
 

 

 

HiFA AWARDS 2020 

 

 

期 日  2020 年 1 月 25 日（土） 

会 場  リーガロイヤルホテル広島 

表彰式 ４Ｆ「クリスタルホール」 

懇親会 ３Ｆ「宮島」 

 

公益財団法人広島県サッカー協会 

 



受賞者名簿 

 

【 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 

  松本 泰志               サンフレッチェ広島 F.C 

  森島 司                  サンフレッチェ広島 F.C 

  東 俊希                  サンフレッチェ広島 F.C 

  鮎川 峻                                サンフレッチェ広島 F.C ユース 

森夲 空斗               サンフレッチェ広島 F.C ユース 

 

【 個人特別表彰 会長特別表彰 】 

  岩成 智和               サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  的場 千尋               福山大学学友会サッカー部 

 

【 年間最優秀チーム表彰 】 

  国体少年男子              第 74 回国民体育大会サッカー競技 いきいき茨城ゆめ国体 2019 準優勝  

  シーガル広島レディース         JFA 第 10 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 】 

  広島 FC レディース            JFA 第 30 回全日本 O-30 女子サッカー大会 ４位 

広島 FC レディース            JFA 第 30 回 O-40 女子サッカーオープン大会 ５位 

  サンフレッチェ広島 F.C          2019 明治安田生命 J.LEAGUE ６位 

  福山市職 SC                              第 48 回全国自治体職員サッカー選手権大会 ８位 

 

【 年間優秀審判表彰 】 

  池内 明彦                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 年間優秀選手表彰 】 

  第 1 種・社会人  

  炭廣 翔    SRC 広島             咲賀 翔平   SRC 広島 

  林  遥    SRC 広島             相原 剛    SRC 広島 

  木下 卓哉   SRC 広島             坪根 毅士   SRC 広島 

  前原 翼    SRC 広島             藤堂 拓真   SRC 広島 

  川井 裕哉   SRC 広島             市地 功樹   SRC 広島 

 吉浦 涼太   SRC 広島 

 

 

  第 1 種・大学  

今田 海斗   広島経済大学サッカー部      﨑山 誉斗   福山大学学友会サッカー部 

中島 豊輝   広島経済大学サッカー部      塚本 和輝   福山大学学友会サッカー部 

  長井 響    広島修道大学サッカー部      原田 啓史   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     松下 大祐   福山大学学友会サッカー部 

小倉 貫太   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  

土肥 航大   サンフレッチェ広島 F.C ユース   長澤 瑞紀   サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  細谷 航平   サンフレッチェ広島 F.C ユース   岡本 拓海   広島県立広島皆実高等学校 

  影山 兼三   サンフレッチェ広島 F.C ユース   田中 博貴   広島県立広島皆実高等学校 

  棚田 颯    サンフレッチェ広島 F.C ユース   板舛 寿樹   広島県立広島皆実高等学校 

  佐藤 幸生   サンフレッチェ広島 F.C ユース   藤岡 佑成   広島県立広島皆実高等学校 

  西川 歩    サンフレッチェ広島 F.C ユース 

  

 

   第 3 種  

畑野 遼太   FC バイエルンツネイシ U-15     新中 優大   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

  織田 翔空   FC バイエルンツネイシ U-15    久保 敬太   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

  内海 薫平   FC バイエルンツネイシ U-15    田尻 匡平   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

  𡌶  綾汰   FC バイエルンツネイシ U-15    野上 凌雅   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース  

  藤井 翔大   FC バイエルンツネイシ U-15    越道 草太   サンフレッチェ広島 F.C ジュニアユース 

  中原 碧琉   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 4 種  

土井川 遥人  尾道東 SANBA フットボールクラブ   徳山 逸   広島高陽フットボールクラブＵ-12 

  田坂 彩人   尾道東 SANBA フットボールクラブ   宗田 椛生  福山南フットボールクラブ 

  上田 俊也   尾道東 SANBA フットボールクラブ   野村 陸路  FC 速谷 

  倉本 陸将   尾道東 SANBA フットボールクラブ   林  華衣  福山ローザス・セレソン 

  林   詢大   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア      行友 梨花   霞サッカークラブ 

  名越 貫陽   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア      川崎 和奏   泉サッカークラブ 

  大塚 八寛   サンフレッチェ広島 F.C ジュニア      松井 望花   FU KUSUNA 

  片岡 優    シーガル広島              沖土居 希実  FC 十日市 

 

 

  女子・Ｏ-19  

  齋原 みず稀  広島大学             渡部 豊子  アンジュヴィオレ広島 

  神田 若帆   アンジュヴィオレ広島       本藤 理佐  アンジュヴィオレ広島 

  池崎 愛    アンジュヴィオレ広島 

 

 

  女子・Ｕ-18  

難波 桃子   広島文教大学附属高等学校     小田 こころ  AICJ 高等学校 

  伊藤 明里   広島文教大学附属高等学校     坂本 葵彩   AICJ 高等学校 

   

 

   女子・Ｕ-15  

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

  當房 皆都   シーガル広島レディース      山本 心    アンジュヴィオレ BINGO 

  和田 奈々美  シーガル広島レディース 

   

 

   シニア  

林 真太郎   広島フォーティーズ        村上 譲    広島フォーティーズ 

  山口 正夫   広島フォーティーズ        小林 俊一   広島フォーティーズ 

  政信 博之   広島フォーティーズ         

  

 

  フットサル  

荒井 ひとみ  MFP SALSA HADA         徳永 日向子  MFP SALSA HADA 

  西  理恵   MFP SALSA HADA         森  英菜   MFP SALSA HADA 

  安東 菜海   MFP SALSA HADA  

   


