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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

176 1 坂井 郁香 大阪薫英女学院1 長岡 萌映子 札幌山の手 #15 札幌山の手 #4

No. Total

#4 17 1 町田 瑠唯 33

2 石原 愛子 東京成徳大学 #7 118 2 田中 由香 福岡大学附属若葉 #4 藤木 沙也香 大阪薫英女学院 #5 25

117 3

14 2

3 神﨑 由香 中村学園女子 #4 #6 12 3 安間 志織 21

4 森 木乃美 東京成徳大学 #6 96 浅井 美憂

森 木乃美 東京成徳大学

根岸 夢 東京成徳大学

中村学園女子 #16

聖カタリナ女子 #9 12

85 佐藤 れな 札幌山の手5 坂井 郁香 大阪薫英女学院 #4 東京成徳大学 #5

#10 21

#9 12 5 伊沢 なつみ 19

6 渡邉 亜弥 福岡大学附属若葉 #5 78 6 大城 利佳 大阪薫英女学院 #11 長岡 萌映子 札幌山の手 #15 18

77 7

11 6

7 安間 志織 中村学園女子 #16 #5 10 本川 紗奈生 18

8 馬 伊娜 倉吉北 #10 74 新堀 京花

木梨 ひかる 駒澤大学

神﨑 由香 中村学園女子

札幌山の手 #5

札幌山の手 #16 10 8

72 9 岡村 郁美 県立金沢総合9 木梨 ひかる 駒澤大学 #5 県立津商業 #5

#4 17

#4 9 9 松浦 彩乃 16

10 根岸 夢 東京成徳大学 #10 68 八木 希沙 京都精華女子 #4 林 優貴子 駒澤大学 #4 15

67

9 10

11 近平 奈緒子 聖カタリナ女子 #11 #5 9 田村 未来 15

12 町田 瑠唯 札幌山の手 #4 64 12 井口 菜々恵

岡松 永莉 県立小林

浦本 美希 中村学園女子

聖カタリナ女子 #13

滋賀短期大学附属 #4 8 12

61 角畑 莉子 京都精華女子13 大城 利佳 大阪薫英女学院 #11 聖カタリナ女子 #6

#7 14

#7 8 13 小澤 美咲 13

14 本川 紗奈生 札幌山の手 #5 59 高田 汐織 札幌山の手 #6 森 木乃美 東京成徳大学 #6 13

59 15

8

高田 汐織 札幌山の手 #6 #7 7 15 加藤 臨 12

16 打越 裕梨 中村学園女子 #9 58 16 太田 夏生

平田 彩乃 県立長崎西

鶴見 彩 埼玉栄

山形市立商業 #9

山形市立商業 #5 6

56 長岡 萌映子 札幌山の手17 伊沢 なつみ 東京成徳大学 #5 京都精華女子 #4

#4 12

#15 6 八木 希沙 12

18 田村 未来 聖カタリナ女子 #13 55 白根 栞里 中村学園女子 #5 村上 直子 聖カタリナ女子 #5 12

54

6

19 平田 彩乃 県立長崎西 #7 #5 6 19 伊藤 唯 11

ヒル 理奈 桜花学園 #9 54 藤木 沙也香

松原 彩瑛 岐阜女子

福田 沙代 駒澤大学

明成 #4

大阪薫英女学院 #5 6 #12 11

濵砂 貴恵 県立小林 #7 54 ･･･

TotalName 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》

近平 奈緒子 聖カタリナ女子 #11

No. Total Name Total

1 石原 愛子 東京成徳大学 #7 30 1 石原 愛子

Name Team

石原 愛子 東京成徳大学

Team No.

東京成徳大学 #7 54 1

26 2 長岡 萌映子 札幌山の手2 長岡 萌映子 札幌山の手 #15 札幌山の手 #15

#7 84

#15 48 2 長岡 萌映子 74

3 近平 奈緒子 聖カタリナ女子 #11 22 3 根岸 夢 東京成徳大学 #10 森 木乃美 東京成徳大学 #6 57

16 4

43 3

4 松本 咲 福岡大学附属若葉 #14 #6 41 4 根岸 夢 54

森 木乃美 東京成徳大学 #6 16 5 近平 奈緒子

森 木乃美 東京成徳大学

近平 奈緒子 聖カタリナ女子

東京成徳大学 #10

聖カタリナ女子 #11 29 5

16 6 橋本 美華 宇都宮文星女子浦本 美希 中村学園女子 #7 札幌山の手 #5

#11 51

#10 25 6 本川 紗奈生 40

7 本川 紗奈生 札幌山の手 #5 15 本川 紗奈生 札幌山の手 #5 打越 裕梨 中村学園女子 #9 37

15 8

25 7

小澤 美咲 聖カタリナ女子 #6 #6 24 8 橋本 美華 35

高田 汐織 札幌山の手 #6 15 打越 裕梨

出水田 理絵 県立津商業

濵砂 貴恵 県立小林

宇都宮文星女子 #10

中村学園女子 #9 24

14 畠中 春香 大阪薫英女学院10 大沼 美琴 山形市立商業 #8 倉吉北 #10

#7 35

#14 24 10 馬 伊娜 34

11 馬 伊娜 倉吉北 #10 13 11 伊沢 なつみ 東京成徳大学 #5 大沼 美琴 山形市立商業 #8 33

13 12

23 11

濵砂 貴恵 県立小林 #7 #7 22 12 出水田 理絵 32

横澤 瑞希 京都精華女子 #11 13 林 優貴子

濵砂 貴恵 県立小林

田村 未来 聖カタリナ女子

県立津商業 #6

駒澤大学 #4 22 13

13 稲森 万莉絵 埼玉栄打越 裕梨 中村学園女子 #9 札幌山の手 #6

#13 31

#8 22 高田 汐織 31

赤松 千紘 京都精華女子 #9 13 15 馬 伊娜 倉吉北 #10 伊沢 なつみ 東京成徳大学 #5 31

12

21

16 西田 麻衣子 奈良女子 #5 #13 21 16 松本 咲 30

国吉 里奈 京都精華女子 #8 12 17 安間 志織

田村 未来 聖カタリナ女子

堀野 麻未 県立小林

福岡大学附属若葉 #14

中村学園女子 #16 20 #12 30

町田 瑠唯 札幌山の手 #4 12 18 大沼 美琴 山形市立商業 林 優貴子 駒澤大学 #4

県立小林 #12

#8 19

#6 30

30

石川 瑞季 札幌山の手 #10 12 堀野 麻未 19 小澤 美咲 聖カタリナ女子

畠中 春香鈴木 静香 東京成徳大学 #14 12 加藤 臨 山形市立商業 #9 19 大阪薫英女学院 #14 30

･･･ ･･･

Copyright(c) 2010 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.


