
第３０回広島市スポーツ少年団新人駅伝競走大会(男子)

令和元年１２月１５日(日)　エディオンスタジアム広島を主会場としたコース

№ 所属 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 補員 補員 補員

1 磯松 坂口　雄哉(2) 西中　健人(1) 砂田　開地(1) 上野　瑛生(2) 高田　陸斗(1) 森原　翔大(1) 森原　健大(1) 檜山　智也(1)

2 松賀 宮原　寛弥(2) 田原　琥太郎(2)金元　樂(2) 三好　智之(1) 脇坂　康太郎(2)前永　蒼登(1) 山本　大地(2) 中田　靖也(2) 雪原　啓吾(2)

3 熊野　　　　　濱本　銀海(2) 直井　真也(2) 山吹　結人(2) 入野　越平(2) 國本　航生(2) 久保田成琉(1) 檜垣 瑞宏(2) 藤森 公介(2) 渡部 温生(2)

4 国泰寺 山本　悠(2) 永尾　虎大郎(2)吉原　樹(1) 山崎　勇真(2) 日髙　雅康(2) 大迫　律太郎(2)德川　圭佑(2) 宇野　剣太(1) 柳川　瑛太(1)

5 伴 瀧本　皇我(2) 榎園　大輝(2) 重見　大地(1) 賀川　皓明(2) 今宮　日向(1) 中植　悠太(1) 細川　祥輔(1) 石田　大裕(2)

6 東原 加藤　恵祐(2) 秋田　隆之介(2)吉岡　裕修(1) 髙島　　新(2) 井上　友義(1) 加登　流空(1) 平　　大輝(2) 古谷　卓磨(2) 酒井　幹太(2)

7 八本松 山﨑　剛大(2) 高橋　敦大(2) 藤田　貫佑(2) 蛯原　　駿(2) 山中  琉生(2) 石井伸乃丞(2) 三歩　凛太郎(1)三歩　蒼太郎(1)西森　琉依(1)

8 広島城南 光野　逢人(2) 中村　風詠(2) 日高　涼貴(2) 下江　涼太(2) 名越　優介(2) 柏原　翔太(2) 野端　南伶(1) 大前　金太郎(2)木本　佑真(2)

9 口田 島津　　暖(1) 岡野健次郎(1) 三ツ井基哩(1) 川上　慶道(2) 神田　直哉(1) 萩原　悠星(2) 増田　直人(2) 郷田　竜矢(2) 久都内　颯(2)

10 井口陸上 柴田　愛哉(2) 金子　怜央(2) 駒津　尚之(2) 斎藤　誠人(2) 林　夏生(2) 國友　佑河(2) 大江　一真(1) 福田　結大(1)

11 宇品 岡佐古貴(2) 香川智哉(2) 大下龍馬(1) 小松昭太(1) 宮田大(1) 山音颯汰(1) 甲斐文也(2) 藤原佑成(1)

12 高取北 榊原　哲(1) 松本侑頼(2) 富山大志(1) 櫻井　翔(2) 中野誠弥(2) 飯島隼斗(2) 有田陸斗(2) 富山智大(1) 豊田耀司(1)

13 祇園 中川竣登(2) 中島琉心(2) 竹内晴哉(2) 吉岡　瞭(1) 山口雄大(2) 中山智心(2) 井町優太郎(2) 高林出琉(2)

14 亀山 中山　賢(2) 福見　倖大(2) 中津　寛太(1) 齊藤　仁(1) 岩政　奏翔(2) 筒井　空(2) 竹下　永晃(2) 松田　康平(2)

15 温品 沖本　元(2) 清水　優翔(2) 石田　大芽(1) 永橋　汰一(2) 大谷　悠陽(1) 加治　海斗(2) 下山　大貴(2) 多賀谷　歩叶(2)野村　悠真(2)

16 観音 小畑　来明(2) 芦田琉乃介(2) 青野　　空(1) 西村　有生(1) 能浦　遼翔(2) 長迫　真輝(2) 世木　桐生(2) 藤原　盛志(2) 河本　空楽(1)

17 CHASKI 奥芝　晟正(1) 坂田　颯磨(2) 村上　蓮斗(2) 槙本　陽之輔(1)真鳥　将太朗(1)杉本　大惺(2) 中間　太一(2)

18 昭和北 永久　宗樹(2) 森下　大瑚(2) 小坂　アキラ(1) 七搦　翔太(2) 畝本　尚実(2) 飯塚　皐太(2) 野村　慧治(2) 中村　晃人(1)

19 広島学院 保田　拓海(2) 奥芝  晟正(1) 関内  翔梧(2) 佐藤　功崇(2) 竪道  真琴(2) 難波  琉太郎(2)安間  隼斗(2) 山中  智惇(2) 福山  幸康(1)

20 翠町 石黒　圭祐(1) 甘井　新之介(2)高田　凌佑(2) 香川　航希(1) 上手　晴登(1) 上手　颯太(1) 林　謙太朗(1) 粟田　永遠(1) 吉原　昊生(1)

21 西条 三宅　悠斗(1) 原　周平(2) 播磨　心(2) 山田　光城(2) 竹上　官輝(1) 岩本　大輝(1) 北山　昌太(1) 新本　啓太(2)

22 五日市 六拾部翔太(2) 中田空来(1) 畑山絢哉(1) 長嶺吏玖(1) 園部温人(1) 米廣優陽(1) 林優佑(1) 植田瑛稀(1) 池本和大(1)

23 広島三和 原田　亜門(2) 福田　大翔(2) 島津　純聖(1) 佐々木　珠倫(1)杉之原　楓(1) 小枝　龍信(1) 松浦　大起(2) 原田　優希(2)

24 安佐 中田　涼介(1) 大窪　快晴(1) 櫻井　俊輔(1) 椎原　葵生　(1) 茂木　翔太郎(1)河手　壮太(1) 山田　修弥(1) 森　海斗(2) 水戸  健祐(2)

25 大州中 阿良田　尊己(2)谷本　遥祐(2) 竹内　義将(2) 大濵　寿哉(2) 越野　峻成(2) 阿良田　敢大(1)金澤　正都(2) 片岡　晃誠(1) 東　雅人(2)

26 安西球友 辰川　大樹(2) 大野　魁人(2) 下村　威月(1) 香川　元希(2) 辰川　天空(1) 植木　日向(2) 板倉　慶典(2)



第３０回広島市スポーツ少年団新人駅伝競走大会(女子)

令和元年１２月１５日(日)　エディオンスタジアム広島を主会場としたコース

№ 所属 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 補員 補員 補員

1 千代田 行田　歩直(2) 本家　綺乃(2) 水川　乃音(1) 沖野　彩音(1) 折出　真子(2) 木村　飛華(1) 織田　彩見(1) 前長　若葉(2)

2 祇園Ａ 門前　希(2) 川原ひなの(1) 高橋　葵(2) 西本陽香(2) 岩井りり(2) 川上奈々(2) 山下佑華(2) 佐藤莉渚(1)

3 八本松 山田　　慈(2) 下東　菜々(2) 近藤　未菜(2) 藤本　莉璃(2) 立畠　和(1)

4 口田 三藤　礼菜(2) 上河栞愛来(1) 村岡　優希(1) 角口　渚由(2) 田中美凪海(2) 山本　夏奈(1) 赤澤　紗菜(1) 杉本　美海(1)

5 磯松 小早川　光希(2) 上本　沙南(1) 天満　晴子(1) 木原　優衣奈(1) 酒井　里奈(2)

6 東原 山本　怜奈(2) 春日　楓花(1) 豊島　愛美(2) 黒田　美咲(2) 澤田　桃羽(1) 木田　歩花(1) 越智　桃香(1) 中内　詩乃(1)

7 五日市観音 胡　結菜(2) 木野村　茉那(1) 前田　椎名(2) 岡上　侑由(2) 向井　快羽(2) 林　莉里衣(2) 佐伯　みなみ(2) 益田　柚季(2)

8 可部Ａ 板倉咲希(1) 梶谷七海(1) 川立咲希(1) 出來羚蘭(1) 久保明咲日(1) 小笠原百萌(1) 山本優琳(1) 伊藤友希(1)

9 国泰寺 藤井　悠乃(2) 阿多　そら(2) 米田　ももこ(2) 世良　はな(2) 大下　麗奈(2) 長谷川　沙良(2) 大谷　真帆(2)

10 広島城南 山田　澪(2) 山崎　杏梨(2) 高原　麻由(2) 稲澤　栞那(2) 近宗　花南(2) 日南　里咲(2) 石橋　優奈(1) 河内　菜那(2)

11 伴 山縣　　澪(1) 佐々木　伶良(2) 片山　美優(2) 柏原　咲来(1) 上川　華生(1) 大藤　夢生(1) 矢敷　春陽(1) 福島　伽奈(1)

12 観音 摂津　希颯(2) 前田　海友(2) 井ノ上百華(2) 南里　明佳(2) 森脇　ちひろ(2) 板垣　凛子(1) 安田　実優(1) 澤村　麗夏(1)

13 井口陸上 横関　結(2) 石高　沙綾(1) 大原　千朋(2) 加納　幸音(1) 伊木　美陽留(2) 多和　菜ノ葉(1)

14 翠町 高井　涼帆(1) 橋岡　日和(1) 瀬戸垣内　七海(1)小林　香音(1) 竹元　紫凛(1) 井上　未琴(2) 澤原　瑞希(2) 篠原　鈴菜(2)

15 西条 髙取　亜也子(1) 德丸　しゅう(1) 清水　彩加(1) 中井　美波(2) 藤井　彩奈(1) 本田　海央(1) 上田　陽葵(1) 畝　千尋(1)

16 松賀 山田　依茉(2) 浅井　悠華(1) 相方　結奈(1) 角田　明希歩(1) 高本　依真(1) 三宅　結菜(2) 河邉　りえ(2)

17 安佐 恵美　咲希(2) 大谷　和佳奈　(1)寺地　なごみ(2) 賀川　りいな(2) 別所　はるか(1) 本田　有葵　(1) 中川　夢海　(1) 徳本　茉桜　　(2)

18 安西球友 岩田　佳奈(2) 矢八　杏菜(1) 齋藤　愛菜(2) 田中すみれ(2) 塚本　名葉(1) 中村ひより(1) 北原倖帆(1)

19 祇園Ｂ 山下佑華(2) 川上奈々(2) 杉山里桜(1) 北川いろは(1) 佐藤梨渚(1) 坂本萌々(2) 甲斐織花(2) 谷本優衣(2)

20 可部Ｂ 小笠原百萌(1) 山本優琳(1) 伊藤友希(1) 中塩美香(2) 山本花暖(2) 髙田香弥(1) 葉畑こころ(1) 宇野真央(1)


