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2019 年 11 月 22 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。 

2020 年 1 月 19 日（日）にアリーナ立川立飛（東京都立川市）にて開催の『Denka presents W リーグオールスター 2019-2020 in 

TOKYO」では、昨シーズンに引き続き「Twitter 投票」を行います。チーム「BLUE」「GREEN」それぞれ最後の一名の出場選手を

Twitter の得票数で決定します。EAST 枠から 1 名、WEST 枠から 1 名の計 2 名を選出し、「BLUE」と「GREEN」に W リーグ

事務局で振り分けます。詳細は以下の概要をご確認下さい。 

報道関係者の皆様におかれましては、本件に関する告知にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。  

敬具 

 

～Denka presents Ｗリーグオールスター 2019-2020 in TOKYO Twitter 投票 概要～ 

投票期間 11月22日（金）20：00 ～ 11月24日（日）20：00 ≪48時間限定≫ 

対象選手 「ファン投票」または「リーグ推薦」にて未選出の選手（すでに選出されている選手に投票した場合は無効） 

投票方法 以下のハッシュタグをつけたツイートで投票 

「#（投票したい選手①）」 「#（投票したい選手②）」 「#Wリーグオールスター」 「#はじけろ女子」 

Wリーグ公式Twitterアカウントのフォロワーは1投稿につき2票として換算します。 

未フォローでも投票は可能ですが、1票としての換算となります。 

投票したい選手のフルネーム表記は、別紙のハッシュタグ一覧にてご確認下さい。 

EAST、WESTそれぞれから１名の投票が可能です。 

投 稿 例 

《 O K 》 

#町田瑠唯 ＃本川紗奈生 #Wリーグオールスター #はじけろ女子  →EAST選手1名、WEST選手1名なのでOK。 

#町田瑠唯 #Wリーグオールスター #はじけろ女子  →EAST選手1名なのでOK。別途WEST選手1名を投稿してもOK。 

《 N G 》 

#町田 #Wリーグオールスター #はじけろ女子       →選手名字のみはNG。 

#町田 瑠唯 #Wリーグオールスター #はじけろ女子 →選手名の苗字、名前の間のスペースは不要。 

#まちだるい #Wリーグオールスター #はじけろ女子  →選手名は別紙のハッシュタグ一覧にて指定されているもの以外は無効。 

 

最後の１人はあなたが決める！ 

Denka presents Ｗリーグオールスター 2019-2020 in TOKYO 

出場選手「Twitter 投票」のご案内 
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注意事項 

● 「ファン投票」、「リーグ推薦」にて選出される選手に投票した場合は無効となります。 

● 原則、１アカウント１投稿のみとします。万が一別の選手に投稿し直したい場合は、再度投稿をしてください。 

2回以上投稿した場合、48時間以内の最新の投稿が採用されます。 

● ハッシュタグ「#Wリーグオールスター」の文字は全角、半角のいずれも有効です。 

● 引用リツイートは指定ハッシュタグを含む投稿のみ有効です。 

● 非公開アカウント及びリツイートのみの投稿は無効になります。 
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チーム ハッシュタグ チーム ハッシュタグ

JX-ENEOS #藤岡麻菜美 日立ハイテク #星香那恵

#奥山理々嘉 #白鞘郁里

#藤本愛瑚 #佐藤ひかる

#林咲希 #曽我部奈央

#モハメドファティマトゥ早野夏 #八木香澄

#大沼美琴 #鈴木知佳

#石原愛子 #関ななみ

#高田静 #鶴見彩

#中村優花 #石黒むつみ

#梅沢カディシャ樹奈 #田中真琴

#星杏璃 #ヌンイラ玲美

東京羽田 #平松飛鳥 #松本咲

#アイメレクモニィーク 山梨QB #渡邉まりい

#星澤真　 #後藤優

#秋元千那実 #金子仁美

#丹羽裕美 #豊田有紗

#鷹のはし公歌 #星田美歩

#尾崎早弥子 #瀬山楓

#山本美緒 #若原愛美

#柳瀬さつき #岡萌乃

#奥田花 #近内瞳

富士通 #王シン #横井美沙

#村山翠 #加藤宇希波

#篠原恵 #水野菜穂

#谷口二千華 新潟 #宮坂桃菜

#田中真美子 #中山樹

#栗林未和 #北川直美

#松本愛美 #渡邊愛加

#内尾聡菜 #平典紗

#藤永真悠子 #金沢みどり

#オコエ桃仁花 #津田史穂莉

#山澤恵

#千葉歩

#ローヤシン

#菅原絵梨奈

Denka presents Wリーグオールスター 2019-2020 in TOKYO

Twitter投票対象選手ハッシュタグ一覧【EAST】



チーム ハッシュタグ チーム ハッシュタグ

三菱電機 #竹原レイラ トヨタ紡織 #飯島早紀

#永井唯菜 #水野桃花

#根本葉瑠乃 #井上春佳

#池谷悠希 #加藤優希

#櫻木千華 #齋藤麻未

#篠宮杏奈 #佐藤奈々美

#小菅由香 #井澗絢音

#見崎南美 #加藤臨

#西岡里紗 #坂本美樹

#王新朝喜 #中野由希

#田代桐花 シャンソン #小池遥

トヨタ自動車 #西澤瑠乃 #ディヤイファトー

#脇梨奈乃 #石田悠月

#安間志織 #谷村里佳

#森ムチャ #須田多恵

#山本麻衣 #ワシントン錦

#栗原三佳 #川端日菜子

#馬瓜ステファニー #坂井郁香

#河村美幸 #野口さくら

デンソー #佐古瑠美 #水野妃奈乃

#園田奈緒 #石川愛

#渡部友里奈 アイシンAW #遠藤桐

#笠置晴菜 #北川愛理

#伊集南 #近平奈緒子

#石坂ひなた #白慶花

#稲井桃子 #板谷日香里

#畠中春香 #濱口京子

#近藤楓 #梅木千夏

#田村未来 #三間瑠依

#篠原華実 #武田優愛

#江良萌香

#高原春季

#上長美菜

#加藤瑠倭

#酒井彩等

Denka presents Wリーグオールスター 2019-2020 in TOKYO

Twitter投票対象選手ハッシュタグ一覧【WEST】


