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Name

〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育館内

OfficialSite http://www.japanbasketball.jp/wintercup/2010/

Name Team

Points　《得点》 3 Point　《３ﾎﾟｲﾝﾄ》 Assists　《ｱｼｽﾄ》

Name Team No. Total Team No. Total

178 1 坂東 拓 北陸1 ソウ シェリフ 沼津中央 #15 京北 #14

No. Total

#6 18 1 田渡 凌 32

2 ンドゥール モリス　ダリ 岡山学芸館 #8 176 2 貝沼 雄介 船橋市立船橋 #8 川口 颯 沼津中央 #5 30

117 3

15 2

3 野本 建吾 北陸 #10 #6 13 3 平良 彰大 20

4 田渡 凌 京北 #14 104 4 早坂 翼

井星 一希 福岡第一

柳内 龍馬 大阪市立桜宮

船橋市立船橋 #4

東北学院 #8 11 4

101 田野 司 北陸5 リュウ 孟涛 北陸 #9 北陸 #4

#11 19

#5 11 藤永 佳昭 19

6 橋本 尚明 尽誠学園 #4 93 伊藤 慎二郎 県立奈良 #8 本間 遼太郎 福岡第一 #4 18

87

11 6

7 ワン フェイ 中部大学第一 #8 #4 11 7 冨永 昇平 17

8 園部 悠太 つくば秀英 #4 80 中山 涼太

佐野 孝明 岡山学芸館

池田 慶次郎 京北

東北学院 #5

県立四日市西 #17 11 8

79 船木 智弘 県立弘前実業9 バランスキー ザック 東海大学付属第三 #5 県立新潟商業 #4

#13 16

#5 11 9 岩淵 俊紀 14

10 皆川 徹 京北 #10 78 10 池田 慶次郎 京北 #13 鵤 誠司 福岡第一 #13 14

76

10

11 池田 慶次郎 京北 #13 #16 10 リュウ 孟涛 14

12 小林 裕太郎 県立新潟商業 #5 71 12 古倉 勇人

瀧川 恭志 徳島市立

最上 滉平 京北

北陸 #9

大阪市立桜宮 #8 9 12

70 佐藤 俊博 東北学院13 貝沼 雄介 船橋市立船橋 #8 岡山学芸館 #11

#5 13

#6 9 真鍋 諒伍 13

14 冨永 昇平 東北学院 #5 69 14 庄司 優也 羽黒 #6 ンドゥール モリス　ダリ 岡山学芸館 #8 13

69

8

坂東 拓 北陸 #6 #7 8 野本 建吾 13

16 富樫 良太 羽黒 #7 65 伊集 貴也

安部 駿 県立弘前実業

向山 悠介 県立四日市西

北陸 #10

興南 #9 8 16

65 野本 建吾 北陸古牧 昌也 船橋市立船橋 #17 つくば秀英 #8

#5 12

#10 8 鳩貝 翔太 12

18 伊集 貴也 興南 #9 64 18 寺島 悠登 京北 #7 石川 知樹 沼津中央 #10 12

64

7

田野 司 北陸 #5 #16 7 19 小島 元基 11

20 長島 エマニエル 福岡第一 #7 63 本間 遼太郎

財前 大輝 県立大分舞鶴

伊集 貴也 興南

つくば秀英 #10

福岡第一 #4 7 #9 11

岸 貴耶 尽誠学園

Total

#11 7

Name Team No.

11

Offense Rebounds　《オフェンス・リバウンド》 Defense Rebounds　《ディフェンス・リバウンド》 Rebounds　《ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ》

幡本 優生 福岡第一 #14

No. Total Name Total

1 リュウ 孟涛 北陸 #9 30 1 ソウ シェリフ

Name Team

ソウ シェリフ 沼津中央

Team No.

沼津中央 #15 65 1

27 ンドゥール モリス　ダリ 岡山学芸館2 ソウ シェリフ 沼津中央 #15 岡山学芸館 #8

#15 92

#8 65 2 ンドゥール モリス　ダリ 89

3 ンドゥール モリス　ダリ 岡山学芸館 #8 24 3 野本 建吾 北陸 #10 野本 建吾 北陸 #10 71

21 4

50 3

4 野本 建吾 北陸 #10 #10 41 4 リュウ 孟涛 70

5 ゲエイ マリック 福岡第一 #10 20 5 リュウ 孟涛

皆川 徹 京北

皆川 徹 京北

北陸 #9

北陸 #9 40 5

20 6 バランスキー ザック 東海大学付属第三平得 文士 興南 #7 東海大学付属第三 #5

#10 52

#5 36 6 バランスキー ザック 49

7 ワン フェイ 中部大学第一 #8 18 7 谷口 淳 大阪市立桜宮 #9 ゲエイ マリック 福岡第一 #10 49

17 8

31

8 渡邊 雄太 尽誠学園 #10 #4 30 8 藤永 佳昭 46

9 藤永 佳昭 北陸 #4 16 9 ゲエイ マリック

藤永 佳昭 北陸

谷口 淳 大阪市立桜宮

北陸 #4

福岡第一 #10 29 9

15 田渡 凌 京北10 中川 瑛貴 徳島市立 #18 尽誠学園 #10

#9 39

#14 29 渡邊 雄太 39

阿部 翔太 東北学院 #7 15 11 前川 ジェシィ 京北 #4 ワン フェイ 中部大学第一 #8 37

14 12

26 11

12 橋本 尚明 尽誠学園 #4 #5 24 12 中川 瑛貴 36

長島 エマニエル 福岡第一 #7 14 13 ジョフ・チェイカ・アハマド バンバ

延原 慎 岡山学芸館

平得 文士 興南

徳島市立 #18

延岡学園 #15 23 13

13 14 渡邊 雄太 尽誠学園14 バランスキー ザック 東海大学付属第三 #5 京北 #4

#7 34

#10 22 前川 ジェシィ 34

石塚 裕也 大阪市立桜宮 #5 13 木村 晃大 洛南 #5 田渡 凌 京北 #14 33

12

22 15

16 佐野 隆司 つくば秀英 #6 #4 22 延原 慎 33

17 皆川 徹 京北 #10 11 17 中川 瑛貴

平良 彰大 船橋市立船橋

石塚 裕也 大阪市立桜宮

岡山学芸館 #5

徳島市立 #18 21 17 #5 31

富樫 良太 羽黒 #7 11 石川 知樹 沼津中央 ジョフ・チェイカ・アハマド バンバ 延岡学園 #15

徳島市立 #15

#10 21

#10 31

31

江口 賢多 県立佐賀北 #17 11 19 生原 秀将 20 石川 知樹 沼津中央

20 出羽 崚一鵤 誠司 福岡第一 #13 11 出羽 崚一 船橋市立船橋 #6 20 船橋市立船橋 #6 29
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