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     Ｗリーグ 三井不動産オールスター 2017-18 in TOKYO 

 
       

 

平成 29年 11月 10日 

報道関係各位 

 
2017年 12月 16日（土）に開催いたします、「Ｗリーグ 三井不動産オールスター 2017-18 in TOKYO」の 
出場選手・コーチ・スタッフ・審判が下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。 
 
1. 【W リーグ 三井不動産オールスター 概要】 
■日  時： 12月 16日（土） 
■場  所： 東京都大田区総合体育館（東京都大田区東蒲田１丁目１１−１） 
■内  容（予定）：           

              11：00 開場 
              13：00 3P コンテスト、スキルズチャレンジ 
              14：00 オープニングセレモニー 
              15：00 試合開始 （BS-TBS生中継） 

■チケット： オンラインチケット等で絶賛発売中！※1F指定席は完売。残席わずか。 
 

2. 【コーチ・スタッフ・審判】 
■コーチ・スタッフ 

・EAST：  
佐藤 清美    ヘッドコーチ (JX-ENEOS サンフラワーズ)  

                 棟方 公寿     アシスタントコーチ （東京羽田ヴィッキーズ） 
藤田 愛奈    チームマネージャー (JX-ENEOS サンフラワーズ)  

                   ・WEST：  
古賀 京子    ヘッドコーチ （三菱電機コアラーズ） 
中川 文一    アシスタントコーチ （トヨタ紡織サンシャインラビッツ） 
須貝 宏臣    チームマネージャー（三菱電機コアラーズ） 

         ■審判 
                 クルーチーフ： 須黒 祥子 
                 アンパイア ： 熊谷 久美子 / 小田中 涼子 

 Ｗリーグ 三井不動産オールスター 2017-18 in TOKYO 

出場選手 決定のお知らせ  
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【EAST】  JX-ENEOS サンフラワーズ、富士通レッドウェーブ、東京羽田ヴィッキーズ、 
日立ハイテククーガーズ、新潟アルビレックス BB ラビッツ、山梨クィーンビーズ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記 12名に「Twitter 投票」にて選出された 1名を加えた 13名が出場選手となります。 

【ファン投票選抜選手】
＜EAST＞

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ
（G・GF・F・CF・C）

0 G 吉田 亜沙美 JX-ENEOS 12,184 EAST最多得票、CAP、3年連続3回目の選出
10 G 町田 瑠唯 富士通 12,041 3年連続3回目の選出
3 GF 藤井　美紀 山梨 11,591 2年連続2回目の選出

10 CF 渡嘉敷 来夢 JX-ENEOS 10,188 3年連続3回目の選出、前回MIP選出
21 C 大崎 佑圭 JX-ENEOS 8,947 3年連続3回目の選出

備考氏名 チーム名 投票数自チーム
背番号

オールスター出場選手 （EAST） 

 

【リーグ推薦選手】
＜EAST＞

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ
（G・GF・F・CF・C）

1 G 藤岡 麻菜美 JX-ENEOS
52 F 宮澤 夕貴 JX-ENEOS
11 GF 篠崎 澪 富士通
8 CF 丹羽 裕美 東京羽田

19 G 瀨﨑 理奈 東京羽田
7 G 八木 香澄 日立ハイテク

11 F 井上　愛 新潟

初選出

3年連続3回目の選出

2年連続2回目の選出

備考

3年連続3回目の選出

初選出

初選出
2年ぶり2回目の選出

自チーム
背番号 氏名 チーム名
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【WEST】  トヨタ自動車アンテロープス、デンソーアイリス、シャンソン化粧品シャンソン V マジック、 
三菱電機コアラーズ、トヨタ紡織サンシャインラビッツ、アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記 12名に「Twitter 投票」にて選出された 1名を加えた 13名が出場選手となります。 

【ファン投票選抜選手】
＜WEST＞

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ
（G・GF・F・CF・C）

1 G 大神 雄子 トヨタ 11,820 WEST最多得票、CAP、3年連続3回目の選出
6 GF 本川 紗奈生 シャンソン 8,744 3年連続3回目の選出

12 G 三好　南穂 トヨタ 6,942 2年連続2回目の選出
8 C 髙田 真希 デンソー 9,129 3年連続3回目の選出、前回MVP選出
2 CF 長岡 萌映子 トヨタ 6,908 2年連続2回目の選出

備考自チーム
背番号 氏名 チーム名 投票数

オールスター出場選手 （WEST） 

 

【リーグ推薦選手】
＜WEST＞

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ
（G・GF・F・CF・C）

0 CF 馬瓜 エブリン トヨタ
7 GF 水島 沙紀 トヨタ

12 C 赤穂 さくら デンソー
13 GF 伊集 南 デンソー
15 C 西岡 里紗 三菱電機
33 F 長部 沙梨 トヨタ紡織
11 CF 近平 奈緒子 アイシンAW

自チーム
背番号 氏名 チーム名

3年連続3回目の選出

初選出

備考

2年連続2回目の選出

2年ぶり2回目の選出
初選出

初選出

3年連続3回目の選出

http://www.wjbl.org/

