
Shawn Dennis（ショーン・デニス）氏 略歴

【主な戦績等】

2016 年 2015-2016 シーズン オーストラリア NBL 最優秀コーチ賞

2006 年 Hawks Bay 最優秀コーチ賞（Sport Hawkes Bay）

2006 年 ニュージーランド首相奨学金受賞

2004 年 ニュージーランド NBL 最優秀コーチ賞

1998 年 NBL 月間最優秀コーチ賞（10 月）

【指導歴 オーストラリア、ニュージーランド各 NBL】

2013 年～現在 オーストラリア NBL タウンスビルクロコダイルズ ヘッドコーチ

（2015-2016 シーズン）

チームで、最優秀コーチ賞、MIP 賞、新人賞を受賞

（2014-2015 シーズン）

チームで、MVP賞、MIP 賞を受賞

2010 年～2013 年 オーストラリア NBL パースワイルドキャッツ アシスタントコーチ

2007 年～2009 年 オーストラリア NBL ウェストシドニーレイザーバックス＆シドニースピリット

アシスタントコーチ

2004 年～2010 年 ニュージーランド NBL ホークスベイホークス ヘッドコーチ

1999 年～2000 年 オーストラリア NBL ウーロンゴンホークス（当時） アシスタントコーチ

1997 年～1999 年 オーストラリア NBL ニューキャッスルファルコンズ（当時） ヘッドコーチ

1993 年～1996 年 オーストラリア NBL ニューキャッスルファルコンズ（当時） アシスタントコーチ

【指導歴 代表チーム】

◎ニュージーランド女子代表チーム

2008 年～2009 年 ヘッドコーチ

2005 年～2006 年 アシスタントコーチ

◎ニュージーランド女子ジュニア代表チーム

2006 年 ヘッドコーチ



Luka Pavicevic（ルカ・パヴィチェヴィッチ）氏 略歴

【指導歴-リーグ】

2003 年～2004 年 ベオグラード OKK Beograd ヘッドコーチ

2004 年～2005 年 ベオグラード KK Atlas ヘッドコーチ

2005 年～2006 年 ヴルシャツ KK Hemfarm ヘッドコーチ

2006 年～2007 年 ギリシャ BC Panionios ヘッドコーチ

2007 年～2011 年 ベルリン BC Alba ヘッドコーチ

2011 年～2014 年 フランス ロアンヌ BC Chorale ヘッドコーチ

2015 年～2016 年 モンテネグロ ポトゴリツァ KK Buducnost ヘッドコーチ

【指導歴-代表チーム】

◎セルビアモンテネグロ U-20 代表チーム

2004 年～2005 年 ヘッドコーチ

2005 年 U-20 ヨーロッパ選手権 3位

◎セルビアユニバーシアード代表チーム

2011 年～2012 年 ヘッドコーチ

第 26回ユニバーシアード競技大会 優勝

◎モンテネグロ代表チーム

2012 年～2015 年 ヘッドコーチ

【競技歴-選手】

・ユーロリーグ 優勝 1989年、1990 年、1991 年

・旧ユーゴスラビア選手権 1989 年、1990年、1991年

・旧ユーゴスラビアカップ 優勝 1998 年、1990 年、1991 年、1997年

・フィンランド選手権 2001年

・U-16 ヨーロッパ選手権 優勝

・U-18 ヨーロッパ選手権 優勝

・U-20 世界選手権優勝

【戦績-ヘッドコーチ】

2003 年～2004 年 ベオグラード OKK Beograd 6 位

2004 年～2005 年 ベオグラード KK Atlas

セルビアモンテネグロ ナショナルカップ ファイナル 4 4位



2005 年～2006 年 ヴルシャツ KK Hemofarm

ユーロカップ ファイナル 4

アドリアティックリーグ ファイナル 4

セルビアモンテネグロ ナショナルカップ 2位

2006 年～2007 年 ギリシャ BC Panionios

ギリシャ国内リーグ 4位、ギリシャオールスターコーチ

FIBA ユーロリーグ ベスト 8

FIBA オールスターコーチ

2007 年～2008 年 ベルリン BC Alba ドイツレギュラーシーズン 優勝

オールスターゲーム ヘッドコーチ

2008 年～2009 年 ベルリン BC Alba ドイツレギュラーシーズン 優勝

オールスターゲーム ヘッドコーチ

2010 年～2011 年 ベルリン BC Alba ドイツレギュラーシーズン 2位

オールスターゲーム ヘッドコーチ

2011 年～2012 年 フランス LNB ファイナル 4

LNB カップ ファイナル 4

FIBA ユーロチャレンジ ファイナル 4

2012 年～2013 年 フランス LNB ファイナル 4

LNB カップ ファイナル 4

2015 年～2016 年 モンテネグロ KK Buducnost レギュラーシーズン 優勝

ABA リーグ決勝進出

モンテネグロカップ 優勝


