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千葉 昭和学院に敗れ る

7月 28日 に大分県中津市を中心にて開幕 した

北部九州総体は、翌 29日 から競技を開始。我が

明星学園は、1回戦第 3試合から登場 しました。

1回戦は鹿児島女子高と対戦 し全員出場で 84対

48と 、攻守とt)に 持ち味を存分に発揮しました。

2回戦は地元代表の大分豊府高に前半で 51対 9、

最終 91対 43と 難なく勝利 しました。3回戦は、

関東の宿敵今大会第 3シー ドの千葉昭和学院との

対戦となりました。第 4試合に登場 した明星は、

ゾーンディフェンスなどで昭和を苦 しめました

が、最後は 61対 76で敗れてしまいました。椎名

先生は、【月バス】のインタビューに答え、『大会

を通 じて全体的なレベルは上がり、得たものがあ

つた。下級生センターの成長など、課題が多い現

状だが、それだけにウィンターカップに向けての

楽 しみも多い。』 と語つておられました。

冬に大いに期待 したいものです。
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対昭和学院戦 (3回戦)公式選評

【第 1ピ リオ ド、両チーム共にハーフコー トマンツ

ーマンでスター ト。明星学園は トスアップ直後に#

6の ジャンプシュー トで先制、明星学園は速い トラ

ディションでの得点を重ね、昭和学院がたまらずタ

イムアウト。再開後、昭和学院は#12のインサイ ド、

#8の 3Pな どで突き放 し、18-12で第 2ピ リオ ド

第 2ピ リオ ド、昭和学院は#8の 3Pや #12のイ

ンサイ ドで点差を開く。明星学園も#6が リバウン

ドからシュー トをねじ込み追いすがる。昭和は、#

8と #12の 絶妙なハイロー、#8の 3Pで着実に得

点を重ね、40-24と 昭和学院 16点 リー ドで前半終

了G

第 3ピ リオ ド、明星学園はゾーン Defでスター ト

し昭和学院のインサイ ドを止めに掛る。明星学園は

#10の 3Pや #10の個人技で 44-33と 11点差に

詰め寄る。しかし昭和学院は#12の リバウンドから

のシュー トがバスケットカウントとなり、流れを渡

さない。徐々に流れを掴んだ昭和学院が#12の イン

ターセプ トからの速攻や #8の連続 3Pで一気に差

を付け62-42と 昭和学院 20点 リー ドで最終ピリオ

ドヘ。

第 4ピ リオ ド、明星学園はゾーン Defでインサイ

ドを封 じるが、昭和学院は#9や #8の 3Pで対抗す

る。明星学園 #6の ミドルシュー トや #4、 #10の

連続 3Pで 72-56と なつた残 り2分 2秒で昭和学

院がタイムアウト。その後も明星学園#4の 3Pな

どで追いすがるが、#6から#15への絶妙なパスな

どで確実に得点した昭和学院が 76-61で 明星学園

を下し明日の準々決勝へ駒を進めた。

《2年連続のベス ト8進出ならず》
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ご 挨 拶

椎 ノ木会会長 渋谷  尚樹

日に日に寒さが増 し体調管理に気を使 うこの頃ですが、椎の本会の皆様には元気にお過ごしのこととお慶び申

し上げます。

さて、今年 1月 の椎の木会新年会での関心事は、椎名先生の明星学園の教師を定年退職 とその後の明星女子バ

スケ部の指導体制でしたが 40年続く伝統実績のもと、学校の特別な計らいで引き続き女子バスケ部の監督とし

て後継者の育成と技術指導をされる事となり、この上ない喜びであります。

今年のチームも期待通 りにインターハイ 3年連続 39回 目の出場 を果たしましたが、惜 しくも 3回戦で準優勝

した 宿敵昭和学院に破れてベス ト16位でしたが、 1、 2回戦開催地元九州勢の鹿児島、大分に圧勝 し名門明星

バスケの強さを見せてくれました。また 10月 には昨年同様 全 日本選手権東京都予選も決勝戦まで勝ち上がり、

玉川大学には破れましたが 椎名バスケの実力を見せました。さらには今年一年の総決算ウィンターカップも 3

年連続 25回 目の出場を決め、年明けの新人選手権にむけては過去の明星に無い大型のチーム編成等 、夢の明星

バスケ全国制覇の期待に胸がふくらみます。

最後になりましたが会員の皆様ならびにご家族皆様のご健勝を祈念いたします と共に、今後とも明星バスケ全

国制覇にむけご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

《ウィンターカップ 2013は 、12月 23日 (月 )か ら会場を東京体育館に戻 して開催されます。我が明星学

園高は 23日 (月 )の 1回戦、Bコー ト第 3試合 (12時開始)か ら登場し、和歌山信愛高と対戦します》

(組み合わせは別紙の通 りです。)

勝ち進むとベス ト8(12月 26日 )で愛知 桜花学園高と対戦することになるものと思われます。今回は

3年連続 25回 目の出場で節 目の年でもあります。椎名バスケットで、大敵を倒す大きなチャンスが与えら

れた大会だと考えてお ります。

大勢の皆さまの応援、よろしくお願いいたします ll
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衿 年のチースタかやってぐれそ夕ですノノノ

父母会長 出澤 健一

あっとい う間に一年が過ぎようとしていま

す。

とうとう待ちに待ったウィンターカップまで、

一週間を迫つてきました。

このチームの集大成をワクワクし、期待をしな

が ら、ここ原稿を書いています。

父母会会長のライ父の星さんから会長職を引

き継がせて頂いた二年のスー父の出澤 (いでさ

わ)です。

明星学園女子バスケッ トボール部の父母会会

長 とい う重責を引き継がせて頂き緊張 してい

ます。

引き継ぎのあった 8月 の父母会総会に仕事上

出席できませんで したが、父母の皆様のご協力

や椎の木会の皆様のご指導を受けながら一年

間を務めさせていただきますので、よろしくお

願い致 します。

娘が明星学園に入学 し、バスケッ トボール部に

入部 してからあっとい う間に一年人ヶ月が過

ぎました。

明星学園バスケッ トボール部は常に全国大会

出場の名門校です。椎名先生のご指導力の素晴

らしさの証明だと思います。このようなレベル

の高いところで娘はバスケットを続けられる

のか心配 していましたが、親の心配を他所に、

毎 日、片道二時間かけて楽 しそ うに元気よく通

つています。また、良きチームメイ トにも恵ま

れているからだと感謝する思いです。

何か凄いことが起きるような予感が してい

るのは、私だけでしょうか ?3年生の高校生最

後の花道を下級生のチームワークで作ってあ

げる事が出来ると確信 しています。

私の素人解釈で、おこがましいですが、今

のチームは、好不調がはつきりしていて、「強

いな―」と思 う反面、相手に合わせて しま う

「弱い」部分を兼ね備えたところがあり、試

合をやつてみないと分からないところがある

様に感 じます。来週からのウィンターカップ

は順当に勝ち進めば優勝候補の桜花学園と当

た ります。3年生は最後の高校時代集大成の試

合にな ります。

また、明星学園バスケットボール部の伝統

を作ってきた、歴代の OGや父母の皆様、関係

者の皆様の応援 も大変な力になると思いま

す。

今年最後の集大成に向けて親子共々、体調管

理に万全を期 して試合に臨む事が出来るでし

ょう。

渋谷会長、飯野副会長、中川幹事、辻前副会

長をはじめ椎の本会の皆様には大変にお世話

になっています。椎の本会の皆様 も今まで以

上に強い応援をよろしくお願い致 します。

ありがとうございました。



/クィンターカップ輔 こヽ事せ可

アシスタントコーチ 高橋

『お前には無理だよ、という人のいうことを聞いてはいけない。

もし自分で何かを成 し遂げられなかつたら、他人のせいにせず自分のせいにしなさい。

多くの人が僕にもお前には無理だよと言つた。

彼らは君に成功して欲 しくないんだ。

なぜならば、彼 らは成功できなかつたから。

途中で諦めてしまったから、

だから君にもその夢を諦めて欲 しいんだ。

不幸な人は不幸な人を友達にしたいんだ。

決 して諦めてはいけない。

自分の周 りを、エネルギーであふれ、

しつかりした考えを持っている人で固めなさい。

近くに誰力V瞳れている人がいたら、

その人にア ドバイスを求めなさい。

君の人生を考える事ができるのは君だけだ。

君の夢がなんであれ、それに向かつて行くんだ。

君は幸せになる為に生まれてきたんだ。』

マイケル・ジョーダン

今のみんなに必要なのは、まさに主体性 〓椎名先生という大きな海に浮かんでいる心地よさから脱皮 して、

自分で動き出したとき、個人としてチームとして何かが変わる !

つい先 日、こんなメールを選手全員に送 りました。元 NBAプ レイヤーの大好きな言葉を引用 しました。彼

女たちが何を感 じたかは、一人ひとりそれぞれでしょう…

伝えたかったことは、今まで巣立っていった卒業生、関わつていただいた保護者、スタッフ。何よりも

今をたくさんの愛情で応援 し続けてくださる、保護者、椎ノ木会のみなさま。そして、体育館での出来事全

てを支えてくれるマネージャー。最後にスタッフたち。

愛情が強すぎて自立できないのか、主体性を持たないのかわかりませんが、明星学園女子バスケットボ

ール部とい う大きな船の舵取 りは、椎名先生。その船にエンジンをかける人、壊れた場所を直す人、役割は

五万とあります。一人ひとりが自分の判断で行動できたとき、1+1は、無限に変わると思います。

決 して諦めることなく、自分を信 じて、明星バスケットを繰 り広げてほしいです。



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25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

2.場 所

3.会 費

4。 その他

平成 26年 1月 25日 (土)午後 6時 00分開宴

玄品ふぐ吉祥寺店 TEL:0422-22-0029
武蔵野市吉祥寺本町 1-9-9
男性 7,000円  女性 6,000円

出席の可否を同封のはがきにて 1月 10日 までにお知らせ下さい。

以 上


