
発信元：一般社団法人バスケットボール女子日本リーグ 1 / 3 

 

一般社団法人 バスケットボール女子日本リーグ http://www.wjbl.org/ 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-7-27 後楽鹿島ビル 6F TEL(03)6801-5761 FAX(03)6801-5762 

             

      

 

       

 

2019 年 9 月 26 日 

報道関係各位 

 

 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

Ｗリーグでは、公式サイト内の「PLAYERS（選手検索）」ページにて選手の個人成績をシーズン別に確認することが出来ます。 

また、「LEADERS（成績）」ページにて、当該シーズンの各種個人成績のランキングを毎週更新いたします。チームの勝敗結果とともに、選手の

個人成績にもぜひご注目くださいますようお願い申し上げます。 

敬具 

【Ｗリーグ公式サイト】 TOP ページ｜https://www.wjbl.org/ 

PLAYERS（選手検索）｜https://www.wjbl.org/player/search_html/ 

LEADERS（成績）｜https://www.wjbl.org/leaders/ 

 

今シーズン（第 21 回大会）にて達成が期待される主な記録 

■髙田 真希（デンソーアイリス #8） 

            あと 185 得点で、通算 6,000 得点達成 

            歴代通算リバウンド記録更新中 

 

■渡嘉敷 来夢（JX-ENEOS サンフラワーズ #10） 

            あと 283 得点で、通算 5,000 得点達成 

 

■吉田 亜沙美（JX-ENEOS サンフラワーズ #12） 

            あと 4 試合出場で、通算 400 試合出場達成 

            あと 71 リバウンドで、通算 2,000 リバウンド達成 

 

■町田 瑠唯（富士通レッドウェーブ #10） 

あと 68 アシストで、通算 1,500 アシスト達成 

 

■長岡 萌映子（トヨタ自動車アンテロープス #2） 

            あと 15 得点で、通算 3,000 得点達成 

 

■本川 紗奈生（シャンソン化粧品シャンソン V マジック #6） 

            あと 91 得点で、通算 3,000 得点達成 

 

まもなく開幕！第 21 回 W リーグ 

記録達成事前情報のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙田 真希 渡嘉敷 来夢 

吉田 亜沙美 

長岡 萌映子 

町田 瑠唯 

本川 紗奈生 

http://www.wjbl.org/
https://www.wjbl.org/
https://www.wjbl.org/player/search_html/
https://www.wjbl.org/leaders/
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主な通算記録のランキング トップ 20 

《現役選手》 
第 20 回 W リーグ終了時点の記録です。 

レギュラーシーズン、プレーオフなど W リーグ公式戦における通算記録です。WⅠリーグの記録も含みます。 

 

 
 

 

 

 

  

順位 チーム名 氏名 実績 備考

1 JX-ENEOS 吉田 亜沙美 396 ※今季400試合達成間近

2 デンソー 高田 真希 307

3 JX-ENEOS 渡嘉敷 来夢 271

4 JX-ENEOS 岡本 彩也花 259

5 三菱電機 王 新朝喜 249

富士通 町田 瑠唯 249

6 アイシンAW 濱口 京子 248

7 富士通 山本 千夏 239

8 富士通 篠原 恵 234

9 トヨタ紡織 野町 紗希子 228

10 シャンソン 本川 紗奈生 226

11 トヨタ自動車 森 ムチャ 222

12 JX-ENEOS 宮澤 夕貴 219

13 トヨタ自動車 三好 南穂 211

14 トヨタ自動車 長岡 萌映子 210

15 JX-ENEOS 大沼 美琴 205

16 アイシンAW 近平 奈緒子 200

17 三菱電機 櫻木 千華 198

18 三菱電機 渡邉 亜弥 197

19 新潟 井上 愛 196

20 トヨタ自動車 栗原 三佳 191

通算出場試合数 

順位 チーム名 氏名 実績 備考

1 デンソー 高田 真希 3,136

2 JX-ENEOS 渡嘉敷 来夢 2,679

3 三菱電機 王 新朝喜 2,194

4 JX-ENEOS 吉田 亜沙美 1,929 ※今季2,000リバウンド達成間近

5 トヨタ自動車 長岡 萌映子 1,434

6 JX-ENEOS 宮澤 夕貴 1,288

7 トヨタ自動車 森 ムチャ 1,197

8 富士通 篠原 恵 1,185

9 アイシンAW 濱口 京子 1,148

10 富士通 町田 瑠唯 1,143

11 シャンソン 本川 紗奈生 1,027

12 富士通 山本 千夏 987

デンソー 赤穂 さくら 987

13 三菱電機 櫻木 千華 985

14 三菱電機 渡邉 亜弥 957

15 トヨタ自動車 馬瓜 エブリン 889

16 新潟 井上 愛 867

17 トヨタ紡織 野町 紗希子 851

18 JX-ENEOS 石原 愛子 837

19 トヨタ自動車 栗原 三佳 834

20 アイシンAW 近平 奈緒子 821

通算リバウンド

順位 チーム名 氏名 実績 備考

1 デンソー 高田 真希 5,815 ※今季6,000得点達成間近

2 JX-ENEOS 渡嘉敷 来夢 4,717 ※今季5,000得点達成間近

3 三菱電機 王 新朝喜 3,116

4 トヨタ自動車 長岡 萌映子 2,985 ※今季3,000得点達成間近

5 シャンソン 本川 紗奈生 2,909 ※今季3,000得点達成間近

6 トヨタ自動車 三好 南穂 2,697

7 三菱電機 渡邉 亜弥 2,662

8 JX-ENEOS 吉田 亜沙美 2,582

9 JX-ENEOS 岡本 彩也花 2,532

10 富士通 山本 千夏 2,401

11 JX-ENEOS 宮澤 夕貴 2,315

12 富士通 篠原 恵 2,117

13 富士通 篠崎 澪 2,027

14 トヨタ自動車 馬瓜 エブリン 2,015

15 富士通 町田 瑠唯 1,994

16 トヨタ自動車 栗原 三佳 1,865

17 トヨタ自動車 森 ムチャ 1,776

18 トヨタ紡織 野町 紗希子 1,714

19 デンソー 伊集 南 1,614

20 トヨタ自動車 河村 美幸 1,533

通算得点

順位 チーム名 氏名 実績 備考

1 JX-ENEOS 吉田 亜沙美 2,332

2 富士通 町田 瑠唯 1,432 ※今季1,500アシスト達成間近

3 シャンソン 本川 紗奈生 870

4 三菱電機 渡邉 亜弥 775

5 デンソー 高田 真希 637

6 トヨタ自動車 三好 南穂 596

7 デンソー 伊集 南 505

8 デンソー 稲井 桃子 493

9 JX-ENEOS 岡本 彩也花 476

10 富士通 山本 千夏 457

11 JX-ENEOS 渡嘉敷 来夢 452

12 三菱電機 櫻木 千華 400

13 東京羽田 本橋 菜子 389

14 JX-ENEOS 宮崎 早織 378

15 トヨタ自動車 森 ムチャ 370

16 日立ハイテク 八木 香澄 365

17 日立ハイテク 鶴見 彩 355

18 トヨタ自動車 長岡 萌映子 354

19 JX-ENEOS 宮澤 夕貴 350

20 三菱電機 川井 麻衣 335

通算アシスト

http://www.wjbl.org/
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主な通算記録のランキング トップ 20 

《歴代選手》 
第 20 回 W リーグ終了時点の記録です。レギュラーシーズン、プレーオフなど W リーグ公式戦における通算記録です。 

WⅠリーグの記録も含みます。引退選手の「チーム名」は引退時のものです。 

 

 

 

 

順位 チーム名 氏名 実績 備考

1 トヨタ自動車 矢野 良子 535

2 富士通 三谷 藍 462

3 トヨタ自動車 大神 雄子 437

4 JX-ENEOS 吉田 亜沙美 396 現役

5 トヨタ自動車 池田 麻美 360

富士通 立川 真紗美 360

6 シャンソン 渡辺 由夏 355

7 シャンソン 鈴木 一実 344

8 新潟 岩村 裕美 338

アイシンAW 諏訪　裕美 338

9 JX-ENEOS 山田 久美子 310

10 デンソー 高田 真希 307 現役

11 JX-ENEOS 大崎 佑圭 299

日本航空 矢代 直美 299

12 トヨタ自動車 久手堅 笑美 295

13 シャンソン 池住 美穂 293

デンソー 小畑 亜章子 293

14 シャンソン 藤吉 佐緒里 292

15 日立ハイテク 高橋 礼華 276

16 デンソー 山田 茉美 275

17 エバラ 矢野 優子 274

18 アイシンAW 田中 真樹 273

19 デンソー 藤原 有沙 272

20 JX-ENEOS 渡嘉敷 来夢 271 現役

通算出場試合数 

順位 チーム名 氏名 実績 備考

1 トヨタ自動車 矢野 良子 6,641

2 デンソー 高田 真希 5,815 現役

3 トヨタ自動車 大神 雄子 5,255

4 アイシンAW 小磯 典子 5,094

5 JX-ENEOS 渡嘉敷 来夢 4,717 現役

6 日本航空 矢代 直美 4,606

7 シャンソン 永田 睦子 4,561

8 JX-ENEOS 大崎 佑圭 4,278

9 富士通 三谷 藍 4,219

10 トヨタ自動車 池田 麻美 4,030

11 新潟 岩村 裕美 3,943

12 JX-ENEOS 山田 久美子 3,877

13 トヨタ紡織 長部 沙梨 3,284

14 アイシンAW 諏訪　裕美 3,210

15 三菱電機 王 新朝喜 3,116 現役

16 三菱電機 橋本 和子 2,991

17 トヨタ自動車 長岡 萌映子 2,985 現役

18 シャンソン 池住 美穂 2,969

19 シャンソン 渡辺 由夏 2,947

20 シャンソン 本川 紗奈生 2,909 現役

通算得点

順位 チーム名 氏名 実績 備考

1 デンソー 高田 真希 3,136 現役

2 トヨタ自動車 矢野 良子 2,917

3 日本航空 矢代 直美 2,725

4 JX-ENEOS 渡嘉敷 来夢 2,679 現役

5 トヨタ自動車 池田 麻美 2,633

6 アイシンAW 小磯 典子 2,297

7 三菱電機 王 新朝喜 2,194 現役

8 JX-ENEOS 大崎 佑圭 2,190

9 富士通 三谷 藍 2,109

10 シャンソン 永田 睦子 1,972

11 トヨタ紡織 長部 沙梨 1,933

12 JX-ENEOS 吉田 亜沙美 1,929 現役

13 アイシンAW 諏訪　裕美 1,838

14 JX-ENEOS 山田 久美子 1,730

15 トヨタ自動車 大神 雄子 1,685

16 トヨタ自動車 長岡 萌映子 1,434 現役

17 山梨QB 松木 豊子 1,431

18 シャンソン 藤吉 佐緒里 1,426

19 日立ハイテク 高橋 礼華 1,359

20 シャンソン 鈴木 一実 1,343

通算リバウンド

順位 チーム名 氏名 実績 備考

1 JX-ENEOS 吉田 亜沙美 2,332 現役

2 トヨタ自動車 大神 雄子 1,905

3 デンソー 小畑 亜章子 1,701

4 富士通 町田 瑠唯 1,432 現役

5 三菱電機 橋本 和子 1,143

6 トヨタ自動車 久手堅 笑美 1,085

7 トヨタ自動車 矢野 良子 1,079

8 日本航空 矢代 直美 950

9 日本航空 薮内 夏美 936

10 シャンソン 永田 睦子 912

11 富士通 三谷 藍 897

12 アイシンAW 小磯 典子 894

13 シャンソン 本川 紗奈生 870 現役

14 富士通 船引 かおり 844

15 トヨタ自動車 池田 麻美 799

16 三菱電機 渡邉 亜弥 775 現役

17 富士通 立川 真紗美 764

18 新潟 岩村 裕美 712

19 シャンソン 三木 聖美 697

20 トヨタ自動車 榊原 紀子 679

通算アシスト

http://www.wjbl.org/

