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株式会社日本プロバスケットボールリーグ 
２０１２年6月 

一般社団法人ｂｊリーグアカデミー 
2013年1月 

東進ハイスクール presents 2012-2013  
ｂｊリーグ ジュニアバスケットボール大会  

決勝大会 報告書 



2 開催概要 

■正式名称 : 東進ハイスクールPresents                                               
                2012-2013 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 : 予選開催12の地域を勝ち抜いたチームと開催地を含めた中学生年代、計16チームが 
          集い、多くの試合を行うことで、選手同士の交流の機会や優勝チームを海外遠征に招 
          待という夢を提供するなど「グローカル&コミュニティ」の理念に基づいた大会であり、ま 
          た本大会より静岡を聖地として開催し、富士山静岡空港をオフィシャルエアポートと位 
          置づけ、海外遠征の際は優勝チームを静岡に招待し合宿を行った後、富士山静岡空 
          港から出国する枠組みとする。 

■主    催 : 一般社団法人ｂｊリーグアカデミー 

■共    催 : 静岡新聞社、静岡放送 

■冠  協 賛  :  東進ハイスクール（株式会社ナガセ） 
■協    賛 :  ㈱シャンソン化粧品、㈱静岡銀行、鈴与㈱、㈱清水銀行、スポルディング・ジャパン㈱  
                     ㈱ブル・ファイト、ＡＮＤ１、ザムスト 
■後    援  :  静岡県、静岡県教育委員会、静岡市、静岡市教育委員会、静岡商工会議所、 
          静岡県バスケットボール協会、静岡市バスケットボール協会、 
          財団法人静岡観光コンベンション協会、静岡市ホテル旅館協同組合 
■オフィシャルエアポート：富士山静岡空港 
■開催日程  : 2012年12月26日 (水) 開会式、第1日目 
                    2012年12月27日 (木) 第2日目  
          2012年12月28日 (金) 準決勝、3位決定戦、決勝戦、閉会式  

■大会会場  : 草薙体育館（静岡県草薙総合運動場内） 

【公式大会ロゴ】 

【共同主催】 

【決勝大会会場】 

【オフィシャルエアポート】 



3  ｂｊリーグカップ 協賛社・後援一覧 

後援：静岡県 

後援：静岡県教育委員会 

後援：静岡市 

後援：静岡市教育委員会 

後援：静岡商工会議所 

後援：静岡県バスケットボール協会 

後援：静岡市バスケットボール協会 

後援：財団法人静岡観光コンベンション協会 

後援：静岡市ホテル旅館組合 

協力：㈱グレビス 

協力：静岡産業ｻｰﾋﾞｽ 

オフィシャルエアポート 

：富士山静岡空港 

冠協賛：株式会社ナガセ 

            （東進ハイスクール） 

   協 賛：株式会社シャンソン化粧品（V-MAGIC） 

  協 賛：株式会社静岡銀行 

    協 賛：鈴与グループ 

    協 賛：株式会社清水銀行 

    協 賛：株式会社シラトリ 

    協 賛：株式会社ブル・ファイト 

    協 賛：ＡＮＤ１ 

    協 賛：ザムスト 

協 賛：フォトクリエイト 

    協 賛：スポルディング・ジャパン 

http://www.zamst.jp/
http://and1.jp/
http://allsports.jp/event/00147160.html
http://spalding.co.jp/
http://www.bullfight.co.jp/
http://www.spopia-shiratori.co.jp/
http://www.shimizubank.co.jp/
http://www.fujidream.co.jp/
http://www.shizuokabank.co.jp/
http://vmagic.chanson.co.jp/
http://www.toshin.com/


4  ｂｊリーグカップ 試合結果（男子） 

予選リーグ 

決勝トーナメント 

【1位～4位トーナメント】 

優勝 ＳＵＮＳ（大阪） 

【9位～12位トーナメント】 

【5位～8位トーナメント】 

５位 ＴＢＣ（埼玉） 

【13位～16位トーナメント】 

９位 修善寺（開催地４） 

２位 大枝（京都） 

３位 ノーリミ（ﾘｰｸﾞ１） 

４位 ＫＢＣ（長野） 

６位 大成（開催地３） 

７位 五泉北（新潟） 

８位 長浜ＬＪ（滋賀） 

１０位 ｽﾜｯｶﾞ（ﾘｰｸﾞ２） 

１１位 中島（開催地２） 

１２位 江西（静岡西部） 

１３位 牧之原（開催地１） 

１４位 ＲＫＧ（ﾘｰｸﾞ４） 

１５位 日光（ﾘｰｸﾞ３） 

１６位 豊岡中（愛知） 

予選・決勝Ｔ 
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予選リーグ 

決勝トーナメント 

【1位～4位トーナメント】 

優勝 ＳＡＲＵ（新潟） 

【9位～12位トーナメント】 

【5位～8位トーナメント】 

５位 大枝ＳＳ（京都） 

【13位～15位リーグ】 

９位 市立沼津（開催地３） 

２位 いただき（東京） 

３位 ＪＡＭＳ（埼玉） 

４位 五十市（宮崎） 

６位 ＦＨＫ（リーグ） 

７位 泉北（大阪） 

１０位 順心（開催地２） 

１１位 西部（愛知） 

１２位 清水一（開催地１） 

１３位 富士岡（開催地４） 

１４位 ＣＢＣ（滋賀） 

１５位 安曇野（長野） 

予選・決勝Ｔ 

 ｂｊリーグカップ 試合結果（女子） 

８位 浜松東部（静岡西部） 



6 表彰 

【男子 優勝】 大阪代表  サンシャインズ 

【女子 優勝】 新潟代表  モンキーレンジャー12 



7 表彰② 

【男子 準優勝】  

大枝BREAKS（京都）  
【女子 準優勝】  

いただきJAPAN（東京）  

【男子 ３位】  

無限NO LIMIT（リーグ１）  

【女子 ３位】  

所沢山口中バスケットボール部（埼玉） 

【表彰物】 優勝カップ・盾・ＭＶＰトロフィ・ＢＥＳＴ５ペンダント・ 



8 個人表彰 

【男子 ＭＶＰ】  

大阪 サンシャインズ   

【女子 ＭＶＰ】  

新潟 モンキーレンジャー１２  

【男子 BEST５】  

西岡晃司（サンシャインズ）  

野々村政秀（サンシャインズ）  

勝山智久（大枝BREAKS）  

山内佑真（大枝BREAKS）  

長田拓巳（無限NO LIMIT）  

【女子 ＢＥＳＴ５】  
池田雅（モンキーレンジャー12）  

髙橋優花（モンキーレンジャー12）  

金子さくら（いただきJAPAN） 

吾妻夏帆（いただきJAPAN） 

濱西七海（所沢山口中バスケットボール部）  

山本慎之介  小黒百恵 

【男子 優秀選手賞】 
浅井峡介（五泉北中学校） 
スバ二ッコ（豊橋市立豊岡中学校） 
町田雄乃（浜松市立江西中学校） 
中西諒（長浜北レイクスターズJ） 
清水翔太（春日部豊野バスケットボールクラブ） 
柿畑智之（牧之原シリウス） 
大場竜征（静岡市立中島中学校） 
白鳥拓土（静岡大成中学校） 
井村大我（伊豆市立修善寺中学校） 
輿水大祐（SWAGGA） 
鍵冨太雅（日光PHOENIX） 
草柳翔（Ｒｉｓｉｎｇ-Ｋ） 
桑原啓吾（ＫＢＣ）  

【女子 優秀選手賞】 
相澤璃子（安曇野レッドサンダーズ） 
堀内香歩（豊川市立西部中学校） 
関優衣（浜松東部バスケットボールクラブ） 
福岡春海（滋賀県ＣＹＵＵＺＵＪＨＳ） 
日浦稚奈（泉北シュープリーム） 
長部里香（大枝Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒｓ） 
市川あまね（静岡市立清水第一中学校） 
山藤歩（藤枝順心中学校） 
武藤誉敬（沼津市立沼津高等学校中等部） 
沖千春（御殿場市立富士岡中学校） 
関口和華（Ｆｌｙ Ｈｉｇｈ！ＫＡＴＡＯＫＡ） 
長山祥子（都城市立五十市中学校） 



9 オフィシャルプログラム・ＷＥＢ 露出 

オフィシャルプログラム＆ポスター 
来場者全員にオフィシャルプログラムを配布し、会場にてポスター
掲出。協賛社様へは広告ページをご提供し、またご協賛社様とし
てご紹介致しました。 

 ｂｊリーグカップ  
特設ＨＰ 

▼特設ページ各ページフッター部分 

ｂｊリーグカップ特設ＨＰにて協賛社様ロゴを掲出し、ＨＰへのリンクを致しました。 

←特設ページ/パートナー紹介ページ 
  （HPリンク） 

←パートナーロゴ掲出→ 
       ↓ 

オフィシャルプログラム オフィシャルポスター 



10  ｂｊリーグカップ メディア報道実績① 

「東進ハイスクール presents  
ｂｊリーグ 2011-2012 ジュニアバスケットボール大会 決勝大会」では５社の 
メディアに取材をいただきました。 

12月27日  
※夕方のニュースにてbjリーグカップの模様 
  が放送されました。 

【 TV 】放送 

【 TV 】静岡放送（SBS） 

放送局 番組名 内容

1月18日 日 BSフジ bjリーグTV bjリーグカップの試合結果

放送日

ＴＶ実績 

※取材の様子 
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新聞報道実績 

静岡新聞：11月8日（） 静岡新聞：12月15日（土） 

静岡新聞：12月19日（水） 

静岡新聞12月24日（月） 
※川勝静岡県知事をbjリーグ 
中野社長が表敬訪問しました。 

スポニチ：12月24日（月） 
※川勝静岡県知事をbjリーグ 
中野社長が表敬訪問しました。 

 ｂｊリーグカップ メディア報道実績②  
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新聞報道実績 

静岡新聞：12月27日（木） 

スポニチ：12月27日（木） 

 ｂｊリーグカップ メディア報道実績③  
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スポニチ：12/28（金）  

新聞報道実績 

スポーツ報知：12/29（土）  

日刊スポーツ：12/28（金）  

 ｂｊリーグカップ メディア報道実績④  
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スポニチ：12/29（土）  

新聞報道実績 

静岡新聞：12/29（土）  

日刊スポーツ：12/29（土）  

 ｂｊリーグカップ メディア報道実績⑤  



15 決勝大会 出場チーム（男子①） 

新潟代表 信州代表 

埼玉代表 愛知代表 

静岡西部地区代表 滋賀代表 

大阪代表 京都代表 

五泉北中学校 ＫＢＣ（ケービーシー） 

春日部豊野バスケットボールクラブ 豊橋市立豊岡中学校 

浜松市立江西中学校 

大枝ＢＲＥＡＫＳ サンシャインズ 

長浜北レイクスターズ 



16 決勝大会 出場チーム（男子②） 

開催地１ 開催地２ 

開催地３ 開催地４ 

リーグ１ リーグ２ 

リーグ３ リーグ４ 

牧之原シリウス 静岡市立中島中学校 

静岡大成中学校 伊豆市立修善寺中学校 

無限 ＮＯ ＬＩＭＩＴ ＳＷＡＧＧＡ 

日光ＰＨＯＥＮＩＸ Ｒｉｓｉｎｇ-Ｋ 



17 決勝大会 出場チーム（女子①） 

新潟代表 信州代表 

埼玉代表 東京代表 

愛知代表 静岡西部代表 

滋賀代表 大阪代表 

モンキーレンジャー12 安曇野レッドサンダーズ 

所沢山口中バスケットボール部 いただきＪＡＰＡＮ 

豊川市立西部中学校 浜松東部バスケットボールクラブ 

滋賀県ＣＹＵＵＺＵＪＨＳ 泉北シュープリーム 



18 決勝大会 出場チーム（女子②） 

京都代表 宮崎代表 

開催地１ 開催地２ 

開催地３ 開催地４ 

リーグ 

大枝Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒｓ 都城市立五十市中学校 

藤枝純心中学校 

沼津市立沼津高等学校中等部 御殿場市立富士岡中学校 

Fly High! KATAOKA 

静岡市立清水第一中学校 
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プレゼンテーター：ｂｊリーグ コミッショナー 河内利光 

           ｂｊリーグ 代表取締役社長 中野秀光 

           シャンソンＶ-ＭＡＧＩＣ 池住選手 

会場内 表彰式 

優勝チーム賞状・カップ他授与 

プレゼンテーター 

：ｂｊリーグ 取締役 東英樹、ｂｊリーグアカデミー 山根謙二、ＡＮＤ１ 河合様、
シャンソンＶ-ＭＡＧＩＣ 藤吉選手、浜松三河フェニックス 大石選手 

優勝盾授与 

ＭＶＰ・ＢＥＳＴ5 その他 

プレゼンテーター： 
静岡新聞社・静岡放送 常務取締役秋山勇雄様 



20 会場内露出① 

株式会社ナガセ（東進ハイスクール） 

株式会社シャンソン化粧品（シャンソン V-MAGIC） 

株式会社静岡銀行 

静岡新聞社・静岡放送 富士山静岡空港 

株式会社清水銀行 スポルディングジャパン 



21 試合風景 男子 



22 試合風景 女子 



23 その他、風景  

※ブル・ファイト様のご協力を得て、記念Tシャツの販売をいたしました。 

  おかげさまで、見事！完売致しました！ 

※AND１様のクリアファイルを 

 配布位しました。先着200名限 

 定にしたら、あっという間に終 

 了です！ 

※社団法人静岡観光コンベ
ンション協会様に、ウェルカ
ムモニュメントを制作いただ
きました。 
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２０１２-２０１３大会をサポート頂きありがとうございました。 

２０１３-２０１４大会も温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。 

お礼 


