
■財団法人日本サッカー協会　功労賞　感謝状の紹介

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

1 1 下村　幸男 しもむら　ゆきお HIFA　顧問

2 2 重松　良典 しげまつ　よしのり HIFA　顧問

3 3 柳原　英児 やなぎはら　えいじ HIFA　副会長

■(財)広島県体育協会 体育賞表彰　功労者の部受賞　

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

4 1 柳坪　進 やながつぼ　すすむ HIFA　顧問

5 2 下山　寛之 しもやま ひろゆき HIFA 　評議員

6 3 椛山　義哉 かばやま　よしや HIFA　特任理事

7 4 香川　清司 かがわ　しゅうじ HIFA　特任理事

■個人特別表彰

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

8 1 西川　周作 にしかわしゅうさく サンフレッチェ広島FC 東アジアサッカー選手権2010決勝大会、キリンチャレンジカップ2010

9 2 佐藤　寿人 さとうひさと サンフレッチェ広島FC 東アジアサッカー選手権2010決勝大会、キリンチャレンジカップ2010

10 3 槙野　智章 まきのともあき サンフレッチェ広島FC キリンチャレンジカップ2010

11 4 横竹　　翔 よこたけつばさ サンフレッチェ広島FC U２１日本代表（第３８回トゥーロン国際大会）

12 5 清水　航平 しみずこうへい サンフレッチェ広島FC U２１日本代表（第３８回トゥーロン国際大会）

13 6 丸谷　拓也 まるたにたくや サンフレッチェ広島FC U２１日本代表（第３８回トゥーロン国際大会）

14 7 原　裕太郎 はらゆうたろう サンフレッチェ広島FC U２１日本代表（第３８回トゥーロン国際大会）

15 8 大崎　淳矢 おおさきじゅんや サンフレッチェ広島FC Ｕ－１９日本代表（第２５回フローニンゲン国際ユース大会

16 9 柳川　剛輝 やながわごうき サンフレッチェ広島FCユース コパ・チーバス2010 

17 10 脇本 晃成 わきもとこうせい サンフレッチェ広島FCユース コパ・チーバス2010、第３８回モンテギュー国際大会

18 11 野津田　岳人 のつだがくと サンフレッチェ広島FCユース Ｕ－17日本代表　第14回国際ユースサッカーｉｎ新潟

■チーム特別表彰

備考

19 1 2010Ｊリーグヤマザキナビスコカップ　準優勝

20 2 高円宮杯第21回全日本ユース（U-18）サッカー選手権大会 　優勝

21 3 adidas CUP 2010第25回 日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会　第３位

22 4 第15回全日本女子ユース（U-15）サッカー選手権大会　準優勝

23 5 第22回全国レディースサッカー大会　準優勝広島レディース

2011サッカーサンクスフェスタ　受賞者（案）

チーム名

サンフレッチェ広島

サンフレッチェ広島F.Cユース 

サンフレッチェ広島F.C.　ジュニアユース

青崎S.C.　Hanako　Ｃｌｏｖｅｒ’ｓ



■年間優秀選手表彰 【第１種】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

24 1 山下　鉄平 やました　てっぺい 富士ｾﾞﾛｯｸｽ広島SC

25 2 阿部　孝 あべ　たかし 富士ｾﾞﾛｯｸｽ広島SC

26 3 上田　貴典 かみだ　たかのり 富士ｾﾞﾛｯｸｽ広島SC

27 4 竹崎　健治 たけさき　けんじ 富士ｾﾞﾛｯｸｽ広島SC

28 5 山坂　亮 やまさか　りょう 富士ｾﾞﾛｯｸｽ広島SC

29 6 藤井　俊武 ふじい　としたけ 広島教員SC

30 7 武内　渉 たけうち　わたる 広島教員SC

31 8 奥田　雄一郎 おくだ　ゆういちろう 広島教員SC

32 9 有田　和也 ありた　かずや H"IDE

33 10 谷口　政人 たにぐち　まさと H"IDE

34 11 高梨　泰嗣 たかなし　やすし H"IDE

35 12 児玉　祐一郎 こだま　ゆういちろう マツダSC

36 13 武田　学 たけだ　まなぶ Dandelion

37 14 太田　一希 おおた　かずき 日新製鋼呉ｻｯｶｰ部

38 15 窪田　恵介 くぼた　けいすけ 因島クラブ

■年間優秀選手表彰 【第一種（大学）】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

39 1 天根　駿 あまね　しゅん 広島大学

40 2 川上　真吾 かわかみ　しんご 広島大学

41 3 中村　倫崇 なかむら　みちたか 広島大学

42 4 宮原　大輔 みやはら　だいすけ 広島大学

43 5 炭廣　翔 すみひろ　しょう 広島経済大学

44 6 脇本　祐自 わきもと　ゆうじ 広島経済大学

45 7 中村　哲也 なかむら　てつや 広島修道大学

46 8 岡本　佳大 おかもと　けいた 広島修道大学

47 9 神崎　亮太 かんざき　りょうた 広島修道大学

48 10 大田　佑志 おおた　ゆうじ 福山大学

49 11 寺田　賢人 てらだ　けんと 福山大学

50 12 鮫島　翼 さめしま　つばさ 福山大学

51 13 中島　康平 なかしま　こうへい 福山大学



■年間優秀選手表彰 【第2種】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

52 1 大谷　友之祐 おおたにゆうのすけ 瀬戸内

53 2 神田　卓弥 こうだたくや 瀬戸内

54 3 藤岡　駿也 ふじおかしゅんや 瀬戸内

55 4 荒井　俊介 あらいしゅんすけ 広島観音

56 5 井上　友輔 いのうえゆうすけ 広島観音

57 6 上田　篤 うえだあつし 広島観音

58 7 梶原　拓起 かじはらひろき 広島観音

59 8 下岡　恭祐 しもおかきょうすけ 広島観音

60 9 田中　杏平 たなかきょうへい 広島観音

61 10 村田　直哉 むらたなおや 広島観音

62 11 小川　弘志 おがわひろし 広島なぎさ

63 12 大武　弘直 おおたけひろなお 広島皆実

64 13 香山　洸哉 かやまひろや 広島皆実

65 14 斎藤　大 さいとうたい 広島皆実

66 15 前田　裕介 まえだゆうすけ 広島皆実

67 16 宮原　崇晃 みやはらたかあき 広島皆実

68 17 森重　瑞紀 もりしげみずき 広島皆実

69 18 渡　大生 わたりだいき 広島皆実

70 19 篠原　成紀 しのはらまさき 瀬戸内

71 20 塚川　孝輝 つかがわこうき 広島観音

72 21 浅香　健太郎 あさかけんたろう ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

73 22 井波　靖奈 いあなみせな ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

74 23 岡本　洵 おかもとまこと ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

75 24 越智　翔太 おちしょうた ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

76 25 川森　有真 かわもりゆうま ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

77 26 甲元　聡史 こうもとさとし ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

78 27 桜井　涼 さくらいりょう ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

79 28 砂川　優太郎 すながわゆうたろう ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

80 29 野口　大輔 のぐちだいすけ ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

81 30 早瀬　良平 はやせりょうへい ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

82 31 宗近　慧 むねちかけい ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島FCﾕｰｽ

83 32 川越　竜磨 かわごえりゅうま 盈進学園

84 33 川崎　蓮翔　 かわさき　れんしょう 如水館

85 34 垰　　秀則 たおひでのり 黒瀬

86 35 中村　駿 なかむらしゅん 三次



■年間優秀選手表彰 【第3種】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

87 1 倉本晃司 くらもとこうじ 高陽ＦＣ

88 2 亀井政孝 かめいまさたか サンフレッチェびんご

89 3 植田涼吾 うえだりょうご MUNE FC

90 4 井上裕登 いのうえひろと サンフレッチェ常石

91 5 大本啓介 おおもとけいすけ サンフレッチェ常石

92 6 田中雄輝 たなかゆうき サンフレッチェ常石

93 7 千布一輝 ちぶかずき サンフレッチェ常石

94 8 箱崎勇斗 はこさきゆうと サンフレッチェびんご

95 9 前　拳人 まえけんと 因島ＦＣ

96 10 池田省吾 いけだしょうご 東広島ＦＣ

97 11 菅波佑斗 すがなみゆうと サンフレッチェ常石

98 12 藤井大生 ふじいだいき サンフレッチェ常石

99 13 宗近　侑 むねちかゆう サンフレッチェ常石

100 14 小田駿介 おだしゅんすけ シーガル

101 15 单　隆 みなみたかし シーガル

102 16 岡田　裕哉 おかだゆうや 庄原FC

103 17 赤松義也 あかまつよしや サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

104 18 浅海亮磨 あさうみりょうま サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

105 19 上村佳祐 うえむらけいすけ サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

106 20 大谷尚輝 おおたになおき サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

107 21 角森奨大 かくもりしょうた サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

108 22 川辺駿 かわべはやお サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

109 23 清谷陸 きよたにりく サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

110 24 渋谷太郎 しぶやたろう サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

111 25 島田将也 しまだまさや サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

112 26 清水智貴 しみずともき サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

113 27 長谷藤大海 はせとうひろみ サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

114 28 浜下瑛 はましたあきら サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

115 29 宮原和也 みやはらかずや サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

116 30 山口輝 やまぐちひかる サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

117 31 吉本敏哉 よしもととしや サンフレッチェ広島F．Cジュニアユース

118 32 前川天良 まえかわたから 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】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

119 1 芝田　大輝 しばたたいき 長束フットボールクラブ

120 2 青竹　翔太 あおたけしょうた 伴サッカークラブ

121 3 中間　俊亘 なかまたかひろ 広瀬サッカークラブ

122 4 笠崎　皐月 かんざきさつき 広島ジュニアフットボールクラブ

123 5 美濃　俊輔 みのしゅんすけ 青崎サッカークラブ　Ｕ-12

124 6 島田　光翼 しまだこうすけ 仁保少年サッカークラブ

125 7 古御堂　光 ふるみどうひかる 五日市单SC

126 8 沼田　和真 ぬまたかずま 八幡フツトボールクラブ

127 9 安原　修平 やすはらしゅうへい シーガル広島

128 10 遠藤　翔太 えんどうしょうた シーガル広島

129 11 下見　純輝 しもみじゅんき シーガル広島

130 12 藤川　優佑 ふじかわゆうすけ シーガル広島

131 13 三木　寛裕 みきひろやす 古田フットボールクラブU-12

132 14 笠原　祥太 かさはらしょうた 広島高陽フットボールクラブU-12

133 15 岡田　慎也 おかだしんや 広島高陽フットボールクラブU-12

134 16 小笠原　彪 おがさわらとら S-peed

135 17 竹下　陸人 たけしたりくと S-peed

136 18 梁　　賢虎 りゃんひょの 広島朝鮮初中高級学校

137 19 寺尾　大我 てらおたいが 神村サッカークラブ

138 20 森野　凌太 もりのりょうた 福山FCジュニア

139 21 野村　汰生 のむらこうせい 福山ローザスセレソン

140 22 深川　拓哉 ふかがわたくや 福山ローザスセレソン

141 23 中原　創太 なかはらそうた 府中单サッカークラブ

142 24 藤原　慶人 ふじわらよしと サンフレッチェ広島FCジュニア

143 25 今田　海斗 いまだかいと サンフレッチェ広島FCジュニア

144 26 水田　雄真 みずたゆうま サンフレッチェ広島FCジュニア

145 27 山根　永遠 やまねとわ サンフレッチェ広島FCジュニア

146 28 桧和田　貫児 ひわだかんじ 下黒瀬フットボールクラブ

147 29 磯兼　優治 いそかねゆうじ 東広島ＮＥＴＺ８　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＵＬＢ　Ｕ１２

148 30 永江　優介 ながえゆうすけ コスモ東広島フットボールクラブ

149 31 細田　歩夢 ほそだあゆむ 八次フットボールクラブ

150 32 小坂　将太 こさかしょうた 廿日市フットボールクラブ

151 33 多田　愛稀 ただあいき 佐伯JFC



■年間優秀選手表彰 【女子U-18】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

152 1 前上　愛梨 まえがみ　えり 山陽女学園高等部

153 2 槙原　葵 まきはら　あおい 広島文教女子大学附属高等学校

154 3 金山　美輝 かなやま　みき 広島文教女子大学附属高等学校

155 4 渡邊　和美 わたなべ　かずみ 広島文教女子大学附属高等学校

■年間優秀選手表彰 【女子U-15】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

156 1 田中 幸奈 たなか　ゆきな 青崎S.C. Hanako　Clover's

157 2 末岡　萌絵 すえおか　もえ 青崎S.C. Hanako　Clover's

158 3 八雲　千咲 やぐも　ちさき 青崎S.C. Hanako　Clover's

159 4 岡倉　海香 おかくら　みか 青崎S.C. Hanako　Clover's

160 5 川崎　咲耶 かわさき　さや 青崎S.C. Hanako　Clover's

■年間優秀選手表彰 【女子U-12】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

161 1 森田　真弥 もりた　まみ 千田サッカークラブ

162 2 岩佐　莉奈 いわさ　りな 鷗州サッカークラブ

163 3 二口　奈月 ふたくち　なつき 古田ＦＣ　Ｕ１２

■年間優秀選手表彰 【フットサル】

名前 ふりがな 所属チーム名 備考

164 1 横山　喬之 よこやま　たかゆき FRAGILE　HIROSHIMA

165 2 脇　　将人 わき　まさと FRAGILE　HIROSHIMA

166 3 安永　聡志 やすなが　さとし FRAGILE　HIROSHIMA

167 4 藤井　公介 ふじい　こうすけ Selecao Hirokileira/K.H.P.

168 5 高垣　結 たかがき　ゆい 広島Ｆ・ＤＯ

169 6 井城　賢太 いぎ　けんた 広島Ｆ・ＤＯ

170 7 冨広　洋平 とみひろ　ようへい 広島Ｆ・ＤＯ

171 8 川田　尚幸 かわた　なおゆき 広島Ｆ・ＤＯ

172 9 田中　健次郎 たなか　けんじろう 広島Ｆ・ＤＯ

173 10 三宅　研司 みやけ　けんじ 広島Ｆ・ＤＯ


