
＜本件に関する報道関係者からの問合せ先＞ 

一般社団法人ホッケージャパンリーグ（福島 雄裕）03-5807-2836（info@hjl-hockey.jp） 

 

【報道関係各位】          2017 年 9 月 7 日 

 

高円宮牌 2017 ホッケー日本リーグ女子カテゴリー得点王 決定 

山梨学院 CROWNING GLORIES 

河村 元美 選手が 自身初の得点王を獲得 

 

2017 年 9 月 3 日(日)に行われた高円宮牌 2017 ホッケー日本リーグ女子レギュラーステージ第 4 節の結果、山梨

学院 CROWNING GLORIES の河村元美選手が得点王を獲得いたしました。河村元美選手の得点王獲得は自身初。

得点王の表彰は来年 1 月開催予定の「2017 ホッケー日本リーグアワーズ」にて行います。 

 

高円宮牌 2017 ホッケー日本リーグ 女子カテゴリー 得点王 

河村 元美  Motomi Kawamura 

山梨学院 CROWNING GLORIES / FW / 背番号 9 

 

生年月日:1995/3/5 

身長体重:157/54, 

出身地:大阪府 

ホッケー歴:9 年 

出身校:羽衣学園中学校/羽衣学園高校/山梨学院大学 

ユース・ジュニア日本代表候補選手経験：ユース/2012 年～2016 年、ジュニア/2012 年～2016 年 

シニア日本代表候補選手経験：シニア/2014 年、リオ五輪/2016 年 
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《女子得点王 河村 元美 選手  2 位以下の順位表》 

 

 

《歴代得点王(女子)》 

2016年 深野 加弥 (ソニーHC BRAVIA Ladies) 藤井 美沙 (コカ・コーラウエスト レッドスパークス)

2015年

2014年

2013年 金 賓美 (ソニーHC BRAVIA Ladies) 李 仁敬 (コカ・コーラウエスト レッドスパークス)

2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

2002年

2001年

2000年

1999年

1998年

1997年

森本 さかえ (ゴールドウィン)

森本 さかえ (ゴールドウィン)

設定なし

設定なし

筑井 利江 (天理大学)

筑井 利江 (天理大学)

筑井 利江 (天理大学)

筑井 利江 (天理大学)

森本 さかえ (天理大学)

筑井 利江 (南都銀行)

高円宮牌ホッケー日本リーグ

f リーグ

金 賓美 (ソニーHC BRAVIA Ladies)

中島 史恵 (ソニーHC BRAVIA Ladies)

村上 藍 (ソニーHC BRAVIA Ladies)

筑井 利江 (コカ・コーラウエスト レッドスパークス)

村上 藍 (ソニーHC BRAVIA Ladies)

張 希先 (コカ・コーラウエスト レッドスパークス)

筑井 利江 (天理大学)

筑井 利江 (天理大学)

 

順位 氏名 ふりがな 得点数 試合数 チーム 

1 河村 元美 かわむら もとみ 10 9 山梨学院 CROWNING GLORIES 

2 森 花音 もり かのん 8 9 天理大学ベアーズ 

3 深野 加弥 ふかの かや 7 9 ソニーHC BRAVIA Ladies 

3 辻井 紫歩 つじい しほ 7 9 コカ・コーラウエスト レッドスパークス 

5 永井 友理 ながい ゆり 6 9 ソニーHC BRAVIA Ladies 

5 坂井 志帆 さかい しほ 6 9 ソニーHC BRAVIA Ladies 
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STANDINGS  《ホッケー日本リーグ女子カテゴリー順位表*》*9 月 3 日現在 

 

 

WOMEN’S ファイナルステージ  ＜高円宮牌 2017 ホッケー日本リーグ女子：試合日程＞ 

節 会場 No. 時間

46 10:00 天理大学ベアーズ vs グラクソ・スミスクラインOrange United

47 11:40 南都銀行SHOOTING STARS vs 駿河台大学LADYBIRDS

48 13:20 山梨学位CROWNING GLORIES vs コカ・コーラウエストレッドスパークス

49 15:00 ソニーHC BRAVIA Ladies vs 立命館ホリーズ

50 16:40 東海学院大学 vs 聖泉大学

51 9:30 試合47の敗者 vs 試合46の敗者

52 11:10 試合47の勝者 vs 試合46の勝者

53 12:50 試合49の敗者 vs 試合48の敗者

54 14:30 試合49の勝者 vs 試合48の勝者

WOMEN'S
対戦カード期日

10/14 sat

10/15 sun

岐阜

最

終

節

 

＜岐阜会場＞ 

川崎重工ホッケースタジアム（〒504-0924 岐阜県各務原市下切町 6-1-4） 

http://hjl-hockey.tv/stadium/s01/ 

 

《ご参照：ホッケー女子世界ランキング 2017 年 7 月*》 ホッケー女子日本代表世界ランク 11 位 

 

（*出展： 、全 72 か国） 

http://hjl-hockey.tv/stadium/s01/

