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ごあいさつ 

  

 

 

 

 

小田原バスケットボール協会 

会長 牧島 かれん 

 

第 48回小田原地区総合バスケットボール祭開催に際しまして、多くの

方々よりお力添えをたまわり誠にありがとうございます。  

特に本年は当協会設立 70周年にあたり、今までご尽力いただいた方々

とともに盛大に開催を考えておりましたが、コロナ禍において叶わぬこ

ととなりました。  

しかし、このような状況下にあっても創意工夫を重ね、感染防止に努

めながら、ひたむきにバスケットボールに取り組んでいる多くの仲間が

居ることを知っています。  

今大切なことは、個々の華やかなプレーもさることながら、困難を前

にしてもくじけることなく協力し助け合い励まし合う、チームとしての

取り組みだと考えます。  

ある時は支える側に、ある時は支えられる側に、互いに入れ替わりな

がら、チームでゴールに向けボールを運んで行く、まさに皆さんが常日

頃から培っているバスケの精神で家庭や地域を支えて下さい。  

バスケを愛する多くの皆さんが一堂に会し、思い切りプレーできる日

が一日も早く訪れるよう「もうひと踏ん張り」。  

チーム小田原でがんばりましょう！  

 

 

 

 

 

 



 ☆令和２年度 小田原協会(Ｕ１２) 『奨励賞』受賞者名☆ 

 

《男子》   《女子》   

 小林 泉輝 足柄   荒井 柚李杏 芦子  

 永井 敬士 芦子   大木 稟子 大井  

 宇田川 悠太 大井   上野 穂華 大窪  

 藤崎 将汰 大窪   梅田 咲希 岡本  

 露木 悠翔 岡本   田中 七摘 開成  

 石﨑 壮真 開成   原田 優衣奈 鴨宮  

 東野 幹太 鴨宮   坂田 瑠香 酒匂連合  

 早川 慧我 三の丸   田村 美乃 三の丸  

 石井 悠来 SSW   平井 咲衣 下中  

 細田  久遠 下中   加藤 結愛 下府中  

 府川  龍基 城北   高橋 なな美 城北  

 植田 康正 千代   蝦名 咲音 千代  

 川邊 明樹 東富水   小山田 涼葉 豊川  

 樋口 快斗 富士見   酒井 夢莉奈 東富水  

 山下 璃音 南足柄   本吉 由梨江 富士見  

     杉村 梓未 松田  

     武富 恵茉 南足柄  

     尾崎 愛生 山北  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ☆令和２年度 小田原協会(U15) 最優秀・優秀選手☆ 

【最優秀選手】      

《男 子》         《女 子》   

水本 敬太 鴨宮 3年  一藤木 楓 文命 3年 

河乃 弘興 酒匂 3年  遠藤 有菜 文命 3年 

西山 大貴 酒匂 3年  大津 涼夏 白山 3年 

髙橋 魁俐 城南 3年  五味 奈穂 白山 3年 

谷平 夏輝 城山 3年  淸野 真由 城北 3年 

座間 大飛 Rising-k 3年  櫻井 華穂 松田 3年 

    神野 葵 ﾐﾆﾄﾞｯｸｽ 3年 

【優秀選手】      

       

宇鉄 佑都 鴨宮 3年  遠藤 実柚 文命 3年 

森川 優仁 酒匂 3年  吉田 優 白山 3年 

武 太陽 酒匂 2年  高井 華 城北 3年 

加藤 児唯 酒匂 3年         ﾝｺﾞｷ ｵｲﾊﾞﾗ ｼﾞｪﾆ 松田 3年 

杉﨑 劉世 城北 3年  阪野 まお 湘光 3年 

大川 葵優 城山 3年  西山 阿小衣 城山 3年 

穂谷野 駈 白山 3年  古川 朱嶺 城南 3年 

石山 颯汰 南足柄 3年  杉﨑 柚那 ﾐﾆﾄﾞｯｸｽ 3年 

木場 輝 Rising-k 3年     

 



☆令和２年度 小田原協会県西ﾌﾞﾛｯｸ中学校『奨励賞』受賞者名☆ 

  ※『奨励賞』とは・・・バスケットボールが大好きで、３年間熱心に部活動に取り組んだ生徒の

うち、チームの柱となり学校生活においても他の模範となっていた生徒を表彰するものである。 

        

《男子》   《女子》   

 山口 准 足柄台   鈴木 愛菜 足柄台  

 青木 琉伽 岡本   三戸 優月 岡本  

 関谷 優星 酒匂   古屋 愛美 鴨宮  

 杉山 拓未 湘光   真壁 沙季 酒匂  

 小澤 拓海 城北   宇田川 萌実 湘光  

 早川 丞政 城山   望月 凜花 城北  

 大木 優 橘   小澤 向日葵 城山  

 早野 凪 千代   田幡 ゆい 橘  

 若林 亜悠留 白山   劔持 こころ 白鷗  

 萩野 晴隆 南足柄   津村 花梨 白山  

 佐藤 太星 山北   福田 暖奈 箱根  

 髙橋 真虎 湯河原   新見 咲菜 南足柄  

     岸本 美咲 山北  

     小林 俐華 湯河原  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆令和２年度 小田原協会(Ｕ１８) 最優秀・優秀選手☆ 
 

【最優秀選手】 
      

        

《男子》     《女子》    

   出身中学校    出身中学校 

関本 直弥 小田原高校  ３年 赤羽根中学校 原田 珠里 山北高校 ３年 城山中学校 

高橋 海里 小田原高校  ３年 白山中学校 谷 優愛 山北高校 ３年 城南中学校 

中島 優介 小田原高校  ３年 城山中学校 真壁 杏歌 立花学園高校 ３年 酒匂中学校 

小池 優斗 立花学園高校 ３年 柏ヶ谷中学校 高橋 あかり 立花学園高校 ３年 文命中学校 

古賀 愁基 立花学園高校 ３年 中原中学校 湯川 愛莉 相洋高校 ３年 白山中学校 

天本 恭介 旭丘高校   ３年 鶴嶺中学校     

川田 航大 旭丘高校   ３年 鶴嶺中学校     

        

【優秀選手】       

小野 佑将 立花学園高校 ３年 酒匂中学校 杉山 美羽 相洋高校 ３年 浜岳中学校 

  喜多 蓮汰郎 立花学園高校 ３年 白山中学校 駒宮 夏美 相洋高校 ３年 湯河原中学校 

箕輪 祐汰 立花学園高校 ３年 大谷中学校 宮川 桃羽 立花学園高校 ３年 橘中学校 

久保田 蓮 立花学園高校 ３年 相武台中学校 増田 ひより 立花学園高校 ３年 秦野北中学校 

高木 侑汰 旭丘高校   ３年 寒川東中学校     

菅谷 元気 小田原高校  ３年 金旭中学校     

石井 滉己 小田原高校  ３年 藤ヶ丘中学校 

 



賛助金をご協力頂いた方々 
（敬称略します） 

足柄ミニバスケットボールクラブ 男子   

芦子ミニバスケットボールチーム 男子   

芦子ミニバスケットボールチーム 女子   

大井ミニバスケットボールクラブ   

岡本ミニバスケットボールクラブ   

開成ミニバスケットボールクラブ 女子   

鴨宮ミニバスケットボールクラブ   

三の丸ミニバスケットボールクラブ   

下中ミニバスケットボールクラブ   

下府中ミニバスケットボールクラブ   

城北ミニバスケットボールクラブ 男子   

千代ミニバスケットボールクラブ   

豊川ミニバスケットボールクラブ   

東富水ミニバスケットボールクラブ 男子   

東富水ミニバスケットボールクラブ 女子   

富士見ミニバスケットボールクラブ 男子   

富士見ミニバスケットボールクラブ 女子   

南足柄ミニバスケットボールクラブ 男子   

南足柄ミニバスケットボールクラブ 女子   

東富水ミニバスケットボールクラブ 女子コーチ一同  

城山中学校バスケットボール部   

千代中学校バスケットボール部   

泉中学校バスケットボール部   

白山中学校バスケットボール部   

箱根中学校バスケットボール部   

山北中学校バスケットボール部   

ミニドックスジュニアバスケットボールクラブ   

小田原高校バスケットボール部 保護者会   

相洋高校バスケットボール部 女子保護者会   

旭丘高校バスケットボール部   

山北高校バスケットボール部 男子   

山北高校バスケットボール部 女子   

小田原バスケットボール協会 社会人連盟   

田島 篤志  (岡本中学校バスケットボール部顧問）   

山本 大智  （岡本中学校バスケットボール部顧問）   

酒井 颯花    

酒井 夢莉奈   

スナック北天 
 


