①ポジション

チーム名の由来
創部以降、リーグ 2 部から

1 部昇格を目指していたチームの姿を、
太陽に向かってスクスク育つ
「ひまわり」の成長に重ね合わせ、

1976 年にチーム名として採用しました。
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自分の長所であるスリーポイント
とリバウンドでチームの勝利に貢
献します ! 日々の練習で鍛えた成
果をしっかり試合で発揮し、エネ
ルギッシュにプレイします !! ご声
援よろしくお願いします !

4 年目のシーズン、今までよりも成
長した姿をみていただけるよう、
自分の強みを活かし積極的に得点
を狙いチームの勝利に貢献します !
二冠達成できるように頑張ります
ので応援よろしくお願いします。

5 年目のシーズンになります ! 沢山の経験

復帰を楽しみにしてくださっているファンの
皆さんの期待に応えるべく日々のリハビリ・
練習に全力で取り組んできました。沢山の
想いを胸に「二冠奪還」に向け突き進みます。
「負けず嫌い集団」ENEOS のバスケット
ボールをどうぞお楽しみください !

を生かし、持ち味のスリーポイントとア
グレッシブなプレーでチームを勝利に導
きます ! 二冠達成を目標にし、バスケット
の楽しさを皆さんに伝えていけるよう頑
張りますので応援よろしくお願いします !
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①ガードフォワード ②愛知県 ③1991/4/19
④O型 /161㎝ ⑤桜花学園高

①センターフォワード ②神奈川県 ③2000/7/13
④O型/179㎝ ⑤桜花学園高

①フォワード ②新潟県 ③2002/10/2
④B型 / 179㎝ ⑤昭和学院高

①ガード ②福島県 ③1996/6/21
④O型 /169㎝ ⑤早稲田大

キャプテン 3 シーズン目を務めさせて頂く岡本です。

いつもたくさんのご声援ありがと
うございます ! 自分のできること
を最大限に発揮できるように日々
頑張ります。今シーズンはドライ
ブに注目してください !!

ENEOS サンフラワーズの一員として
新人らしい勢いと迫力のあるプレーで
チームの目標である 2 冠達成に貢献で
きるように頑張ります ! 黄色のユニ
フォームを着て皆さんの前でプレー出
来ることを楽しみにしています !

いつも熱い応援をありがとうござ
います！攻守どちらにおいても、
PG として自分の役割を全うし、
チームの勝利に貢献できるよう頑
張ります ! 一緒に Sunflowers のバ
スケットを楽しみましょう !

が、チームの目標である 2 冠を達成することができ

ず悔しい思いをしました。今シーズンこそ二冠奪還
に向け一人一人がステップアップし、さらにレベル
アップしたサンフラワーズをお見せいたします。
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①センターフォワード ②埼玉県 ③1991/6/11
④A型 /193㎝ ⑤桜花学園高
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昨シーズンは皇后杯では優勝することが出来ました
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①センター ②セネガル ③1995/1/14
④O型 /188㎝ ⑤拓殖大

①センター ②カナダ ③1998/7/26
④A 型/190㎝ ⑤桜花学園高

①ガード ②埼玉県 ③1995/8/27
④A 型/167㎝ ⑤聖カタリナ学園高

①センターフォワード ②埼玉県 ③1997/12/21
④B型/182㎝ ⑤早稲田大

①ガード
④O 型/171㎝ ⑤昭和学院高

はじめまして、今季加入したヤシン
です。チームの勝利の為に、私が求
められている、リバウンドとゴール
下の力強いプレーを毎試合で発揮
出来る様に精一杯頑張ります。
応援よろしくお願いいたします。

昨シーズン、怪我でリーグ後半戦
プレーすることが出来ず悔しい思
いをした分、今シーズンは自分の
プレーを取り戻し、チームの勝利
に貢献出来るよう頑張ります。
応援よろしくお願いします。

いつも沢山のご声援をありがとう
ございます !W リーグ奪還、皇后杯
9 連覇を目指し沢山の方に勇気や
感動をお届けできるように頑張り
ます！会場で笑顔で皆さんとお会
いできるのを楽しみにしています !

昨シーズンの様々な思いを胸に、
自分の持つ力を最大限コートで発
揮します ! 毎試合成長した姿を見せ
られるよう貪欲に取り組み、チーム
の力となれるよう頑張りますので、
応援よろしくお願いします !

毎日バスケットボールが出来る素晴
らしい環境に感謝し、PG として自覚
と責任を持ってプレーします ! ドラ
イブやアシストでチームの勝利に貢
献し、応援して下さる方々に勇気や
感動を与えられるように頑張ります !

高橋 雅弘
部 長

ヘッドコーチ

コーチ

佐久本 智

柏倉 秀徳

今野 駿

全国各地で応援してくださる
サンフラワーズファンの皆様
に常に成長し続ける姿をお見
せ出来る様に日々精進致しま
す。沢山の方々に愛されるチー
ムを目指しますのでご声援よ
ろしくお願いいたします。

女王奪還を目指し、全力
で戦います。今シーズン
も熱いご声援をよろしく
お願いいたします。

昨シーズン、成し遂げられ
なかった 2 冠を達成すべ
く、個々の力を磨き上げ、
チーム一丸となって戦っ
て参ります。今シーズンも
応援よろしくお願いいた
します。

チーム一丸となり、リーグ
戦と皇后杯のタイトル獲
得を目指します。
今シーズン共に戦ってい
きましょう。

日々、バスケットボールが
できるのも応援してくだ
さる皆様のおかげと感謝
しています。チーム一丸で
戦っていきますので、なお
一層熱いご声援をよろし
くお願いいたします。

山﨑 舞子

佐藤 清美

チーフマネージャー
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菅野 愉子

原田 聖也

幕田 かん奈

サンフラワーズの明るさ、
強さ、エネルギーを日本
中にお届けします !
共に日本一へ ! 一緒に戦っ
て下さい !

全国に勇気と感動をお送
りできるよう全力でチー
ムをサポートをします !
一緒に大きなひまわりを
咲かせましょう !

いつも応援していただいて
いる皆様のおかげで私た
ちはバスケットボールがで
きています。選手たちが一
番に輝く瞬間をより多く、
皆様と共有できるように
精一杯頑張ります !

いつも応援ありがとうご
ざいます。
皆様の熱いご声援に応え
られるよう、ハードワーク
していきます。

いつもサンフラワーズの応
援ありがとうございます。
皆様の応援がチームの力と
なります。1 戦 1 戦を大切
にチーム一丸となって戦い
ますので、応援のほどよろ
しくお願いします。

トレーナー

W リーグ

アシスタントコーチ

総 括

We are Flowers No,1!

小松 佳緒里

コーチ

アシスタントトレーナー

④血液型／身長
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①ガードフォワード ②福岡県 ③1995/3/16
④A型 /173㎝ ⑤白鴎大

SAYAKA OKAMOTO

③生年月日

RAMU TOKASHIKI
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①フォワード ②徳島県 ③1999/10/1
④O型 /179㎝ ⑤桜花学園高

岡本 彩也花

L O

咲 希

①フォワード ②神奈川県 ③2000/4/6
④B型 /180㎝ ⑤八雲学園高
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②出身地

これまでの

成 績

優勝 22 回（史上最多）
※日本リーグ時代含む
※11 連覇

皇后杯
優勝 25 回（史上最多）

最新情報や裏情報を
お届けいたします!!

ENEOS

オフィシャルサイト

⑤出身校

SUB
CAPTAIN

