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男子・女子 年間表彰 

「高円宮牌 2018ホッケー日本リーグ年間表彰式（HJL アワード 2018）」 
最優秀選手賞（年間MVP）発表 

 
 
謹啓 益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

一般社団法人ホッケージャパンリーグ（略称：HJL、理事長：内藤貴詞）は、高円宮牌 2018 ホッケー日
本リーグ男子・女子の最優秀選手(年間 MVP)を本日開催されました高円宮牌２０１８ホッケー日本リーグ
年間表彰式（HJL アワード 2018）にて発表いたしました。 

敬白 
 
記 

 
＜高円宮牌２０１８ホッケー日本リーグ男子 最優秀選手賞（年間MVP）＞ 
 
受賞者： 田中 世蓮(２年連続２回目) 
所 属：  岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS 
 
 
＜高円宮牌２０１８ホッケー日本リーグ女子 最優秀選手賞（年間MVP）＞ 
受賞者： 永井 葉月(初受賞) 
所 属：  ソニーHC BRAVIA Ladies 
 

以上 
 

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 

事務局（福島・神山） 

03-5807-2836（info@hjl-hockey.jp） 
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高円宮牌 2018 ホッケー日本リーグ 
チーム表彰・個人表彰 
【2019.02.22確定版】 

■チーム表彰 
＜第２２回 高円宮牌 2018 ホッケー日本リーグ女子＞ 
優勝：ソニーHC BRAVIA Ladies（４年連続１０回目） 

＜第１７回 高円宮牌 2018 ホッケー日本リーグ男子Ｈ１＞ 
優勝：岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS（２年連続２回目） 

＜第３回 高円宮牌 2018 ホッケー日本リーグ男子Ｈ２＞ 
優勝：ALDER飯能（２７）９勝０分１敗（初） 

＜フェアチーム賞 女子＞ 
聖泉大学（グリーンカード１枚、イエローカード０枚、レッドカード０枚）：初 

＜フェアチーム賞 男子＞ 
天理大学ベアーズ（グリーンカード３枚、イエローカード０枚、レッドカード０枚）：初 
ALDER飯能（グリーンカード３枚、イエローカード０枚、レッドカード０枚）：初 

■個人表彰 
＜ベストアンパイア賞 女子＞ 
相馬 知恵子（山梨県ホッケー協会）：４回目 

＜ベストアンパイア賞 男子＞ 
成田 健一（千葉県ホッケー協会）：初 

＜女子 1st ステージ最多得点選手＞※記録のみ 
清水 美並（ソニーHC BRAVIA Ladies）９得点 
加藤 彰子（コカ・コーラレッドスパークス）９得点 

＜女子 2nd ステージ最多得点選手＞※記録のみ 
永井 友理（ソニーHC BRAVIA Ladies）５得点 

＜女子 最多得点選手賞（得点王）＞ 
永井 友理（ソニーHC BRAVIA Ladies）１２得点：初 
清水 美並（ソニーHC BRAVIA Ladies）１２得点：初 

＜男子Ｈ２ 最多得点選手賞（得点王）＞ 
北里 謙治（ALDER飯能）１１得点：初 

＜男子Ｈ１ レギュラーステージ最多得点選手＞ 
加藤 凌聖（立命館ホリーズ）１１得点 

＜男子Ｈ１ 最多得点選手賞（得点王）＞ 
山田 翔太（岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS）１１得点：２回目 
加藤 凌聖（立命館ホリーズ）１１得点：初 

＜女子ファイナルステージ MVP＞ 
永井 友理（ソニーHC BRAVIA Ladies） 

＜男子ファイナルステージ MVP＞ 
福田 健太郎（岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS） 

＜最優秀新人賞（新人王） 女子＞ 
小早川 志穂（東海学院大学） 

＜最優秀新人賞（新人王） 男子＞ 
田村 陸（山梨学院 OCTOBER EAGLES）



＜優秀選手賞（ベストイレブン） 女子＞ 
GK 景山 恵 ソニーHC BRAVIA Ladies 初 
FB 内藤 夏紀 ソニーHC BRAVIA Ladies 初 
FB 大田 昭子 コカ・コーラ レッドスパークス ２回目 
FB 松本 夏波 コカ・コーラ レッドスパークス ２回目 
FB 白石 莉奈子 山梨学院 CROWNING GLORIES 初 
MF 永井 葉月 ソニーHC BRAVIA Ladies ２回目 
MF 野村 香奈 南都銀行 SHOOTING STARS ２回目 
MF 河村 元美 コカ・コーラ レッドスパークス ３回目 
FW 清水 美並 ソニーHC BRAVIA Ladies 3回目 
FW 永井 友理 ソニーHC BRAVIA Ladies 初 
FW 加藤 彰子 コカ・コーラ レッドスパークス 4回目 
＜優秀選手賞（ベストイレブン） 男子Ｈ１＞ 
GK 吉川 貴史 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS ３回目 
FB 畑野 修平 立命館ホリーズ 初 
FB 千葉 健寛 山梨学院 OCTOBER EAGLES 初 
FB 大橋 雅貴 LIEBE栃木 2回目 （Ｈ２：２回受賞） 
FB 山田 翔太 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS ３回目 
MF 田中 世蓮 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS 2回目 （Ｈ２：１回受賞） 
MF 落合 晴輝 天理大学ベアーズ 初 
MF 落合 大将 LIEBE栃木 ２回目  （Ｈ２：2回受賞） 
FW 三谷 元騎 福井クラブ 5回目 （Ｈ２：１回受賞） 
FW 山崎 晃嗣 山梨学院 OCTOBER EAGLES ４回目 
FW 渡辺 晃大 立命館ホリーズ ３回目 
＜優秀選手賞（ベストイレブン） 男子Ｈ２＞ 
ＧＫ アーノルド 勇利 ＡＬＤＥＲ飯能 初 
ＦＢ 安部 竜之介 ＡＬＤＥＲ飯能 初 
ＦＢ 河合 亮平 小矢部ＲＥＤ ＯＸ ２回目 
ＦＢ 山下 学 小矢部ＲＥＤ ＯＸ 初 
ＦＢ 谷光 未有 Ｓｅｌｒｉｏ島根 初 
ＭＦ 村田 和麻 小矢部ＲＥＤ ＯＸ 初 
ＭＦ 朝倉 祐樹 Ｓｅｌｒｉｏ島根 ２回目（Ｈ１：１回受賞） 
ＭＦ 花澤 空 駿河台大学 初 
ＦＷ 北里 謙治 ＡＬＤＥＲ飯能 初（Ｈ１：8回受賞） 
ＦＷ 竹下 貴之 ＡＬＤＥＲ飯能 初 
ＦＷ 鈴木 修平 法政大学 初 
 
＜最優秀選手賞（年間 MVP） 女子＞ 
 永井 葉月（ソニーHC BRAVIA Ladies） 初受賞 
＜最優秀選手賞（年間 MVP） 男子＞ 

田中 世蓮（岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS） ２年連続２回目 
以上 


