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バスケットボール女子日本代表国際強化試合 2016 

三井不動産 BE THE CHANGE CUP 

平成 28 年 4 月 26 日 
 

報道関係各位 
 

公益財団法人日本バスケットボール協会 
 
 
 
 
 
 

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、厚くお礼申し上げます。 

さて、来る 5 月 7 日(土)～10 日(火)の期間、シティホールプラザ アオーレ長岡(新潟県長岡市)および国立

代々木競技場第 2 体育館(東京都渋谷区)にて「バスケットボール女子日本代表国際強化試合 2016 三井不動

産 BE THE CHANGE CUP」を開催いたします。 

この度、女子日本代表の試合前セレモニーで国歌を斉唱していただく方として、代表戦の舞台に相応しいアーテ

ィストである Joelle さん、TEE さん、川畑要さん(CHEMISTRY)のお三方が正式に決定いたしました。 

つきましては、下記のとおりお知らせいたします。報道関係者の皆様におかれましては、本件の告知にご協力くだ

さいますようお願い申し上げます。 

敬具 

 
記 

 
大 会 名 称    バスケットボール女子日本代表国際強化試合 2016 

三井不動産 BE THE CHANGE CUP 
 

開 催 期 日    2016(H28)年 5 月 7 日(土)～10 日(火) 
会 場    【長岡大会】 5 月 7 日(土) シティホールプラザ アオーレ長岡 

【東京大会】 5 月 9 日(月)・10 日(火)  国立代々木競技場第 2 体育館 
 

国 歌 斉 唱    ●Ｊｏｅｌｌｅ(ジョエル) シンガーソングライター 
5 月 7 日(土)  16：45 頃(予定)  日本国国歌、オーストラリア連邦国歌 独唱 
5 月 9 日(月)  19：15 頃(予定)  オーストラリア連邦国歌 独唱 
5 月 10 日(火) 19：15 頃(予定)  オーストラリア連邦国歌 独唱 

●ＴＥＥ 
5 月 9 日(月)  19：15 頃(予定)  日本国国歌 独唱 

●川畑 要(CHEMISTRY) 
5 月 10 日(火) 19：15 頃(予定)  日本国国歌 独唱 

 
※アーティストのプロフィール詳細は別紙をご参照ください。 

 
大会公式サイト    http://exhibition2016-women.japanbasketball.jp/ 

 
取 材 申 請    ○今大会の取材申請については、事前申請制となっております。 

【取材申請締切】 5 月 2 日(月)17 時まで 
 

問い合わせ    公益財団法人日本バスケットボール協会 広報部 
TEL：03-4415-2020 / FAX：03-4415-2021 

以上 

三井不動産 BE THE CHANGE CUP 

国歌斉唱アーティスト決定のお知らせ 
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【⻑岡⼤会】 2016年5月7⽇ 17：00試合開始 ⽇本国国歌、オーストラリア連邦国歌独唱
セレモニー時間 16：45頃（予定）

【東京⼤会】 2016年5月9⽇ 19：30試合開始 オーストラリア連邦国歌独唱
2016年5月10⽇ 19：30試合開始 オーストラリア連邦国歌独唱
セレモニー時間 19：15（予定） ※両⽇とも

Joelle（ジョエル）
9/26生。アメリカ ユタ州ソルトレイク・シティ出身の秋田育ち。
現在はニュージーランド在住。
幼少期からジャズやブルース好きな父の元でピアノに合わせて
歌い始め、6歳で彼⼥⾃身もピアノを始める。
カトリック系の⼥⼦校に進むと聖歌隊に⼊りながらもギターや
ピアノでの弾き語りを始め、 リサ・ローブやサラ・マクラクランの
コピーをしていく内に本格的に⾳楽で身を⽴てる事を決意。
高校卒業後上京して⾳楽専門学校に⼊学。
在学中プレイステーション2のテーマソングやTV東京の
ディズニー番組「ディズニータイム」の オープニングテーマで
作詞とヴォーカルを⼿がけるなど、学内に留まらず積極的に
⾳楽活動を⾏う。
専門学校卒業後、彼⼥のピアノの弾き語りが⼊ったビデオが
バックストリート・ボーイズのプロデューサー ゲイリー・ベイカーの
⽿に留まり、単身渡⽶し同⽒とオリジナルトラックを制作。
デビューアルバムに3曲が収録された。
2006年｢劇場版TRICK2｣主題歌”ラッキー・マリア”で
メジャーデビュー。以降Sound Horizon・Linked Horizonに
サポートメンバーとして参加するなど精⼒的に活動中。

シンガーソングライター



【東京⼤会】 2016年5月9⽇ 19：30試合開始 ⽇本国 国歌独唱
セレモニー時間 19：15（予定）

ＴＥＥ
ONLY ONE VOICEと評される天性のスモーキー・
ヴォイスと元ボクサーという異⾊の経歴が話題を呼んでいる、
広島県出身の33歳。
16才からボクシングを始め、高校、⼤学時代に通算6度の
国体出場。⼤学時代にはアテネオリンピック候補選⼿として
⽇本代表の合宿にも参加するなど輝かしい実績を残し
将来はプロ・ボクサーを目指すものの⼤学3年のときに
怪我のために断念。
その後カナダへ留学し、⾳楽に目覚める。
10月27⽇にはセカンド・シングル「ベイビー・アイラブユー」は
全国各地でヘヴィー・プレイされてロング・ヒットを記録。
USEN J-POP総合チャートでも2010年9 月の初登場
以来 23 週連続チャートインの新記録を打ち⽴てた。
「ベイビー・アイラブユー」を新たに
レコーディング!トータル280万ダウンロードのロングセラー
2015年9月30⽇には⼤ヒット曲「ベイビー・アイラブユー」の
続編を描いた「5年後のアイラブユー」をリード曲にした、
⾃身２年９ヶ月ぶりとなるフルアルバム
「5年後のアイラブユー」をリリースした。
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川畑 要
1979年1月28⽇生まれ、東京都葛飾区出身。
テレビ東京系「ASAYAN超男⼦。オーディション」で、
堂珍嘉邦とともに約2万人の候補者の中から 選ばれ、
ヴォーカルデュオ『CHEMISTRY』として、
2001年3月7⽇デビュー。1stシングルが16週連続
TOP10⼊りという驚異的なロングセラーを記録し、
いきなりのミリオンヒット。1stアルバムは300万枚の
モンスターヒットを記録。同年、NHK紅白歌合戦に
初出場し、瞬間視聴率No1(関東圏）を獲得。
『CHEMISTRY』はヴォーカルデュオの代名詞となり、
CD総売上枚数は1,800万枚を誇る⽇本を代表する
アーティストとなった。
CHEMISTRY/シンガーとしての活動のかたわら、
2012年1月〜3月には関⻄テレビ・フジテレビ系
連続ドラマ「ハングリー！」にレギュラー出演し、俳優デビュー。
同6月には朗読劇「サマーウォーズ」で初舞台に挑戦するなど、
⾳楽以外にも活動のフィールドを広げている。
2016年3月7⽇で、デビュー15周年を迎えた。

（CHEMISTRY）

【東京⼤会】 2016年5月10⽇ 19：30試合開始 ⽇本国 国歌独唱
セレモニー時間 19：15（予定）
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