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2020 年 12 月 23 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。 

2021 年 1 月 24 日（日）国立代々木第二体育館にて開催される『ステーキハウス ブロンコビリー presents W リーグオールスター 

2020-2021 in 代々木』にあたり、昨年に引き続き特別イベントとして「W リーグ フレッシュ☆オールスター」の開催が決定しましたのでお知らせ

します。 

全チームのルーキーが集うこのイベントは今年で２回目。今回のチーム編成は、今年のレギュラーシーズンの東西カンファレンスに準じて

「ROOKIE EAST」と「ROOKIE WEST」の２チームとなります。W リーグの未来を担う逸女たちのプレーにご注目ください。 

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 

 

 

 

 
  

ステーキハウス ブロンコビリー presents W リーグオールスター 2020-2021 in 代々木 

W リーグの未来を担うルーキーたちが集う 

「W リーグ フレッシュ☆オールスター」開催 
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ステーキハウス ブロンコビリー presents W リーグオールスター 2020-2021 in 代々木 「W リーグ フレッシュ☆オールスター」 出場選手・チーム編成 

ROOKIE EAST

 

中田 珠未      岡田 英里      藤本 愛妃      知名 祐里      軸丸 ひかる     澁谷 咲月 

（ENEOS）          （富士通）          （富士通）         （シャンソン）        （東京羽田）       （東京羽田） 

 

 

小笠原 美奈  ダラーメ マレム ドイ    蓬田 麻友      山口 里奈      溝部 稚菜     西垂水 美桜 

（東京羽田）       （日立ハイテク）       （日立ハイテク）      （日立ハイテク）         （新潟）          （新潟） 

 

ROOKIE WEST 

 

平下 愛佳      永田 萌絵      佐坂 樹       髙橋 華菜     大橋 瑠菜     平末 明日香     高橋 未来 

（トヨタ自動車）      （トヨタ自動車）      （トヨタ紡織）        （トヨタ紡織）      （トヨタ紡織）         （トヨタ紡織）         （デンソー） 

 

 

佐賀 藍葉       藤田 和      富田 愛理    土田 帆乃香     山本 由真     米谷 帆芽     山口 奈々花 

（三菱電機）        （三菱電機）        （山梨 QB）        （山梨 QB）         （山梨 QB）       （アイシン AW）       （アイシン AW） 
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ステーキハウス ブロンコビリー presents W リーグオールスター 2020-2021 in 代々木 

W リーグ フレッシュ☆オールスター 

2 回目となるフレッシュオールスター。今回は、全 12 チームのルーキーたちが「ROOKIE EAST」と「ROOKIE WEST」に分かれて対戦します。    

チーム編成は、レギュラーシーズンの東西カンファレンスに準じます。 

 

 

ROOKIE EAST 

 

 

 

ROOKIE WEST 

 

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 選手名 所属 プレイ歴

CF 中田　珠未 ENEOS 麹町学園中、明星学園中→明星学園高→早稲田大→ENEOS

G 岡田　英里 富士通 上郷ミニ→豊里中→明秀学園日立高→東京医療保健大→富士通

C 藤本　愛妃 富士通 津田ミニ→小松島中→桜花学園高→東京医療保健大→富士通

G 知名　祐里 シャンソン 真嘉比小→松島中→西原高→シャンソン

G 軸丸　ひかる 東京羽田 川之江南ミニ→川之江南中→聖カタリナ女高→白鷗大→東京羽田

GF 澁谷　咲月 東京羽田
笹原ミニ→多田東コスモス→大阪薫英女学院中→大阪薫英女学院高→早稲田

大→東京羽田

CF 小笠原　美奈 東京羽田 志茂田中→明星学園高→拓殖大→東京羽田

C ダラーメ マレム ドイ 日立ハイテク 倉敷翠松高→日本経済大→日立ハイテク

CF 蓬田　麻友 日立ハイテク 荒井ミニ→西信中→福島西高→日立ハイテク

GF 山口　里奈 日立ハイテク 和白東小→折尾中→開志国際高→日立ハイテク

F 溝部　稚菜 新潟 土気ドルフィンズ→大椎中→東京成徳大高→新潟医療福祉大→新潟

F 西垂水　美桜 新潟 柿生フィリーズ→柿生中→明星学園高→共栄大→新潟

ヘッドコーチ 鵜澤　潤 シャンソン

ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 選手名 所属 プレイ歴

F 平下　愛佳 トヨタ自動車 長久手ミニ→長久手南中→桜花学園高→トヨタ自動車

F 永田　萌絵 トヨタ自動車 春日小ミニ→清水中→長崎商高→東京医療保健大→トヨタ自動車

CF 佐坂　樹 トヨタ紡織 鶴ヶ島ドリームス→鶴ヶ島西中→山村学園高→白鷗大→トヨタ紡織

CF 髙橋　華菜 トヨタ紡織 ひかりが丘少女ミニ→志茂田中→安城学園高→愛知学泉大→トヨタ紡織

GF 大橋　瑠菜 トヨタ紡織 光ヶ丘小→光ヶ丘中→岐阜女高→名古屋経済大→トヨタ紡織

G 平末　明日香 トヨタ紡織 藤水ミニ→橋南中→四日市商業高→東京医療保健大→トヨタ紡織

G 高橋　未来 デンソー 老上ミニ・滋賀レイクスターズ→京都精華学園中→京都精華学園高→デンソー

GF 佐賀　藍葉 三菱電機 Kピュアチャンプス→久方中→名古屋女子大高→三菱電機

G 藤田　和 三菱電機 ピンクモンスターMBC→藤浪中→岐阜女高→三菱電機

C 富田　愛理 山梨QB 大清水ミニ→田原中→桜花学園高→中部大→山梨QB

G 土田　帆乃香 山梨QB 長太ミニ→大木中→安城学園高→武庫川女大→山梨QB

G 山本　由真 山梨QB 片貝サンウェーブ→九十九里中→昭和学院高→山梨学院大→山梨QB

F 米谷　帆芽 アイシンAW 三里塚ミニ→平岡緑中→札幌山の手高→桐蔭横浜大→アイシンAW

F 山口　奈々花 アイシンAW 輪島レッドイーグルス→輪島中→鵬学園高→アイシンAW

ヘッドコーチ 知花 武彦 トヨタ紡織
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