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三井不動産カップ2021（神奈川大会）
バスケットボール女子日本代表国際強化試合

「バスケットボール女子日本代表国際強化試合2019
三井不動産カップ（水戸大会・埼玉大会）」時の写真です

女子日本代表×
女子ポルトガル代表
会場：横浜武道館





GREETINGS ごあいさつ

　このたび、女子ポルトガル代表チームを神奈川県
横浜市にお迎えし、「三井不動産カップ2021 (神奈
川大会) 女子日本代表国際強化試合」 を開催できま
すことを、大変うれしく思います。また、難しい状況
のなか来日いただきました女子ポルトガル代表チー
ムの皆様にも、心から感謝いたします。
　今大会は、コロナ禍のなかで強化活動を続ける女
子日本代表チームにとって、貴重な国際試合の機会
です。安心安全な大会とするべく最善を尽くします
ので、ファンの皆様におかれましては、会場で、ある
いはインターネット配信を通じ、ぜひ試合をお楽し
みいただき、女子日本代表チームへのご声援をよろ
しくお願いいたします。
　結びに、特別協賛をいただきます三井不動産株式
会社様をはじめとする協賛各社様、また本大会の開
催にあたりご尽力いただきます皆様方にお礼を申し
上げますとともに、今大会の成功を祈念いたしまし
て、ごあいさつといたします。

「三井不動産カップ 2021 バスケットボール女子
日本代表国際強化試合」の開催に際し、心よりお祝
いを申しあげます。
　弊社は日本各地で人々の暮らしを豊かにする街
づくりに取り組んでおりますが、コロナでリモート
ワークなどが進んだ一方、人が五感で感動体験す
るリアルな空間の価値が再認識されています。そ
してリアル空間での感動体験の代表的なものがス
ポーツであります。こういった思いを世界に挑む
AKATSUKI FIVE女子日本代表の姿に重ね合わ
せ、2016年よりオフィシャルパートナーとして応援
しています。
　新型コロナウイルスによる世界的パンデミックは
日本社会やスポーツ界に甚大な影響を及ぼしてい
ますが、こういった状況だからこそ日本バスケット
ボール協会様の「バスケットボールで日本を元気に」
という理念に共感しており、弊社としてもサポート
していきたいと考えています。本大会において両国
の選手が卓越したスキルを存分に発揮され、力のこ
もった熱戦が繰り広げられることを期待しています。

三屋裕子会長
日本のバスケットボールファンの皆様

　ポルトガル女子代表チームを日本にご招待いた
だき、「Arigato」ございます。
　日本バスケットボール協会から招待を受けたこ
とは、大変光栄なことであり、ポルトガルバスケット
ボール連盟より、心から感謝申し上げます。
　ユニバーシアード競技大会での両チームの過去2
回の試合は、私たちの愛するスポーツへの素晴らし
い賛歌となりましたが、今回の親善試合はさらにス
リリングなものになると確信しております。そして、
両チームの今後の様々な挑戦に向けた、素晴らしい
準備となることでしょう。
　今回の試合が両連盟の実りある関係の始まりと
なることを期待しています。
　近い将来、日本のチームをポルトガルにお迎えで
きる日が来ることを心より楽しみにしております。

Dear Ms Yuko Mitsuya,
Dear Japanese basketball fans,

Arigatõ for welcoming our women's team in 
Japan.
The Portuguese Basketball Federation is very 
grateful, humble, and proud for the invitation 
received from Japan Basketball Association.
The last 2 games between our teams at the 
Universiades were a great anthem to our beloved 
sport, and I am confident these friendly games 
will be even more thrilling to watch and a great 
preparation for the upcoming challenges of both 
of our teams.
I am hoping that these games will be just the 
beginning of a fruitful relationship between our 
Federations, and we cannot wait to welcome your 
team in Portugal in the near future.

公益財団法人日本バスケットボール協会 会長
President, Japan Basketball Association

三屋 裕子
Yuko Mitsuya

三井不動産株式会社 代表取締役社長
President and Chief Executive Officer, Mitsui Fudosan Co., Ltd.

菰田 正信
Masanobu Komoda

ポルトガルバスケットボール連盟 会長
President, Portuguese Basketball Federation

マヌエル フェルナンデス
Manuel Fernandes

We are very pleased to welcome the Portuguese 
Women's National Team to Yokohama City, 
Kanagawa Prefecture, for the "Mitsui Fudosan 
Cup 2021.”
We would also like to thank the Portuguese 
Women's National Team for coming to Japan 
under these difficult circumstances.
It will be a very precious opportunity for the 
Japanese Women’s National Team that has been 
working on under many COVID-19 restrictions. 
We will do our best to run the event safely in the 
secure environment and we hope all of you will 
enjoy the games at the venue and via the internet. 
We would truly appreciate your big cheers and 
support.
In the end, I would like to extend my sincere 
gratitude to Mitsui Fudosan Co., Ltd for the
special sponsorship and everyone involved for 
their efforts and understanding to make this
event come true.

Heartfelt Congratulations on Holding the Mitsui 
Fudosan Cup 2021 Japan Women’s National 
Basketball Team International Basketball Games
Mitsui Fudosan is engaged in neighborhood 
creation to enrichen the lives of people in all 
areas of Japan. The COVID-19 pandemic has led 
to moves forward in areas such as remote work, 
and on the other hand, reconfirmed the value 
of real spaces where people can have emotional 
experiences using all five senses. Sports are 
representative of these inspirational experiences 
had in real spaces. Since 2016, Mitsui Fudosan 
has been an official partner of the AKATSUKI FIVE 
Japan women’s national basketball team as they 
share in this belief and take on the world.
The COVID-19 global pandemic has had an 
enormous impact on Japanese society and the 
world of sports, and it is precisely because of 
these circumstances that Mitsui Fudosan shares 
and supports the Japan Basketball Association’s 
principle of energizing Japan through basketball. 
Mitsui Fudosan expects players from both Japan 
and Portugal to display their outstanding skills 
and play with power and passion.





希らセンター陣がディフェンスでチームを支え、決
勝では流れを変えた町田瑠唯のリーディングも際
立った。まさしく、チーム一丸でつかんだアジア3

連覇だった。
　翌2018年は3大会連続となるFIBA女子ワール
ドカップに出場。渡嘉敷来夢が負傷により出場で
きなかったが、グループラウンドではベルギーを
延長で下し、プエルトリコにも勝利して2勝をマー
クした。だが、スペイン、ベルキー、日本が 1勝 1敗
の同率で並んだため、得失点差で日本はベスト8決
定戦に回ることになる。ここで日本は若手が急成
長中の中国に6点差で及ばずに大会を終える悔し
さを味わった。それでもこの大会では新たなスター
が出現。1 65㎝の司令塔、本橋菜子である。抜群
のスピードに加えて本橋が秀でていたのはスコア
リングだ。当初、司令塔としてのプレーに迷ってい
た本橋は「役割は点数を取ること」というホーバス
HCの言葉で得点意欲に目覚め、その役割は現在に
つながっている。
　エース渡嘉敷が待望の復帰を果たした2019年、
日本はまたしてもFIBA女子アジアカップの頂点に
立つ。準決勝でオーストラリア、決勝で中国との死

闘を制し、大会4連覇を飾った。要所の3ポイント
が光った宮澤夕貴はベスト5を受賞、決勝の後半に
得点力が火を噴いた本橋は大会MVPを獲得した。
　さらに、2020年にはFIBA 東京2020オリン
ピック予選大会（OQT）で貴重な経験を積む。
　総当たりのグループ戦ではベルギーとカナダに
惜敗したものの、スウェーデンに勝利。ホスト国と
戦ったベルギー戦では、一時は20点あった差を2

点差まで猛追する健闘を見せている。本橋と町田
のスピードあるパッシングから、林咲希の連続3ポ
イントで詰め寄ったシーンは、地元ベルギーファン
を沸かせるほどのミラクルプレーだった。
　日本はこのOQTから、現在、戦術の一つとして
取り入れている『スモールボール』を展開し、これ
まで以上に3ポイントシュートを重要視するように
なった。得点源である髙田と宮澤を負傷で欠きな
がらも、強豪国相手に健闘したことで「自信がつい
た」（ホーバスHC）という手応えを得ている。
　リオオリンピックから速さとディフェンスの土
台をより強固にして、結果を積み上げている女子
日本代表。今もなお、新戦力の発掘と新たな攻防
のシステムを構築しながら、成長し続けている。

COLUMN 金メダルを見据えたホーバスJAPANの5年間

標は自国開催の東京2020オリンピックで
金メダル」

　201 7年、女子日本代表の指揮官に就任したト
ム・ホーバスヘッドコーチ（以下HC）はこの5年間、
一貫して変わらぬ目標を掲げている。トランジショ
ンの速さとアグレッシブなディフェンスの伝統を
継承し、年々チームを進化させてきた。
　ホーバスHCの船出は 1 7年のFIBA女子アジア
カップ、前任の内海知秀HCが 1 3、1 5年と連覇に
導き、その魂を引き継いだホーバスHCが3連覇へ
とつなげたのだ。特筆すべきはこの年からFIBAア
ジアの大会にオセアニア勢が加わったことだ。準
決勝で中国を3点差、決勝でオーストラリアを 1点
差で破っての優勝には一層の価値があった。
　この大会で覚醒したのは、大会途中で負傷離脱
した吉田亜沙美からバトンを受けた司令塔の藤岡
麻菜美。また藤岡とともにベスト5を受賞した長岡
萌映子の積極性も光った。決勝では3ポイントを
9本中7本という高確率で決めた水島沙紀の神懸
かったシュート力が冴えわたり、大﨑佑圭と髙田真

男子日本代表
予選ラウンド（グループC）

7月 26日 （月） 21：00 vs.スペイン

7月 29日 （木） 13：40 vs.OQT（K）※

8月 1日 （日） 13：40 vs.アルゼンチン
決勝ラウンド

8月 3日 （火）　準々決勝

8月 5日 （木） 準決勝

8月 7日 （土） 決勝・3位決定戦／表彰式

女子日本代表
予選ラウンド（グループB）

7月 27日 （火） 10：00 vs.フランス

7月 30日 （金） 13：40 vs.アメリカ

8月 2日 （月） 10：00 vs.ナイジェリア
決勝ラウンド

8月 4日 （水） 準々決勝

8月 6日 （金） 準決勝

8月 7日 （土） 3位決定戦

8月 8日 （日） 決勝／表彰式

「目

SCHEDULE 東京2020オリンピック 男女日本代表日程

FIBA WORLD RANKING
順位 国名 ゾーン順位 ポイント
1 アメリカ 1 832.9 

2 オーストラリア 1 714.5 

3 スペイン 1 690.5 

4 カナダ 2 649.3 

5 フランス 2 639.4 

6 ベルギー 3 607.1 

7 トルコ 4 593.8 

8 セルビア 5 585.0 

9 中国 2 571.2 

10 日本 3 540.1 

11 ベラルーシ 6 470.0 

12 ロシア 7 420.1 

13 ギリシャ 8 383.8 

14 イタリア 9 363.2 

15 ブラジル 3 362.3 

16 チェコ 10 362.0 

17 ナイジェリア 1 361.6 

18 イギリス 11 333.7 

19 韓国 4 321.0 

20 スウェーデン 12 314.9 

写真協力：小永吉陽子

FIBA女子アジアカップで4連覇を達成した女子日本代表。FIBAランキングでは上位となるオーストラリア、中国を破っての優勝だ

※OQT（K）＝世界最終予選カナウス（リトアニア）会場の勝者

※ゾーン：アメリカ■　ヨーロッパ■　アジア・オセアニア■　アフリカ■　

3月1日現在





INTERVIEW HCインタビュー

Tom 
Hovasse

4月から第5次強化合宿まで行いましたが、チーム
作りは順調に進んでいますか？
トム・ホーバスヘッドコーチ（以下ホーバスHC）
―第3次合宿までは怪我人が多かったのです
が、ようやく怪我人が復帰してきたところです。こ
れまでとは違った新しいスタイルを練習している
ところで手応えはあります。
新しいバスケとはどのようなシステムでしょうか？
ホーバスHC―スピードを全面的に出したいの
で、スモールボールラインナップのオフェンスを試
しています。また、渡嘉敷来夢選手が膝の怪我で
メンバーから外れ、宮澤夕貴選手と本橋菜子選手
も怪我から復帰したばかりなので、スコアリングを
する選手が必要になります。ですから、全員に得点
することを求めています。ディフェンスではインサ
イドのディフェンダーが小さくなるので、もっとア
グレッシブにディフェンスするように要求してい

16名から12名へのトライアウト中
ます。
三井不動産カップ2021（神奈川大会）ポルトガル
戦はどのようなテーマで臨みますか？
ホーバスHC―トライアウトの要素が大きいで
す。16名でポルトガル戦に臨みますが、オリンピッ
クではここから4名外れることになります。ですか
ら、様々な選手をテストしなければなりません。例
をあげると、ポイントガードでは安間志織選手と宮
崎早織選手は国際大会のキャリアがあまりないの
で、たくさんテストしたいです。本橋菜子選手は練
習に合流したばかりなのでどこまでできるか試し
たいですし、町田瑠唯選手は経験とパッシング能
力がありますが、このチームでは得点を求めていま
す。ビッグマンの谷村里佳選手とオコエ桃仁花選
手は、相手の大きい選手に対してどうディフェンス
をして、どうリバウンドを取るかがテーマです。若
手の東藤なな子選手と奥山理々嘉選手は経験がな
いので、どこまでやれるか楽しみです。新しいシス
テムを試すとともに、選手一人ひとりをテストした
いです。

日本代表のここを見てほしいというアピールポイ
ントは？ 
ホーバスHC―日本のバスケはエネルギーがあ
り、スピードと技術がある楽しいバスケです。カッ
ティング、タイミングのいいコンビネーションプ
レー、ディフェンスローテーション、スリーポイン
トやペイントエリアのシュート率の高さなど、誇れ
る技術があります。今までの世界の主流はアメリ

カやヨーロッパ、オーストラリア、中国のように高
さがあるバスケでした。でも、高さでは勝負しない
日本の新しいスタイルを見せたいですね。
日本代表の試合を待ち望んでいるファンの方々に
メッセージをお願いします。
ホーバスHC―海外のチームと試合をするのは
2020年2月のOQT（FIBA東京2020オリンピッ
ク予選大会／ベルギー）以来。1年半も国際試合を
していないので本当にうれしいです。やっと試合
ができます。ファンの方には選手たちのエネルギー
を見せたいですし、私たちもファンの皆さんからエ
ネルギーをもらえたらうれしいです。ファンの皆
さんの前で試合することを楽しみにしています。
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最終メンバー12名を選考するうえで、ポルトガル戦は重要な意味
を持つという

トム・ホーバス
女子日本代表ヘッドコーチ

金メダルへの水先案内人

準備は順調に
進んでいる

写真協力：伊藤大允／フロムワン

写真協力：フロムワン

新しい日本のバスケを見てほしい

トム・ホーバス
1967年1月31日、アメリカ・コロラド州出身
ペンシルベニア州立大学卒業後、ポルトガルでのプレーを経て、トヨタ
自動車に入団。その後、NBAアトランタ・ホークスでもプレー。2000
年現役を引退後、女子バスケの指導者に。2010年、JXサンフラワー
ズのコーチに就任、1 1年より女子日本代表のアシスタントコーチ、16年、
JX-ENEOSサンフラワーズのヘッドコーチを経て、17年より女子代表
のヘッドコーチに就任。18年FIBA女子ワールドカップでは9位入賞、
FIBAアジアカップ、17年、19年優勝に導く。







「新しい選手が加わり、進化した日本のバスケを皆さんにお見せします」

PICKUP PLAYERS 注目選手紹介

の強さを生かしたポストプレーと柔らか
いシュートタッチを生かして得点

を量産するインサイドプレーヤー。近年
はシュートレンジを3ポイントまで広げ
けている。ディフェンスでは、自分よりも
大きな選手とマッチアップしても体を張り
続けてリバウンドをもぎ取る。攻防両面におい
て、欠かすことのできない日本の大黒柱だ。国際
大会の経験が豊富で、FIBA女子アジアカップに
5回、FIBA女子ワールドカップに3回出場。その
うち、アジアカップでは3度の優勝を果たした。
1 6年にはリオオリンピックの舞台に立ち、確実
なシュート力でベスト8入りに貢献。堅実なキャ
リアで日本を引っ張るリーダーは、オリンピック
に向けて走り続ける。
「日本は高さがない分、どこの国と対戦しても簡
単に勝つことはできませんが、40分間走る日本
のスタイルを貫けば、どこの国にも勝てるチャン
スがあると思っています。夏の本番に向けては
しっかりと準備をすることが大切になりますが、
その腕試しとなるのが三井不動産カップです。
今年は若い選手が加わって新しいシステムを導
入しているので試してみたいですし、進化した日
本代表を見てほしいです。大変なご時世の中で
すが、スポーツ選手は見てもらう方々に元気を
届けることができる存在だと思うので、ポルトガ
ル戦ではファンの皆さんの活力になるようなプ
レーを見せたいです」

動力を生かした日本の攻撃に欠かせない
のが司令塔の町田瑠唯だ。誰よりも速い

スピードでトランジションバスケを展開し、広い
視野から繰り出すアシストで相手を翻弄する。
日本代表としてFIBA女子アジアカップに3回、
FIBA女子ワールドカップに 1回出場、16年には
リオオリンピックでベスト8入りに貢献した。こ
れまでの日本代表ではシックスマンとして流れ
を変える役割を担ってきたが、キャリアを積んだ
今ではリーダーシップが求められる存在となっ
た。今年はチームをリードしながらも得点を積
極的に狙うことをテーマに取り組んでおり、オリ
ンピックに向けて、司令塔として進化した姿が見
られるはずだ。
「今年の日本代表は若い選手が入ってフレッ
シュさと勢いがあります。ポイントガードはそれ
ぞれ違うタイプの選手がいるので、私自身、学ぶ
ところがたくさんある中で競争しています。今
までのようにスピードとパッシングでチームを
リードするのが自分の役割ですが、今年は積極
的にシュートを打つことも心がけています。
今は世界中が大変な状況ですが、私たちス
ポーツ選手は目標に向かって頑張ること
で、ファンの方々を勇気づけられる存在だと

思っています。三井不動産カップは久しぶりの
国際試合。ファンの皆さんの前で試合をするの
が本当に楽しみですし、日本らしいディフェンス
から走るバスケットを展開します」

Maki Takada

Rui Machida

髙田 真希

町田 瑠唯

写真協力：伊藤大允／フロムワン

写真協力：伊藤大允／フロムワン
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「スピードとアシストの持ち味を生かし、積極的にシュートを狙います」

1989年8月23日生まれ／愛知県出身／183㎝／センター／デンソー
アイリス／桜花学園高3年次にインターハイ、国体、ウインターカッ
プの3冠を獲得。卒業後進んだデンソーでは高い得点力とリバウンド
で大黒柱となり、Ｗリーグと皇后杯の準優勝に貢献。20－21シーズ
ンは2年ぶり7回目の得点王（西地区）に輝いた。日本代表ではFIBA
女子アジアカップで3度の優勝を経験し、FIBA女子ワールドカップ
には3回出場、16年のリオオリンピックでは8位入賞に貢献。

1993年3月8日生まれ／北海道出身／ 162㎝／ポイントガード／富
士通レッドウェーブ／スピードとパスで魅了する司令塔として、札
幌山の手高3年次にはインターハイ、国体、ウインターカップの3冠
を獲得。卒業後進んだ富士通ではＷリーグ、皇后杯準優勝に貢献。
20－21シーズンには4年連続5回目のアシスト賞（東地区）を受賞す
る。日本代表としてFIBA女子アジアカップで3度の優勝を経験し、
16年のリオオリンピックでは8位入賞に貢献。

※プレー写真は「バスケットボール女子日本代表国際強化試合2019 三井不動産カップ（埼玉大会）」から





JAPAN 女子日本代表（AKATSUKI FIVE®）
ロースター 

C

8

髙田 真希（Maki TAKADA）
生年月日：1989年8月23日　身長：185cm

所属：デンソー アイリス

PG

5

安間 志織（Shiori YASUMA）
生年月日：1994年7月22日　身長：162cm
所属：トヨタ自動車 アンテロープス

SG

88

赤穂 ひまわり（Himawari AKAHO）
生年月日：1998年8月28日　身長：185cm

所属：デンソー アイリス

PG

15

本橋 菜子（Nako MOTOHASHI）
生年月日：1993年 10月10日　身長：165cm

所属：東京羽田ヴィッキーズ

C

11

谷村 里佳（Rika TANIMURA）
生年月日：1993年7月31日　身長：185cm

所属：日立ハイテク クーガーズ

PG

32

宮崎 早織（Saori MIYAZAKI）
生年月日：1995年8月27日　身長：167cm

所属：ENEOSサンフラワーズ

SG

20

東藤 なな子（Nanako TODO）
生年月日：2000年 1 1月29日　身長：174cm
所属：トヨタ紡織 サンシャインラビッツ

SG

28

北村 悠貴（Yuki KITAMURA）
生年月日：1994年3月29日　身長：173cm

所属：日立ハイテク クーガーズ

SF

52

宮澤 夕貴（Yuki MIYAZAWA）
生年月日：1993年6月2日　身長：183cm

所属：富士通 レッドウェーブ

SF

30

馬瓜 エブリン（Evelyn MAWULI）
生年月日：1995年6月2日　身長：181cm
所属：トヨタ自動車 アンテロープス

SG

9

奥山 理々嘉（Ririka OKUYAMA）
生年月日：2000年4月6日　身長：180cm

所属：ENEOSサンフラワーズ

PF

0

長岡 萌映子（Moeko NAGAOKA）
生年月日：1993年 12月29日　身長：183cm

所属：トヨタ自動車 アンテロープス

PG

13

町田 瑠唯（Rui MACHIDA）
生年月日：1993年3月8日　身長：162cm

所属：富士通 レッドウェーブ

SG

27

林 咲希（Saki HAYASHI）
生年月日：1995年3月16日　身長：173cm

所属：ENEOSサンフラワーズ

PF

99

オコエ 桃仁花（Monica OKOYE）
生年月日：1999年2月7日　身長：182cm

所属：富士通 レッドウェーブ

PG

12

三好 南穂（Naho MIYOSHI）
生年月日：1993年 12月21日　身長：167cm

所属：トヨタ自動車 アンテロープス

（2021年6月1日時点）

FIBAランク

10位

W杯出場 W杯最高成績 五輪出場 五輪最高成績

12回 準優勝
（1975年） 5回 5位

（1976年）





PORTUGAL 女子ポルトガル代表
ロースター 

C

24

PF

18

SG

10

PG

1

F

23

C

14

F

9

F

31

PF

20

PF

11

PG

3

PG

21

C

12

SG/F

8

（2021年6月1日時点）

FIBAランク

48位

W杯出場 W杯最高成績 五輪出場 五輪最高成績

0回 − 0回 −

Joana Soeiro
生年月日：1995年 1月24日　身長：170cm

所属：SL Benfica

Maria Correia
生年月日：1991年2月28日　身長：173cm

所属：CDB Tenerife

Mariana Silva
生年月日：1999年5月18日　身長：181cm

所属：SL Benfica

Susana Carvalheira
生年月日：1999年6月14日　身長：187cm

所属：A.D. Vagos

Marta Martins
生年月日：2001年5月17日　身長：162cm

所属：SL Benfica

Lavinia Silva
生年月日：1988年 1月1日　身長：187cm

所属：Sevenoaks Suns

Emília Ferreira
生年月日：1996年 10月12日　身長：183cm

所属：Clube União Sportiva

Márcia Da Costa Robalo
生年月日：1989年 12月13日　身長：174cm

所属：GDESSA

Mariana Carvalho
生年月日：2001年3月5日　身長：175cm

所属：SL Benfica

Maria Kostourkova
生年月日：1997年4月10日　身長：194cm
所属：CRC Quinta dos Lombos

Carolina Bernardeco
生年月日：1997年7月1 1日　身長：173cm

所属：CAB Madeira

Laura Ferreira
生年月日：1995年6月19日　身長：180cm

所属：SL Benfica

Sofia Silva
生年月日：1990年7月30日　身長：190cm
所属：Estudiantes Movistar Femenina

Simone Costa
生年月日：1996年2月9日　身長：176cm

所属：Nottingham Wildcats








