
受賞者名簿 

 

【 個人特別表彰 (公財）日本サッカー協会功労者「功労賞」受賞 】 

  小城 得達 

  田中 保昭 

  白井 孝司 

 

【 個人特別表彰（公財）広島県体育協会「体育賞（功労者の部）」受賞 】 

  片山 晴之 

  宗政 潤一郎 

  上尾 達也 

  今田 邦彦 

  大島 啓司 

 

【 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 

  青山 敏弘               サンフレッチェ広島 

  森島 司                サンフレッチェ広島 

  松本 泰志               サンフレッチェ広島 

  大迫 敬介               サンフレッチェ広島 

  東 俊希                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 ユース      高円宮杯 JFAU-18 サッカープレミアリーグ 2018 ファイナル 優勝  

  サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  第 33 回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会 優勝 

  サンフレッチェ広島           2018 明治安田生命 J.LEAGUE 2 位 

  広島 FC レディース            第 29 回全国レディースサッカー大会 3 位 

  広島県瀬戸内高等学校          第 97 回全国高校サッカー選手権大会 3 位 

  シーガル広島レディース         JFA 第 9 回全日本Ｕ-15 女子フットサル選手権大会 3 位 

 

【 年間優秀チーム表彰 】 

  国体成年女子              第 73 回国民体育大会サッカー競技 福井しあわせ元気国体 2018 

                                                 5 位 

 

【 年間優秀監督表彰 】 

  沢田 謙太郎              サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  髙田 哲也               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 】 

  第 1 種・社会人  

  相原 剛    SRC 広島             林  遥    SRC 広島 

  松岡 祐介   SRC 広島             兼重 修    富士ゼロックス広島 SC 

  前原 翼    SRC 広島             中野 悠里   富士ゼロックス広島 SC 

  吉浦 涼太   SRC 広島             高田 健吾   原田鋼業フットボールクラブ 

  咲賀 翔平   SRC 広島             隅田 航    デッツォーラ島根 E.C 

 

  第 1 種・大学  

安藤 拓海   広島経済大学サッカー部      小倉 貫太   福山大学学友会サッカー部 

  二井野 巧   広島大学体育会サッカー部     﨑山 誉斗   福山大学学友会サッカー部 

  蓑田 響    広島大学体育会サッカー部     塚本 和輝   福山大学学友会サッカー部 

  泉 勇也    福山大学学友会サッカー部     山下 翔也   福山大学学友会サッカー部 

  隈元 聖    福山大学学友会サッカー部     

 

   第 2 種  

大越 寛人   サンフレッチェ広島 F.C ユース   松本 大弥   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  大堀 亮之介  サンフレッチェ広島 F.C ユース   森保 陸    サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  桂 陸人    サンフレッチェ広島 F.C ユース   山﨑 大地   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  佐藤 海斗   サンフレッチェ広島 F.C ユース   渡部 快斗   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  鈴 直樹    サンフレッチェ広島 F.C ユース   佐々木 達也  広島県瀬戸内高等学校 

  中谷 超太   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  

   第 3 種  

波多野 崇史  サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  光廣 健利   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

  香取 潤    サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  棚田 遼    サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

  寺岡 潤一郎  サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  藤野 和樹   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

  桑原 大翔   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  島津 大輝   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

  入江 大雅   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  田部 健斗   シーガル広島 JY 

  中島 永弥   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

 

  第 4 種  

髙橋 怜生   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア  早川 悠侑天  廿日市 FC アカデミーＵ-12 

  中島 洋太朗  サンフレッチェ広島 F.C ジュニア  大成 健人   因島クラブジュニア 

  桝谷 歩希   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア  山田 涼斗   広島高陽フットボールクラブＵ-12 

  大西 央人   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア  板村 真央   中山サッカークラブ 

  吉田 唯人   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア  岸波 美采   佐伯 JFC 

  藤井 陽空   シーガル広島           森原 日胡   御幸サッカークラブ 

  横山 慶    シーガル広島           柏原 凪沙   長束フットボールクラブ 

  松浪 陽仁   シーガル広島           朝邉 美悠   宇品体協スポーツ教室サッカー部 



【 年間優秀選手表彰 】 

  女子・Ｏ-19  

  渡辺 薫乃   広島文教女子大学         長野 栞奈   広島大学 

  齋原 みず稀  広島大学             杉原 萌香   広島文教女子大学 

 

  女子・Ｕ-18  

高島 絢音   広島文教女子大学附属高等学校   玉田 愛理   アンジュヴィオレ広島Ｕ18 

  万力 安純   アンジュヴィオレ広島Ｕ18     矢島 由芽叶  広島文教女子大学附属高等学校 

  福永 紗良   青崎 FC Hanako Clover’s      和田 莉愛   アンジュヴィオレ広島Ｕ18 

 

   女子・Ｕ-15  

疋田 祝華   シーガル広島レディース      故引 美鈴   アンジュヴィオレ BINGO 

  富永 若葉   シーガル広島レディース      山本 葉桜   アンジュヴィオレ BINGO 

  梅津 真央   アンジュヴィオレ BINGO    

   

   シニア  

上岡 豪史   広島フォーティーズ        三浦 秀雄   広島フォーティーズ 

  小林 憲昭   広島フォーティーズ        対馬 敦    広島フォーティーズ 

  石田 直樹   広島フォーティーズ         

  

  フットサル  

江藤 侑生   シーガル広島レディース      植野 沙耶   シーガル広島レディース 

  松川 杏美   シーガル広島レディース      中谷 和月   シーガル広島レディース 

  岸波 優妃   シーガル広島レディース       

   

 


