
第３１回広島市スポーツ少年団新人駅伝競走大会(男子)

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 第６区 補員 補員 補員

1 松賀A 三好　智之(2) 山内　　陸(2) 小池　千勇(1) 新見　春陽(1) 渡邉　顕世(1) 前永　蒼登(2) 森谷　亮太(1) 古田　幸大(1) 土井　秋人(1)
2 八本松 三歩　凜太郎(2) 三歩　蒼太郎(2) 西森　琉依(2) 山﨑　喜伸(1) 横山　冬弥(1) 上妻　遙斗(1) 進藤　大成(1) 瀬尾　大樹(1) 坂本　蓮(1)
3 西条A 三宅　悠斗(2) 白髪　将和(1) 赤木　啓後(1) 三谿　琳太朗(1) 新宮　優大(1) 岩本　大輝(2) 荻野　高央(1) 山本　翔也(1) 竹上　官輝(2)
4 国泰寺 宇野幹太(2) 吉原樹(2) 佐々木来人(2) 田室陽羽(1) 梅本尚希(1) 新門由規(1) 宇野剣太(2) 玉井晴葵(2) 柳川瑛太(2)
5 昭和北 倉橋　征己(1) 森井　諒平(1) 久保　修吾(1) 久保　遼大(1) 児玉　大和(1) 　岡村　裕正　(1) 梶山　幹太(1) 民法　誠仁(1)
6 観音 石尾　海波(1) 西村　有生(2) 青野　空(2) 河本　空楽(2) 岩崎　一輝(2) 新田　拓也(1) 森岡　颯太(1) 長尾　謙吾(1) 平山　智悠(1)
7 口田 岡野　健次郎(2) 三ツ井　基哩(2) 難波　優人(1) 岩井　楓(1) 神田　直哉(2) 島津　暖(2) 坂本　侃太(1)
8 祇園 吉岡　 瞭(2) 道中　智也(1) 香川　翼斗(1) 吉野　満喜(1) 西本　蒼空(1) 佐伯　大輔(1) 田中　颯(1) 藏岡　燿(1) 信木　琉斗(1)
9 東原A 井上友義(2) 吉岡裕修(2) 藤井崇翔(1) 加登流空(2) 竹森優大(1) 稲益礼真(2) 岩谷一樹(1) 竹岡慶人(2)

10 広島三和 島津 純聖(2) 佐々木 珠倫(2) 吉川 広大(2) 小枝 龍信(2) 西垣 瑞輝(2) 平岡　  凌(1) 永山 暖真(1)
11 大州 阿良田　敢大(2) 地主　七輝(2) 木村　勇吾(1) 片岡　晃誠(2) 衣松　泰良(1) 林　龍吾(2) 松原　旭飛(2) 跡部　悠良(2)
12 井口A 田村　聖(1) 池田　晃(1) 小原　直也(1) 松岡　大樹(1) 大石　陽輝(1) 宮濱　友有輝(1) 金子　蒼生(1) 大江　一真(2) 水根　健人(1)
13 五日市 中田　空来(2) 畑山　絢哉(2) 植田　瑛稀(2) 池本　和大(2) 米廣　優陽(2) 園部　温人(2) 長嶺　吏玖(2) 前垣　匠(1) 山田　裕治郎(1)

14 安佐 中田　涼介(2) 大窪　快晴(2) 戸村　太一(1) 椎原　葵生(2) 茂木　翔太郎(2) 河手　壮太(2)
15 伴 今宮　日向(2) 小林　右京(1) 森本　蓮太(1) 細川　祥輔(2) 國安　優太(1) 中植　悠太(2) 山田　凌空(1) 午来　健太(1) 松浦　直哉(2)
16 宇品A 宮田大(2) 大下龍馬(2) 砂田祐歩(1) 上村太輝(1) 小松昭太(2) 井上俊介(1) 佐衛田惺矢(1) 山口遼(1) 藤原佑成(2)
17 広島城南 元家　雄(1) 藤井　清太(1) 森川　侑(2) 野端　南伶(2) 藤井　友太(1) 國武　優樹(1) 長石　克誠(2)
18 翠町 中谷　隼人(1) 石黒　圭祐(2) 上手　晴登(2) 香川　航希(2) 上手　颯太(2) 番匠　優太(1) 上中田　雄紀(1) 粟田　永遠(2) 林　謙太朗(2)
19 三原第五A 正畑　竜悟(2) 大久保　匠己(2) 立石　優紀(2) 坂田　遥生(2) 原　脩平(2) 川井　俊典(2) 三村　幸輝(2) 森川　康志(2) 山口　悠斗(1)
20 可部 小田　頼弥(2) 国政　直希(1) 佐々木　貴一(2) 松田　流維　(1) 野村　昊汰　(2) 小西　駿(2) 村川　希空　(2) 石橋　克己(1) 古矢　駿(1)
21 オリンピアプラス 小田　翔太(2) 隅田　健一朗(2) 仙波　虎太郎(1) 大宅　翔太(1) 道祖　慎太(1) 西坂　碧斗(1) 秦　諒成(1)
22 安西 石堂　圭悟(1) 住田　紘夢(1) 石田　悠晴(1) 辰川　天空(2) 髙野　蓮治(1) 村田　紘晟(1) 白石　敬亮(1) 山﨑　　翼(1) 濵田　斗希(1)
23 千代田 行田　駿斗(1) 土間　董哉(1) 細田　倫太郎(1) 福田　佳寿(1) 前長　瑞葵(1) 有光　孝太(1) 橋本　悠真(1) 河内　洋翔(1)
24 廿日市 光井　和志(2) 國原　瑛太(1) 関　康太朗(2) 平岡　暖琉(1) 後藤　孝太(2) 岩田　虎太郎(2) 國原　陽太(1) 古本　恭介(1) 池田　叡太(2)
25 府中 中川　裕翔(1) 喜種　友耶(1) 大田　龍之心(2) 栗田　樹(2) 髙橋　空(2) 竹谷　海璃(1) 藤原　弘将(1) 佐藤　文士郎(1)

26 高美が丘 井手　彰吾(2) 廣田　琥珀(2) 森政　利己(2) 中川　優心(2) 冨永　天翔(2) 空井　颯(2)
27 大野東Ａ 杉浦　太亮(2) 片岡　　昊(1) 種子嶋　悠宇(1) 山崎　楓弥(1) 植田　貫太(2) 松下　陽輝(2) 野崎　大和(1) 藤本　拓真(1)
28 向陽 鈴木　雄貴(1) 緒方　真那斗(2) 信田　悠已(1) 吉田　海音(1) 木村　隆之介(1) 梅本　悠生(1) 味木　侑瞳(2) 織田　有瑠(1)
29 戸坂 豊田　朗磨(1) 小泉　勇人(1) 宇根　悠貴(1) 島原　翔悟(1) 塚川　健二(2) 髙橋　智士(2) 小野　楓太(1) 種　　純弥(1) 立野　孔資(1)
30 磯松 西中　健人(2) 松浦　裕大(1) 森原　健大(2) 砂田　開地(2) 山田　佑輝(2) 髙田　陸斗(2) 檜山　智也(2) 玉理　怜生(1) 森原　翔大(2)
31 松賀B 森谷　亮太(1) 古田　幸大(1) 戸田　一颯(2) 谷垣　龍哉(1) 田原　瑛心(1) 土井　秋人(1) 小池　千勇(1) 新見　春陽(1) 渡邉　顕世(1)
32 西条B 荻野　高央(1) 山本　翔也(1) 竹上　官輝(2) 北山　昌太(2) 彌勒　泰志(1) 細野　瑞斗(1)
33 東原B 竹岡慶人(2) 澁谷咲太朗(2) 佐藤祐世(2) 佐藤亮太(2) 御田寺朔久(2) 岩谷一樹(1)
34 井口B 水根　健人(1) 金子　蒼生(1) 山田　雄太(1) 大江　一真(2) 満井　健尊(1) 藤井　智基(1) 松原　龍貴(1) 大石　陽輝(1) 宮濱　友有輝(1)

35 宇品B 山口遼(1) 安達喜羅(2) 辻村悠太(2) 佐衛田惺矢(1) 澄川詞瞳(1) 藤原佑成(2) 初山翔太(1) 永尾騎士(1) 甲斐希実(1)
36 三原第五B 三村　幸輝(2) 森川　康志(2) 落合　駿斗(1) 山口　悠斗(1) 荒川　慶悟(1) 出張　優斗(1) 山本　朝飛(1) 立花　天翔(1) 坂本　愛土(1)
37 大野東B 野崎　大和(1) 藤本　拓真(1) 橋本　一成(1) 藤田　琉綺(1) 石原　涼雅(1) 廣田　成輝(2) 植田　貫太(2) 山本　翔琉(2)


