
■上野由岐子（ソフトボール） 

＜契約ブランド：アンダーアーマー
※

／DNS／D_MEDICAL＞   (※一部製品を除く) 

1982年生まれ。小学校3年生でソフトボールを始め、ピッチャーとして活躍。中学校3年の時

に全国制覇、九州女子高時代ではエースとして国体優勝を果たす。2001年に高校を卒業

後、日立高崎ソフトボール部（現ルネサス高崎女子ソフトボール部）に入部。以後、日本リー

グなど数々の国内大会で優勝、個人タイトルを獲得。2001年、日本代表に初選出。アテネ

オリンピックでは史上初の完全試合を含め3勝をあげ、銅メダルを獲得。2008年北京五輪で

は、2日間3試合413球を投げ抜き、球技としては1976年第21回夏季五輪モントリオール大

会女子バレーボール以来の日本の金メダル獲得に大きく貢献した。 

■馬場ゆかり（プロゴルフ） 

＜契約ブランド：アンダーアーマー＞ 

1982年生まれ。9歳からゴルフを始める。2002年プロデビュー。2004年にヨネックスレディ

スにてLPGAツアー初優勝し毎年シード権を獲得。2008年には全英女子オープンにも参

戦。小柄ながら豪快なドライバーの飛距離などのパワフル感に正確なショットを併せ持ち、

今後の活躍が期待される若手女子プロ。妹の馬場由美子プロもLPGAでプロデビュー。 

 

コメント： 

「09年、女子ゴルフ初のアドバイザリー契約選手として“アンダーアーマー”とともにさらな

る飛躍の年にできるように頑張りたいと思います。ご声援よろしくお願い致します。」 

コメント： 

「アンダーアーマー、DNS、D_MEDICAL とともに、ケガなく、最高のパフォーマンスを発揮

できるよう練習に試合に励みたいと思います。応援よろしくお願い致します。」 

  
 

 

 

 

 

 

 
  

株式会社ドーム（本社：東京都品川区東品川、社長：安田秀一）は展開するスポーツアパレル「アンダーアーマ

ー」、スポーツサプリメント「DNS」、スポーツメディカル「D_MEDICAL」の3ブランドにおいて2009年アドバイザリー契

約を9競技、31名、1チームと締結いたしました。 

本年より新たに上野由岐子選手（ソフトボール）・馬場ゆかり選手（プロゴルフ）・大宮アルディージャ（サッカー）

と契約を締結いたしました。上野選手におかれましては、当社の展開する上記3ブランドすべてと契約を結んだ初

めてのアスリートとなります。 

「すべてはオリンピックで金メダルを取るために」。上野選手はずっと持ち続けていたその思いを実現するため、

最高の舞台で最高のパフォーマンスを発揮できるプロダクトを求めていました。そんな時に出会ったのがアンダー

アーマーとDNS。アンダーアーマーの“軽さ”“着心地の良さ”“動きやすさ”と、DNSの“飲みやすさ”“疲労が残らな

い”“効果を体感できること”が上野選手の心を捉え、2007年4月よりDNSとアンダーアーマーを使用。北京オリンピ

ックでもDNSを飲み続け、2日間3試合413球を投げ抜き、悲願の金メダルを獲得しました。そして、さらなる飛躍を目

指し、本年より正式にD_MEDICALを加えた3ブランドすべてとアドバイザリー契約を結ぶこととなりました。 

また、馬場選手はアンダーアーマー初の女子プロゴルフ契約選手、大宮アルディージャはアンダーアーマー・サ

ッカーカテゴリーとしてアジア初のユニフォームサプライヤー契約チーム※となります。   

※ 2007年にインナーウエア契約を締結。 
  

 

 

 

        

 

  

  
 

 

－－株株式式会会社社ドドーームム  22000099 年年アアドドババイイザザリリーー契契約約選選手手決決定定－－  

ソソフフトトボボーールル  五五輪輪金金メメダダリリスストト  上上野野由由岐岐子子選選手手とと新新規規契契約約  
～～大大宮宮アアルルデディィーージジャャ（（ササッッカカーー））・・馬馬場場ゆゆかかりり選選手手（（ププロロゴゴルルフフ））他他、、99 競競技技、、3311 名名、、11 チチーームムととアアドドババイイザザリリーー契契約約～～  

 

2009 年 3 月 17 日

株式会社ドーム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は1996年の創業以来、「スポーツがもたらす喜びに満ちた世界を創る」を理念として、広くアスリートのサポ

ートをしてきました。その中で、トップアスリートに対して、個別のトレーニングプログラムの開発、オフィスに併設さ

れたジムにおけるトレーニングのアドバイスなど、単なる商品提供にとどまらない総合的なサポートを提供していま

す。こうしたサポートを通じて互いに信頼関係を築いたアスリート、あるいはこうした当社の姿勢を評価して下さった

アスリートとアドバイザリー契約を締結しております。 

本年も契約選手の皆様に素晴らしい戦績を残していただけるよう全面的にサポートしていくと同時に、スポーツ

を通じて豊かで明るい社会を創ってまいります。 
 

      

 

 

 

【 リリースについてのお問い合わせ先 】 

株式会社ドーム ブランドマーケティング部 担当：林・加藤 

TEL：03-5781-7929  FAX：03-5781-7937 www.domecorp.com 

【一般の方のお問い合わせ先】 

ドームカスタマーセンター TEL：0120-106-786 

www.underarmour.co.jp www.dnszone.jp www.domeshoppingzone.com/dmedical 

■大宮アルディージャ（サッカー） 

＜契約ブランド：アンダーアーマー＞ 

1996年、NTT関東サッカー部を母体に創設。埼玉県さいたま市をホー

ムタウンとするJリーグ加盟クラブ（1999年にJリーグ加盟）。ホームスタ

ジアムはNACK5スタジアム大宮。2005年からJ1昇格。「2011年までに

J1リーグ優勝」を目標に、サポーターとともにJ1で奮闘を続ける。 

 



 

〔2009年 アドバイザリー契約選手・チーム一覧〕 

■UA 

種 目 選手名 ふりがな 所 属 

阿部慎之助 あべ しんのすけ 読売ジャイアンツ 

福留 孝介 ふくどめ こうすけ シカゴ・カブス 

井川 慶 いがわ けい ニューヨーク・ヤンキース 

中島 裕之 なかじま ひろゆき 埼玉西武ライオンズ 

多村 仁 たむら ひとし 福岡ソフトバンクホークス 

新垣 渚 あらがき なぎさ 福岡ソフトバンクホークス 

関本 賢太郎         せきもと けんたろう 阪神タイガース 

久保 裕也 くぼ ゆうや 読売ジャイアンツ 

城石 憲之 しろいし のりゆき 東京ヤクルトスワローズ 

土肥 義弘 どい よしひろ 埼玉西武ライオンズ 

北川 博敏 きたがわ ひろとし オリックス・バファローズ 

野球 

中田 賢一 なかた けんいち 中日ドラゴンズ 

伊澤 利光 いざわ としみつ JOYX 

※増田 伸洋 ますだ のぶひろ ドーム 

谷口 拓也 たにぐち たくや さだ企画 

※神山 隆志 かみやま たかし 日神不動産 

Wayne Perske ウェイン・パースキー   

松村 道央 まつむら みちお 吉野電気工業 

ゴルフ 

○馬場 ゆかり ばば ゆかり   

アメフト ※河口 正史 かわぐち まさふみ アサヒ飲料チャレンジャーズ 

スキー 皆川 賢太郎 みながわ けんたろう 新潟アルビレックス 

ビーチバレー ※朝日 健太郎 あさひ けんたろう  CHINTAI 

バイク ※中野 真矢 なかの しんや アプリリア・レーシング 

ラグビー ※有賀 剛 あるが ごう サントリーサンゴリアス 

ソフトボール ◎上野 由岐子 うえの ゆきこ ルネサス高崎 

サッカー ○大宮アルディージャ    

■DNS 

種 目 選手名 ふりがな 所 属 

城島 健司 じょうじま けんじ シアトル・マリナーズ 

松坂 大輔 まつざか だいすけ ボストン・レッドソックス 野球 

ダルビッシュ有 だるびっしゅ ゆう 北海道日本ハムファイターズ 

矢野 東 やの あずま   

※増田 伸洋 ますだ のぶひろ ドーム 

平塚 哲二 ひらつか てつじ 甲賀 CC 
ゴルフ 

※神山 隆志 かみやま たかし 日神不動産 

アメフト ※河口 正史 かわぐち まさふみ アサヒ飲料チャレンジャーズ 

ビーチバレー ※朝日 健太郎 あさひ けんたろう CHINTAI 

バイク ※中野 真矢 なかの しんや アプリリア・レーシング 

ラグビー ※有賀 剛 あるが ごう サントリーサンゴリアス 

ソフトボール ◎上野 由岐子 うえの ゆきこ ルネサス高崎 

■ Dメディカル 

種 目 選手名 ふりがな 所 属 

ソフトボール ◎上野 由岐子 うえの ゆきこ ルネサス高崎 

◎は、2009 年新契約選手で、アンダーアーマー、DNS、D メディカルともに契約している選手です。 

○は、2009 年新契約選手です。 

※は、アンダーアーマー、DNS ともに契約している選手です。 

 



 

1996年、元アメリカンフットボール全日本学生代表チームのキャプテンを務めた安田秀一により設

立。社名のDOMEは“Dedicated Organization Motivated to Excel ”（自らの意思に基づいて、最上を

目指し献身する組織）のアルファベット頭文字を取ったもの。スポーツ文化の振興が豊かな社会を

生むとの信念のもと、テーピングの輸入販売を皮切りに、スポーツ関連事業を展開。現在は、スポ

ーツアパレル（アンダーアーマー）、スポーツサプリメント（DNS）、スポーツメディカル（D_MEDICAL）

が事業の3本の柱となっている。 

 
 ■株式会社ドーム 

 

 

 

 

 

 

 

■UNDER ARMOUR®（アンダーアーマー） 

 

 

 

 

 

 

 

■DNS®（ディーエヌエス） 

 

 

 

 

 
 
 

■D_MEDICAL（ディーメディカル） 

 

 

 

 

「日本のアスリートを世界レベルに高める」を出発点に、アスリートがアスリートのために開発したス

ポーツサプリメント。2000年より高品質かつ飲みやすいプロテインを開発・発売。「プロテインは高価

で飲みにくい」という常識を覆し、以後、数々の革新的スポーツサプリメントを開発。シリアスアスリ

ートの支持を得て、2007年にはスポーツ流通シェア2位の地位を築く。 

アスレチックテープを始めとした、スポーツメディカル商品の開発・製造・販売。またオリジナル商品

「ドームメディカルライン」を展開。日本のトップレベルの品揃えと徹底した品質管理、スピーディー

な出荷体制を完備し、スポーツチームやアスリートの期待に応えている。 

 

1996年、米国の元アメリカンフットボール選手であるケビン・プランクが立ち上げたスポーツブラン

ド。近年急速に普及している、体にフィット（密着）して「吸汗速乾」機能を持つ機能性スポーツウェア

の発祥ブランド。日本においても阿部慎之助選手、福留孝介選手（ともに野球）、伊澤利光選手（プ

ロゴルフ）をはじめ、多くのトップアスリートが着用。近年では学生スポーツにおいても圧倒的な着用

率を誇るなど多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。 

 


