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開催概要
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正式名称
ターキッシュエアラインズｂｊリーグ 2015-2016ユースバスケットボールカップ
Presented by ZAMST
略 称
ZAMSTカップ（U-18）
大会趣旨
全国から強豪チームを招聘し、強化試合を通じて個人技術のみならず高校総体へ向けて
チーム力のアップを図る。
主 催
一般社団法人ｂｊリーグアカデミー
特別協賛
日本シグマックス株式会社
協 賛
株式会社Ｐ＆Ｐ浜松
協 力
学校法人立志舎 専門学校日本スクールオブビジネス、日本スクールオブビジネス２１
アカデミーパートナー
AND1、株式会社NSGアカデミー、KANKO、株式会社サーティファイ、株式会社スズキ徽章、
スポルディング・ジャパン株式会社、専門学校アップルスポーツカレッジ、DADA、
ターキッシュエアラインズ、東進ハイスクール（株式会社ナガセ）、新潟医療福祉大学、
日本シグマックス株式会社、ピコット、株式会社ブル・ファイト
会 場
墨田区総合体育館（〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-15-1 ）
日 程
2016年4月4日（月） 試合開始⇒ 9：10～
2016年4月5日（火） 試合開始⇒ 9：30～ 閉会式・表彰式⇒ 15：30～

↑外観 ↑体育館内



ご協賛・ご協力
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特別協賛：日本シグマックス株式会社

協賛：株式会社P&P浜松

協力：学校法人立志舎 専門学校日本スクールオブビジネス
日本スクールオブビジネス２１



アカデミーパートナー
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菅公学生服株式会社

日本シグマックス株式会社

株式会社サーティファイ

スポルディング・ジャパン株式会社

株式会社ブル・ファイト

株式会社スズキ徽章

株式会社NSGアカデミー

ＤＡＤＡ

専門学校アップルスポーツカレッジ

ターキッシュ エアラインズ

新潟医療福祉大学

ＡＮＤ１

東進ハイスクール（株式会社ナガセ）

ピコット



出場チーム
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№ 地域 チーム名称 略称

1 青森 青森県立八戸工業高等学校 八戸工高

2 群馬 桐生第一高等学校 桐生第一

3 埼玉 県立浦和高等学校 浦高

4 千葉 日本体育大学柏高等学校 日体大柏

5 千葉 習志野市立習志野高等学校 習志野

6 東京 國學院大學久我山高等学校 久我山

7 東京 実践学園高等学校 実践学園

8 東京 都立東大和高等学校 東大和

9 東京 保善高等学校 保善

10 東京 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 早大早実

11 神奈川 横須賀学院高校 横須賀

12 愛知 愛知工業大学名電高等学校 名電

13 奈良 奈良育英高等学校 奈良育英

14 熊本 九州学院高等学校 九州学院

青森県立八戸工業高等学校
桐生第一高等学校

日本体育大学柏高等学校
習志野市立習志野高等学校

県立浦和高等学校 國學院大學久我山高等学校
保善高等学校
都立東大和高等学校
早稲田大学系属早稲田実業学校高等部
実践学園高等学校

横須賀学院高等学校

愛知工業大学名電高等学校

奈良育英高等学校

九州学院高等学校



試合結果
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決勝トーナメント

予選リーグ



最終順位
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優勝 実践学園高等学校 実践学園

準優勝 日本体育大学柏高等学校 日体大柏

３位 桐生第一高等学校 桐生第一

４位 保善高等学校 保善

５位 愛知工業大学名電高等学校 名電

６位 習志野市立習志野高等学校 習志野

７位 九州学院高等学校 九州学院

８位 都立東大和高等学校 東大和

決勝トーナメント最終順位

八戸工高

横須賀

早大早実

奈良育英

予選リーグ３位

奈良育英高等学校

早稲田大学系属早稲田実業学校高等部

横須賀学院高校

青森県立八戸工業高等学校

浦高

久我山國學院大學久我山高等学校

県立浦和高等学校

予選リーグ４位



表彰（チーム）
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優 勝

実践学園高等学校（東京）

日本体育大学柏高等学校（千葉） 桐生第一高等学校（群馬）

２位 ３位



表彰（個人賞）
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実践学園高等学校

＃11 町井 丈太 選手

日本体育大学柏高等学校

＃６ 嘉野 啄也 選手

MVP

MIP



出場チーム
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青森県立八戸工業高等学校

國學院大學久我山高等学校

日本体育大学柏高等学校

習志野市立習志野高等学校

県立浦和高等学校

桐生第一高等学校

今年は全国から
合計１４チ－ムに
参加いただきました!!

・青森１校 ・群馬１校
・埼玉１校 ・千葉２校
・東京５校 ・神奈川１校
・愛知１校 ・奈良１校
・熊本１校



出場チーム
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実践学園高等学校

愛知工業大学名電高等学校

早稲田大学系属
早稲田実業学校高等部

横須賀学院高等学校

保善高等学校

都立東大和高等学校

九州学院高等学校奈良育英高等学校



制作物
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■大会記念Tシャツ

■大会公式プログラム

大会に参加したチーム関係者、全選手と来場者に配布いたしました。
対戦表や出場チーム、メディカルクリニックについて掲載いたしました。

大会名や「ZAMST」のロゴが入った大会記念Tシャツを作成、販売いたし
ました。



メディア露出
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■月刊バスケットボール（２０１６年６月号掲載予定）



メディカルクリニック
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≪講師紹介≫

尹 成祚 先生

日本鋼管病院 理学療法士
スポーツ傷害予防サポートチーム



ＺＡＭＳＴブース
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３階入り口付近に『ＺＡＭＳＴブース』を設置し、サポーターの貸し出しや
アイシング・テーピングサービスを実施していただきました。



ボランティア風景
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２日間で、専門学校日本スクールオブビジネス、日本スクールオブビジネス
２１の総勢３３名がボランティアスタッフとしてお手伝いいただきました。



会場内露出

16



表彰式
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試合風景
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試合風景
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御礼
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この度は、ターキッシュ エアラインズ ｂｊリーグ 2015-2016
ユースバスケットボールカップ Presented by ZAMSTを

ご支援いただき、誠にありがとうございました。
次回の大会も温かいご支援をよろしくお願いいたします。

ｂｊリーグアカデミー 一同


