
 

 
【報道関係各位】 

2022年 3月 28日 

高円宮牌 2021ホッケー日本リーグ女子・男子 年間表彰報告会のお知らせ 

2022年 3月 30日（水）10時よりオンラインにて実施 
MVPは男子 村田 和麻（LIEBE栃木） 女子 永井 友理（ソニーHC BRAVIA Ladies） 

 

一般社団法人ホッケージャパンリーグ（略称︓HJL、代表理事・チェアマン 真 喜代司）は、高円宮
牌 2021ホッケー日本リーグ女子、男子Ｈ1、男子Ｈ2のチーム表彰・個人表彰を別紙の通り発表しま
した。最優秀選手賞（MVP）男子は村田和麻（LIEBE栃木）、女子は永井友理（ソニーHC 
BRAVIA Ladies）がともに初受賞となります。 

 

＜高円宮牌 2021 ホッケー日本リーグ 年間表彰報告会（オンライン）＞ 
時間: 2022年 3月 30日（水）10時 00分～（５分前までにはご集合ください） 
参加 URL︓https://us02web.zoom.us/j/83619254647 
パスコード︓910395 
参加対象者︓優勝チーム 監督・主将、優秀選手賞（ベスト１１）、最優秀選手賞（MVP） 
 
なお、個別取材を希望する場合、全体の報告会終了後に個別に取材できるようにいたします。 
以下のフォームへ選手名を送信してください。 
https://forms.gle/HVbEbmaargsZp9eMA 

 
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 

専務理事 福島 雄裕 

03-5807-2836（info@hjl-hockey.jp） 

mailto:info@hjl-hockey.jp


 
 

 

⾼円宮牌2021 ホッケー⽇本リーグ 
チーム表彰・個⼈表彰 

 
◎チーム表彰 

第２５回 ⼥⼦優勝︓ソニーHC BRAVIA Ladies（２年ぶり１２回⽬） 
第２０回 男⼦Ｈ１優勝︓LIEBE 栃⽊（初） 
第５６回 男⼦Ｈ２優勝︓ALDER 飯能（４年ぶり２回⽬） 

 
◎フェアチーム賞 

⼥⼦︓駿河台⼤学 LADYBIRDS︓２年連続２回⽬（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） 
男⼦︓天 理 ⼤ 学 ベ ア ー ズ︓３年ぶり２回⽬（グリーンカード２枚、イエローカード０枚、レッドカード０枚） 
     駿 河 台 ⼤ 学︓２年ぶり４回⽬（グリーンカード２枚、イエローカード０枚、レッドカード０枚） 

 
◎個⼈表彰 
【ベストアンパイア賞】 
（⼥⼦）⼭⽥恵美（⻑野県ホッケー協会）︓２年ぶり３回⽬ 
（男⼦）⽊下英貴（神奈川県ホッケー協会）︓初 
 
【最多得点選⼿賞（得点王）】 
（⼥    ⼦）⿃⼭ ⿇⾐（南都銀⾏SHOOTING STARS）９得点（FG︓8 得点、PC︓１得点）︓初 
（男⼦H１）加藤 凌聖（LIEBE 栃⽊）９得点（FG︓5 得点、PC︓3 得点、PS︓１得点）︓２年ぶり３回⽬ 
（男⼦H２）北⾥ 謙治（ALDER 飯能）１１得点（FG︓3 得点、PC︓８得点、PS︓１得点）︓２年連続３回⽬ 
 
【最多POM 賞】（2020 シーズンよりスタート） 
（⼥⼦）森 花⾳（コカ・コーラレッドスパークス）、⿃⼭ ⿇⾐（南都銀⾏SHOOTING STA レギュラーステージ）︓４ポイント 
（男⼦H１）藤島 来葵（⽴命館ホリーズ） ︓３ポイント ※レギュラーS とファイナル S 合計 
（男⼦H２）萩澤 貴晃（⼩⽮部RED OX）、⽉⽥ 駿丞（福井⼯業⼤学）、佐伯 郁海（福井⼯業⼤学）︓３ポイント 
 
【最優秀新⼈賞（新⼈王）】 
（⼥   ⼦）近藤 若菜（東海学院⼤学）、上野 真歩（⽴命館ホリーズ）︓7 ポイント 
（男⼦Ｈ１）渡辺 奎太（天理⼤学ベアーズ）︓８ポイント 
（男⼦Ｈ２）⿑藤 容（福井⼯業⼤学）︓１１ポイント 
 
 
【優秀選⼿賞（ベストイレブン）】   
（⼥⼦） 
GK 景⼭ 恵 ソニーHC BRAVIA Ladies 4 回⽬ 

FB 
内藤 夏紀 ソニーHC BRAVIA Ladies 2 回⽬ 
錦織 えみ コカ・コーラ レッドスパークス 3 回⽬ 
松本 愛理 東海学院⼤学 初 



 
 

 

MF 
永井 葉⽉ ソニーHC BRAVIA Ladies 4 回⽬ 
坪内 萌花 ソニーHC BRAVIA Ladies 初 
⾦藤 祥⼦ コカ・コーラレッドスパークス 2 回⽬ 

FW 

永井 友理 ソニーHC BRAVIA Ladies 4 回⽬ 
森 花⾳ コカ・コーラレッドスパークス 初 
野村 ⾹奈 南都銀⾏SHOOTING STARS 4 回⽬ 
⿃⼭ ⿇⾐ 南都銀⾏SHOOTING STARS 初 

（男⼦Ｈ１） 
GK 吉川 貴史 岐⾩朝⽇クラブ BLUE DEVILS 6 回⽬ 

FB 
⼤橋 雅貴 LIEBE 栃⽊ 4 回⽬ 
霧下 義貴 LIEBE 栃⽊ 3 回⽬ 
藤島 来葵 ⽴命館ホリーズ 初 

MF 

村⽥ 和⿇ LIEBE 栃⽊ 5 回⽬ 
⽥中 世蓮 岐⾩朝⽇クラブ BLUE DEVILS 5 回⽬ 
⾼出 ⼤暉 ⽴命館ホリーズ 初 
永吉 拳 天理⼤学ベアーズ 初 

FW 
加藤 凌聖 LIEBE 栃⽊ 3 回⽬ 
福⽥ 健太郎 岐⾩朝⽇クラブ BLUE DEVILS 3 回⽬ 
⼩沢 諒 岐⾩朝⽇クラブ BLUE DEVILS 2 回⽬ 

（男⼦Ｈ２） 
ＧＫ 千⽥ 拓美 ALDER 飯能 初 

FB 
安部 ⻯之介 ALDER 飯能 2 回⽬ 
⼭下 学 ⼩⽮部RED OX 2 回⽬ 
野村 吏 福井⼯業⼤学 初 

ＭＦ 
浅⾒ 恒 ALDER 飯能 初 
萩澤 貴晃 ⼩⽮部RED OX 初 
佐伯 郁海 福井⼯業⼤学 初 

ＦＷ 

北⾥謙治 ALDER 飯能 3 回⽬ 
伊藤 亮 ALDER 飯能 初 
瀬島 史也 ⼩⽮部RED OX 初 
佐川 礼 駿河台⼤学 2 回⽬ 

 
 
【最優秀選⼿賞（MVP） ⼥⼦】 永井 友理（ソニーHC BRAVIA Ladies） 初 
【最優秀選⼿賞（MVP） 男⼦】 村⽥ 和⿇（LIEBE 栃⽊） 初 

以上 
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