
第３１回広島市スポーツ少年団新人駅伝競走大会(女子)

令和２年１２月１３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 松賀 高本　依真(2) 相方　結奈(2) 角田　明希歩(2) 野田　彩羽(1) 浅井　悠華(2) 永島　愛(1)
2 西条 髙取　亜也子(2) 德丸　しゅう(2) 清水　彩加(2) 本田　海央(2) 藤井　彩奈(2) 畝　千尋(2) 上田　陽葵(2) 山本　ゆい(2)
3 祇園 川原　ひなの(2) 北川　いろは(2) 川原　こころ(1) 佐藤　梨渚(2) 杉山　里桜(2) 大岡友莉愛(1) 清水　彩葉(1) 宇野　美咲(1)
4 千代田 織田　彩見(2) 沖野　彩音(2) 鳴本　妃菜(1) 木村　飛華(2) 水川　乃音(2) 大上　壽姫(1)
5 八本松A 立畠　和(2) 木原　友結(2) 竹下　比菜(1) 濱田　侑茉(1) 高橋　佳奈子(1) 和泉川　夢良(1) 藤岡　万柚子(1) 堀岡　結菜(1)
6 東原A 春日楓花(2) 立川莉衣(1) 木田歩花(2) 森山柚津(2) 澤田桃羽(2) 越智桃香(2) 中内詩乃(2)
7 口田 上河　栞愛来(2) 金井　杏莉(1) 山本　夏奈(2) 清水　結衣(1) 甫出　千尋(1) 竹下　あかり(1) 赤澤　紗菜(2) 村岡　優希(2)
8 可部A 板倉　咲希(2) 梶谷　七海(2) 小笠原　寧音(1) 出來　羚蘭(2) 久保　明咲日(2) 小笠原　百萌　(2) 伊藤　友希(2) 越智　彩葉(2)
9 安佐 大谷　和佳奈(2) 小山　玲奈(1) 中川　夢海(2) 本田　有葵(2) 別所　はるか(2)

10 伴 山縣　　澪(1) 大藤　夢生(2) 福島　伽奈(2) 大政　美琴(2) 柏原　咲来(2) 矢敷　春陽(2) 竹内　菜々子(1)
11 広島城南 松岡　理子(1) 石橋　優奈(2) 岡田　海音(1) 原　紫陽花(1) 多田　歩実(1) 植原　由梨(2) 川口　真鈴(1) 新谷　紗彩(1)
12 観音 板垣　凛子(2) 藤井　美空(1) 安田　実優(2) 須佐美　ひな(1) 澤村　麗夏(2) 藤村　美月(2) 佐々木　朔有(1) 岡田　菜希(1)
13 五日市観音 荒木　優那(1) 小島　夕奈(1) 木野村 茉那(2) 前原　柚香(1) 森下　湖菜(1) 梶山　心望(1) 楠原　來愛(1) 篠原　由衣(1)
14 井口 石高　沙綾(2) 森川　みなみ(1) 杉野　史華(1) 松下　綾那(1) 宗田　楓香(1) 加納　幸音(2) 永井　菜羽(1) 宮本　桃子(1)
15 五日市 花井　栞奈(1) 関　久美子(1) 大路　未依(1) 稲垣　愛華(1) 沖　心花(1) 丸山　倖奈(1) 小林　叶和(1) 穴見　陽葵(1)
16 翠町 高井　涼帆(2) 橋岡　日和(2) 瀬戸垣内　七海(2) 小林　香音(2) 吉川　佳菜子(1) 川口　楓華(1) 竹山　凜(2) 黒田　真莉(1)
17 古田 玉井　美羽(1) 森本　莉菜(2) 島本　優美香(2) 神田　明果(2) 青山　朱里(2) 牧野　京香(1) 松本　真奈(1) 坂本　彩乃(1)
18 宇品A 星野爽風(1) 三戸菜々香(1) 沖田夢奈(2) 宮前有来(2) 熊野夢愛(1) 福田椿(1) 野村芽生(2) 伏田凪沙(1)
19 安　西 塚本　名葉(2) 島田　侑亜(1) 興梠　文香(1) 畑中　　倖(1) 中山　朋美(1) 梅山　美声(2) 矢八　杏菜(2) 髙取　礼佳(1)
20 廿日市 三田　葵唯(2) 柴田　珠羽(1) 脇谷　真依(2) 小瀧　梨々花(1) 岡村　愛瑠(1) 長束　美稔(1) 栩木　優彩(1) 竹谷　和佳奈(1)
21 坂 小川　莉奈(1) 松井　一紗(2) 大平　睦実(1) 秋元　希美香(2) 渡辺　凛(2) 折出　紀子(2) 大久保　詩菜(2) 新見　菜々子(1)
22 大州 尾上　瑠依(1) 島田　弥呼(1) 中本　結菜(1) 勇知　美羽(2) 越野　沙菜(1) 三宅　瑠生(1) 坂井　茉央(1) 亀井　咲姫(2)
23 府中 佐伯　和香(1) 石井　杏奈(2) 石橋　愛奈(2) 藤田　悠希(2) 竹本　百亜(2) 前田　柏(2) 山代　苺実(1) 前川　陽子(2)
24 大野東A 吉川　紗羅(2) 藤本　夏海(2) 木曽　実南(1) 松本　真帆(2) 三枝　ゆい(2) 黒瀬花菜美(1) 具路　心葉(1) 安達都琶子(2)
25 昭和北 上原　莉菜(2) 加藤　　優彩那(1) 渡部　美紅(1) 石川　奈那美(1) 廣崎　夢音(1) 森下　明音(1) 山口　凛(1) 佐藤　優里佳(1)
26 向陽A 川端　郁穂(1) 森川　愛心(2) 上栗　彩葉(2) 前田　瑞希(1) 山根　優奈(1) 今岡　もも(1) 寺川　未琉(1)
27 広島三和 田中 佐弥(1) 川端 日和(2) 山本　　咲(2) 岸田  とあ(2) 松元 彩音(2) 植木 沙來(2) 平田 暖乃(2) 富永 好花(1)
28 磯松 三宮　璃音(1) 寺田　小桜(1) 木原　優衣奈(2) 安達　未桜(1) 上本　沙南(2) 坂本　音々果(1)
29 八本松B 和泉川　夢良(1) 藤岡　万柚子(1) 堀岡　結菜(1) 上藤　湊(1) 村田　亜樹(1) 中前　綺花(1) 木原　友結(2) 竹下　比菜(1)
30 東原Ｂ 越智桃香(2) 乗松泉美(2) 中内詩乃(2) 弘中志歩(1) 中家　　麗(2) 藤井心咲(2)
31 可部Ｂ 小笠原　百萌　(2) 伊藤　友希(2) 田中　つぐみ(1) 山本　優琳(2) 越智　彩葉(2) 葉畑　こころ(2) 井上　椎恵(2) 西村　蓮夏　(1)
32 宇品Ｂ 浅野芭奈(2) 尾崎美桜(2) 中野心結(2) 村上舞(2) 野村芽生(2) 福田椿(1) 伏田凪沙(1) 大谷宙(1)
33 大野東Ｂ 安達都琶子(2) 具路　心葉(1) 井神咲夕稀(1) 朝倉　渚月(1) 黒瀬花菜美(1) 藤本　夏海(2) 品川　侑璃(1) 荘川　知南(1)
34 向陽Ｂ 山口　楓恋(1) 山口　音々(2) 鴈田　心(1) 小野　美幸(2) 舛川　あかり(2) 槇川　美心(1) 堀戸　美羽(2) 佐藤　悠莉(1)
35 可部Ｃ 葉畑　こころ(2) 新居　沙月(2) 西村　蓮夏　(1) 野村　夏希(2) 井上　椎恵(2) 大田　快(2) 中村　優里杏(1) 讃岐　琉菜(1)


