
 
 

 

 

【報道関係者各位】         2023 年3 ⽉2 ⽇ 

男⼦・⼥⼦ 年間表彰 

⾼円宮牌2022 ホッケー⽇本リーグチーム表彰・個⼈表彰のお知らせ 

MVP は３⽉７⽇年間表彰式にて発表 

 

 ⼀般社団法⼈ホッケージャパンリーグ（略称︓HJL、理事⻑︓真喜代司）は３⽉１⽇に開催の理事会にて「⾼円宮牌

2022 ホッケー⽇本リーグ」のチーム表彰ならびに個⼈表彰を決定いたしました。 

 ３⽉７⽇（⽕）に明治記念館にて開催する「⾼円宮牌２０２２ホッケー⽇本リーグ年間表彰式」において表彰される各受

賞者についてお知らせいたします。なお、最優秀選⼿賞（MVP）は年間表彰式にて発表いたします。 

 取材の申込・受付につきましては、別途、公益社団法⼈⽇本ホッケー協会からご案内いたします。 

 

＜⾼円宮牌2022 ホッケー⽇本リーグ年間表彰式＞ 

 ⽇  時︓３⽉7 ⽇（⽕）14:00〜15:00（受付13:30〜） ※メディアブリーフィングを 13 時30 分より実施します 

 場  所︓明治記念館「鳳凰の間」（東京都港区元⾚坂2-2-23） 

 出席者︓各受賞者 

 内  容︓年間チーム表彰、最優秀選⼿賞(MVP)、優秀選⼿賞（ベストイレブン）、 

最優秀新⼈選⼿賞、最多得点選⼿賞、最多POM 賞、フェアチーム賞、ベストアンパイア賞 

 

※「⾼円宮牌２０２２ホッケー⽇本リーグ 年間表彰式」の模様は、同⽇１４時（予定）よりホッケー⽇本リーグ公式

YouTube にてライブ配信いたします。 

  



 
 

 

⾼円宮牌2022 ホッケー⽇本リーグ 
チーム表彰・個⼈表彰 

 
◎チーム表彰 

第２６回 ⼥ ⼦ 優 勝︓コカ・コーラレッドスパークス（２年ぶり５回⽬） 
第２１回 男⼦Ｈ１優勝︓LIEBE 栃⽊（２年連続２回⽬） 
第  ７回 男⼦Ｈ２優勝︓福井⼯業⼤学（初優勝） 

 
＜フェアチーム賞＞ 

⼥⼦︓駿河台⼤学 LADYBIRDS︓３年連続３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） 
男⼦︓駿 河 台 ⼤ 学︓２年連続５回⽬（グリーンカード５枚、イエローカード１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 やまだ えみ（⻑野県ホッケー協会）︓２年連続４回⽬ 
（男⼦）藤原 信幸 ふじはら のぶゆき（岐⾩県ホッケー協会）︓２年ぶり３回⽬ 
 
＜最多得点選⼿賞＞ 
（⼥ ⼦） 

⾼島 瑠唯 たかしま るい（ソニー HC BRAVIA Ladies）11 得点（FG︓8 得点、PC︓3 得点）︓初 
（男⼦H１） 

霧下 義貴 きりした よしき（LIEBE 栃⽊）９得点（FG︓0 得点、PC︓9 得点、PS︓0 得点）︓初 
加藤 凌聖 かとう りょうせい（LIEBE 栃⽊）９得点（FG︓４得点、PC︓５得点、PS︓0 得点）︓2 年連続4 回⽬ 
永吉 拳 ながよし けん（天理⼤学ベアーズ）９得点（FG︓０得点、PC︓７得点、PS︓２得点）︓初 

（男⼦H２） 
佐伯 郁海 さえき いくみ（福井⼯業⼤学）１３得点（FG︓５得点、PC︓８得点、PS︓0 得点）︓初 
⼩川 恭平 おがわ きょうへい（表⽰灯フラーテルホッケーチーム）１３得点（FG︓11 得点、PC︓1 得点、PS︓1 得点）︓初 

 
＜最多POM 賞＞ 
（⼥ ⼦）該当なし ※獲得ポイント数が規定数に達している選⼿がいなかったため 
（男⼦H１）松島 貴也 まつしま たかや（天理⼤学ベアーズ）︓３ポイント 初 
（男⼦H２）佐伯 郁海 さえき いくみ（福井⼯業⼤学）︓６ポイント ２年連続2 回⽬ 
 
＜最優秀新⼈賞＞ 
（⼥ ⼦）佐々⽊ ⾥紗 ささき りさ(天理⼤学ベアーズ)︓１０ポイント 
（男⼦Ｈ１）川原 ⼤和 かわはら やまと（⽴命館ホリーズ）︓１７ポイント 
（男⼦Ｈ２）野村 将汰 のむら しょうた（福井⼯業⼤学)︓１３ポイント 
 

  



 
 

 

＜優秀選⼿賞（ベストイレブン）＞ 
⼥⼦ ＧＫ 中村 瑛⾹ なかむら えいか コカ・コーラレッドスパークス 初 

ＦＢ 

錦織 えみ にしこおり えみ コカ・コーラレッドスパークス 4 回⽬ 
浅井 悠由 あさい ゆう コカ・コーラレッドスパークス 2 回⽬ 
⼩川 ⾥佳 おがわ りか ソニーHC BRAVIA Ladies 2 回⽬ 
早⼾ 和希 はやと かずき 南都銀⾏SHOOTING STARS 初 

ＭＦ 
松本 夏波 まつもと なつは コカ・コーラレッドスパークス 4 回⽬ 
原⽥ 愛⾥ はらだ あいり 天理⼤学ベアーズ 初 

ＦＷ 

森 花⾳ もり かのん コカ・コーラレッドスパークス 2 回⽬ 
永井 友理 ながい ゆり ソニーHC BRAVIA Ladies 5 回⽬ 
⼋⽊ ⿇理菜 やぎ まりな ソニーHC BRAVIA Ladies 初 
島⽥ あみる しまだ あみる 南都銀⾏SHOOTING STARS 初 

 
男⼦H1 ＧＫ 森⽥ 陽介 もりた ようすけ LIEBE 栃⽊ 初 

ＦＢ 
⼤橋 雅貴 おおはし まさき LIEBE 栃⽊ 5 回⽬ 
千葉 健寛 ちば たけひろ 岐⾩朝⽇クラブ BLUE DEVILS 2 回⽬ 
永吉 拳 ながよし けん 天理⼤学ベアーズ 2 回⽬ 

ＭＦ 

村⽥ 和⿇ むらた かずま LIEBE 栃⽊ 6 回⽬ 
落合 ⼤将 おちあい ひろまさ LIEBE 栃⽊ 4 回⽬ 
⽥中 世蓮 たなか せれん 岐⾩朝⽇クラブ BLUE DEVILS 6 回⽬ 
藤島 来葵 ふじしま らいき ALDER 飯能 2 回⽬ 

ＦＷ 
加藤 凌聖 かとう りょうせい LIEBE 栃⽊ 4 回⽬ 
福⽥ 健太郎 ふくだ けんたろう 岐⾩朝⽇クラブ BLUE DEVILS 4 回⽬ 
千葉 友貴 ちば ゆうき 天理⼤学ベアーズ 初 

 
男⼦H2 ＧＫ 井上 ⿓彦 いのうえ たつひこ 福井⼯業⼤学 初 

ＦＢ 
古川 海⼈ ふるかわ かいと 福井⼯業⼤学 初 
⽻⽥ 康佑 はねだ こうすけ 表⽰灯フラーテルホッケーチーム 初 

ＭＦ 

佐伯 郁海 さえき いくみ 福井⼯業⼤学 2 回⽬ 
⼭⽔ 翼瑳 やまみず つばさ 表⽰灯フラーテルホッケーチーム 2 回⽬ 
三⾕ 元騎 みたに げんき ヴェルコスタ福井 3 回⽬ 
瀧上 諒⼤ たきがみ りょうた BlueSticks SHIGA 初 

ＦＷ 

⿑藤 容 さいとう ひろ 福井⼯業⼤学 初 
⽉⽥ 駿丞 つきだ しゅんすけ 福井⼯業⼤学 初 
⼩川 恭平 おがわ きょうへい 表⽰灯フラーテルホッケーチーム 初 
渡辺 晃⼤ わたなべ こうた ヴェルコスタ福井 2 回⽬ 

【最優秀選⼿賞（MVP） ⼥⼦・男⼦】 
⾼円宮牌2022 ホッケー⽇本リーグ 年間表彰式 当⽇に発表いたします。 


