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東海学生女子駅伝対校選手権大会  

 

 
 

 R E S U L T S 
    

 

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 ： 南知多町・南知多町教育委員会 

美浜町・美浜町教育委員会 

武豊町・武豊町教育委員会・東海テレビ放送 

期  日 ： 2021年 12月 12日（日） 

          場  所 ： 知多半島半周コース 

 

                                      大会コード     21650401   
                                       競技場コード   駅伝     

  



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                                                       伊藤　明久

記録主任                                                     鈴木　康雄



成績一覧表第15回東海学生女子駅伝対校選手権大会
[コード：21650401]

2021年12月12日 8時20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：伊藤　明久
記録主任：鈴木　康雄

女子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 名城大学A 1:28:12

第２位 中京学院大学A 1:30:33

第３位 至学館大学 1:38:59

第４位 中京大学 1:39:10

第５位 日本福祉大学 1:39:15

第６位 静岡大学 1:41:49

第７位 東海学園大学 1:42:22

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

1区(3.7km) 井上　葉南 (4) 名城大学A 11:26

2区(4.2km) 髙松　智美ムセンビ (4) 名城大学A 13:30

3区(5.9km) 和田　有菜 (4 ) 名城大学A 18:48

4区(4.7km) 稲葉　夢香 (2) 中京学院大学A 16:54

5区(8.1km) 増渕　祐香 (2) 名城大学A 27:22

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:8:20

大会記録(GR) 1時間27分11秒 名城大学　　　2011

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
3.7km 4.2km 5.9km 4.7km 8.1km

1 1:28:12 31 名城大学A 井上　葉南 (4) 髙松　智美ムセンビ (4) 和田　有菜 (4 ) 松澤　綾音 (4) 増渕　祐香 (2)
ｲﾉｳｴ ﾊﾅ ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾐﾑｾﾝﾋﾞ ﾜﾀﾞ ﾕﾅ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ ﾏｽﾌﾞﾁ ﾕｳｶ

(1) 11:26 (1) 24:56 (1) 43:44 (1) 1:00:50 (1) 1:28:12
(1) 11:26 (1) 13:30 (1) 18:48 (2) 17:06 (1) 27:22

2 1:30:33 32 中京学院大学A 金子　藍 (1) 加藤　若葉 (2) 加藤　愛結 (2) 稲葉　夢香 (2) 近藤　萌江 (2)
ｶﾈｺ ｱｲ ｶﾄｳ ﾜｶﾊﾞ ｶﾄｳ ｱﾕﾐ ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒｶ ｺﾝﾄﾞｳ ﾓｴ

(2) 11:40 (2) 25:22 (2) 45:09 (2) 1:02:03 (2) 1:30:33
(2) 11:40 (2) 13:42 (3) 19:47 (1) 16:54 (2) 28:30

3 1:38:59 34 至学館大学 星川　茉鈴 (1) 村田　桃香 (2) 近澤　奈々 (3) 市川　紗衣 (2) 安藤　優月 (2)
ﾎｼｶﾜ ﾏﾘﾝ ﾑﾗﾀ ﾓﾓｶ ﾁｶｻﾞﾜ ﾅﾅ ｲﾁｶﾜ ｻｴ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾂﾞｷ
(6) 13:08 (7) 29:32 (7) 51:50 (6) 1:10:18 (3) 1:38:59
(6) 13:08 (7) 16:24 (6) 22:18 (4) 18:28 (3) 28:41

4 1:39:10 33 中京大学 稲吉　椿 (3) 八木　明梨 (4) 太田　真帆 (1) 白坂　瑞稀 (3) 伊藤　優衣 (3)
ｲﾅﾖｼ ﾂﾊﾞｷ ﾔｷﾞ ｱｶﾘ ｵｵﾀ ﾏﾎ ｼﾗｻｶ ﾐｽﾞｷ ｲﾄｳ ﾕｲ
(3) 12:42 (6) 28:50 (4) 49:47 (3) 1:07:59 (4) 1:39:10
(3) 12:42 (6) 16:08 (4) 20:57 (3) 18:12 (7) 31:11

5 1:39:15 37 日本福祉大学 純浦　美桜 (1) 山田　葵 (1) 永谷　千宙 (1) 桑原　舞 (1) 西井　せり (1)
ｽﾐｳﾗ ﾐｵ ﾔﾏﾀﾞ ｱｵｲ ﾅｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ ｸﾜﾊﾗ ﾏｲ ﾆｼｲ ｾﾘ

(7) 13:30 (4) 28:32 (3) 49:39 (4) 1:08:13 (5) 1:39:15
(7) 13:30 (4) 15:02 (5) 21:07 (5) 18:34 (6) 31:02

6 1:41:49 36 静岡大学 川井　唯吏奈 (1) 長谷川　葉月 (3) 細谷　奈津子 (1) 伊藤　さやか (1) 鈴木　万結 (1)
ｶﾜｲ ﾕﾘﾅ ﾊｾｶﾞﾜ ﾊｽﾞｷ ﾎｿﾔ ﾅﾂｺ ｲﾄｳ ｻﾔｶ ｽｽﾞｷ ﾏﾕｲ

(5) 12:56 (5) 28:43 (6) 51:12 (7) 1:11:03 (6) 1:41:49
(5) 12:56 (5) 15:47 (7) 22:29 (7) 19:51 (5) 30:46

7 1:42:22 35 東海学園大学 永墓　ゆめ果 (3) 中根　瑠香 (4) 近藤　椎菜 (1) 村松　七海 (1) 中村　ななみ (4)
ﾅｶﾞﾊｶ ﾕﾒｶ ﾅｶﾈ ﾙｶ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｲﾅ ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ
(4) 12:54 (3) 27:41 (5) 50:16 (5) 1:09:48 (7) 1:42:22
(4) 12:54 (3) 14:47 (8) 22:35 (6) 19:32 (8) 32:34

OPN 1:30:41 38 名城大学B 荒井　優奈 (3) 山本　有真 (3) 小林　成美 (3) 野呂　くれあ (2) 川野　朱莉 (1)
ｱﾗｲ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ ﾉﾛ ｸﾚｱ ｶﾜﾉ ｱｶﾘ

(OPN) 11:40 (OPN) 24:53 (OPN) 43:46 (OPN) 1:00:46 (OPN) 1:30:41
(OPN) 11:40 (OPN) 13:13 (OPN) 18:53 (OPN) 17:00 (OPN) 29:55

OPN 1:34:00 39 名城大学C 前川　凪波 (1) 谷本　七星 (1) 戸村　文音 (1) 黒川　光 (2) 鴨志田　海来 (4)
ﾏｴｶﾜ ﾅﾅﾐ ﾀﾆﾓﾄ ﾅﾅｾ ﾄﾑﾗ ｱﾔﾈ ｸﾛｶﾜ ﾋｶﾘ ｶﾓｼﾀﾞ ﾐﾗｲ

(OPN) 11:31 (OPN) 25:10 (OPN) 46:33 (OPN) 1:04:21 (OPN) 1:34:00
(OPN) 11:31 (OPN) 13:39 (OPN) 21:23 (OPN) 17:48 (OPN) 29:39

OPN 1:36:08 40 中京学院大学B 安藤　みなみ (1) 高原　さくら (1) 棚池　叶歩 (1) 中安　若菜 (2) 野田　るみ (1)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ ﾀｶﾊﾗ ｻｸﾗ ﾀﾅｲｹ ｶﾅﾎ ﾅｶﾔｽ ﾜｶﾅ ﾉﾀﾞ ﾙﾐ

(OPN) 11:58 (OPN) 26:54 (OPN) 47:25 (OPN) 1:05:04 (OPN) 1:36:08
(OPN) 11:58 (OPN) 14:56 (OPN) 20:31 (OPN) 17:39 (OPN) 31:04

OPN 1:36:47 41 中京学院大学C 具志堅　佑奈 (1) 岡田　優花 (2) 大城　愛 (2) 有賀　由紀恵 (2) 阿比留　悠奈 (1)
ｸﾞｼｹﾝ ﾕｳﾅ ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ ｵｵｼﾛ ｱｲ ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ ｱﾋﾞﾙ ﾕｳﾅ

(OPN) 12:24 (OPN) 27:55 (OPN) 48:22 (OPN) 1:06:31 (OPN) 1:36:47
(OPN) 12:24 (OPN) 15:31 (OPN) 20:27 (OPN) 18:09 (OPN) 30:16

OPN 1:41:44 42 東海学連混成 則武　桃佳 (2) 牧　聖琴 (1) 下山田　絢香 (4) 曾我　美結 (3) 太田　成美 (3)
ﾉﾘﾀｹ ﾓﾓｶ ﾏｷ ﾐｺﾄ ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ ｿｶﾞ ﾐﾕ ｵｵﾀ ﾅﾙﾐ

(OPN) 13:53 (OPN) 31:22 (OPN) 51:07 (OPN) 1:11:09 (OPN) 1:41:44
(8) 13:53 (8) 17:29 (2) 19:45 (8) 20:02 (4) 30:35

1区 2区 3区 4区 5区
3.7km 4.2km 5.9km 4.7km 8.1km

区間記録 鈴木　亜由子 水口　侑子  加世田　梨花 池田　絵里香 八木　絵里  
名古屋大　2010 学連選抜　2008 名城大　2020 名城大　2011 名城大　2010

11:17 13:12 18:10 15:48 26:53

OPN:オープン参加



2021年12月12日  8時20分スタート

女子 駅伝
大会記録(GR) 1時間27分11秒 名城大学　　　2011

順位変動表

チーム 1 2 3 4 5 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ タイム チーム

名城大学A   1 31 1:28:12 名城大学A

中京学院大学A   2 32 1:30:33 中京学院大学A

中京大学   3 34 1:38:59 至学館大学

東海学園大学   4 33 1:39:10 中京大学

静岡大学   5 37 1:39:15 日本福祉大学

至学館大学   6 36 1:41:49 静岡大学

日本福祉大学   7 35 1:42:22 東海学園大学


