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主  催 ： 東海学生陸上競技連盟・中日新聞社 

運営協力 ： 一般財団法人愛知陸上競技協会 

後  援 ： 半田市・半田市教育委員会 
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南知多町・南知多町教育委員会 
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第83回東海学生駅伝対校選手権大会
第15回東海学生女子駅伝対校選手権大会
主　催：東海学生陸上競技連盟・中日新聞社
後　援：半田市・常滑市・美浜町・南知多町・武豊町・各教育委員会・東海ﾃﾚﾋﾞ放送
コース：知多半島一周　7区間（63.5km）/知多半島半周　5区間（26.6km）

グラウンド・コンディション
日付 時刻 天候 気温 湿度 風向風速 場所名

2021年12月12日  8:30  晴れ  9.9℃ 87.5％ 北東   1.9m/s 半田
 9:00  晴れ 10.9℃ 87.2％ 東北東 0.6m/s 知多南部
10:00  晴れ 12.2℃ 79.7％ 西北西 1.6m/s 知多南部
11:00  曇り 11.3℃ 78.8％ 北北西 1.0m/s 常滑
12:00  曇り 13.5℃ 73.0％ 北北西 1.5m/s 半田

総務                                                         黒須　雅弘・稲垣　裕

審判長                                                       榊原　茂

記録主任                                                     鈴木　康雄



成績一覧表第83回東海学生駅伝対校選手権大会
[コード：21650301]

2021年12月12日 8時25分　スタート

コース：知多半島一周　7区間（63.5km）/知多半島半周　5区間（26.6km）
[コード：]

主　催：東海学生陸上競技連盟・中日新聞社
後　援：半田市・常滑市・美浜町・南知多町・武豊町・各教育委員会・東海ﾃﾚﾋﾞ放送

審 判 長：榊原　茂
記録主任：鈴木　康雄

男子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 皇學館大学A 3:16:10

第２位 愛知工業大学 3:17:34

第３位 岐阜協立大学A 3:18:53

第４位 名古屋大学 3:19:37

第５位 中京大学 3:21:44

第６位 南山大学 3:29:16

第７位 中部大学 3:29:21

第８位 静岡大学 3:29:46

第８位 愛知教育大学 3:29:46

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

1区(8.5km) 中尾　啓哉 (3) 岐阜協立大学A 25:43

2区(10.6km) 森川　陽之 (4) 名古屋大学 32:00

3区(8.1km) 鈴木　翔也 (4) 皇學館大学A 24:40

4区(8.3km) 浦瀬　晃太朗 (1) 皇學館大学A 26:08

5区(10.3km) 横田　佳介 (4) 中京大学 32:06

6区(5.4km) 中川　雄斗 (1) 皇學館大学A 16:42 区間新

7区(12.3km) 苅谷　真之介 (2) 愛知工業大学 37:47

コンディション

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 場所

 8:30 晴れ 9.9℃ 87.5％ 北東 1.9m/s 半田

 9:00 晴れ 10.9℃ 87.2％ 東北東 0.6m/s
知多南部

10:00 晴れ 12.2℃ 79.7％ 西北西 1.6m/s

11:00 曇り 11.3℃ 78.8％ 北北西 1.0m/s 常滑

12:00 曇り 13.5℃ 73.0％ 北北西 1.5m/s 半田
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第83回東海学生駅伝対校選手権大会
第15回東海学生女子駅伝対校選手権大会
主　催：東海学生陸上競技連盟・中日新聞社
コース：知多半島一周　7区間（63.5km）/知多半島半周　5区間（26.6km）
後　援：半田市・常滑市・美浜町・南知多町・武豊町・各教育委員会・東海ﾃﾚﾋﾞ放送
日付:2021-12-12 最終コール:0:00 競技開始:8:25

大会記録(GR) 3時間13分59秒 皇學館大学　　2019

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
8.5km 10.6km 8.1km 8.3km 10.3km 5.4km 12.3km

1 3:16:10 1 皇學館大学A 笹竹　陽希 (3) 佐藤　楓馬 (2) 鈴木　翔也 (4) 浦瀬　晃太朗 (1) 花井　秀輔 (3) 中川　雄斗 (1) 松野　颯斗 (2)
ｻｻﾀｹ ﾊﾙｷ ｻﾄｳ ﾌｳﾏ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ ｳﾗｾ ｺｳﾀﾛｳ ﾊﾅｲ ｼｭｳｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾉ ﾊﾔﾄ
(2) 25:55 (1) 57:58 (1) 1:22:38 (1) 1:48:46 (1) 2:21:17 (1) 2:37:59 (1) 3:16:10
(2) 25:55 (2) 32:03 (1) 24:40 (1) 26:08 (3) 32:31 (1) 16:42 NSR (2) 38:11

2 3:17:34 2 愛知工業大学 原田　侑弥 (3) 深谷　涼太 (3) 吉田　椋哉 (1) 堀田　翔紀 (4) 渡邉　大誠 (3) 土方　悠 (1) 苅谷　真之介 (2)
ﾊﾗﾀ ﾕｳﾔ ﾌｶﾔ ﾘｮｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾔ ﾎｯﾀ ｼｮｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ ｶﾘﾔ ｼﾝﾉｽｹ
(3) 26:18 (4) 58:34 (2) 1:23:33 (2) 1:49:44 (3) 2:22:42 (3) 2:39:47 (2) 3:17:34
(3) 26:18 (3) 32:16 (2) 24:59 (2) 26:11 (5) 32:58 (3) 17:05 (1) 37:47

3 3:18:53 3 岐阜協立大学A 中尾　啓哉 (3) 榊原　陸 (4) 鵜飼　蓮 (2) 加藤　凌平 (3) 渡辺　翔哉 (4) 大橋　光太郎 (4) 伊澤　葵 (2)
ﾅｶｵ ｹｲﾔ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｸ ｳｶｲ ﾚﾝ ｶﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾔ ｵｵﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ ｲｻﾞﾜ ｱｵｲ
(1) 25:43 (3) 58:33 (3) 1:23:33 (3) 1:50:03 (2) 2:22:32 (2) 2:39:28 (3) 3:18:53
(1) 25:43 (5) 32:50 (3) 25:00 (4) 26:30 (2) 32:29 (2) 16:56 (6) 39:25

4 3:19:37 4 名古屋大学 河﨑　憲祐 (2) 森川　陽之 (4) 小川　海里 (1) 勝田　哲史 (M1) 重田　直賢 (3) 中島　滉太 (3) 村瀬　稜治 (2)
ｶﾜｻｷ ｹﾝｽｹ ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾕｷ ｵｶﾞﾜ ｶｲﾘ ｶｯﾀ ﾃﾂﾌﾐ ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾀｶ ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ ﾑﾗｾ ﾘｮｳｼﾞ
(4) 26:25 (2) 58:25 (4) 1:24:17 (4) 1:50:38 (4) 2:23:20 (4) 2:40:34 (4) 3:19:37
(4) 26:25 (1) 32:00 (5) 25:52 (3) 26:21 (4) 32:42 (4) 17:14 (4) 39:03

5 3:21:44 5 中京大学 佐々木　学人 (1) 鈴木　雄登 (3) 田村　陸 (4) 田中　海吏 (1) 横田　佳介 (4) 山岡　琉希也 (1) 川内　秀哉 (4)
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾀﾑﾗ ﾘｸ ﾀﾅｶ ｶｲﾘ ﾖｺﾀ ｹｲｽｹ ﾔﾏｵｶ ﾙｷﾔ ｶﾜﾁ ｼｭｳﾔ
(5) 26:33 (5) 59:36 (5) 1:24:51 (5) 1:51:43 (5) 2:23:49 (5) 2:41:10 (5) 3:21:44
(5) 26:33 (7) 33:03 (4) 25:15 (5) 26:52 (1) 32:06 (5) 17:21 (9) 40:34

6 3:29:16 10 南山大学 大場　公太 (1) 渡邉　凌太 (4) 堀江　爽太郎 (2) 伊藤　俊輔 (1) 大橋　虎也 (4) 堀川　将輝 (1) 橋本　平良 (2)
ｵｵﾊﾞ ｺｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ﾎﾘｴ ｿｳﾀﾛｳ ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｵｵﾊｼ ｺｳﾔ ﾎﾘｶﾜ ｼｮｳｷ ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾗ
(8) 27:39 (8) 1:00:58 (7) 1:28:01 (8) 1:56:22 (7) 2:31:14 (7) 2:49:35 (6) 3:29:16
(8) 27:39 (9) 33:19 (8) 27:03 (11) 28:21 (8) 34:52 (10) 18:21 (7) 39:41

7 3:29:21 11 中部大学 松花　巧祐 (2) 中川　清矢 (1) 杉浦　隆輝 (3) 山口　凱生 (4) 浅井　駿良 (1) 上原　大河 (2) 鵜飼　涼矢 (4)
ﾏﾂﾊﾅ ｺｳｽｹ ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾔ ｽｷﾞｳﾗ ﾘｭｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲｷ ｱｻｲ ｼｭﾗ ｳｴﾊﾗ ﾀｲｶﾞ ｳｶｲ ﾘｮｳﾔ
(6) 26:51 (6) 1:00:19 (6) 1:27:42 (7) 1:56:06 (6) 2:30:37 (6) 2:48:46 (7) 3:29:21
(6) 26:51 (10) 33:28 (12) 27:23 (12) 28:24 (6) 34:31 (7) 18:09 (10) 40:35

8 3:29:46 7 静岡大学 中井　裕人 (2) 篠原　理玖 (4) 近藤　勇人 (2) 吉川　尚典 (4) 久保　勇稀 (2) 辻川　侑馬 (4) 中山　峻弥 (M2)
ﾅｶｲ ﾋﾛﾄ ｼﾉﾊﾗ ﾘｸ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ ﾖｼｶﾜ ﾅｵﾉﾘ ｸﾎﾞ ﾕｳｷ ﾂｼﾞｶﾜ ﾕｳﾏ ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ

(16) 28:17 (12) 1:01:47 (11) 1:29:00 (13) 1:58:01 (12) 2:33:12 (12) 2:50:53 (8) 3:29:46
(16) 28:17 (11) 33:30 (10) 27:13 (15) 29:01 (9) 35:11 (6) 17:41 (3) 38:53

8 3:29:46 9 愛知教育大学 都築　拓実 (1) 木村　将成 (3) 秋好　亮祐 (2) 原　敦也 (4) 原林　諒 (3) 小島　悠平 (3) 安藤　啓貴 (2)
ﾂﾂﾞｷ ﾀｸﾐ ｷﾑﾗ ﾏｻﾅﾘ ｱｷﾖｼ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾗ ｱﾂﾔ ﾊﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾍｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ
(13) 27:59 (9) 1:00:59 (9) 1:28:26 (10) 1:56:36 (9) 2:31:50 (10) 2:50:29 (8) 3:29:46
(13) 27:59 (6) 33:00 (13) 27:27 (10) 28:10 (11) 35:14 (13) 18:39 (5) 39:17

10 3:31:27 6 愛知大学 前田　純 (2) 上田　優之介 (2) 可児　大晟 (2) 植村　和真 (4) 松本　崚太郎 (2) 山本　侑弥 (2) 近藤　優芽 (4)
ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ ｶﾆ ﾀｲｾｲ ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ
(17) 28:27 (15) 1:02:35 (10) 1:28:52 (9) 1:56:33 (10) 2:32:08 (9) 2:50:24 (10) 3:31:27
(17) 28:27 (14) 34:08 (6) 26:17 (7) 27:41 (13) 35:35 (8) 18:16 (12) 41:03

11 3:32:33 15 三重大学 吉川　竜平 (3) 池内　啓悟 (3) 出島　典斗 (M1) 川口　玲央 (1) 名和　将晃 (2) 陶山　海鷹 (3) 浦西　佑輔 (4)
ﾖｼｶﾜ ﾀｯﾍﾟｲ ｲｹｳﾁ ｹｲｺﾞ ﾃﾞｼﾞﾏ ﾃﾝﾄ ｶﾜｸﾞﾁ ﾚｵ ﾅﾜ ﾏｻｱｷ ｽﾔﾏ ﾐﾀｶ ｳﾗﾆｼ ﾕｳｽｹ
(10) 27:49 (11) 1:01:32 (8) 1:28:20 (6) 1:55:57 (8) 2:31:19 (8) 2:49:51 (11) 3:32:33
(10) 27:49 (12) 33:43 (7) 26:48 (6) 27:37 (12) 35:22 (12) 18:32 (15) 42:42

12 3:33:05 13 名城大学 天野　誠吾 (3) 脇田　航輝 (2 ) 小渕　彪吾 (1) 細木　駿介 (3 ) 宮城　徳博 (1) 藤谷　里玖 (2 ) 浅井　克貴 (4)
ｱﾏﾉ ｾｲｺﾞ ﾜｷﾀ ｺｳｷ ｵﾌﾞﾁ ﾋｭｳｺﾞ ﾎｿｷﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾐﾔｷﾞ ﾉﾘﾋﾛ ﾌｼﾞﾀﾆ ﾘｸ ｱｻｲ ｶﾂｷ
(15) 28:00 (10) 1:01:15 (13) 1:29:17 (12) 1:57:54 (11) 2:32:32 (11) 2:50:51 (12) 3:33:05
(15) 28:00 (8) 33:15 (14) 28:02 (13) 28:37 (7) 34:38 (9) 18:19 (13) 42:14

13 3:34:28 16 名古屋工業大学 安井　悠人 (4) 中田　龍之介 (3) 片桐　健輔 (3) 伊藤　秀悟 (1) 三井　玲央 (4) 杉本　一眞 (3) 石原　輝力 (3)
ﾔｽｲ ﾕｳﾄ ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｶﾀｷﾞﾘ ｹﾝｽｹ ｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞ ﾐﾂｲ ﾚｵ ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ｲｼﾊﾗ ﾃﾙﾁｶ
(7) 27:31 (14) 1:02:08 (12) 1:29:11 (11) 1:57:16 (13) 2:35:03 (13) 2:53:28 (13) 3:34:28
(7) 27:31 (15) 34:37 (8) 27:03 (9) 28:05 (16) 37:47 (11) 18:25 (11) 41:00

14 3:35:02 12 至学館大学 伊藤　大和 (1) 越智　拓登 (1) 草尾　友一 (1) 曽我　拓摩 (2) 赤堀　裕太 (1) 小倉　綾太 (1) 大久保　匠 (2)
ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ ｵﾁ ﾀｸﾄ ｸｻｵ ﾄﾓｶｽﾞ ｿｶﾞ ﾀｸﾏ ｱｶﾎﾞﾘ ﾕｳﾀ ｵｸﾞﾗ ﾘｮｳﾀ ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾐ

(12) 27:51 (13) 1:01:58 (14) 1:30:51 (14) 1:59:30 (15) 2:36:31 (15) 2:55:12 (14) 3:35:02
(12) 27:51 (13) 34:07 (17) 28:53 (14) 28:39 (15) 37:01 (14) 18:41 (8) 39:50

15 3:37:25 8 東海学園大学 永柳　慶大 (4) 清水　透吾 (4) 近藤　直斗 (2) 後藤　玲音 (3) 小畑　雅輝 (4) 牧野　凌河 (1) 鈴木　大祐 (3)
ﾅｶﾞﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ ｺﾞﾄｳ ﾚｵ ｵﾊﾞﾀ ﾏｻｷ ﾏｷﾉ ﾘｮｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ
(9) 27:46 (17) 1:04:34 (17) 1:31:53 (15) 1:59:56 (14) 2:35:09 (14) 2:54:13 (15) 3:37:25
(9) 27:46 (18) 36:48 (11) 27:19 (8) 28:03 (10) 35:13 (15) 19:04 (16) 43:12

16 3:42:12 17 愛知学院大学 村刺　航輝 (2) 青山　晃大 (4) 安藤　悠希 (2) 白山　大悟 (1) 松浦　悠悟 (2) 伊藤　翼 (2) 小田　真英 (2)
ﾑﾗｻｼ ｺｳｷ ｱｵﾔﾏ ｺｳﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ ｼﾛﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｺﾞ ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ｵﾀﾞ ｼﾝｴｲ
(14) 28:00 (16) 1:02:43 (16) 1:31:30 (16) 2:01:16 (17) 2:39:27 (17) 2:58:42 (16) 3:42:12
(14) 28:00 (16) 34:43 (16) 28:47 (16) 29:46 (17) 38:11 (16) 19:15 (17) 43:30

17 3:46:34 14 岐阜大学 出戸　智大 (4) 小渕　稜央 (2) 加藤　兄野 (2) 中村　俊介 (4) 松岡　学 (4) 久原　涼 (1) 渡口　耕平 (1)
ﾃﾞﾄ ﾄﾓﾋﾛ ｺﾌﾞﾁ ﾘｮｳ ｶﾄｳ ｹｲﾔ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾏﾂｵｶ ﾏﾅﾌﾞ ｸﾊﾗ ﾘｮｳ ﾄｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ
(11) 27:50 (7) 1:00:36 (15) 1:30:52 (17) 2:02:08 (16) 2:37:53 (16) 2:58:32 (17) 3:46:34
(11) 27:50 (4) 32:46 (18) 30:16 (17) 31:16 (14) 35:45 (18) 20:39 (18) 48:02

18 3:47:12 18 日本福祉大学 金子　泰良 (2) 鮎川　翔 (2) 早川　里月 (2) 清家　一真 (3) 依田　明大 (M1) 松岡　翼 (3) 横山　竜也 (4)
ｶﾈｺ ﾀｲﾗ ｱﾕｶﾜ ｼｮｳ ﾊﾔｶﾜ ﾘﾂ ｾｲｹ ｶｽﾞﾏ ﾖﾘﾀ ｱｷﾋﾛ ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ

(18) 28:57 (18) 1:04:35 (18) 1:33:19 (18) 2:05:35 (18) 2:44:45 (18) 3:04:38 (18) 3:47:12
(18) 28:57 (17) 35:38 (15) 28:44 (18) 32:16 (18) 39:10 (17) 19:53 (14) 42:34

OPN 3:19:57 19 皇學館大学B 柴田　龍一 (3) 岩島　昇汰 (1) 竹内　啓一郎 (3) 宮本　康希 (3) 矢田　大誠 (2) 一ノ瀬　結人 (2) 加藤　元紀 (4)
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ ｲﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ ﾀｹｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ ﾔﾀﾞ ﾀｲｾｲ ｲﾁﾉｾ ﾕｲﾄ ｶﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ
(OPN) 25:49 (OPN) 58:46 (OPN) 1:24:32 (OPN) 1:51:14 (OPN) 2:24:25 (OPN) 2:41:35 (OPN) 3:19:57
(OPN) 25:49 (OPN) 32:57 (OPN) 25:46 (OPN) 26:42 (OPN) 33:11 (OPN) 17:10 (OPN) 38:22

OPN 3:24:09 20 岐阜協立大学B 上小川　リウキ (4) 平田　壮馬 (1) 木村　海光 (3) 小菊　天瑠 (1) 宮山　悠希 (1) 村松　俊哉 (3) 西村　崚 (4)
ｶﾐｺｶﾞﾜ ﾘｳｷ ﾋﾗﾀ ｿｳﾏ ｷﾑﾗ ｶｲﾄ ｺｷﾞｸ ｱﾏﾙ ﾐﾔﾔﾏ ﾕｳｷ ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾔ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ
(OPN) 26:21 (OPN) 59:38 (OPN) 1:25:22 (OPN) 1:52:05 (OPN) 2:25:53 (OPN) 2:43:37 (OPN) 3:24:09
(OPN) 26:21 (OPN) 33:17 (OPN) 25:44 (OPN) 26:43 (OPN) 33:48 (OPN) 17:44 (OPN) 40:32

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
8.5km 10.6km 8.1km 8.3km 10.3km 5.4km 12.3km

区間記録 桑山　楓矢  川瀬　翔矢  岸田　裕也  中村　正明  川瀬　翔矢  宮城　響    川瀬　翔矢  
皇學館大　2019 皇學館大　2018 名古屋大　2017 愛知工業大　2019 皇學館大　2019 皇學館大　2020 皇學館大　2020

25:32 30:59 24:23 25:34 31:29 16:44 36:59

OPN:オープン参加/ NSR…区間新記録



2021年12月12日  8時25分スタート

男子 駅伝
大会記録(GR) 3時間13分59秒 皇學館大学　　2019

順位変動表

チーム 1 2 3 4 5 6 7 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム

岐阜協立大学A   1 1 3:16:10 皇學館大学A

皇學館大学A   2 2 3:17:34 愛知工業大学

愛知工業大学   3 3 3:18:53 岐阜協立大学A

名古屋大学   4 4 3:19:37 名古屋大学

中京大学   5 5 3:21:44 中京大学

中部大学   6 10 3:29:16 南山大学

名古屋工業大学   7 11 3:29:21 中部大学

南山大学   8 7 3:29:46 静岡大学

東海学園大学   8 9 3:29:46 愛知教育大学

三重大学  10 6 3:31:27 愛知大学

岐阜大学  11 15 3:32:33 三重大学

至学館大学  12 13 3:33:05 名城大学

愛知教育大学  13 16 3:34:28 名古屋工業大学

愛知学院大学  14 12 3:35:02 至学館大学

名城大学  15 8 3:37:25 東海学園大学

静岡大学  16 17 3:42:12 愛知学院大学

愛知大学  17 14 3:46:34 岐阜大学

日本福祉大学  18 18 3:47:12 日本福祉大学


