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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。 

さて、当協会(JBA)が公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)に対し推薦しておりました女子ユニバーシア

ード日本代表チームについて、JOC より正式に日本代表チーム(選手・スタッフ)として承認・認定されましたので、

以下のとおり、お知らせいたします。 

2019 年度女子ユニバーシアード日本代表チームは、今夏 7 月 3 日(水)～14 日(日)の期間、イタリア・ナポリで

開催される 「第 30回ユニバーシアード競技大会(2019 / ナポリ)」 に出場します。2年前にチャイニーズ・タイペイ

にて開催された前回大会(2017 年 / 台北)では、50 年ぶりとなる銀メダルを獲得した女子ユニバーシアード日本

代表チーム。今大会でもメダル獲得を目指して戦います。 

報道関係者の皆様におかれましては、本件の周知にご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

敬具  
 

記 
 

件 名   2019 年度バスケットボール女子ユニバーシアード日本代表チーム  

日本代表選手・スタッフ発表 

 

大 会 概 要     大会名： 第 30 回ユニバーシアード競技大会 (2019 / ナポリ) 

期 間： 2019 年 7 月 3 日(水)～14 日(日) 

             ※バスケットボール競技(女子)：7 月 3 日(水)～10 日(水) 

開催地： イタリア・ナポリ 

 

  メンバー表    ※別紙参照 

 

今後の予定    ○第 1 次強化合宿： 6 月 14 日(金)～6 月 16 日(日) ＠日立ハイテクノロジーズ体育館 

○第 2 次強化合宿： 6 月 21 日(金)～6 月 24 日(月) ＠愛知県内 

○第 3 次強化合宿： 6 月 28 日(金)～7 月 2 日(火) ＠味の素 NTC、イタリア 

              ※ 上記日程・場所は予定のため、変更になる場合があります。 

              ※ 第 1 次および第 2 次強化合宿については、本大会出場スタッフとは一部異なる 

スタッフにて実施いたします (参加選手はすべて本大会出場メンバーとなります)。 

 

問い合わせ     公益財団法人日本バスケットボール協会 日本代表チーム 広報グループ 

携帯電話： 080-4179-2072 (新出)  

070-1314-2153 (荒牧) 

 

以上  

2019 年度バスケットボール女子ユニバーシアード日本代表チーム 

日本代表選手・スタッフ発表 
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<今後の合宿予定>※今後変更になる可能性があります 

行事名 日程 会場 備考 

第 1 次強化合宿 6/14(金)-6/16(日) 日立ハイテクノロジーズ体育館  

第 2 次強化合宿 6/21(金)-6/24(月) 愛知県名古屋市、三河安城市  

第 3 次強化合宿 6/27(木)-7/2(火) 味の素 NTC、イタリア・ナポリ 6/27 前泊 

第 30 回ユニバーシアード競技大会 7/3(水)-7/10(水) イタリア・ナポリ 7/12(金)帰国 
 

■スタッフ(STAFF) 

■選手(PLAYERS) 

 

2019 年度バスケットボール女子ユニバーシアード日本代表チーム 

第 30 回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ) メンバー表 

MEMO：年齢、所属は 2019(H31)年 6 月 10 日現在 P:PG ポイントガード、SG シューティングガード、SF スモールフォワード、PF パワーフォワード、C センター 

氏 名 (LASTNAME, Firstname) 所属

チームリーダー Team Leader 野寺 和彦 (NODERA, Kazuhiko) 玉川大学

ヘッドコーチ Head Coach 佐久本 智 (SAKUMOTO, Satoshi) JX-ENEOSサンフラワーズ

アシスタントコーチ Assistant Coach 木下 佳子 (KINOSHITA, Yoshiko) 日本体育大学

アシスタントコーチ Assistant Coach 柏倉 秀徳 (KASHIWAKURA, Hidenori) 筑波大学

マネージャー・通訳 Manager/Interpreter 田邊 広子 (TANABE, Hiroko) トヨタ自動車アンテロープス

ドクター Doctor 宇土 美於 (UDO, Mio) 多摩北部医療センター

トレーナー Trainer 古澤 美香 (FURUSAWA, Mika) 株式会社リニアート

トレーナー Trainer 山本 愛乃 (YAMAMOTO, Akino) 帝京大学

テクニカルスタッフ Technical Staff 梅津 ひなの (UMETSU, Hinano) 公益財団法人日本バスケットボール協会

氏　　名 生年月日 出身地

(LAST NAME, First name) (年齢) 出身校

松本 愛美 1995/08/09 山口県

(MATSUMOTO, Narumi) (23) 筑波大学

髙田 静 1996/06/21 福島県

(TAKADA, Shizuka) (22) 早稲田大学

田中 真美子 1996/12/11 東京都

(TANAKA, Mamiko) (22) 早稲田大学

渡部 友里奈 1996/12/30 千葉県

(WATABE, Yurina) (22) 専修大学

アイメレク モニィーク 1997/02/17 アメリカ

(AYMELEK, Monique) (22) 愛知学泉大学

永田 萌絵 1997/06/20 長崎県

(NAGATA, Moe) (21) 長崎市立長崎商業高校

軸丸 ひかる 1997/11/26 愛媛県

(JIKUMARU, Hikaru) (21) 聖カタリナ学園高校

岡田 英里 1997/12/18 茨城県

(OKADA, Eri) (21) 明秀学園日立高校

中田 珠未 1997/12/21 埼玉県

(NAKADA, Tamami) (21) 明星学園高校

佐坂 樹 1998/01/31 埼玉県

(SASAKA, Miki) (21) 山村学園高校

藤本 愛妃 1998/02/11 徳島県

(FUJIMOTO, Aki) (21) 桜花学園高校

佐藤 由璃果 1998/09/27 東京都

(SATO, Yurika) (20) 八雲学園高校

-- 平 均 (Average) -- 172.8 66.0 21.4 --

15 SF 176 65 筑波大学3年

14 PF 180 74 東京医療保健大学4年

13 PF 177 83 白鷗大学4年

12 PF 182 71 早稲田大学4年

11 PG 164 60 東京医療保健大学4年

10 PG 167 59 白鷗大学4年

9 SF 173 66 東京医療保健大学4年

8 PF 174 67 東京羽田ヴィッキーズ

7 SG 166 57 デンソー アイリス

6 C 180 73 富士通レッドウェーブ

5 PG 168 60 JX-ENEOSサンフラワーズ

4 SG 166 57 富士通 レッドウェーブ

No Ｐ 身長 体重 所属


	20190610_JBAPR2019020_2019年度女子ユニバーシアード日本代表チーム_日本代表選手発表
	Univerciade_W_member_20190610-Fin

