
第77回国民体育大会 冬季大会 広島県選手団結果

スキー競技会〈結果〉

日程 競技名 出場選手 所属等 順位 タイム

2/18

クロスカントリー
成年男子A

西本 ひのき 東海大学 DNS

山田 健朗 京都大学 62 34:32.3

クロスカントリー
少年男子A

西本 みずき 加計高校芸北分校 41 28:00.8

ジャイアントスラローム
成年男子A

沼田 昂大 東京農業大学 DNF

内藤 涼羽 東海旅客鉄道㈱ 72 1:06.97

ジャイアントスラローム
成年男子B

堀田 祐作 ㈱JR西日本ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 23 56.94

西村 輝 熊平製作所 11 54.83

中田 秀範 ㈲みなとテント 40 1:01.52

2/19

クロスカントリー
成年女子A

河野 千春 日本体育大学 20 17:00.7

クロスカントリー
少年女子A

柏原 明華 加計高校芸北分校 15 14:57.0

藤井 美緒 加計高校芸北分校 39 16:35.5

柏原 桜花 芸北中学校 42 16:50.9

ジャイアントスラローム
成年男子C

本間 寛 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 30 1:06.64

市野 太造 RIZAP㈱ 80 1:15.90

ジャイアントスラローム
少年女子

新屋 結歌 広島新庄高校 67 1:13.02

木曽 華波 東林館高校 78 1:17.36

白砂 望亜 広島新庄中学校 95 1:32.47

2/20

クロスカントリー
女子・リレー

柏原 明華
柏原 桜花
藤井 美緒
河野 千春

広島県選抜 10 1:05:26.3

ジャイアントスラローム
成年女子B

佐渡 仁美 農事組合法人芸北おおさ ★8★ 1:00.73

杉浦 朱里 豊平スキークラブ 16 1:05.09



日程 競技名 出場選手 所属等 順位 時間

2/20 ジャイアントスラローム
少年男子

山脇 平 加計高校芸北分校 25 59.54

松本 翔吾 加計高校芸北分校 DNF

上田 朔太郎 芸北中学校 108 1:08.87

曽利 海舟 庄原中学校 113 1:09.70

前本 悠仁 福山工業高校 133 1:15.09

中村 泰征 広島新庄高校 136 1:18.33



スケート競技会・アイスホッケー競技会〈結果〉

日程 競技名 出場選手名・所属等 結果

1/24 ショートトラック

＜成年男子 1000ｍ＞
矢鋪 真一（大阪経済大学）

準々決勝進出ならず

＜成年女子 1000ｍ＞
谷本 光（（公財）広島県スポーツ協会）

準々決勝進出ならず

＜成年女子 1000ｍ＞
中田 明理（神奈川大学）

準々決勝進出ならず

＜少年男子 1000ｍ＞
川本 丈（崇徳高等学校）

準々決勝進出ならず

＜少年女子 1000ｍ＞
谷本 陽（広島女学院高等学校）

準々決勝進出ならず

＜少年女子 1000ｍ＞
大田 愛海（広島国際学院高等学校）

準々決勝進出ならず

1/25 ショートトラック

＜成年男子 500ｍ＞
矢鋪 真一（大阪経済大学）

準々決勝進出ならず

＜成年女子 500ｍ＞
谷本 光（（公財）広島県スポーツ協会）

準々決勝進出ならず

＜成年女子 500ｍ＞
中田 明理（神奈川大学）

準決勝進出ならず

＜少年男子 500ｍ＞
川本 丈（崇徳高等学校）

準々決勝進出ならず

＜少年女子 500ｍ＞
谷本 陽（広島女学院高等学校）

準決勝進出ならず

＜少年女子 500ｍ＞
大田 愛海（広島国際学院高等学校）

準々決勝進出ならず

日程 競技名 種別 順位 出場選手・所属 SP FS 総合（個人）得点 総合（個人）順位

1/26
1/27

フィギュア 成年女子 ★6★

伊勢 桃菜
（日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学）

22位 16位 122.31 16位

田村 綾音
（広島文化学園大学）

12位 11位 141.57 12位

（写真左）田村選手、（右）は林監督 （写真左）伊勢選手、（右）は林監督



日程 競技名 種別 順位 出場選手・所属 SP FS 総合（個人）得点 総合（個人）順位

1/24
1/25

フィギュア 少年男子 ★7★

鈴木 零偉
（安古市高等学校）

17位 8位 147.58 10位

田村 綾音
（崇徳高等学校）

14位 21位 131.55 18位

（写真左）鈴木選手、（右）三島選手

日程 競技名 種別 順位 出場選手・所属 SP FS 総合（個人）得点 総合（個人）順位

1/24
1/25

フィギュア 少年女子 14

田邊 理緒
（盈進学園 盈進中学校）

32位 ー 23.32 32位

伊勢 野花
（広島みらい創生高等学校）

18位 22位 112.87 22位

日程 競技名 出場選手名・所属等 結果

1/26 アイスホッケー
＜成年男子＞広島県選抜

広島県 ０－１２ 栃木県
２回戦進出ならず

1/27 アイスホッケー
＜少年男子＞広島県選抜

広島県 ０－１３ 愛知県
準々決勝進出ならず


