
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HiFA AWARDS 2023 

 

 

期 日  2023 年 1 月 28 日（土） 

会 場  リーガロイヤルホテル広島 

表彰式 ４Ｆ「ロイヤルホール」 

懇親会 ３Ｆ「宮島」 

 

公益財団法人 広島県サッカー協会 

 



式次第 

 

【 表彰式 】 

開会(１６:００) 

主催者挨拶   公益財団法人 広島県サッカー協会  会長 古田 篤良 

来賓紹介 

来賓祝辞   内閣総理大臣             岸田 文雄 様（ビデオメッセージ） 

衆議院議員              平口  洋 様 

広島県地域政策局 局長            杉山 亮一  様 

    

    （公財）広島県サッカー協会『スポーツ賞（全国大会（団体）優勝の部）』受賞 表彰 

個人特別表彰    年間最優秀選手表彰(６名） 

年間優秀チーム表彰 (最優秀４、優秀１) 

年間優秀選手表彰  １種・社会人の部(１１名) １種・大学の部(１１名) ２種・高校生の部(１１名)  

３種・中学生の部(１１名) ４種・小学生の部(１６名) 女子の部・O-１９(５名)  

女子の部・U-１８(５名)  女子の部・U-１５(５名) シニアの部(５名)  

フットサルの部(５名)  合計 85 名 

閉会(１７：１０) 

※閉会後、記念撮影 

 

 

【 懇親会 】 

開会(１７：３０) 

主催者挨拶  公益財団法人 広島県サッカー協会  名誉会長 小城 得達 

来賓紹介 

来賓祝辞   広島市長              松井 一實 様 

 

乾杯      公益財団法人 広島県サッカー協会  最高顧問 野村 尊敬 

 

歓談 

 

 

中締め     公益財団法人 広島県サッカー協会  副会長兼専務理事 宗政 潤一郎 

 

閉会(１８：５０) 

 

 

 



受賞者名簿 

 

【 (公財)広島県スポーツ協会『スポーツ賞（全国大会（団体）優勝の部）』受賞 表彰 】 

  サンフレッチェ広島 F.C          YBC ルヴァンカップ １位 

 

【 個人特別表彰 年間最優秀選手表彰 】 

  佐々木 翔               サンフレッチェ広島 F.C 

  大迫 敬介               サンフレッチェ広島 F.C 

  上野 真実                サンフレッチェ広島レジーナ 

  中嶋 淑乃               サンフレッチェ広島レジーナ 

  中島 洋太朗                            サンフレッチェ広島 F.C ユース 

木吹 翔太               サンフレッチェ広島 F.C ユース 

 

【 年間最優秀チーム表彰 】 

  サンフレッチェ広島 F.C          YBC ルヴァンカップ １位 

天皇杯 JFA 第１０２回全日本サッカー選手権大会 準優勝 

明治安田生命 J１リーグ ３位 

サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  高円宮杯 JFA 第３４回全日本 U-１５サッカー選手権大会  

準優勝 

広島県女子選抜（フットサル）      日本トリム Presents 第１４回全国女子選抜フットサル大会 

(トリムカップ 2022) 準優勝 

  広島フォーティーズ           JFA 第１０回全日本 O-４０サッカー大会 ３位 

  

 

【 年間優秀チーム表彰 】 

  AICJ 高等学校              令和４年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 

 ベスト８ 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【 年間優秀選手表彰 】 

  1 種・社会人の部  

  児玉 潤    福山シティフットボールクラブ   田口 駿    福山シティフットボールクラブ 

  松岡 憧    福山シティフットボールクラブ   礒江 太勢   福山シティフットボールクラブ 

  高田 健吾   福山シティフットボールクラブ   塚田 裕介   福山シティフットボールクラブ 

  馬渡 隼暉   福山シティフットボールクラブ   深田 竜大   福山シティフットボールクラブ 

  藤井 敦仁   福山シティフットボールクラブ   高橋 大樹   福山シティフットボールクラブ 

 曽我 大地   福山シティフットボールクラブ 

 

 

  1 種・大学の部  

郷田 凪砂   福山大学学友会サッカー部     中村 蒼    広島大学体育会サッカー部 

井上 大也   広島大学体育会サッカー部     酒井 大斗   広島大学体育会サッカー部 

  岡田 心平   広島大学体育会サッカー部     香取 潤    広島大学体育会サッカー部 

  高橋 朝日   広島大学体育会サッカー部     松村 巧    福山大学学友会サッカー部 

酢谷 元哉   広島大学体育会サッカー部     江崎 智哉   福山大学学友会サッカー部 

山邊 樹    広島大学体育会サッカー部 

 

 

   2 種・高校生の部  

越道 草太   サンフレッチェ広島 F.C ユース   妹尾 颯斗   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  畑野 遼太   サンフレッチェ広島 F.C ユース   渡邉 雄大   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  笠木 優寿   サンフレッチェ広島 F.C ユース   中原 碧琉   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  井野 佑優   サンフレッチェ広島 F.C ユース   江川 楓    広島県瀬戸内高等学校 

  滝口 晴斗   サンフレッチェ広島 F.C ユース   澤田 佳憲   広島県瀬戸内高等学校 

  髙下 仁誓   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  

 

   3 種・中学生の部  

林  詢大   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース     徳山 逸    サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース   

  野崎 光汰   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース    渡邉 楓太   FC ツネイシ U-15 

  児玉 司    サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース    坂本 謙祐   FC ツネイシ U-15 

  小林 志紋   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース    西本 斗央   FC ツネイシ U-15 

  宗田 椛生   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース    服部 泰斗   AC.CAVATINA.ⅢY 

  土井川 遥人  サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース    

 

 

 

 



【 年間優秀選手表彰 】 

  4 種・小学生の部  

旨山 太雅   AC.CAVATINA.ⅢY.jr         玉置 啓悟   FC ツネイシ U-12 

  中西 奎斗   コスモ東広島 F.C           柾木 優汰   FC ヴェルメ 

  高山 一輝   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア    𠮷本 栞渚    コスモ東広島 F.C 

  柴田 葵生   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア    近藤 音々   広島ユナイテッド・フットボールクラブ  

  片山 新     サンフレッチェ広島 F.C ジュニア      田中 心結   FC KUSUNA 

  髙田 斗真   シーガル広島               古村 楓     佐伯 JFC 

  下垣内 允也  FC ツネイシ U-12             天川 佳音   チェリー栗崎 F.C 

  西本 斗李   FC ツネイシ U-12            竹内 杏莉   Gsc（緑丘） 

 

 

  女子の部・Ｏ-19  

  新井 純奈   アンジュヴィオレ広島        新城 舞    アンジュヴィオレ広島 

  小野 奈菜   アンジュヴィオレ広島        神田 若帆   アンジュヴィオレ広島 

  松田 遥奈   アンジュヴィオレ広島 

 

 

  女子の部・Ｕ-18  

桑原 藍    AICJ 高等学校            山本 心    福山ローザスレディース 

  梅津 真央   AICJ 高等学校            石川 綾乃   福山ローザスレディース 

  森田 千尋   AICJ 高等学校 

   

 

   女子の部・Ｕ-15  

川崎 和奏   福山ローザスレディース       小田 咲花   AC.CAVATINA.ⅢY 

  林  華衣   福山ローザスレディース       中島 采音   福山ローザスレディース 

  枝廣 吏音   福山ローザスレディース 

   

 

   シニアの部  

山口 正夫   広島フォーティーズ         榎木 聡    広島フォーティーズ 

  山口 孔三   広島フォーティーズ         赤木 健司   広島フォーティーズ 

  黒田 忠浩   広島フォーティーズ         

  

 

  フットサルの部  

石本 千弥   AICJ 高等学校            柏原 凪沙   AICJ 高等学校 

  村本 夏希   AICJ 高等学校            樋口 三夏   AICJ 高等学校 

  岸波 美采   AICJ 高等学校 


