
 

 

 

2018-19 シーズンの開幕ロスター入りした海外出身選手 

国 名 姓 チーム 

オーストラリア アーロン ベインズ ボストン・セルティックス 

オーストラリア ジョナ ボールデン フィラデルフィア・76ers 

オーストラリア ライアン ブローコーフ ダラス・マーベリックス 

オーストラリア マシュー デラベドーバ ミルウォーキー バックス 

オーストラリア ダンテ エクザム ユタ・ジャズ 

オーストラリア ジョー イングルズ ユタ・ジャズ 

オーストラリア カイリー アービング ボストン・セルティックス 

オーストラリア パティ ミルズ サンアントニオ・スパーズ 

オーストラリア ベン シモンズ フィラデルフィア・76ers 

オーストリア ヤコブ パートル サンアントニオ・スパーズ 

バハマ  ディアンドレ エイトン* フェニックス・サンズ 

バハマ バディ ヒールド サクラメント・キングス 

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ ザナン ムサ ブルックリン・ネッツ 

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ ユスフ ヌルキッチ 

ポートランド・トレイルブレイザー

ズ 

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ イビツァ ズバッツ ロサンゼルス・レイカーズ 

ブラジル クリスティアーノ フェリシオ シカゴ・ブルズ 

ブラジル ハウル ネト ユタ・ジャズ 

ブラジル ネネ   ヒューストン・ロケッツ 



 

カメルーン ジョエル エンビード* フィラデルフィア・76ers 

カメルーン ルーク バー・ア・ムーテ* ロサンゼルス・クリッパーズ 

カメルーン パスカル シアカム* トロント・ラプターズ 

カナダ ケム バーチ オーランド・マジック 

カナダ ディロン ブルックス メンフィス・グリズリーズ 

カナダ  シャイ ギルジャス・アレキサンダー* ロサンゼルス・クリッパーズ 

カナダ コーリー ジョセフ インディアナ・ペイサーズ 

カナダ トレイ ライルズ デンバー・ナゲッツ 

カナダ ジャマール マレー* デンバー・ナゲッツ 

カナダ ケリー オリニク* マイアミ・ヒート 

カナダ ドワイト パウエル ダラス・マーベリックス 

カナダ ニック スタウスカス 

ポートランド・トレイルブレイザー

ズ 

カナダ トリスタン トンプソン クリーブランド・キャバリアーズ 

カナダ アンドリュー ウィギンス ミネソタ・ティンバーウルブズ 

中国 ジョウ チー ヒューストン・ロケッツ 

クロアチア ドラガン ベンダー* フェニックス・サンズ 

クロアチア ボーヤン ボグダノヴィッチ インディアナ・ペイサーズ 

クロアチア マリオ ヘゾニャ ニューヨーク・ニックス 

クロアチア ダリオ シャリッチ* フィラデルフィア・76ers 

クロアチア アンテ ジジッチ* クリーブランド・キャバリアーズ 



 

チェコ共和国 トーマス サトランスキー ワシントン・ウィザーズ 

コンゴ民主共和国 ビスマック ビオンボ シャーロット・ホーネッツ 

コンゴ民主共和国 エマニュエル ムディエイ ニューヨーク・ニックス 

ドミニカ共和国 アル ホーフォード ボストン・セルティックス 

エジプト アブデル ネイダー オクラホマシティ・サンダー 

フィンランド ラウリ マルッカネン* シカゴ・ブルズ 

フランス ニコラス バトゥーム* シャーロット・ホーネッツ 

フランス エバン フォーニエ オーランド・マジック 

フランス ルディ ゴベア ユタ・ジャズ 

フランス ティモテイ ルワウ・キャバロ オクラホマシティ・サンダー 

フランス イアン マヒンミ ワシントン・ウィザーズ 

フランス フランク ニリキナ* ニューヨーク・ニックス 

フランス  エリー オコボ フェニックス・サンズ 

フランス トニー パーカー シャーロット・ホーネッツ 

フランス ガーション ヤブセレ ボストン・セルティックス 

ジョージア ザザ パチュリア デトロイト・ピストンズ 

ドイツ アイザック ボンガ* ロサンゼルス・レイカーズ 

ドイツ マキシ クリバー ダラス・マーベリックス 

ドイツ ダーク ノビツキー ダラス・マーベリックス 

ドイツ デニス シュルーダー オクラホマシティ・サンダー 

ドイツ ダニエル タイス ボストン・セルティックス 



 

ドイツ  モリッツ ワグナー ロサンゼルス・レイカーズ 

ギリシャ ヤニス アデトクンボ ミルウォーキー バックス 

ハイチ スカル ラビシエ  サクラメント・キングス 

イスラエル オムリ カスピ* メンフィス・グリズリーズ 

イタリア マルコ ベリネリ* サンアントニオ・スパーズ 

イタリア ダニーロ ガリナーリ* ロサンゼルス・クリッパーズ 

ラトビア ダービス ベルターンス サンアントニオ・スパーズ 

ラトビア  ロディオンス クルッツ ブルックリン・ネッツ 

ラトビア クリスタプス ポルジンギス ニューヨーク・ニックス 

リトアニア ドマンタス サボニス インディアナ・ペイサーズ 

リトアニア ヨナス バランチュナス* トロント・ラプターズ 

マリ シェック ディアロ ニューオーリンズ・ペリカンズ 

モンテネグロ ニコラ ミロティッチ* ニューオーリンズ・ペリカンズ 

モンテネグロ ニコラ ブーチェビッチ オーランド・マジック 

ニュージーランド スティーブン アダムズ オクラホマシティ・サンダー 

ナイジェリア ジョシュ オコギー ミネソタ・ティンバーウルブズ 

ポーランド マーチン ゴルタット ロサンゼルス・クリッパーズ 

プエルトリコ JJ バレア ダラス・マーベリックス 

コンゴ共和国 サージ イバカ トロント・ラプターズ 

ロシア ティモフェイ モズゴフ オーランド・マジック  

セネガル ゴーギー ジェン* ミネソタ・ティンバーウルブズ 



 

セルビア ネマニャ ビエリツァ サクラメント・キングス 

セルビア ボグダン ボグダノビッチ サクラメント・キングス 

セルビア ニコラ ヨキッチ デンバー・ナゲッツ 

セルビア ボバン マリヤノビッチ ロサンゼルス・クリッパーズ 

セルビア ミロシュ テオドシッチ* ロサンゼルス・クリッパーズ 

スロベニア ゴラン ドラギッチ マイアミ・ヒート 

スロベニア  ルカ ドンチッチ ダラス・マーベリックス 

南スーダン ルオル デン ミネソタ・ティンバーウルブズ 

南スーダン ソン メイカー* ミルウォーキー バックス 

スペイン アレックス アブリネス オクラホマシティ・サンダー 

スペイン ホセ カルデロン デトロイト・ピストンズ 

スペイン マルク ガソル* メンフィス・グリズリーズ 

スペイン パウ ガソル サンアントニオ・スパーズ 

スペイン フアン エルナンゴメス デンバー・ナゲッツ 

スペイン ビリー エルナンゴメス* シャーロット・ホーネッツ 

スペイン リッキー ルビオ ユタ・ジャズ 

スウェーデン ジョナス ジェレブコ ゴールデンステイト・ウォリアーズ  

スイス クリント カペラ ヒューストン・ロケッツ 

スイス タボ セフォローシャ ユタ・ジャズ 

チュニジア サラ メジリ ダラス・マーベリックス 

トルコ オメール アーシック シカゴ・ブルズ 



 

トルコ アーサン イリヤソバ ミルウォーキー バックス 

トルコ エネス カンター* ニューヨーク・ニックス 

トルコ フルカン コルクマズ フィラデルフィア・76ers 

トルコ ジェディ オスマン クリーブランド・キャバリアーズ 

ウクライナ アレックス レン アトランタ・ホークス 

ウクライナ スヴィ ミクハイリュク ロサンゼルス・レイカーズ 

英国 OG アヌノビー トロント・ラプターズ 

 

海外出身の 2 ウェイ契約選手 

国 名 姓 チーム 

カナダ クリス ブーシェイ トロント・ラプターズ 

カナダ ナズ・ ミトルー・ロング ユタ・ジャズ 

ドミニカ共和国  エンジェル デルガド ロサンゼルス・クリッパーズ 

ギリシャ コスタス アデトクンボ* ダラス・マーベリックス 

日本 雄太 渡邊 メンフィス・グリズリーズ 

*過去に BWB に参加した選手 

 


