




GREETINGS ごあいさつ

　このたび、ベルギーとプエルトリコの女子代表チームを埼玉県さいた
ま市にお迎えし、「三井不動産カップ2021 （埼玉大会）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各国の選手・スタッフの
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3カ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。

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

We are very pleased to welcome the Women's National Team of 

Belugium and Puerto Rico to Saitama City, Saitama Prefecture, for 

the "Mitsui Fudosan Cup 2021."

We would also like to thank all the teams 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 three countries to 

display their outstanding skills and play with power and passion.



GREETINGS ごあいさつ

　プエルトリコバスケットボール連盟は今回、この国際強化試合に参加
できることを光栄に思うとともに、国を代表する機会を与えられたこと
に感謝しております。プエルトリコ女子代表チームにとっては、今年は
とても歴史的なサイクルの年であり、我々の素晴らしいチームの才能と
精神を皆様に披露できる場を与えていただき、とても興奮しております。
　本イベント開催のため、ご尽力いただき、また我々を温かく迎え入れ、
安全な環境を整えていただいた日本バスケットボール協会に対し、プエ
ルトリコ女子代表チーム、そしてプエルトリコバスケットボール連盟よ
り、心から御礼申し上げます。

親愛なるバスケットボールの友人・愛好家の皆様へ

　日本とベルギーの両国は、普遍的で共通の価値観を共有しており、何
十年にもわたって温かく強い絆で結ばれています。
　困難な状況ではありますが、日本は来る2021年夏季オリンピックの
開催国となることを誇りに思います。日本、組織委員会、そして選手の皆
様が、記憶に残る多くのハイライトとともに、素晴らしい大会を開催され
ることを願っております。
　日本バスケットボール協会から、夏のバスケットボール大会に招待さ
れたことは、ベルギーと我々の「ベルギー・キャッツ」にとって大変名誉
なことです。我々はオリンピックに出場する強力なチームを派遣できる
ことを誇りに思います。
　我々のベルギー・キャッツは、我らの名誉を高く掲げてくれると確信
しています。チームは、この信じられないような貴重な経験を、オリン
ピックおよび今後のチャレンジに活かしていきたいと考えています。
　このような機会を与えられたことに感謝し、両チームの幸運を祈ります。

プエルトリコバスケットボール連盟 会長
President, Puerto Rican Basketball Federation

ジュン ラモス
Yum Ramos

バスケットボールベルギー 会長
President, Basketball Belgium

ヤン ヴァン ランシュート
Jan Van Lantschoot

The Puerto Rico Basketball Federation is honored to take part in this 

event and grateful for the opportunity to represent our country. This 

has been a historic cycle for this Puerto Rico Women's National Team,  

and we are excited for the platform to showcase the talent and spirit 

of this great team. 

This event provides yet another once in a lifetime experience for our 

delegation and we thank the Japan Basketball Association for the 

warm welcome and safe environment. We are confident it will be a 

successful event for all involved. Puerto Rico, our Women's National 

Team and Basketball Federation appreciates every effort put forward 

for it to take place.

Dear Basketball Friends & Enthusiasts,

Both our countries, Japan and Belgium, have enjoyed a warm and 

strong connection for decades as we share universal and common 

values.

Although in difficult circumstances, Japan can be a proud host of 

the upcoming Summer Olympic Games 2021. We wish you, the 

organizing committee and all the athletes’ great games with many 

memorable highlights!

It is a great honor for Belgium and our "Belgian Cats" to be invited 

by the Japan Basketball Association to participate in your summer 

basketball tournament. We are proud to be sending our strong team 

that would also be competing in the Tokyo Olympic Games.

We are convinced our Belgian Cats will carry our honor high. The 

team is looking forward to this incredible and valuable experience, 

which they will leverage for the Olympics and future challenges.

We are grateful and thankful for this opportunity and we wish both 

teams the best of luck.





INTERVIEW HCインタビュー

Tom 
Hovasse
　女子日本代表は6月に行われた『三井不動産
カップ2021（神奈川大会）』（vs.ポルトガル）を3

連勝で終え、6月下旬の第6次合宿を経て、7月1日
に『東京2020オリンピック』に臨む 1 2名の内定
選手を決定した。今回、本番直前の国際強化試合
と位置づけられる『三井不動産カップ2021（埼玉
大会）』を目前に迎え、ホーバス トムヘッドコーチ
に改めて神奈川大会を振り返ってもらい、今回行
われる埼玉大会でのテーマ、準備を進める現在の
チームについて話をしてもらった。

◇　◇　◇
最初に『三井不動産カップ2021（神奈川大会）』
での日本の戦いを振り返ってください。
ホーバス トムヘッドコーチ（以下ホーバスHC）
―日本の一番よかったところはディフェンスで
す。逆に悪かったのはシュートがあまり入らなかっ
たことですね。ポルトガルのスイッチディフェンス
が良かったこともありますが、ノーマークのシュー
トを何本も打てたにもかかわらず、三好南穂選手
とオコエ桃仁花選手以外、外角のシュートを決め
られませんでした。それでも、そこから切り替えて
のアジャストなどいろいろ試すことができました
から、ポルトガル戦はチームにとってすごく勉強に
なったと思います。
オリンピック代表に内定した新戦力の東藤なな子
選手と宮崎早織選手の評価はいかがですか？
ホーバスHC―東藤選手は第 1次合宿から面白
い選手だと感じていました。しかし、シューティン
グガードのポジションにはシュートのうまい選手
を入れたいと思っていました。その中で、東藤選
手はポルトガル戦の前から少しずついいプレーが
できるようになり、自信に満ちたプレーが見られる
ようになりました。そして、ポルトガルとの3試合
でいいパフォーマンスをしたことで、彼女の評価
がグンと上がったのです。まだ20歳なのに落ち着
いていてプレーに波がなく、パワーもあるので、ミ
スマッチにならずにフランスやナイジェリア(とも
にオリンピックで日本と同グループ)の2番プレー
ヤーにマッチアップさせられるのではと判断して
選びました。次に宮崎選手はポルトガル戦までの
合宿ではパフォーマンスがすごくよくて、1 2人に

入るのではという期待感がありました。ところが、
ポルトガル戦で精彩を欠いてしまったのです。ポ
イントガードは3人体制で臨む予定でいて、町田瑠
唯選手、本橋菜子選手がレベルアップしたことに
より2人がまず確定しました。残りの 1人は安間志
織選手と宮崎選手に絞られ、結局、日本のシステム
にはスピードのある宮崎選手のほうが合うと判断
し、12人に入れました。
宮澤夕貴選手と本橋選手の復調具合を教えてくだ
さい。
ホーバスHC―まず本橋選手からお話します。
ポルトガル戦では本来のプレーに近づいてきてい
るのが見られましたし、彼女のこれまでの経験と判
断力が必要だと思いました。ドライブインがよく、
シュートもうまい。オリンピックでも期待できます。
宮澤選手の場合は、シュートタイミング、シュート
タッチも以前の状態にほぼ戻ってきました。
課題のリバウンドはいかがでしょうか？
ホーバスHC―リバウンドは厳しい部分ですね。
だからこそ、宮澤選手に期待しているのです。宮澤
選手は日本代表のキャリアが長く、ロングシュート
だけでなく、リバウンドも強い。宮澤選手が日本の
カギを握っていると思っています。
ヘッドコーチが目指すスモールボール*の仕上が
りはどうですか？
ホーバスHC―すごくよくなってきました。ベ
ルギー戦やプエルトリコ戦ではたくさんは使いま
せんが、でもテストはしたいですし、いろいろな選
手で試してみたいです。すごく面白いですよ。
『三井不動産カップ2021(埼玉大会)』での狙いを

教えてください。
ホーバスHC―スターティングメンバーのコン
ビネーションや、オフェンスのローテーション、ス
モールボールのラインナップをチェックして、新し
いディフェンスを少しテストしたいと思っていま
す。対戦するベルギーにはサイズのある選手が多
数いて、オフェンスでのパッシングもすごくうまい
ので日本にとっていい強化試合になります。プエ
ルトリコも日本と同様にオリンピックに出るチー
ムの中でサイズのない部類に入ります。しかし、
『FIBA女子アメリカップ』ではカナダを破って2位
になった実力のあるチームです。どこと対戦して
も勝ちたいのは当たり前。それでも、課題となって
いるところを上達させたいし、新しいことにもいろ
いろトライしたいと思っています。
最後にファンに向けてメッセージをお願いします。
ホーバスHC―オリンピック前の最後の強化試
合をとても楽しみにしています。そして、応援して
くださる皆さんに他のチームがやっていない日本
代表のバスケットをお見せします。期待してくだ
さい!

*スモールボールとは＝小柄なラインナップで豊富な運動量と確率の高
いシュートを量産するスタイルのこと

ホーバス トム （女子日本代表ヘッドコーチ）

進化を止めない頼もしき司令官

最後の強化試合でも
新しいことにトライ

写真協力：フロムワン／伊藤大允

ホーバス トム
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。





PICKUP PLAYERS 注目選手紹介

攻防において負担が大きくなる

持ち味のスピードを生かし、

髙田選手のカバーもできればと考えています

相手を置き去りにするプレーをお見せします

ンサイドに入れば力強いアタックと巧
みなステップを使い分け、アウトサイド

に出れば3ポイントシュートとドライブを駆使
して得点を量産するオールラウンダー。かつて
はその攻撃力こそが彼女の魅力だったが、近年
ではディフェンスやリバウンド、リーダーシッ
プでもチームに貢献している。
　201 1年、札幌山の手高校3年生のときに女
子日本代表入りし、FIBAアジア選手権（現ア
ジアカップ）に出場。その後、何度か日本代表
から外れる悔しさも味わったが、201 6年のリ
オオリンピック以降は同チームに欠かせないパ
ワーフォワードとして、攻防において活躍する。
201 7年のアジアカップでは大会ベスト5にも
選出された。
「神奈川大会では『自分が今何をしなければ
いけないのか』を理解しながらプレーできたと
思っています。ただそれほど（相手に）大きな
ビッグマンがいない中でも苦戦したので、これ
が今大会に向けた課題だと思っています。渡
嘉敷（来夢）選手が抜けた穴は大きく、センター
の髙田（真希）選手への負担は大きくなると思
うので、攻防においてカバーできればと考えて

本屈指のスピードと3ポイントシュー
トで熾烈なポイントガード争いを生き

残った宮崎早織。しかし彼女の武器はそれだけ
ではない。
　かつて日本代表のポイントガードを務めた
藤岡麻菜美が「宮崎は大きな怪我をしない。そ
れはとても大切なことで、だから彼女は毎日練
習ができて、成長している」と評していたこと
があった。スピードと3ポイントシュート、それ

写真協力：フロムワン／伊藤大允

写真協力：フロムワン／伊藤大允

写真協力：フロムワン／伊藤大允

写真協力：フロムワン／伊藤大允

日

イ

Moeko Nagaoka

Saori Miyazaki

長岡 萌映子

宮崎 早織

います。それでも私自身の役割は変わりませ
ん。自分の仕事をやり抜くことをヘッドコーチ
からも求められていますし、それがチームの勝
利に貢献できることだと思っています。東京
2020オリンピックにつながる三井不動産カッ
プ2021（埼玉大会）では、自分らしく積極的に
得点を取りに行く姿勢を見せながら、陰でチー
ムを支える役割も担うようなプレーも、ファン
の皆さんにお見せしたいですね」

らを発揮し続けられる強靱な身体があればこ
そ、彼女は成長し続け、厳しい競争をも勝ち抜
くことができたのだろう。
　年代別ではない女子日本代表としては2018

年のアジア競技大会に出場し、銅メダルを獲
得。しかし、そのときは若手中心のメンバー構
成だった。今回はフルメンバーでの戦いが待っ
ている。
「神奈川大会は自分らしさをまったく発揮で
きず悔しかったですし、もっともっと成長しな
ければと思わされる大会でした。最近はターン
オーバーも課題になっていますが、地元で行わ
れる三井不動産カップ2021（埼玉大会）では
大きい相手にもボールを大事にして、チームメ
イトによいパスを出せたらと思っています。や
はり私の持ち味はスピードですし、それが東京
2020オリンピックの内定選手に選ばれた要因
です。だからこそ、今大会では相手が嫌がるよ
うなプレー、例えばスピードを生かして、相手
を置き去りにしてレイアップシュートを決める
ようなプレーをお見せしたいです。またアウト
サイドからのシュートも練習を重ねてきたので、
それも結果につなげたいと考えています」

インサイドでは力強いアタックを見せる長岡萌映子

宮崎早織には武器であるスピードを生かしたプレーに期待

1993年 12月29日生まれ／北海道出身／ 183cm／パワーフォワード／トヨタ
自動車アンテロープス／札幌山の手高校 1年次から主力の重責を担い、2年次に
はインターハイ、国体、ウインターカップの高校3冠に輝いた。高校3年次には
日本代表に初選出され、卒業後は富士通レッドウェーブに入団、新人王を獲得
した。その後、2017年にトヨタ自動車アンテロープスへ移籍。その間、日本代
表でもリオオリンピック、ワールドカップ、アジアカップなど数々の国際大会で
活躍している。

1995年8月27日生まれ／埼玉県出身／ 167cm／ポイントガード／ENEOSサ
ンフラワーズ／小2からバスケットを始め、与野東中学校卒業後は志願して強豪・
聖カタリナ女子高校(現聖カタリナ学園高校）に進学、2年次にはインターハイ、
ウインターカップ準優勝に貢献した。高校時代はU16、U17のアンダーカテゴ
リーの国際大会で活躍し、2014年にJX-ENEOSサンフラワーズ(現ENEOS
サンフラワーズ)入り。そして、初のオリンピック日本代表の内定を勝ち取った。
地元・サイデン化学アリーナでの躍動が期待される。





光るポイントガード。この3人の柱に加えて、24歳
のセンター、1 93cmのキャラ・リンスキンも力を
つけてきている。
　また、『FIBA女子ユーロバスケット』では、同じ
く東京2020オリンピックに出場する女子セルビ
ア代表、女子フランス代表に次ぐ3位という成績を
残している。そこでの手応えと課題を抱えて、オリ
ンピック直前の今大会に臨む。

高さはないが侮れないプエルトリコ
　 1 7日に対戦する女子プエルトリコ代表は、飛び
抜けて大きい選手こそいないものの、スピードと
コンタクトの強さを兼ね備えた、手強いチームだ。
チームの中心はポイントガードのジェニファー・
オニールと、WNBAでのプレー経験があるシュー
ティングガードのジャズモン・グワスミー。『FIBA

女子アメリカップ』ではオニールが大会得点王、グ
ワスミーが同2位という攻撃力を備えている。また
同大会ではベンチスタートとなったアル・ギブソ
ンもシックスマンとしてチームを支える。彼女た
ちもまた6月の『FIBA女子アメリカップ』で準優
勝。決勝戦では大学生を中心に編成された女子ア
メリカ代表に敗れているが、準決勝でFIBAランキ
ング4位のカナダを破るなど、勢いに乗っている。

自分たちのバスケットを貫いて大舞台へ
　スタイルの異なる両チームに対して、女子日本
代表はどれだけ自分たちのバスケットを貫けるか。
埼玉大会のカギはそこにある。
　6月の神奈川大会では結果として3連勝したも
のの、女子ポルトガル代表のフィジカルなディフェ
ンスにオフェンスをうまく展開できず、ディフェン
スでもリバウンドからの失点が多く見られた。しか
しメンバー選考の最終段階だったことや、新型コ

ロナウイルスの影響で、2020年2月にベルギーで
行われた『FIBA東京2020オリンピック予選大会
（OQT）』以来、約 1年4ヶ月ぶりの実戦だったこと
を考えると、内容的に苦しみながら3連勝を遂げた
意味は大きい。特に調子の上がらないシューター
陣の中で三好南穂が結果を残したことは、チーム
が目指す方向性にとってもプラス材料だったと言
える。
　7月1日には東京2020オリンピックを戦う女子
日本代表の内定選手 1 2名が決まり、埼玉大会はま
さに最終実戦の場。1 93cmの渡嘉敷来夢が怪我
の影響でエントリー外となったが、逆により一層高
さやパワーに対抗するチーム戦略・戦術を講じてく
るはずだ。さまざまなディフェンスを仕掛けて、相
手のミスを誘発すれば、得意とするトランジション
バスケットに持ち込むことができる。ハーフコート
オフェンスでは、ドライブやカッティングを中心と
したペイントアタックからの得点と、キックアウトか
らの3ポイントシュートをバランスよく展開したい。
　トム・ホーバスヘッドコーチは「このチームに 1

人のスーパースターはいない。全員がそれぞれの
仕事をすればチャンスはあると思う」と自信を見せ
ている。1 2名それぞれが、各自の役割を遂行でき
るか。今大会でも注目すべきポイントである。『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（埼玉大会）』を経て、女子日本
代表が立ち向かう東京2020オリンピックの目標
はただ一つ―金メダル獲得！　彼女たちの戦い
はサイデン化学アリーナから始まる。

COLUMN コラム

試金石となる三井不動産カップ2021埼玉大会
　2016年から毎年行われている『三井不動産カッ
プ』は女子日本代表にとって貴重な国際ゲームだ。
今年6月にも女子ポルトガル代表との神奈川大会
を行っており、7月1 5日（木）、1 7日（土）には埼玉
大会が、サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総
合体育館）で行われる。FIBA世界ランキング 1 0

位の女子日本代表が対戦するのは、同6位の女子
ベルギー代表と、同23位の女子プエルトリコ代表
（ランキングは2021年3月1日現在）。いずれも東
京2020オリンピックに出場するチームで、東京
2020オリンピックでの金メダル獲得を目指す女
子日本代表にとっては重要な試金石となる。

世界ランキング6位のベルギー
　 1 5日に対戦する女子ベルギー代表は、インサイ
ドとアウトサイドのバランスが取れた世界屈指の
好チーム。193cmのオールラウンダー、エマ・メッ
セマンは、201 9年のWNBAでファイナルMVP

に輝いたほどの実力者で、6月に開催された『FIBA

女子ユーロバスケット』では得点ランキング2位に
入った。脇を固めるキム・メスタグは得点力の高い
シューターで、ジュリー・アラモンドは勝負強さの

スケジュール
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

SCHEDULE 東京2020オリンピック 女子日本代表日程 @さいたまスーパーアリーナ

予選ラウンド
Group A Group B Group C

韓国（19位） ナイジェリア（17位） オーストラリア（2位）

セルビア（8位） 日本（10位） プエルトリコ（23位）

カナダ（4位） フランス（5位） 中国（9位）

スペイン（3位） アメリカ（1位） ベルギー（6位）

写真協力：フロムワン／伊藤大允

写真協力：フロムワン／伊藤大允

三井不動産カップ2021（神奈川大会）ではポルトガル代表に3連
勝した女子日本代表

トム・ホーバスヘッドコーチの指揮のもと、東京2020オリンピッ
クでは金メダルを目指す

強豪国の胸を借りて
大舞台に挑む女子日本代表

※（　）内は世界ランキング（2021.3.1現在）







http://t.asahi.com/bsk01




JAPAN 女子日本代表（AKATSUKI FIVE）
ロスター 

（2021年7月13日時点）

FIBAランク

10位

W杯出場 五輪出場

13回 4回

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SF

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

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

PF

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

アシスタントコーチ
知花 武彦（Takehiko CHIBANA）
トヨタ紡織サンシャインラビッツ

アシスタントコーチ
恩塚 亨（Toru ONZUKA）
東京医療保健大学

スポーツパフォーマンスコーチ
松野 慶之（Yoshiyuki MATSUNO）
公益財団法人日本バスケットボール協会

アスレティックトレーナー
岩松 真理恵（Marie IWAMATSU）
公益財団法人日本バスケットボール協会

アスレティックトレーナー
石山 静香（Shizuka ISHIYAMA）
株式会社リニアート

マネージャー
成井 千夏（Chinatsu NARUI）
公益財団法人日本バスケットボール協会

マネージャー
木村 絵理（Eri KIMURA）
トヨタ自動車株式会社

HEAD COACH

STAFF

ホーバス トム（Tom HOVASSE）
生年月日：1967年 1月31日





BELGIUM 女子ベルギー代表
ロスター 

（2021年7月13日時点）

FIBAランク

6位

W杯出場 五輪出場

1回 0回

GENERAL MANAGER
Koen UMANS

PHYSIOTHERAPIST
Xavier CAMBIOLI
Jelle DUTHOIT

HIGH PERFORMANCE MANAGER
Sven VAN CAMP LOCKER ROOM MANAGER

Thomas JADOUL
ASSISTANT COACH
Pierre CORNIA PHYSICAL COACH

Pierre-Yves KAISER

STATISTICIAN
Mithun WIJNEN

DOCTOR
Sven AERTGEERTS

HEAD COACH

STAFF

SG

5

Kim MESTDAGH
生年月日：1990年3月12日

身長：180cm
所属：Schio（ITA）

C

12

Ann WAUTERS
生年月日：1980年 10月12日

身長：190cm
所属：No team

C/PF

34

Billie MASSEY
生年月日：2000年3月21日

身長：186cm
所属：Sint Katelijne

PG

9

Marjorie CARPREAUX
生年月日：1987年9月17日

身長：165cm
所属：Castors Braine

SG/SF

22
C

23

Hanne MESTDAGH
生年月日：1993年4月19日

身長：178cm
所属：Namur

Serena-Lynn GELDOF
生年月日：1997年3月2日

身長：197cm
所属：Campus Promete（SPA）

SG/SF

6

Antonia DELAERE
生年月日：1994年8月1日

身長：182cm
所属：IDK Euskotren（SPA）

C

13

Kyara LINSKENS
生年月日：1996年 1 1月13日

身長：192cm
所属：Magnolia Campobasso（ITA）

PG/SG

35

Julie VANLOO
生年月日：1993年2月10日

身長：172cm
所属：Zaragoza（SPA）

PG

55

Julie ALLEMAND
生年月日：1996年7月7日

身長：174cm
所属：Indiana Fever（USA）

PF

11

Emma MEESSEMAN
生年月日：1993年5月13日

身長：192cm
所属：Ekaterinburg（RUS）

SF

32

Heleen NAUWELAERS
生年月日：1996年3月14日

身長：180cm
所属：Granada（SPA）

Philip MESTDAGH
生年月日：1963年 1月26日





PUERTO RICO 女子プエルトリコ代表
ロスター 

（2021年7月13日時点）

FIBAランク

23位

W杯出場 五輪出場

1回 0回

Gerardo BATISTA
生年月日：1970年 12月21日

ASSISTANT COACH
Daniel ORTIZ

THERAPIST
Katherine CARRION

PROPERTY MANAGER
Angel  PAGAN

PERSONAL TRAINER
Fabian AMAYA

GENERAL MANAGER
Juan FLORES

HEAD COACH

STAFF

SG

0

Jennifer O'NEILL
生年月日：1990年4月19日

身長：165cm
所属：Artego Bydgoszcz（POL）

SG

10

Jada STINSON
生年月日：1999年9月28日

身長：175cm
所属：Arkansas State Univ.（USA）

C

28

Sabrina LOZADA
生年月日：1997年 1月3日

身長：188cm
所属：GEAS Basket（ITA）

PG

5

Pamela ROSADO
生年月日：1986年4月30日

身長：160cm
所属：Atenienses de Manati

PF

24

Jazmon GWATHMEY
生年月日：1993年 1月24日

身長：188cm
所属：GEAS Basket（ITA）

SF

1

Tayra MELENDEZ
生年月日：1993年 10月29日

身長：180cm
所属：Gigantes de Carolina

PG

12

Dayshalee SALAMAN
生年月日：1990年3月17日

身長：160cm
所属：Cangrejeras de Santurce

C

33

India PAGAN
生年月日：1999年 1月7日

身長：188cm
所属：Stony Brook Univ.（USA）

SG

91

Michelle GONZALEZ
生年月日：1989年8月3日

身長：165cm
所属：Cangrejeras de Santurce

SG

55

Jacqueline BENITEZ
生年月日：1997年6月6日

身長：180cm
所属：BC Siauliai（LTU）

SF

9

Allison GIBSON
生年月日：1993年3月27日

身長：180cm
所属：Gigantes de Carolina

C

25

Isalys QUINONES
生年月日：1997年 10月23日

身長：191cm
所属：Atenienses de Manati












