
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 12 月 24 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）アリーナ立川立飛にて開催される『Denka presents W リーグオールスター 2019-2020 in TOKYO』にあた

り、特別イベントとして「吉田亜沙美 presents DREAM GAME」の開催が決定しましたのでお知らせします。 

昨シーズン、大好評のまま終えた 20 周年記念「Ｗリーグクラシック」。Ｗリーグファンや業界関係者の熱烈な「もっと観たい」「またやってほしい」の

声。そして「私も出たい！」というＷリーグ OG の声に、現役選手でありながら JBA アンバサダーを務める吉田亜沙美が、「バスケで日本を元気に」

するために立ち上がった！ 

今回のメンバー選考のテーマは「吉田亜沙美世代」。出場全選手が吉田からのダイレクトオファーで実現した「夢ふたたび」。二度とない瞬間を

是非ともお見届けください！ 

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 

出場全選手が吉田からのダイレクトオファーで実現した「夢ふたたび」。 

 

「吉田亜沙美 presents DREAM GAME」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～バスケで日本を元気に！～ 
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【Denka presents W リーグオールスター 2019-2020 in TOKYO】  ～バスケで日本を元気に！～ 「吉田亜沙美 presents DREAM GAME」 チーム編成 

 

 

      

山田 愛        内海 亮子       田中 利佳       小山 真実       本田 雅衣        大野 慎子 

（JX-ENEOS）     （JX-ENEOS）     （JX-ENEOS）    （JX-ENEOS 他）   （JX-ENEOS 他）     （JX-ENEOS） 

 

      

西山 誌乃       山田 久美子       諏訪 裕美        林 五十美        高橋 礼華      吉田 亜沙美 

（JX-ENEOS）     （JX-ENEOS 他）   （JX-ENEOS 他）    （JX-ENEOS 他）    （JX-ENEOS 他）   （JX-ENEOS） 

 

 

 

 

 

 

三谷 藍       川原 麻耶      櫻田 佳恵     藤井 美紀     藤吉 佐緒里      石川 幸子      市野 育代 

（富士通）    （トヨタ自動車）  （トヨタ自動車） （トヨタ自動車他）  （シャンソン）     （シャンソン）     （富士通） 

 

 

 上吹越(吉田) 沙織    中川 聴乃     久手堅 笑美      出岐 奏       名木 洋子      丸山 美樹    吉田 亜沙美 

   （日本航空）    （シャンソン他）  （トヨタ自動車）   （新潟他）     （富士通他）    （三菱電機）  （JX-ENEOS） 

 

（）内は W リーグ在籍時の主な所属チーム名  
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Denka presents W リーグオールスター 2019-2020 in TOKYO 

～バスケで日本を元気に！～ 

「吉田亜沙美 presents DREAM GAME」 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

選手名 吉田亜沙美から一言 プレイ歴

山田　愛 心の友 八郷小→朝明中→桜花学園高→JX-ENEOS

内海　亮子 お母さんみたいな存在 北広島ミニ→緑陽中→桜花学園高→JX（現:JX-ENEOS）

田中　利佳 JX入団を決めたきっかけの人♡ 大原小→大原中→昭和学院高→JX（現:JX-ENEOS）

小山　真実 ほっとけない妹みたいな存在 加曽利ホーネッツ→加曽利中→昭和学院高→JX-ENEOS→東京羽田

本田　雅衣 チキンハート仲間
狭山スターズ→狭山東中→東京成徳大高→JOMO（現:JX-ENEOS）→

山形銀行→羽田（現:東京羽田）

大野(冨永)　慎子 一緒にplayしたかった人 皆瀬小→中里中→鶴鳴女高→エバンズビル大→JOMO（現:JX-ENEOS）

西山　詩乃 パン屋さん 八万アウルズ→樟蔭東中→桜花学園高→JX-ENEOS

山田　久美子 BIGBANGファン仲間
二日市小→天拝中→名古屋短大付（現:桜花学園）高→シャンソン→日立ハイ

テク→JOMO（現:JX-ENEOS）

諏訪　裕美 大阪のおばさん 友渕小→友渕中→桜花学園高→JX（現:JX-ENEOS）→アイシンAW

林　五十美 甘えん坊さん
高野小→雄山中→名古屋短大付高→積水化学→日立ハイ テク →JOMO

（現:JX-ENEOS）

高橋　礼華 肩幅広い 平野小→平野中→福島西高→日本航空→新潟→JX-ENEOS→日立ハイテク

吉田　亜沙美 － 東陽ミニ、中山MBC→東京成徳大中→東京成徳大高→JX-ENEOS

選手名 吉田亜沙美から一言 プレイ歴

三谷　藍 9個も歳上だけど友達。笑 二俣小→高谷中→市立船橋高→専修大→富士通

川原　麻耶 くだらない事で爆笑できる単純同士。笑 豊島北ミニ→豊中四中→大阪薫英女学院高→大阪薫英女短大→トヨタ自動車

櫻田　佳恵
シュートフォームめっちゃ好き。

代表の時ずっと同じ部屋で色んな話しした仲。
三保シーガルズ→常葉学園中→常葉学園高→筑波大→トヨタ自動車

藤井　美紀 成徳からの同期
富士見ボンバーズ→東京成徳大中→東京成徳大高→白鴎大→トヨタ自動車→

AFBB→山梨QB→シャンソン

藤吉　佐緒里 マイペースのド天然 羽犬塚小→桜木中→中村学園女高→シャンソン

石川　幸子
お茶目で大好きな存在。

代表の時いつも爆笑の中心に居た。
松柏小→三島東中→甲子園学院高→シャンソン

市野　育代 第二のお姉ちゃん 育英小→川内北中→中村学園女高→日本体大→富士通

上吹越(吉田)　沙織
人としてもplayerとしても尊敬できる姉。

でもたまに私の方が姉なんぢゃないかなって思う。笑
南砂中→東京成徳大高→日体大→日本航空→エバラ

中川　聴乃 まさかそっちの世界に行くとわ笑 仁田小→純心中→純心女高、桜花学園高→シャンソン→デンソー

久手堅　笑美 お笑い担当 西崎小→高嶺中→北中城高→拓殖大→トヨタ自動車

出岐　奏 腐れ縁 西浦上小→純心中→純心女高→鹿屋体大→日本航空→新潟

名木　洋子 特に縁はありません。笑 大里中→常葉学園高→日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通

丸山　美樹 姉と一緒に可愛がってもらってました♡ 東京成徳大高→三菱電機

吉田　亜沙美 － 東陽ミニ、中山MBC→東京成徳大中→東京成徳大高→JX-ENEOS

 
吉田亜沙美所属チームである JX-ENEOS サンフラワーズの OG より、本人自

らがもう一度プレーしたい元チームメイトへダイレクトオファー。何とかスケジュール

の都合がついたメンバーで構成されたのが今年の TEAM YELLOW。現在も

続く連覇を彩った選手たちの息の合ったコンビプレーがふたたび観られるか？ 

 
花の 87 年組を中心に「吉田亜沙美世代」を彩った同世代のプレーヤー達が

集結！プレーオフでゴリゴリにやりあったライバル選手やプライベートでも仲の良い

友人に加え、ついに実の姉と同じコートに立つという本人たっての夢の瞬間がここ

に実現！姉妹のコンビプレーは観られるか？ 

http://www.wjbl.org/

