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バスケットボール男女日本代表チーム

パリ 2024 オリンピックまでのマイルストーン



【5人制男子】パリ 2024 オリンピックまでのマイルストーン ※2022/06/07 現在

年 アジア 世界

2020

2021

2022

2023

2024
パリ 2024 オリンピック

12チーム

FIBA オリンピック世界最終予選（OQT）
アフリカ・アメリカ・アジア・EUの4地区（各6チーム）

FIBA アジアカップ 1 次予選
Window1

FIBA ワールドカップ 2023
32チーム

2023年8月25日～9月10日

2024年7月24日～8月11日

2024年6月？

東京 2020 オリンピック
12チーム

アフリカ:上位1チーム
アメリカ:上位2チーム
アジア:上位1チーム
オセアニア：上位1チーム
ヨーロッパ:上位2チーム

開催国 (※欄外参照)

各トーナメント優勝の4チームがオリンピック出場

右記以外のアフリカ、アメリカ、アジア最上位チーム＋上位16チーム
＋プレ予選（アフリカ、アメリカ、アジア各1チーム、ヨーロッパ2チーム）

2020年2月

2020年11月

2020年7月24日～8月9日
→2021年7月23日～8月9日に変更

2021年2月

FIBA アジアカップ 1 次予選
Window 2

FIBA アジアカップ 1 次予選
Window 3 FIBA アジアカップ 2 次予選

2021年6月 or 7月

DIVISION A 16チーム
DIVISION B 8チーム

FIBA アジアカップ 2022

2022年7月12日～7月24日
※2021年から延期

FIBA アジアカップ 1 次予選
Window 1

2024年2月？

2024年11月？

FIBA アジアカップ 1 次予選
Window 2

DIVISION A 16チーム
DIVISION B 8チーム

6グループ各上位2チーム
＋各グループ3位でトーナメント勝抜け4チーム

FIBA ワールドカップ 2023  1 次予選
Window 1～3

FIBA ワールドカップ 2023  2 次予選
Window 4～6

FIBA アジアカップ 2022に出場する
16チームがワールドカップ 1 次予選進出

※新型コロナウイルスの影響により
一部日程・開催方式の変更等あり

2※開催国枠適用の有無は、今後の FIBA セントラルボード承認事項



男子日本代表 パリ 2024 オリンピック出場権獲得条件まとめ ※2022/06/07 現在

<条件①> 2023年 ワールドカップにおいて、アジアゾーン最上位の成績を収める
(※オーストラリア等のオセアニアエリアは別枠となるため、ここで の 「アジアゾーン」 に含まない)

【参考】 ※その他ゾーンのワールドカップ戦績におけるオリンピック出場権獲得チーム数
アフリカ : 上位 1 チーム /  アメリカ : 上位 2 チーム /  オセアニア ： 上位 1 チーム /
ヨーロッパ : 上位 2 チーム /  開催国 (= フランス)

※ただし、開催国枠の適用有無については、今後の FIBA セントラルボード承認事項

(※アジア・開催国を含み、計 8 チームがワールドカップの成績でオリンピック出場権を獲得)

<条件② >  ①未達の場合、以下の条件で FIBA オリンピック世界最終予選 (OQT)への出場権を獲得

a. ①で出場権を得たチームを除き、アジアゾーン最上位 (全体としてアジア 2 位) の成績を収める
b.  ① (他ゾーンおよび開催国を含む 8 チーム) および 上記 a のチームを除いたワールドカップの成績

上位16チームに入る。
※ P.2 「大会相関表」 に記載の 「OQT プレ予選」 はワールドカップ不出場国が対象のため、日本は対象外。

【参考】 FIBA オリンピック世界最終予選 (OQT)
日 程 ： 未定 (2024年 6 月ころ？)
開催地 ： 未定 (アフリカ・アメリカ・アジア・ヨーロッパの 4 地区 (各地区 1 会場・全 4 会場) で開催予定)

※オリンピック出場権獲得条件 ： OQT 各会場 (各 6 チーム) の最上位となる

男子日本代表チームは以下の条件を満たした場合にパリ 2024 オリンピックの出場権を獲得
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年 アジア 世界

2020

2021

2022

2023

2024

各大陸カップ上位チーム（東京オリンピッ
ク優勝国+開催国含む）がワールドカッ
プ最終予選トーナメント出場

パリ 2024 オリンピック
12チーム

FIBA オリンピック世界最終予選（OQT）
16チーム

FIBA 女子アジアカップ 2023
(兼 パリ 2024 オリンピック プレ予選)

Division A：8チーム

FIBA 女子アジアカップ 2021
(兼FIBA ワールドカップ プレ予選)

Division A：8チーム

FIBA 女子ワールドカップ 2022
12チーム

2022年9月22日～10月1日

2024年7月26日～8月11日

2024年2月4日～12日

東京 2020 オリンピック
12チーム

優勝国がワールドカップ出場権獲得

優勝チームがパリオリンピック出場権獲得

【Division A】
日本 フィリピン
中国 インド
韓国 オーストラリア
チャイニーズ・タイペイ ニュージーランド

2021年9月27日～10月3日

2023年7～9月?

2020年7月24日～8月9日
→2021年7月23日～8月9日に変更

【5人制女子】パリ 2024 オリンピックまでのマイルストーン ※2022/06/07 現在

FIBA女子ワールドカップ最終予選トーナメント
（WCQT）

16チーム

アフロバスケット:上位2チーム
アメリカップ:上位4チーム
アジアカップ:上位4チーム

ユーロバスケット:上位6チーム

４トーナメントの各上位3チームがワール
ドカップ出場（東京オリンピック優勝国+
開催国含む）
※開催国はFIBAセントラルボード承認

各大陸カップ上位チーム（ワールドカップ
優勝国+開催国含む）がオリンピック最
終予選トーナメント出場

アフロバスケット:上位2チーム
アメリカップ:上位4チーム
アジアカップ:上位4チーム

ユーロバスケット:上位6チーム

４トーナメントの各上位3チームがワールドカップ出場
（ワールドカップ優勝国+開催国含む)*

【Division A】
日本 フィリピン
中国 レバノン
韓国 オーストラリア
チャイニーズ・タイペイ ニュージーランド

※日本＝優勝

※日本＝準優勝 (銀メダル)

※日本＝大阪会場2位
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※開催国枠の適用有無は、今後の FIBA セントラルボード承認事項



女子日本代表 パリ 2024 オリンピック出場権獲得条件まとめ ※2022/06/07 現在

<条件①> 2022年 女子ワールドカップで優勝する

<条件② > ①未達の場合は、以下 の段階を経てオリンピック出場権獲得を目指す

・ 2023年に開催される女子アジアカップ 2023でベスト 4 以上の成績を収め、

FIBA 女子オリンピック世界最終予選 (OQT) の出場権を獲得
(※「女子アジアカップ 2023」の概要については P.17 参照)

・ ＯＱＴ で入った所属グループ内 4 チームのうち、上位 3 チーム以内に
入れば、オリンピック出場権を獲得

(※ただし、OQT にはすでにオリンピック出場権を持つワールドカップ優勝国および開催国 (＊備考) の
出場が義務づけられているため、グループによっては上位 2 チーム以内が出場権獲得条件とな
る場合あり)

【参考】 FIBA 女子オリンピック世界最終予選 (OQT)
日 程 ： 2024年 2 月 4 日 (日) ～12日 (月) ※予定
開催地 ： 未定 (全 4 会場で開催予定)

【備考】 開催国枠 の適用有無については、今後の FIBA セントラルボード承認事項

女子日本代表チームは以下の条件を満たした場合にパリ 2024 オリンピックの出場権を獲得
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2022年度男子日本代表チーム

日本代表候補選手および FIBA 国際大会概要
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2022年度バスケットボール男子日本代表チーム 第1次日本代表候補選手リスト (1/3)

No. 氏　名 (LASTNAME, Firstname) Ｐ
身長
(cm)

体重
(㎏)

　生年月日 (年齢) 所　属 出身地 出身校 初 OLY W杯

1  竹内　公輔 (TAKEUCHI, Kosuke) PF 206 100 1985/01/29 (37) 宇都宮ブレックス 大阪府 慶応義塾大学 ■

2  ファジーカス　ニック (FAZEKAS, Nick) C 207 114 1985/06/17 (36) 川崎ブレイブサンダース アメリカ ネバダ大学 ■

3  ウィリアムス　ニカ (WILLIAMS, Nyika) C 203 111 1987/07/09 (34) 島根スサノオマジック *備考参照 パシフィック大学

4  古川　孝敏 (FURUKAWA, Takatoshi) SF 190 92 1987/10/20 (34) 秋田ノーザンハピネッツ 兵庫県 東海大学

5  エドワーズ　ギャビン (EDWARDS, Gavin) C 206 110 1988/01/15 (34) 千葉ジェッツ アメリカ コネチカット大学 ○

6  谷口　大智 (TANIGUCHI, Daichi) PF 201 105 1990/04/15 (32) 茨城ロボッツ 奈良県 サウスイースタン・オクラホマ州立大学

7  岸本　隆一 (KISHIMOTO, Ryuichi) PG 176 75 1990/05/17 (32) 琉球ゴールデンキングス 沖縄県 大東文化大学

8  比江島　慎 (HIEJIMA, Makoto) SG 191 88 1990/08/11 (31) 宇都宮ブレックス 福岡県 青山学院大学 ○ ■

9  チェンバース　アキ (CHAMBERS, Aki) SF 191 90 1990/09/19 (31) 群馬クレインサンダーズ 東京都 カリフォルニア大学マーセド校

10  熊谷　尚也 (KUMAGAE, Naoya) SF 195 95 1990/11/16 (31) 川崎ブレイブサンダース 福岡県 日本体育大学

11  エヴァンス　ルーク (EVANS, Luke) C 203 100 1991/03/16 (31) ファイティングイーグルス名古屋 アメリカ カリフォルニア・バプティスト大学

12  永吉　佑也 (NAGAYOSHI, Yuya) PF 198 115 1991/07/14 (30) 京都ハンナリーズ 鹿児島県 青山学院大学

13  藤井　祐眞 (FUJII, Yuma) PG 178 75 1991/12/23 (30) 川崎ブレイブサンダース 島根県 拓殖大学

14  須田　侑太郎 (SUDA, Yutaro) SG 190 87 1992/01/03 (30) 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 北海道 東海大学

15  張本　天傑 (HARIMOTO, Tenketsu) PF 198 100 1992/01/08 (30) 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 愛知県 青山学院大学 ○

16  森川　正明 (MORIKAWA, Masaaki) SF 191 86 1992/03/07 (30) 横浜ビー・コルセアーズ 福井県 愛知学泉大学

17  野本　建吾 (NOMOTO, Kengo) PF 201 101 1992/04/25 (30) 群馬クレインサンダーズ 兵庫県 青山学院大学

18  安藤　誓哉 (ANDO, Seiya) PG 181 84 1992/07/15 (29) 島根スサノオマジック 東京都 明治大学 ■

19  橋本　晃佑 (HASHIMOTO, Kosuke) PF 203 105 1993/05/06 (29) シーホース三河 栃木県 東海大学

20  富樫　勇樹 (TOGASHI, Yuki) PG 167 65 1993/07/30 (28) 千葉ジェッツ 新潟県 モントロス・クリスチャン高校 ○ ■
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2022年度バスケットボール男子日本代表チーム 第1次日本代表候補選手リスト (2/3)

No. 氏　名 (LASTNAME, Firstname) Ｐ
身長
(cm)

体重
(㎏)

　生年月日 (年齢) 所　属 出身地 出身校 初 OLY W杯

21  ベンドラメ　礼生 (VENDRAME, Leo) PG 183 83 1993/11/14 (28) サンロッカーズ渋谷 福岡県 東海大学 ○

22  原　修太 (HARA, Shuta) SF 187 96 1993/12/17 (28) 千葉ジェッツ 千葉県 国士舘大学

23  鵤　誠司 (IKARUGA, Seiji) PG 185 95 1994/01/08 (28) 宇都宮ブレックス 福岡県 青山学院大学 ★

24  渡邊　雄太 (WATANABE, Yuta) SF 206 97 1994/10/13 (27) トロントラプターズ 香川県 ジョージ・ワシントン大学 ○ ■

25  佐藤　卓磨 (SATO, Takuma) SF 197 93 1995/05/10 (27) 千葉ジェッツ 北海道 東海大学

26  齋藤　拓実 (SAITO, Takumi) PG 172 69 1995/08/11 (26) 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 神奈川県 明治大学

27  馬場　雄大 (BABA, Yudai) SG 195 90 1995/11/07 (26) メルボルンユナイテッド 富山県 筑波大学 ○ ■

28  今村　佳太 (IMAMURA, Keita) SG 191 92 1996/01/25 (26) 琉球ゴールデンキングス 新潟県 新潟経営大学

29  フリッピン　コー (FLIPPIN, Koh) SG 188 75 1996/05/20 (26) 琉球ゴールデンキングス アメリカ ドエイン大学

30  アキノ　マシュー (AQUINO, Matthew) C 205 100 1996/09/28 (25) 信州ブレイブウォリアーズ フィリピン ナショナル大学

31  ラシード　ファラーズ (RASHID, Faraz) C 202 94 1997/09/13 (24) 千葉ジェッツ 埼玉県 東洋大学 ★

32  寺嶋　良 (TERASHIMA, Ryo) PG 179 77 1997/10/23 (24) 広島ドラゴンフライズ 東京都 東海大学

33  シェーファー　アヴィ 幸樹 (SCHAFER, Avi Koki) PF 206 106 1998/01/28 (24) シーホース三河 兵庫県 ジョージア工科大学 ○ ■

34  八村　塁 (HACHIMURA, Rui) PF 203 102 1998/02/08 (24) ワシントンウィザーズ 富山県 ゴンザガ大学 ○ ■

35  吉井　裕鷹 (YOSHII, Hirotaka ) SF 196 94 1998/06/04 (23) アルバルク東京 大阪府 大阪学院大学 ★

36  岡田　侑大 (OKADA, Yuta) SG 189 80 1998/06/10 (23) 信州ブレイブウォリアーズ 京都府 拓殖大学

37  川真田　紘也　 (KAWAMATA, Koya) C 202 102 1998/06/16 (23) 滋賀レイクスターズ 徳島県 天理大学 ★

38  小酒部　泰暉 (OSAKABE, Taiki) SG 187 88 1998/07/15 (23) アルバルク東京 神奈川県 神奈川大学 ★

39  テーブス　海 (TOEWS, Kai) PG 188 85 1998/09/17 (23) 宇都宮ブレックス 兵庫県 ノースカロライナ大学ウィルミントン校

40  渡邉　飛勇 (WATANABE, Hugh) C 207 106 1998/12/23 (23) 琉球ゴールデンキングス アメリカ カリフォルニア大学デービス校大学院 ○
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2022年度バスケットボール男子日本代表チーム 第1次日本代表候補選手リスト (3/3)

No. 氏　名 (LASTNAME, Firstname) Ｐ
身長
(cm)

体重
(㎏)

　生年月日 (年齢) 所　属 出身地 出身校 初 OLY W杯

41  西田　優大 (NISHIDA, Yudai) SG 190 90 1999/03/13 (23) シーホース三河 徳島県 東海大学

42  河村　勇輝 (KAWAMURA, Yuki) PG 172 68 2001/05/02 (21) 横浜ビー・コルセアーズ 山口県 東海大学 ★

-- -- 193.0 92.4平 均 (Average) 28.0 --

【備考】年齢・所属は2022年 6 月 3 日現在
ポジション(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
経歴欄：「初」= A 代表候補初選出 (重点強化選手選出キャリアは A 代表候補選出に含まない)

「OLY」= 東京 2020 オリンピック 日本代表選手
「W杯」= ワールドカップ前回大会 (2019年＠中国)日本代表選手

※ウィリアムス ニカ選手の出身地＝「セントビンセントおよびグレナディーン諸島」

※本リストは記者会見時のものであり、今後の状況によりリスト外から追加招集される場合があります。あらかじめご了承ください。
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FIBA ワールドカップ 2023 大会概要 ※2022/06/07 現在

■大会名称

■日 程

■開 催 地

■参 加 国

■公式サイト

■備 考

【FIBA ワールドカップ 2023 概要】

男子

5 チーム
5 or 6 チーム
7 チーム
12 チーム
3 or 2 チーム

FIBA BASKETBALL WORLD CUP 2023 (PHILIPPINES / JAPAN / INDONESIA)
(和名： FIBA バスケットボール ワールドカップ 2023)

2023年 8 月25日 (金) ～ 9 月10日 (日) (※沖縄グループフェーズ ： 2023年 8 月25日 (金) 〜9月3日 (日))

フィリピン、インドネシア、日本 (沖縄) ※3か国共催
※グループフェーズを上記 3 か国で、 決勝ステージはフィリピンの首都マニラで開催予定。
※日本 (沖縄) 会場： 沖縄アリーナ ＜所在地＞〒904-0034 沖縄県沖縄市山内 1-16−1

全32チーム <ゾーン別出場国内訳 (出場割り当て) は以下のとおり>
アフリカ
アジア・オセアニア (※インドネシアの開催国枠適用有無により変動 )
アメリカ
ヨーロッパ
開催国 (※インドネシアの開催国枠適用有無により変動 )
※フィリピン、日本の開催国枠での本大会出場は確定。インドネシアは アジアカップ 2022 の結果による。

https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023

○本大会で以下の各ゾーンのチーム （8 チーム）が 2024年開催のパリオリンピックへの出場権を獲得する。
アフリカ 上位 1 チーム / アメリカ 上位 2 チーム / アジア 上位 1 チーム
オセアニア 上位 1 チーム / ヨーロッパ 上位 2 チーム / 開催国 (=フランス) 1 チーム
※ただし、開催国枠の適用有無については、今後の FIBA セントラルボード承認事項

○上記を除く以下の24チームが FIBA オリンピック世界最終予選 (OQT) への出場権を獲得し、OQT (6 チーム×4
グループ) の各グループ最上位チーム ( 4 チーム) がオリンピック出場権を獲得する。

・ アフリカ、アメリカ、アジア各ゾーンの最上位チーム (計 3 チーム)
・ 上記を除いたワールドカップ上位16チーム (計16チーム)
・ プレ予選 （アフリカ、アメリカ、アジア 各ゾーン 1 チーム / ヨーロッパ 2 チーム） （計 5 チーム）
※ OQTプレ予選についてはワールドカップ不出場国が対象のため、日本は対象外

https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023
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FIBA ワールドカップ 2023 アジア地区予選 大会概要 ※2022/06/07 現在

FIBA BASKETBALL WORLD CUP Asian Qualifiers
(和名： FIBA バスケットボール ワールドカップ 2023 アジア地区予選)

※新型コロナウイルス感染症の影響により、一部レギュレーションが変更されています。
今後も状況に応じて変更になる場合があります。また、以下は日本の属するグループBについて記載しています。

○ Window 3：
日 程：2022年 7 月 1 日 (金) ～ 7 月 3 日 (日)
開催地：オーストラリア (メルボルン) ※セントラル開催方式
＜日本戦日程＞ ・ 7 月 1 日 (金)  vs. オーストラリア /  ・ 7 月 3 日 (日） vs. チャイニーズ・タイペイ

※以下 Window 4 以降は2次ラウンドとなるため、Window 3 までの戦績により日程・対戦相手が決定。

○ Window 4：
日 程： 2022年 8 月22日 (月) ～ 8 月30日 (火)
開催地： ※ HOME＆AWAY 方式予定
＜日本戦日程＞ ・ 8 月 25 日 (木)  ※AWAY予定

・ 8 月 29 日 (月）または30日 (火) ※HOME （会場：沖縄アリーナ予定）

○ Window 5：
日 程： 2022年11月7日 (月) ～11月15日 (火)
開催地： ※ HOME＆AWAY 方式予定

○ Window 6：
日 程： 2023年 2 月20日 (月) ～ 2 月28日 (火)
開催地： ※ HOME＆AWAY 方式予定

https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023/asian-qualifiers

日本は開催国としてワールドカップ本戦への出場権を獲得済み。

男子

【FIBA ワールドカップ 2023 アジア地区予選 概要】

■大会名称

■日 程

■公式サイト

■備 考

https://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2023/asian-qualifiers
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FIBA アジアカップ 2022 大会概要 ※2022/06/07 現在

FIBA BASKETBALL ASIA CUP ２０２２ (INDONESIA) 
(和名：FIBA アジアカップ 2022)

2022年 7 月12日 (火) ～ 7 月24日 (日)
(※2021年開催予定から新型コロナウイルス感染症の影響により2022年開催へ延期)

インドネシア・ジャカルタ
(会場：Gelora Bung Karno Sports Palace )

① 参加16チームを 4 グループに分け、各グループ 1 回戦総当たりのグループラウンドを行う。
② 各グループ 1 位は自動的に決勝トーナメント準々決勝に進出。各グループ 2 位と 3 位チームがA/B、C/Dの

たすき掛けでベスト 8 (準々決勝) 進出決定戦を行う (A 2 位 対 B 3 位、A 3 位 対 B 2 位。グループC/Dも同様)
③ 準々決勝以降、ノックアウト方式の決勝トーナメントを行う (3 位決定戦を行う)

https://www.fiba.basketball/asiacup/2022

全16チーム

＜グループ A＞ サウジアラビア ヨルダン オーストラリア インドネシア

＜グループ B＞ チャイニーズ・タイペイ 中国 韓国 バーレーン

＜グループ C＞ イラン 日本 カザフスタン シリア

＜グループ D＞ インド レバノン フィリピン ニュージーランド

※本大会において、インドネシアがベスト 8 以上の成績を収めた場合に、インドネシアは FIBA ワールドカップ 2023 の
開催国枠を獲得。
(日本とフィリピンはすでにワールドカップの開催国枠を獲得済み)

男子

【FIBA アジアカップ 2022 概要】

■大会名称

■日 程

■開 催 地

■大会方式

■公式サイト

■参 加 国

■備 考

https://www.fiba.basketball/asiacup/2022
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2022年度女子日本代表チーム

日本代表候補選手および FIBA 国際大会概要
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2022年度バスケットボール女子日本代表チーム 第1次日本代表候補選手リスト (1/2)

No 氏　　名 (LASTNAME, Firstname) P
身長
(cm)

体重
(㎏)

所属 出身地 出身校 初 OLY W杯

1  髙田 真希 (TAKADA, Maki) PF 185 74 1989/08/23 (32) デンソー アイリス 愛知県 桜花学園高校 ○ □

2  渡嘉敷 来夢 (TOKASHIKI, Ramu) C 193 85 1991/06/11 (30) ENEOSサンフラワーズ 埼玉県 桜花学園高校

3  宮澤 夕貴 (MIYAZAWA, Yuki) SF/PF 183 73 1993/06/02 (29) 富士通 レッドウェーブ 神奈川県 神奈川県立金沢総合高校 ○ □

4  本橋 菜子 (MOTOHASHI, Nako) PG 164 55 1993/10/10 (28) 東京羽田ヴィッキーズ 埼玉県 早稲田大学 ○ □

5  長岡 萌映子 (NAGAOKA, Moeko) PF 183 75 1993/12/29 (28) (公財)日本バスケットボール協会 北海道 札幌山の手高校 ○ □

6  安間 志織 (YASUMA, Shiori) PG 161 56 1994/07/22 (27) Eisvögel USC Freiburg 沖縄県 拓殖大学

7  林 咲希 (HAYASHI, Saki) SG 173 65 1995/03/16 (27) ENEOSサンフラワーズ 福岡県 白鷗大学 ○

8  小池 遥 (KOIKE, Haruka) PG 167 59 1995/06/22 (26) シャンソン化粧品 シャンソンVマジック 新潟県 大阪人間科学大学

9  鷹のはし 公歌 (TAKANOHASHI, Kimika) SG 168 62 1995/07/10 (26) 東京羽田ヴィッキーズ 静岡県 愛知学泉大学 ★

10  宮崎 早織 (MIYAZAKI, Saori) PG 167 57 1995/08/27 (26) ENEOSサンフラワーズ 埼玉県 聖カタリナ女子高校 ○

11  中田 珠未 (NAKADA, Tamami) PF 182 72 1997/12/21 (24) ENEOSサンフラワーズ 埼玉県 早稲田大学

12  𠮷田 舞衣 (YOSHIDA, Mai) SG 175 67 1998/04/13 (24) シャンソン化粧品シャンソンVマジック 神奈川県 拓殖大学

13  梅沢 カディシャ樹奈 (UMEZAWA, Kadysha Juna) C 190 85 1998/07/26 (23) トヨタ自動車 アンテロープス 東京都 桜花学園高校

14  赤穂 ひまわり (AKAHO, Himawari) SG/SF 184 71 1998/08/28 (23) デンソー アイリス 石川県 昭和学院高校 ○ □

15  馬瓜 ステファニー (MAWULI, Stephanie) PF 182 78 1998/11/25 (23) トヨタ自動車 アンテロープス 愛知県 桜花学園高校 ●

16 オコエ 桃仁花 (OKOYE, Monica) PF 182 85 1999/02/07 (23) 富士通 レッドウェーブ 東京都 明星学園高校 ○ □

17  藤本 愛瑚 (FUJIMOTO. Mako) SF/PF 179 76 1999/10/01 (22) ENEOSサンフラワーズ 徳島県 桜花学園高校 ★

18  山本 麻衣 (YAMAMOTO, Mai) PG 163 58 1999/10/23 (22) トヨタ自動車 アンテロープス 広島県 桜花学園高校 ●

19  奥山 理々嘉 (OKUYAMA, Ririka) SF 180 72 2000/04/06 (22) ENEOSサンフラワーズ 神奈川県 八雲学園高校

20  今野 紀花 (KONNO, Norika) SG 179 66 2000/05/01 (22) ルイビル大学3年 東京都 聖和学園高校

 生年月日　(年齢)
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2022年度バスケットボール女子日本代表チーム 第1次日本代表候補選手リスト (2/2)

No 氏　　名 (LASTNAME, Firstname) P
身長
(cm)

体重
(㎏)

所属 出身地 出身校 初 OLY W杯

21  東藤 なな子 (TODO, Nanako) SG/SF 175 66 2000/11/29 (21) トヨタ紡織サンシャインラビッツ 北海道 札幌山の手高校 ○

22  野口 さくら (NOGUCHI, Sakura) PF 181 68 2001/02/24 (21) シャンソン化粧品 シャンソンVマジック 新潟県 安城学園高校 ★

23  岡本 美優 (OKAMOTO, Miyu) SG 178 74 2001/04/23 (21) 東京医療保健大学3年 北海道 桜花学園高校 ★

24  平下 愛佳 (HIRASHITA, Aika) SG 177 71 2002/01/14 (20) トヨタ自動車 アンテロープス 愛知県 桜花学園高校 ★

25  江村 優有 (EMURA, Yua) PG 160 60 2002/12/04 (19) 早稲田大学2年 長崎県 桜花学園高校 ★

26  朝比奈 あずさ (ASAHINA, Azusa) PF/C 184 75 2003/10/20 (18) 筑波大学1年 神奈川県 桜花学園高校 ★

27  福王 伶奈 (FUKUO, Reina) C 193 74 2005/08/11 (16) 桜花学園高校2年 愛知県 四日市メリノール学院中学校 ★

-- -- 177.3 69.6

 生年月日　(年齢)

平 均 (Average) 23.8 --

【備考】年齢・所属は2022年 6 月 3 日現在
ポジション(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
経歴欄：「初」= A 代表候補初選出

「OLY」= 東京 2020 オリンピック 日本代表選手 (○= 5人制 / ●= 3人制)
「W杯」= ワールドカップ前回大会 (2018年＠スペイン)日本代表選手

※本リストは記者会見時のものであり、今後の状況によりリスト外から追加招集される場合があります。あらかじめご了承ください。
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FIBA 女子ワールドカップ 2022 大会概要 ※2022/06/07 現在

■大会名称

■日 程

■開 催 地

■大会方式

■公式サイト

FIBA WOMEN’S  BASKETBALL WORLD CUP 2022 (AUSTRALIA)
(和名： FIBA 女子バスケットボール ワールドカップ 2022)

2022年 9 月22日 (木) ～10月 1 日 (土)

オーストラリア・シドニー
(会場 ： シドニースーパードーム / シドニーオリンピック公園スポーツセンター 他)

① A/Bの 2 グループ (各 6 か国) にて 1 回戦総当たりのグループラウンドを行う。
② 各グループ上位 4 か国が決勝トーナメント準々決勝に進出。

以降、ノックアウト方式のトーナメント戦を行う。
③ 3 位決定戦を実施する。

https://www.fiba.basketball/womensbasketballworldcup/2022

■参 加 国 全12チーム ※国名のあとのカッコ書きは2022年 2 月15日発表の最新 FIBA ランキング

○グループ A ；

ベルギー (5) 中国 (7) ボスニアヘルツェゴビナ (26) プエルトリコ (17)

韓国 (13) アメリカ (1)

○グループ B ;

フランス (6) セルビア (10) 日本 (8) マリ (37) *脚注

カナダ (4) オーストラリア (3)

(*) グループ B のマリは、国際活動中断を発表したナイジェリアの代替出場 (詳細はこちら >> https://bit.ly/3tfBUFP )

■備 考 ※本大会優勝チームは2024年開催のパリオリンピックへの出場権を獲得

女子

https://www.fiba.basketball/womensbasketballworldcup/2022
https://bit.ly/3tfBUFP
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FIBA 女子アジアカップ 2023 大会概要 ※2022/06/07 現在

■大会名称

■日 程

■開 催 地

■参 加 国

■備 考

FIBA WOMEN’S  BASKETBALL ASIA CUP 2023
(和名： FIBA 女子アジアカップ 2023)

2023年 7 ～ 9 月ころ (※日程詳細未定)

未定

全 8 チーム (Division A) ※出場国は前回大会にて決定済み

日本 中国 オーストラリア 韓国

ニュージーランド チャイニーズ・タイペイ フィリピン レバノン

※インドは前回大会の結果により Division B に降格し、入れ替わりでレバノンが Division A  に昇格。

本大会でベスト 4 の成績を収めた 4 チームが FIBA 女子オリンピック世界最終予選 (OQT) に進出。

○FIBA 女子オリンピック世界最終予選 (OQT)
日 程： 2024年 2 月 4 日 (土) ～ 2 月12日 (日) ※国際試合期間 (ウインドウ) にて実施
開催地： 未定

女子
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日本代表チーム 今後の活動予定

(国内開催の国際強化試合 概要)
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男女国際強化試合 2022 開催概要 (日程順) ※2022/06/07 現在

＜女子＞

■大会名称

■日 程

■会 場

■対戦相手
開始予定他

■公式サイト

■備 考

三井不動産カップ 2022 (千葉大会)
バスケットボール女子日本代表国際強化試合

2022年 6 月18日 (土) ・ 19日 (日)

千葉ポートアリーナ ＜所在地＞〒 260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町 1-20

○第 1 戦： 2022年 6 月18日 (土)  TIPOFF 17:00
AKATSUKI FIVE 女子日本代表 (HOME) vs. 女子トルコ代表 (AWAY)
(※2022年 2月15日発表 最新 FIBA ランキング：日本＝8位 / トルコ＝9位)

○第 2 戦 2022年 6 月19日 (日) TIPOFF 15:00
AKATSUKI FIVE 女子日本代表 (HOME) vs. 女子トルコ代表 (AWAY)

https://exhibition2022-women.japanbasketball.jp/

【エキシビションマッチ】 6/18 (土) 男子 U22 日本代表チーム vs. 日本学生選抜チーム (TIPOFF 13:00)

【6月】

【8月】 ＜男女＞

■大会名称

■日 程

■会 場

■対戦相手
開始予定他

【男子】 バスケットボール男子日本代表チーム国際強化試合 2022 (仮称)
【女子】 三井不動産カップ 2022 (宮城大会) バスケットボール女子日本代表国際強化試合

【男子】 2022年 8 月13日 (土) ・ 14日 (日)
【女子】 2022年 8 月11日 (木) ・ 12日 (金) 

ゼビオアリーナ仙台 ＜所在地＞〒982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町 1-4−10

※男女ともに対戦相手および試合開始時間は調整中

男女

https://exhibition2022-women.japanbasketball.jp/

