
 

横須賀高校 女子 バスケットボール部 

◆  新チームは ２年１１人 １年生６人 合計１７人（内マネージャー４人）で元気に活動して 

います。 

◆ 「心と体と技を磨き」「周囲から愛される」チームを目指して日々練習しています。ご指導・ご声援

をお願いします。 

◆  練習時間 朝練習 ７：４５～８：２０ 自由参加 

        夕練習 月・木   １７：００～１８：２０（１１月～２月は１７：５０） 

            火・水・金 １６：００～１８：２０（１１月～２月は１７：５０） 

        土日祝 体育館の割り当て状況によって変化。ただし、原則土日どちらかのみ 

◆  練習場所 体育館、外コート、外周など。また、雨天の時は試合のビデオを室内で見たりすること 

もあります。 

******************************************************************************************** 

２０２３年５月１日（月）更新 

 昨年度の冬以降の大会の結果についてご報告します。 

【令和４年度新人戦】 

 １回戦     横須賀 １１２ － １７ 半田東 

 ２回戦     横須賀 ６７ － ７０ 知多翔洋 

 ５・６位決定戦 横須賀 ６９ － ４６ 阿久比    第５位 

【令和５年度総体予選】 

 １回戦     横須賀 ５６ － ３７ 阿久比 

 ２回戦     横須賀 ４０ － ２３ 半田 

 決勝リーグ   横須賀 ５０ － ４９ 大府 

         横須賀 ５０ － ５３ 東海樟風 

         横須賀 ６１ － ６４ 知多翔洋   第４位 

 目標としていた支部優勝・県大会出場を成し遂げることは残念ながらできませんでした。しかし、目 

標に向かってひたむきに努力する姿勢は本当に立派でした。まだまだ学校生活は続きます。引退した３ 

年生は学校祭、受験に全力で取り組み、各自の壁を乗り越えられるよう期待します。新チームはまずは 

目標を設定することから始めます。これからも応援よろしくお願い致します。 

******************************************************************************************** 

２０２２年１１月２２日（火）更新 

 秋の大会の結果についてご報告します。 

 【U18 ALL AICHI LEAGUE 2022 知多支部 Dリーグ】 



  第２節    横須賀 ６７ － ４５ 日福大付 

  第３節    横須賀 ７８ － ５８ 阿久比 

  第４節    横須賀 ２６ － ３１ 半田 

  第５節    横須賀 ５７ － ４５ 常滑   ４勝１敗 得失点差で１位通過 

                          １２月末の県リーグ参入戦トーナメントへ 

 【U18 ALL AICHI CHAMPIONSHIP 2022 知多支部 Wブロック】 

  １回戦    横須賀 １０３ － ２４ 半田東 

  準決勝    横須賀 ６８ － ５４ 東海南 

  決勝     横須賀 ５９ － ６５ 東海樟風  惜敗 2次トーナメント進出ならず 

  オール愛知では僅差で敗れ、目標の２次トーナメント出場は果たせませんでしたが、リーグ戦 1 位

突破に目標を切り替え、努力をしてきました。途中で苦しい状況に追い込まれましたが、選手たちは持

ち前の明るさ、前向きさで壁を乗り越えることができました。１２月末の参入戦トーナメント・１月の

新人戦に向けて、引き続き頑張っていきます。 

******************************************************************************************** 

２０２２年８月９日（火）更新 

 大会の結果についてご報告します。 

 【U18 ALL AICHI LEAGUE 2022 知多支部 Dリーグ】 

  第１節    横須賀 ７４ － ５９ 半田商業 

 【令和４年度夏季選手権】 

  １回戦    横須賀 ５９ － ３７ 阿久比 

  ２回戦    横須賀 ７６ － ３７ 日福大付 

  準決勝    横須賀 ７０ － ５７ 知多翔洋 

  決勝     横須賀 ６７ － ６３ 大府    優勝 

 新チームになってから初めての大会でした。練習でやってきたことを存分に発揮できたと思います。

大会後は今大会の反省を踏まえ、個々のレベルアップを目指していきます。応援してくださった皆様、そ

して大会を運営していただいた役員・審判員の皆様、本当にありがとうございました。 

******************************************************************************************** 

２０２２年５月１７日（火）更新 

 新チームになり半月が過ぎました。GW も選手たちは自分たちでメニューを考え、ポイントを互いに指

摘しながら、バスケを楽しんでいました。1年以上更新をしていなかったので、その間の大会結果をアッ

プします。 

 【令和３年度夏季選手権】 

  １回戦    横須賀 ８５ － ３４ 阿久比 

  ２回戦    横須賀 ５９ － ４６ 大府東 

  ブロック決勝 横須賀 ６０ － ７７ 大府   ブロック準優勝 

 【令和３年度オール愛知】 

  １回戦    横須賀 ５０ － ４９ 半田商業 

  ブロック決勝 横須賀 ４３ － ９１ 東海商業 



 【令和３年度新人戦】 

  １回戦    横須賀 ６１ － ５８ 半田 

  ２回戦    横須賀 ８３ － ４３ 半田東 

  準決勝    横須賀 ５２ － ５６ 常滑 

  ３位決定戦  横須賀 ６１ － ８８ 大府   第４位 

 【令和４年度総体予選】 

  １回戦    横須賀 ８０ － ３６ 日福大付 

  ２回戦    横須賀 ４３ － ３２ 阿久比 

  決勝リーグ  横須賀 ５３ － ６６ 東海樟風 

         横須賀 ７１ － ６７ 大府 

         横須賀 ６８ － ７７ 常滑   第４位（得失点差で） 

 以上のような成績でした。ベスト４までは残れることが多くなりましたが、その次の壁が越えられそ

うで越えられない現状があります。ただし、本校が目指す生徒像は「壁（自分の壁、未知の壁、将来出会

う壁）を超えられる生徒」です。日々の努力を継続し、この壁が突破できるよう努力していきます。今後

も応援宜しくお願い致します。 

******************************************************************************************** 


