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2018年 11月 28日 

 

 
 
 
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
 
 
 
 
いつもW リーグに温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。 
2018年 12月 29日（土）に開催いたします、「Denka presents Ｗリーグオールスター 2018-19 in TOKYO」ですが、 
今大会は「ALL TOGETHER!」をテーマに、20 周年イヤーにふさわしく女子バスケットボールに関わる多くの仲間たちが一堂に会す
る各種イベントを行ってまいります。 
 
その「ALL TOGETHER!」なイベントの第１弾として、 
W リーグ創設 20 周年特別イベント 「W リーグオールスター クラシック」を開催いたします。 

   
   1999 年に開幕した第 1 回 W リーグから 20 年。女子バスケットボールのトップリーグとして、これまで数多くの選手を輩出して参りま

したが、20年目を迎える記念イヤーにW リーグの 20年間を彩ったレジェンドプレイヤー達が一堂に会します。 
すでにバスケット界から離れた選手も、今もなおプレイヤーとして活躍する選手も「ALL TOGETHER!」する奇跡の時間。 
記念イヤーだからこそ 20年の時を越えて実現した、まさに「もうひとつのオールスター」にご期待ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denka presents Ｗリーグオールスター 2018-19 in TOKYO 

イベント第１弾 
W リーグ創設 20 周年特別イベント  

「W リーグオールスター クラシック」 
開催のお知らせ 
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W リーグ創設 20 周年特別イベント  

「W リーグオールスター クラシック」 
～参加チーム・選手発表～ 

 

 
 

 
                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 

 

#4 立川 真紗美 

TEAM YELLOW TEAM BLACK 

#1 大神 雄子 
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#7 紺野 麻里 

#8 田中 利佳 #9 楠田 香穂里 #10 矢野 良子 

#11 本田 雅衣 #15 小磯 典子 

#7 相澤 優子 

#5 島田 智佐子 #0 永田 睦子 

#11 森本 由樹 #21 有明 葵衣 

#25 久手堅 笑美 #34 出岐 奏 #35 小畑 亜章子 

#45 名木 洋子 

#1 三谷 藍 

#14 山田 久美子 

#24 高橋 礼華 MGR 成井 千夏 MGR 三浦 絵理 
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W リーグ創設 20 周年特別イベント  

「W リーグオールスター クラシック」 
 

 
 

 
 
 

「TEAM YELLOW」 
W リーグ 19回中 15回の優勝を誇る常勝チーム「ジャパンエナジー」
「JOMO」「JX」「JX-ENEOS」サンフラワーズの在籍歴のある選手を、
年末の都合がつく限り再現。 

「TEAM BLACK」 
記念すべき第 1回W リーグの MVP に輝いた永田睦子さんをはじめ、W
リーグ在籍時には打倒 YELLOW に燃えていたであろう選手を、年末の都
合がつく限り招集。 
 

1 大神 雄子 日本人２人目のWNBAプレーヤー。アテネオリンピック出場。
第８回、11回プレーオフMVPなど女子バスケット界のカリスマ。

4 立川 真紗美 アテネ五輪出場。第４回Wリーグ３ポイント王。
現在も３x３の現役選手として活躍中。

7 紺野 麻里 アテネ五輪出場。
しなやかなプレーと華麗な３ポイントシュートでJOMOの中心選手として活躍。

8 田中 利佳 元日本代表。第９回Wリーグベスト５。第10回Wリーグ３ポイント王。
常勝サンプラワーズのポイントゲッターとして活躍。

9 楠田 香穂里 アテネオリンピック出場。第３回WリーグレギュラーシーズンMVP。
第３回、４回ベスト５。現在は日本代表コーチとしても活躍。

10 矢野 良子 アテネオリンピック出場。第５回、第９回プレーオフMVP。
第３、４、５、８、９、11、13回ベスト５などまさにレジェンド。

11 本田 雅衣 第10回～13回のWリーグ優勝メンバー。
得意の３ポイントシュートを武器に活躍。

14 山田 久美子 元日本代表。第４回、７回Ｗリーグリバウンド王。第５回Ｗリーグフィールドゴール王。
第７回Ｗリーグ得点王。

15 ○ 小磯 典子 アテネ、アトランタ五輪出場。第２回、第３回プレーオフMVP。
第１回～第５回ベスト５などJOMOの大黒柱として活躍。

24 高橋 礼華 元日本代表。
第13回新潟在籍時にはWリーグブロックショット、リバウンドの２冠王を獲得。

MGR 成井 千夏 日本代表マネージャーも務める。

0 ○ 永田 睦子 アテネ、アトランタ五輪出場。第１回、６回、７回プレーオフMVP。
第１回～８回ベスト５など初期のWリーグの代表的選手。

1 三谷　藍 富士通 元日本代表。第９回Wリーグベスト５。第12回Ｗリーグ3ポイント王。
2007年富士通初優勝に大きく貢献。

5 島田 智佐子 元日本代表。第５回WIリーグ３ポイント王。
シャンソン、アイシンAWの中心的選手として活躍。

7 相澤 優子 元日本代表。第5回、6回ベスト5。
第10回には特別賞受賞。シャンソン黄金時代を牽引。

11 森本 由樹 第19回Wリーグフリースロー王。
シャンソンを経て東京羽田ヴィッキーズの黎明期を牽引し現在は３x３でも活躍中。

21 有明 葵衣 2007年ユニバーシアード日本代表。
富士通のキャプテンを経て、現在は３x３の現役選手として活躍中。

25 久手堅 笑美 元日本代表。第11回、12回、13回３年連続スティール王。
現在もトヨタ自動車のチームスタッフとして活躍中。

34 出岐　奏 第14回Ｗリーグベスト５。2016年ＷリーグオールスターMVP。
新潟アルビレックスBBラビッツのエースとして活躍。

35 小畑 亜章子 元日本代表。第８回Ｗリーグアシスト、スティール２冠王。
第10回スティール王。第12回、13回アシスト王。

45 名木 洋子 元日本代表。
2011年皇后杯ではチームの準優勝に貢献し、大会得点王と大会ベスト5に選出。

MGR 三浦 絵理 日本代表マネージャーも務める。

TEAM
BLACK

トヨタ自動車

日本航空→新潟

デンソー

日立戸塚→シャンソン→桜花学園大→富士通

富士通

シャンソン→アイシンAW

シャンソン→東北学院大→富士通→シャンソン

シャンソン

シャンソン→ウエスタンネブラスカ・コミュニティカレッ
ジ→イカイ→東京羽田

トヨタ自動車

備考

シャンソン→日立ハイテク
→JOMO（現JX-ENEOS）

JOMO（現JX-ENEOS）
→富士通

JOMO（現JX-ENEOS）

JX（現JX-ENEOS）

ジャパンエナジー（現JX-ENEOS）

JOMO（現JX-ENEOS）
→富士通→トヨタ自動車

背番号チーム 氏名 W在籍時所属チーム

JOMO（現JX-ENEOS）→フェニックス・マー
キュリー（WNBA）→JX（現JX-ENEOS）→
山西興瑞（WCBA）→トヨタ自動車

TEAM
YELLOW

ジャパンエナジー（現JX-ENEOS）

CAP

JOMO（現JX-ENEOS）→山形銀行
→羽田（現東京羽田）

ジャパンエナジー（現JX-ENEOS）
→アイシンAW

日本航空→新潟→JX（現JX-ENEOS）
→日立ハイテク
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