出場となりま

した。東京成徳大に負けたことで、改めて椎名先

生をはじめ、選手たちが一丸となってディフェン

スのバリエーション、ナンバープレイの増強に注

力しました。ここから著しい成長がみられ、大会

に入り1試合ごとに更に成長してゆくチームがで

きました。椎名バスケットの本領である激しく、

粘りのあるディフェンスができるチームを全国

に誇示することができました。 

ウィンターカップ２０１１での上位進出に期待！！ 

《ウィンターカップ 2011 は、12 月 23 日（金）から東京都体育館で開催されます。明星は第 3 シードで 

 24 日（土）の 2 回戦、A コート第 2 試合（10 時 30 分）から登場します》 

大勢の皆さまの応援、よろしくお願いいたします！！ 

準々決勝 対岐阜女子戦 57対56で勝利 椎名先生ガッツポーズ

（父母会 山田副会長撮影）

１

《第 3 位表彰式》 ウィンターカップでのリベンジを誓いました
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ごあいさつ 

椎ノ木会会長 渋谷 尚樹

 

朝晩の冷え込みが本格的な冬の到来を感じさせる今日この頃、椎の木会の皆様にはお元気におすごしのこととお慶

び申し上げます。また日頃より明星学園女子バスケットボールに深いご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます 

さて、今年の明星学園は前年度インターハイには出場できず、久しぶりに 1月の新人戦から期待していたチ-ムで

した。椎名先生からは子供達が『インタハイベスト 4を誓っている』とお聞きしていましたが、とりわけスーパース

ターと呼べる選手がいるわけでなく、どんな試合展開をするか楽しみにしておりました。結果は惜しくも準決勝延長

戦で今年の優勝校金沢総合に敗れはしましたが、初戦から激しいマンツーマンディフエンスからのスチール 相手ポ

イントゲッターを封じ込めるゾーン、リバンドからのファーストブレイクとナンバープレイを巧みに織り混ぜた明星

バスケを見せてくれました。 

椎名先生の目指すバスケットボールを応援しはじめて 14 年、今年も他校とは一味も二味も違った明星バスケで北

東北インターハイを楽しませていただきました。 

また今年の明星の強さは、先月行われた全日本選手権の東京予選でも実力を発揮、大学・実業団や強豪クラブチ-

ムを相手に唯一の高校チ-ム明星学園が決勝まで勝ち上がりました。 

接戦の末惜しくも玉川大学に敗れはしましたが、椎名先生は年末のウィンターカップへむけての練習試合として上出

来とのこと、12 月 23 日から始まるウィンターカップの頂点へ、明星学園古豪復活を今から楽しみにしております。

会員の皆様には是非東京体育館に足をお運びいただき会員相互の親睦ならびに応援の程、よろしくお願い申し上げま

す。 

ウィンターカップでの大活躍を祈念して 

 
椎ノ木会前会長  石元  登

（平成７年度卒） 

＜椎の木会会員として思う事＞ 

椎の木会は、椎名バスケを物心両面で応援しようと言う趣

旨に賛同頂いた方々の集まりです。椎名先生は大学入学の頃

から明星でのバスケット指導に当たって来られ、今日の「明

星バスケ」を作り上げられたことはご承知の通りです。 

私は、娘がお世話になって以来、ながーくお付き合いをさせ

て戴いておりますが、選手一人ひとりを大切にしながら指導

を続けるバスケの最高指導者として深く尊敬をしています。

試合後の反省会等の席上などでも「○○は持久力が足りな

い」「○○はガッツが足りない」など次の練習への課題提起、

発掘が主要な話題となります。 

○ 選手一人ひとり平等に全員を指導する、 

○ 選手にはバスケだけでなく学業・生活態度など高校生

としての指導も怠らない、 

○ 先生自身のバスケ技術習得へのどん欲さ、 

などについて大変共感しています。今後も選手の試合毎の成

長の楽しみもあり色んな面でずーっと応援したいと思って

います。 
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今年の明星バスケは又また凄い！大したものです。

ガンバレ明星！ 

今年は去る３月の東日本大震災、これに係る原子力発

電所の事故と生涯忘れる事の出来ない悲惨な出来事が

多くありましたが、今年の明星は我々にはこれらを掻き

消すほどの明るい元気になるニュースです。 

ウインターカップでは、１４年前、２３年前、２５年

前、３４年前と決勝まで進出し惜しくも決勝で涙をのん

でいます。今年はインターハイ後もチーム力は更にアッ

プしていますし、東京都体育館のセンターコートで椎名

先生が「右手を高く突き上げガッツポーズ」（しないか

なあ？）の姿を是非見たいものだと思っています。 

「オールフォアワン ワンフォアオール」の精神にの

っとり選手たちは、残された時間、椎名先生初め先生方

のたゆまぬ指導を更に自分のものとし、練習の成果を上

げ、最高の高校生活足跡を残し「明星でバスケをやって

良かった」と、後で思える時間を過ごしてほしいと思い

ます。このためには選手のご父母の皆さん・椎の木会の

面々・多くのＯＧの皆さん挙って応援しようではありま

せんか。どうぞ宜しくお願いします。 



秋田インター杯観戦記 

 
事業部幹事 中川 義幸（平成 13 年卒）

さて試合の方だが、今回はくじ運にも恵まれ最大の

山場であるベスト 4 の決選岐阜女子戦迄は絶対に落

とせない戦いだ。1 回戦は滋賀短期大学付属。１クォ

ーターは初戦の堅さが出たのか 21 対 18 と 3 点リー

ドされ終了。2 クォーターには明星の持ち前のバスケ

を展開し 25 対 9 と 16 点差を付け前半終わって 19 点

差と勝負を決める。後半も 50 対 26 と大差をつけ、こ

の試合は 93 対 56 で初戦を飾る。危なげないスタート

に応援席のメンバーも笑顔と余裕の表情で席を立つ。

2回戦は毎年お世話になっている岩手県の一関学院

だ。この試合は 1 クォーターで勝負を決めた。30 対 8

とオフェンスが爆発した。最終的に 92 対 57 で勝利。

ここまでは余裕がある。3 試合目は常連の福岡中村学

園に 10 点差をつけて出場するシード校の福岡大付属

若葉だ。聞いたことない高校だと思ってたら旧九州女

子高が 2 年前に合併したと言う。明星は過去中村学園

との練習試合で負けたことはない、と先生はおっしゃ

ってる。恐らくベスト 16 位の実力であろうと予想す

る。1 クォーターは競り合って 13 対 13。2 クォータ

ーも同様に 15 対 12。前半は 28 対 25 と明星 3 点リ

ード。3 クォーターの中盤迄は互いに一進一退の攻防

であるが徐々に明星が得点を重ね 12 対 10 と明星 5

点リードの 40 対 35 で終了。最終クォーターは 23 対

10 と圧倒し合計 63 対 45 で試合終了。 

ここまでは予想通りに勝ち進んできた。次は岐阜女

子戦だ。とびぬけた選手はいないが 5 年前には決勝戦

迄勝ち進んだ侮れないチーム。マークしなければなら

ないのは 4 番、7 番だ。共に前日 16 点取っている。

明星 1 クォーター中盤以降 5 連続ゴールを許し 13 対

19 と明星苦しい立ちあがりだ。2 クォーターは開始

早々ルウの力強いプレーでシュートを決めるが岐阜

女子 3 連続ゴールで 3 分経過した所で 10 点リードを

奪う。然し明星もしつこく喰らい付きネルの 3P を含

む連続 9 得点で 1 点差まで詰め寄るが、岐阜女子タイ

ムアウトを取り立て直しを図り、26 対 31 の 5 点差で

岐阜女子前半戦リード。4 番を抑えられず前半だけで

12 点取られた。応援席は皆緊張した面持ちだ。私も

体の芯から震えるような緊張感を感じた。3 クォータ

ー、メイに変わり島木がコートへ。いきなり水野が

2P を決め 28 対 31 に。     （4 ページへ続く）
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暑い日差しがまださめない夕暮れ時、八王子で

渋谷さんと待ち合わせた。車で彼の家へ行き先ずは

仏壇へと向かう。玄関を出たところで渋谷さんが

“中川さん来てごらんよ。ほらこの月下美人、駅へ

迎えに行く時はまだ咲いてなかったのに、帰ってき

たら咲いていた。中川さんが来たら咲いていた”と

おっしゃった。“毎年 1 輪しか咲かないのに、今年

は 2 輪も咲いてる”。この時私は今回の旅行では何

か良い事が起こりそうだと感じた。その 7 月 27 日

は桜井さんも含め 3 人で 2:00 過ぎまで飲み明かし

た。 翌朝 5:30 に辻、内浦、渋谷、桜井、飯野、

中川の 6人で卓越した運転技術を持つ飯野さんの運

転で秋田へ向け出発。 

今回の組み合わせでは、4 回戦迄明星の試合は午後

2:30 に組まれていた。そこで自ずから午前中は観光

に充てた。29 日は男鹿半島、八郎潟、入道崎へ観光

する。入道崎は北緯 40 度を示すモニュメントがあ

り北京、マドリッド、ニューヨークと同じ緯度であ

る、と書かれていた。昼飯は漁師がやっている店で

ウニ丼を食べる。今朝獲れたものですこぶる甘い。

又サザエの壺焼きも食するが収穫量によって数が

違う。多くとれたときは一皿 3 つ、少ない時は 2 つ

出すと言う。これもまた新鮮で旨い。30 日は飯野さ

んの奥さんを飛行場でピックアップし 7人で武家屋

敷とその町並が保存されている角館(かくのだて)

へ。文化財に指定されている 7 軒の武家屋敷の一つ

岩橋家は「たそがれ清兵衛」のロケ地として使われ

た。広い通りはもちろん歩行禁煙。昼食は比内鶏の

産地で親子丼を食す。翌 31 日は能代を経由して八

森漁港へ。岸壁では一人乗りの漁船から米俵位ある

網袋に入った牡蠣の塊を陸揚げしている。獲った牡

蠣はおばちゃん達が床に座り金具でたたいて一つ

づつ牡蠣を取り出している。毎週土日、八森漁港向

かいの漁村コミュニティ市場において獲れたての

新鮮な魚介類等が販売され、町内外からのお客で賑

わう。運よくこの日は日曜日。早速市場へ行くと地

元の人で溢れてる。獲れたての岩牡蠣 10 ヶで 1500

円、直径 1.5m はあると思われる大鍋でつみれ汁が

ぐつぐついっている。どん兵衛のカップ麺程の容器

1 杯 200 円。これらをワンカップと共に堪能したが、

中でもつみれ汁は絶品だった。 



 

４

新年会のお知らせ 
恒例の新年会を下記のとおり開催いたします。インター

ハイから 23 年度新人戦まで話題の多い会になりそうで

す。大勢の皆さまご出席下さいます様ご案内申し上げま

す。 

記 

１．日時：平成 24 年 1 月 28 日（土）午後 5 時 30 分開宴 

２．場所：玄品ふぐ吉祥寺店 TEL：0422－22－0029 

     武蔵野市吉祥寺本町 1－9－9 

３．会費：男性 7,000 円 女性 6,000 円 

４．その他：出席の可否を同封のはがきにて 1 月 15 日ま

      でにお知らせ下さい。 

以上

その後メイの 3P が 6 分 20 秒に決まり 1 点差の 33

対 34 に。岐阜女子 2P を加えるがメイの 3P が決ま

りこの日初めて同点に。更に 2P を決めついに逆転。

然し岐阜女子も一歩も引かず同点に追いつき、更に

シュートを決めこのクォーター14 対 13。3 クォー

ター終わって 40 対 44 と 4 点リードを明星許す。運

命の第 4 クォーター。島木、サンがメイ、ルウに変

わりコートに。開始早々平松の 3P で 1 点差に詰め

寄り白熱した試合が続く。一進一退の攻防が続くが

残り3分36秒に平松の逆転3Pシュートで54対52。

応援席からこの日一番の大歓声があがる。2 分 59

秒には岐阜女子再逆転の 2P を決めるが、1 分 39 秒

にネルが快心の 2P を決め更に逆転。どうなるのか

この試合は。点数は 56 対 54。明星ベンチ残り 22

秒 9 にタイムアウト。後はキープだ。キープしてる

だけでいい。残り 5秒 3に平松がファウルをもらい、

フリースロウ。1 本決めて 57 対 54。最後は岐阜女

子のブザービーターの 2P で試合終了。1 点差で何

とか凌いだ。稀にみる好試合で大接戦のベスト 4 を

賭けた試合だった。明星 14 年振りのベスト 4 を勝

ち取る。選手全員良くやった！ 

準決勝は宿敵金沢総合、5 年前大阪のインター杯

では中畑一人にやられた。試合は前半金総のポイン

トゲッター宮澤を 4点に抑え 35対 22と明星ペース

で展開する。3 クォータに 3 ポイントリードされた

が 4 クォーター残り 3 分には明星 9 点リードで、逃

げ切れるかと言う展開だった。然し残り 58.2 秒に

宮澤に同点シュートをきめられ、更に 15 秒 9 に宮

澤が逆転の 2P を決め得点は 61 対 63 に、しかし残

り 9秒 7にネルが執念のストップジャンプシュート

を決め 63 対 63 の同点に。延長戦。ここで明星力尽

きる。昨日の岐阜女子との試合で全精力を使い果た

し、挽回する余力はなかった。 

先生は『99%勝っている試合を落としてしまっ

た。済みません』とおっしゃった。しかし選手達は

よくここまで勝ち上がってきた。全国 3 位という 14

年振りの快挙。この素晴らしい結果は“月下美人”

が暗示していたものか。今回の大会で大きな自信を

付けた選手達は、1 年の総決算であるウィンターカ

ップで一体どんな花を咲かせてくれるのだろうか。

 

角館にて前列左から渋谷、飯野夫人後列左から桜井、内浦、筆者、辻、飯野氏

男鹿半島にて左から辻、筆者、渋谷、内浦氏 

編集後記：今年は期待通りの粘り強いチームができ、長年の願い

である全国制覇に今一歩に迫っています。今回は前会長の石元さん

と椎ノ木会の名スコアラー中川さんの制覇への思いを寄稿頂きま

した。新年会は盛り上がること間違いなし！！まずはウィンターカ

ップでの活躍を祈念したいと思います。      長野新幹線 


