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御礼のことば

ｂｊリーグでは、ｂｊリーグ宣言における３つの理念のひとつ『グローカル＆コミュニティ』に基づき、
バスケットボールを通じてひとつのコミュニティ社会の創造とその拡大により社会に貢献すること
を目指し、様々な取り組みを行っております。

日頃より地域に根ざした取り組みを行っているチームはもちろんのこと、リーグにおいても、社会
貢献活動２大プロジェクトのひとつ、「ＡＳＳＩＳＴ ＹＯＵＲ ＤＲＥＡＭＳ」の中に「アカデミー事業部」を
立ち上げ、バスケットボールの普及、選手の育成ならびに強化に取り組んでいます。

この「ＡＳＳＩＳＴ ＹＯＵＲ ＤＲＥＡＭＳ でのバスケ トボ ルの普及 選手の育成として昨シ ズンこの「ＡＳＳＩＳＴ ＹＯＵＲ ＤＲＥＡＭＳ」でのバスケットボールの普及、選手の育成として昨シーズン
に引き続き今シーズンも、「ｂｊリーグ カップ」を開催致しました。子どもたちの「バスケがしたい！」
を応援するべく様々な活動を行っています。地域の皆さま、そして誰よりも参加した子どもたちに
とって素晴らしい経験となったことと思います。

今後とも、こうした活動をより充実させていき、多くの子どもたちに夢や喜び、楽しみを与えていく
ことを目指し、引き続き活動してまいります。

最後になりましたが、私どもの活動に共感いただき、ご支援をいただきました協賛社、後援各社最後になりましたが、私どもの活動に共感 ただき、 支援を ただきました協賛社、後援各社
様をはじめ、ご協力をいただきました全ての関係者の皆さまに御礼を申し上げます。

ｂｊリーグコミッショナー 河内敏光

ｂｊリーグでは、2008年7月から、中学生を対象としたジュニアバスケッ
トボール大会、『ｂｊリーグ カップ』を開催いたしました。

子供たちにバスケットボールをプレイする場と他地域の子どもたちと
の交流の機会を提供することを目的としています。
決勝大会では全国各地にて予選大会を開催し、勝ち抜いたチームは
埼玉・春日部市での決勝大会へ出場します。決勝大会で優勝した
チームを海外へ招待し、海外の強豪チームと遠征試合を行います。



ｂｊリーグカップｂｊリーグカップ

予選大会予選大会

チーム名
予選開
催地

会場
開催予定日 備考 チーム数 参加選手数

会場名 所在地

予選大会会場、日程、参加チーム・
参加者数一覧

催地 会場名 所在地

1 仙台89ＥＲＳ 宮城 仙台市体育館
宮城県仙台市太白区富沢
一丁目4番1号

予選：9月19日（日)
決勝：9月20日（月）

男子優勝：仙台市立郡山
中学校
女子優勝：横手市立平鹿
出場権獲得：桜丘BBC

男子 8男子 108

女子 8女子 91

2 富山グラウジーズ 富山
新港アイシン
軽金属スポーツセンター

富山県射水市久々港467 12月11日（土）、
12日（日）

男子優勝：あさひフープ
スター
女子優勝：あさひスピード
スター

男子 8男子 113

女子 8女子 92

3
長野県ｂｊリーグ

参入協議会
長野

安曇野市立穂高東
中学校
安曇野市穂高総合

長野県安曇野市穂高5119
番地2

9月11日（土）、
（ ）

男子優勝：上越ジョーズ
BBC
出場権獲得 長野裾花

男子 12男子 183

3
参入協議会

長野
安曇野市穂高総合
体育館

番地2
長野県安曇野市穂高5047

12日（日） 出場権獲得：長野裾花
女子優勝：ラビッツ

女子 12女子 150

4 ｂｊリーグ 群馬 新島学園中学・高校 群馬県安中市安中3702 11月23日（火）
男子優勝：沼田選抜
女子優勝：伊勢崎佐波サ
ンフラワーズ

男子 4男子 48

女子 4女子 48

5 埼玉ブロンコス 埼玉

共栄大学
埼玉ブロンコスホーム公
式戦の前座試合
@春日部市総合体育館

埼玉県春日部市内牧4158 
埼玉県春日部市谷原新田
1557-1

予選：11月27日（土）、
28日（日）

男子決勝：12月4日(土)
女子決勝：12月5日(日)

男子優勝：Jファイヤーズ
女子優勝：八潮PRIDE

男子 5男子 77

女子 4女子 34

巣鴨中学校体育館
東京都豊島区上池袋1丁
目21-1

10月1日（金）、
日（土）

男子優勝：KEIHOKU
男子 8男子 92

6
東京アパッチ

（2ヵ所）
東京

巣鴨中学校体育館
高島高校体育館

目21 1
東京都板橋区高島平3丁
目7-1

2日（土）、
12月12日（月）

男子優勝：KEIHOKU
女子優勝：烏山CROWS

女子 8女子 88

7
調布中学校
立川第八中学校

東京都調布市富士見町4-
17-1
立川市富士見町7-24-1

12月4日(土)、
11日(土)

男子優勝：T-Eight
女子優勝：いただき
JAPAN

男子 10男子 112

女子 14女子 138

8 ｂｊリーグ 神奈川 左近山中学校
神奈川県横浜市旭区左近
山1335-2

12月4日(土)
男子優勝：軽井沢
女子優勝：Unomori-
Vanquish

男子 3男子 48

女子 5女子 81

9
滋賀

滋賀

オータムチャレンジマッ
チ各会場
滋賀レイクスタ ズホ

〒520-0801
滋賀県大津市におの浜4

男子決勝：11月13日（土）
男子優勝：大津市立内出
中学校

男子 4男子 61

9
滋賀

レイクスターズ
滋賀 滋賀レイクスターズホー

ム公式戦の前座試合
@滋賀県立体育館

滋賀県大津市におの浜4
丁目2-12

男子決勝：11月13日（土）
女子決勝：11月14日(日)

中学校
女子優勝：田上KONAN-
ALPS 女子 4女子 59

10 大阪エヴェッサ 大阪
摂津市立第四中学校
摂津市立第一中学校

大阪府摂津市東別府4-6-
1
大阪府摂津市南千里丘3
番20号

男子：10月23日（土）
女子：10月24日（日）

男子優勝：サンシャイン
ズ
出場権獲得：大浜トル
ネード
女子優勝：泉北シュープ
リーム

男子 6男子 100

女子 6女子 80

11 京都ハンナリ ズ 京都
山城高校体育館
京都市体育館

京都府京都市北区大将軍
坂田町29

予選：10月16日（土）、
17日(日)

男子優勝：山城オールス
ターズ

男子 5男子 62

11 京都ハンナリーズ 京都 京都市体育館
(西京極総合運動公園内)

京都府京都市右京区西京
極新明町1番地

17日(日)
決勝：11月20日(土)

女子優勝：山城選抜オー
ルスターズ

女子 5女子 62

12
宮崎

シャイニングサンズ
宮崎 宮崎県体育館ほか

宮崎県宮崎市宮崎駅東2
丁目4-1

10月9日（土）-
12月19日(日)

男子優勝：延岡市立土々
呂中学校
女子優勝：都城市立五十
市中

男子 22男子 275

女子 24女子 240

男子 95男子 1268

女子 102女子 1147

合計 197合計 2415

〒344 0035 12月27日(月)
男子 14男子 179

女子 13女子 157

予選大会参加者総数=2,415名

13 決勝大会 埼玉 ウイング・ハット春日部
〒344-0035
埼玉県春日部市谷原新
田1557-1

12月27日(月)
12月28日(火)
12月29日(水)

女子 13女子 157

決勝
合計

27
決勝
合計

336



2010-2011 ｂｊリーグ ジュニアバスケットボール大会 ～ｂｊリーグカップ～

宮城／富山予選

実施日 ： 2010年9月19日（土） 予選
9月20日（日） 決勝

会 場 仙台市体育館

＜男子優勝＞

会 場 ： 仙台市体育館

参加者 ：男子 108名（8チーム）
女子 91名（8チーム）

合計 199名

優勝 ： 男子 仙台市市立郡山中学校
女子 横手市立平鹿

＜女子優勝＞

女子 横手市立平鹿
代表権獲得：女子 桜丘BBC
※上記3チームが決勝大会出場決定

実施日 ： 2010年12月11日（土）、12日（日）

＜男子優勝＞

会 場 ：新港アイシン軽金属スポーツセンター

参加者 ：男子 113名（8チーム）
女子 92名（8チーム）

合計 205名

優勝チーム ：男子 あさひフープスター
女子 あさひ ピ ド タ

＜女子優勝＞

女子 あさひスピードスター
※上記2チームが決勝大会出場決定



＜男子優勝＞

2010-2011 ｂｊリーグ ジュニアバスケットボール大会 ～ｂｊリーグカップ～

長野／群馬予選

実施日 ： 2010年9月11日（土）、12日（日）

＜男子優勝＞

会 場 ： 2010年9月11日（土） 安曇野市立穂高東中学校
9月12日（日） 安曇野市総合体育館

参加者 ：男子 183名（12チーム）
女子 150名（12チーム）

合計 333名 ＜女子優勝＞

優勝 ： 男子 上越ジョーズBBC
女子 ラビッツ

代表権獲得 ： 男子 長野裾花
※上記3チームが決勝大会出場決定

＜男子優勝＞

実施日 ： 2010年11月23日（火）

会 場 ：新島学園中学校・高等学校

参加者 ： 男子 48名（4チーム）
女子 48名（4チーム）

合計 96名

＜女子優勝＞

合計 96名

優勝チーム ： 男子 沼田選抜
女子 伊勢崎佐波サンフラワーズ

※上記2チームが決勝大会出場決定



＜男子優勝＞

2010-2011 ｂｊリーグ ジュニアバスケットボール大会 ～ｂｊリーグカップ～

埼玉／神奈川予選

実施日 ： 2010年11月27日（土） 予選
11月28日（日） 予選
12月4日（土） 女子決勝

＜男子優勝＞

12月4日（土） 女子決勝
12月5日（日） 男子決勝

会 場 ： 予選・・・共栄大学
決勝・・・春日部市総合体育館

参加者 ： 男子 77名（5チーム）
女子 34名（4チーム）

＜女子優勝＞

女子 34名（4チ ム）
合計 111名

優勝 ： 男子 Jファイヤーズ
女子 八潮PRIDE

※上記2チームが決勝大会出場決定

＜男子優勝＞

実施日 ： 2010年12月4日（土）

会 場 ： 左近山中学校

参加者 ： 男子 37名（3チーム）
女子 65名（5チ ム）

＜女子優勝＞

女子 65名（5チーム）
合計 112名

優勝チーム ：男子 軽井沢
女子 Unomori-Vanquish

※上記2チームが決勝大会進出決定



2010-2011 ｂｊリーグ ジュニアバスケットボール大会 ～ｂｊリーグカップ～

東京予選A＆Ｂ日程

実施日 ： 2010年10月1日（金）、2日（土）、

＜男子優勝＞

12月12日（日）

会 場 ： 2010年10月1日（金） 巣鴨中学校
10月2日（土） 高島高校
12月12日（日） 巣鴨中学校

参加者 ：男子 92名（8チーム）
＜女子優勝＞

女子 88名（8チーム）
合計 180名

優勝チーム ： 男子 KEIHOKU
女子 烏山CROWS

※上記2チームが決勝大会出場決定

実施日 ： 2010年12月4日（土）、11日（土）

会 場 ： 12月4日（土）・・・調布中学校

＜男子優勝＞

場 月 調布 校
12月11日（土）・・・立川第八中学校

参加者 ：男子 112名（10チーム）
女子 138名（14チーム）

合計 250名

優勝チーム ：男子 T-Eight

＜女子優勝＞

女子 いただきJAPAN
※上記2チームが決勝大会進出決定



2010-2011 ｂｊリーグ ジュニアバスケットボール大会 ～ｂｊリーグカップ～

滋賀／京都予選

実施日 ： 2010年11月13日（土） 女子決勝
月 日（日） 男子決勝

＜男子優勝＞

11月14日（日） 男子決勝

会 場 ： 滋賀県立体育館

参加者 ： 男子 61名（4チーム）
女子 59名（4チーム）

合計 125名

＜女子優勝＞

優勝 ： 男子 打出中学校
女子 田上KONAN-ALPS

※上記2チームが決勝大会進出決定

実施日 ： 2010年10月16日（土）、17日（日） 予選
11月20日（土） 決勝

＜男子優勝＞

11月20日（土） 決勝

会 場 ： 予選・・・山城高校体育館
決勝・・・京都市体育館
（西京極総合運動公園内）

参加者 ： 男子 62名（5チーム）
女子 62名（5チーム）

合計 124名

＜女子優勝＞

合計 124名

優勝チーム ： 男子 山城オールスターズ
女子 山城選抜オールスターズ

※上記2チームが決勝大会出場決定。



＜男子優勝＞

2010-2011 ｂｊリーグ ジュニアバスケットボール大会 ～ｂｊリーグカップ～

大阪／宮崎予選

実施日 ： 2010年10月23日（土） 男子
10月24日（日） 女子

会 場 ： 男子・・・摂津市立第四中学校
女子・・・摂津市立第一中学校

参加者 ：男子 100名（6チーム）
女子 80名 （6チーム）

合計 180名

＜女子優勝＞

優勝 ： 男子 サンシャインズ
女子 泉北シュープリーム

代表権獲得 ： 男子 大浜トルネード
※上記3チームが決勝大会進出決定。

＜男子優勝＞

実施日 ： 2010年10月9日(土) - 12月19日（日）

会 場 ：宮崎県体育館ほか

参加者 ：男子 275名（22チーム）
女子 240名（24チーム）

合計 515名

＜女子優勝＞

合計 515名

優勝チーム ： 男子 延岡市立土々呂中学校
女子 都城市立五十市中

※上記2チームが決勝大会出場決定。



予選大会風景



ｂｊリーグカップｂｊリーグカップ

決勝大会決勝大会

■正式名称 2010-2011 ｂｊリーグ ジュニアバスケットボール大会 決勝大会

■大会趣旨 中学総体に加えて全国規模のバスケ トボ ル大会を開催することで 「バスケがしたい！」中学生にプ

２０１０－２０１１シーズン
ｂｊリーグジュニアバスケットボール大会

決勝大会 大会概要

■大会趣旨 中学総体に加えて全国規模のバスケットボール大会を開催することで、「バスケがしたい！」中学生にプ
レイする場と他地域の子供たちとの交流の機会を提供する。

■主 催 ｂｊリーグ

■協 賛 ＳＰＡＬＤＩＮＧ、ミズノ株式会社、ＺＡＭＳＴ、有限会社ジャックポットプランニング 他

■後 援 読売新聞社、春日部市、春日部市教育委員会

■協 力 株式会社オダギリ、春日部市バスケットボール協会

■開催日程 2010年12月27日 (月) 開会式 第1日目

決勝大会参加チーム、参加者数一覧

■開催日程 2010年12月27日 (月) 開会式・第1日目
2010年12月28日 (火) 第2日目
2010年12月29日 (水) 準決勝、3位決定戦、決勝戦、閉会式

■大会会場 春日部市総合体育館「ウイング・ハット春日部」
〒344-0035 埼玉県春日部市谷原新田1557-1

予選地域 男子出場チーム
選手
数

スタッフ
数

女子出場チーム
選手
数

スタッフ
数

宮城第1代表 仙台市立郡山中学校 20 2 横手市平鹿 16 2

宮城第2代表 桜丘BBC 10 2

富山代表 あさひフープスター 10 2 あさひスピードスター 16 2

長野第1代表 上越ジョーズBBC 12 2 ラビッツ 6 2

長野第2代表 長野裾花 12 2

群馬代表 沼田選抜 12 2 伊勢崎佐波サンフラワーズ 12 2

埼玉代表 Jファイヤーズ 12 2 八潮RRIDE 8 1

東京A代表 KEIHOKU 17 1 烏山中CROWS 14 4東京 代表 烏 中

東京B代表 T-Eight 21 2 いただきJAPAN 12 2

神奈川代表 軽井沢 9 4 Unomori-Vanquish 16 2

滋賀代表 打出中学校 15 2 田上KONAN-ALPS 8 3

京都代表 山城オールスターズ 15 4 山城選抜オールスターズ 14 2

大阪第 代表 シ イ ズ 泉北シ プ ム大阪第1代表 サンシャインズ 8 2 泉北シュープリーム 12 2

大阪第2代表 大浜トルネード 6 2

宮崎代表 延岡市立土々呂中学校 15 3 都城市立五十市中 13 2

合計 14チーム 13チーム

決勝大会参加者総数＝選手341名、スタッフ60名、計401名



決勝大会結果＆受賞者【男子】

【順位】

優勝： 上越ジョーズBBC ７位： 長野裾花 （長野2）優勝： 上越ジョ ズBBC

（長野1／初出場・初優勝）

位 長野裾花 （長野 ）
８位： KEIHOKU （東京A ）
９位： 仙台市立郡山中学校 （宮城）
１０位： 軽井沢 （神奈川）
１１位： あさひフープスター （富山）
１２位： 大浜トルネード （大阪2）
１３位： 打出中学校 （滋賀）
１４位： 延岡市立土々呂中学校 （宮崎）※

準優勝： 沼田選抜 （群馬）
３位： サンシャインズ （大阪1）
４位： Jファイヤーズ （埼玉）
５位： 山城オールスターズ （京都）
６位： T-Eight （東京B）

【個人タイトル】

MVP: 野口 勇樹 選手
（上越ジョーズBBC #7 初受賞）

※決勝大会はチーム事情により出場辞退



決勝大会結果＆受賞者【女子】

【順位】

優勝： 都城市立五十市中
（宮崎／初出場 初優勝）

７位： Unomori-Vanquish （神奈川）
位 山城選抜オ タ ズ （宮崎）（宮崎／初出場・初優勝） ８位： 山城選抜オールスターズ （宮崎）

９位： 桜丘BBC （宮城2）
１０位： 伊勢崎佐波サンフラワーズ （群馬）
１１位： 泉北シュープリーム （大阪）
１２位： 八潮PRIDE                         （埼玉）
１３位： あさひスピードスター （富山）

準優勝： 横手市立平鹿 （宮城1）
３位： いただきJAPAN （東京B）
４位： 田上KONAN-ALPS （滋賀）
５位： ラビッツ （長野）
６位： 烏山CROWS （東京A）

【個人タイトル】

MVP: 六ケ所 希望 選手
（都城市立五十市中#14 初受賞）



決勝大会各会場の様子

開会式開会式

試合風景試合風景



決勝大会各会場の様子

会式閉会式

【表彰物の展示】

■ 優勝カップ・・・・・・・男女優勝チーム
■ 読売新聞社楯・・・・男女優勝
■ 目録（海外遠征）・・男女優勝チーム
■ 目録（沖縄遠征）・・男女準優勝チーム
■ MVPクリスタル・・・ 男女優勝チームから各１名
■ MVP目録（ミズノシューズ）・・男女優勝チームから各１名
■ ウィニングボール・・男女優勝チーム

勝 勝■ 表彰状・・・・・・・・・・男女優勝、準優勝、３位チーム
各種個人賞受賞者



展示ブースの様子

ミズノ物販・商品展示ブースミズノ物販・商品展示ブース

zamst 商品展示ブース



TV BSフジ「プロバスケ！ｂｊリ グTV」 1月7日（金）の放送で ｂｊリ

メディア露出

TV： BSフジ「プロバスケ！ｂｊリーグTV」 1月7日（金）の放送で、ｂｊリー
グ カップ決勝大会、男女決勝戦の様子が取り上げられました。また、男女の
MVP選手には海外遠征の意気込みなどをインタビューさせていただきました。

新聞社： ｂｊリーグ tv番組概要
■番組内容

1か月分のゲームハイライト、

12/30 読売新聞 スポーツ面

注目ゲームのミニ中継、名シーン、
珍場面集、地域密着をテーマにチーム情報、
ファンの交流情報、
バスケットボールクリニック情報 など
※月1回の新作となります

■放送日時
第一金曜 ２３：００～２３：５５

放送 土曜 ）

大会プログラム：決勝大会のプログラムの表紙に御社ロゴを掲載させていただきました。
また貴社広告を○○○に掲出させていただきました。

再放送：翌日土曜 11:00～11:55）
翌週金曜 23:00～23:55
翌週土曜 11:00～11:55

各社広告各社広告




