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ＷＣ県予選出場！
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学校総合体育大会（ＷＣ南部支部予選）Ｓブロック決勝は昨秋の新人戦支部予選で敗退し、県大会を逃した
市立浦和高校との対戦になった。昨年度ＷＣ県予選ベスト 16 の先輩に追いつけ追い越せと練習に励んできた
大宮北女子バスケットボール部、苦しいゲームを制し 2 年連続の県大会出場となった。
県大会出場校は 48 校、9 月に向けてさらに頑張っていきたい。応援ありがとうございました。
第１Ｑ 15-16
3 年生 5 人でスタート、#9 なこ、#13 こと、#18 るう、#7 さち、先取点こそ市立浦和#5 に 3P シュートを
決められるが、すかさず#13 ことが 3P を決め返す。#18 るうのスティールからレイアップ、#9 なこの 3P シ
ュートも決まり 8－3 とリードを広げる。#17 すいが 2 つ目のファウル、フリースローを 1 本決められ 8－4
とされるが、#13 ことが取返し 10－4 とリズムをつかみかけたところで#13 こともファウル。
プレータイムも考慮し、3 年生を全員下げて 2 年生#21 いち、#2 えり、#55 ゆい、#1 ちかに加えて 1 年生
#10 ゆなのセカンドチームを投入、公式戦 2 試合目で落ち着いたプレーを期待するもののターンオーバーから
連続失点を許し 10－8、#2 えりが 2 点を返し、#10 ゆなもファウルを奪いフリースローを 1 本決め 13－8 と
立て直しを図る。#55 ゆいのファウルからフリースロー2 本を決められ 13－10 となったところでサードチー
ム登場、、#37 みよ、#67 れい、#8 りお、#23 うた、#80 りくの 1 年生 5 人に初戦のプレータイムの短さを取
り返させようと期待をかける。しかし、ターンオーバー、ファウルもあり連続 5 失点、ゲームをひっくり返さ
れる。3 年生 5 人に布陣を戻し立て直しを図るがさらにファウルからフリースローを決められ#13 ことが得点
を奪うものの 15－16 とリードを許し第 1Ｑ終了
第２Ｑ 10－18
#10 ゆな、#9 なこ、#2 えり、#13 こと、#7 さちで巻き返しを図るが、連続ターンオーバー、シュートミス
で試合は停滞する。先に失点をし 15－18、2 点を返し交替を駆使するもののそこから伸びない、17－22 とリ
ードを広げられたところで＃13 ことがフリースロー2 本を決め 19－22 とするもののここから 8 連続失点とな
り 19－30 と点差を広げられた。失点を防ごうと運動量のある#67 れい、個人技の高い#37 みよの 1 年生も投
入するが得点は伸びず、#13 こと 4 得点、#2 えり 2 得点のみ、失点も抑えきれず 25－34 の 9 点差の折り返
しとなった。
第３Ｑ 18－11
経験値の高い 3 年生で巻き返しを図る。きれいな合わせのプレーが決まるもののフィニッシュが決まらない。
開始 3 分ノーゴールのまま連続 6 失点 25－40 と点差は広がる。交替出場の#2 えりがようやく 2 点を返す、
同じく交替出場の#10 ゆなが 3P を決め 30－40 と下級生パワーで追いかける。市立浦和の運動量は落ちてい
るが再び返され 30－42、再度#67 れいを投入、ファウルを奪うもののフリースローが決まらない、その間に
また失点をして 30-44 と厳しい展開へ。第 3Ｑ残り 3 分、後輩たちに助けられてばかりはいられない。#13 こ
と、#18 るうの連続得点に始まり、#67 れいと交替して戻った#9 なこが 3P を決める。#13 ことが続き 9 連続
得点で一気に 5 点差まで詰め寄る。先輩の元気が戻ったところで#10 ゆながファウルを奪いフリースロー1 本
を決める。10 連続得点で勢いづくがファウルからフリースローで失点 40－45、終了間際に#2 えりが 3P シュ
ートを決め 43－45 で最終Ｑへつないだ。

第４Ｑ 20－ 8
点差を詰め DF に勢いがつく。開始早々ターンオーバーを奪い#2 えりの 3P シュートで逆転、#18 るうのス
チールから#9 なこも 3P シュートを決める。開始 1 分で逆転し、49－45 とリードを広げるが、次の 1 分で連
続失点で 49－49 の同点とされて両者得点が止まる。逆転劇のきっかけを作った#9 なこ、＃18 るうに交替し
て#17 すい、#7 さちが戻る。残り 4 分半#7 さちがリバウンドからのショットを押し込み、均衡を破る。ここ
で#2 えりが接触から出血、#18 るう再びコートへ、#7 さちが力強いリバウンドからファウルを奪う。フリー
スロー2 本を決め 53－49 と再び 4 点リード。粘り強く DF をするものの 2 点を返され 53－51、大宮北タイム
アウト試合時間は残り 2 分半。ここまで大活躍の 1 年生#10 ゆなに交替して#9 なこを戻す。ゲームを 3 年生
に託した。#13 ことが得点し 4 点リード、#17 すいの不安定さが気になり再び#10 ゆなを戻す。その#10 ゆな
が 3P シュートを決めて 7 点差まで広げる。#10 ゆなプレイタイム 30 秒の大仕事をやり遂げるが、ここで再
度 3 年生ガード#17 すいを戻す。残り 1 分 40 秒、#13 ことが 3P を決め、#18 るうが得点、63－51 と 12 点
リードから 1 ゴール返されるもののゲームセット。学校総合体育大会南部支部女子Ｓブロック第 1 位、2 年連
続のＷＣ県予選切符を獲得した。
#13 こと 22 得点
#18 るう 6 得点

#2 えり 12 得点
#7 さち 4 得点

#10 ゆな

10 得点

#9 なこ 9 得点

ＷＣ県予選は 48 チームが出場、9 月 5 日(土)に越谷市総合体育館で行われる。昨年度の先輩が引退した会
場でまずは県大会 1 勝をめざし、しっかり準備していきたい。これからも応援よろしくお願いします。

