
 

 

第 75 回東海学生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 

          後  援 ： 半田市・半田市教育委員会 

                                  常滑市・常滑市教育委員会 

                                  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 

  運営協力 ： 愛知陸上競技協会 

          期  日 ： 平成 25年 12月 1日(日) 

          場  所 ： 知多半島一周コース 

 

 

 

 

                                        大会コード  １３６５０２０１ 



第75回東海学生駅伝対校選手権大会
2013年12月1日　8時25分　スタート

コース：知多半島一周　7区間（64．5km）

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・南知多町・美浜町・武豊町，各教育委員会，東海テレビ放送
運営協力：愛知陸上競技協会

総合成一 �績 

順位 �チーム �記録 �備考 

優　勝 �中京大A �3時間軍2分36秒 � 

第2位 �愛工大 �3時間23分09秒 � 

第3位 �名大A �3時間23分20秒 � 

第4位 �岐経大 �3時間23分40秒 � 

第5位 �皇学館大A �3時間25分08秒 � 

第6位 �静岡大 �3時間25分39秒 � 

区間賞 
区間 �氏名 �チーム �記録 �備考 

1区（8．5km） �米谷　卓也（2） �中京大A �26分16秒 � 

2区（10．6km） �朝倉　和眞（3） �静由大 �31分49秒 � 

3区（8．1km） �中島　章博（3） �中京大A �25分11秒 � 

4区（8．3km） �古川　和紀（4） �名大A �26分14秒 � 

安田　翔一（1） �岐経大 

5区（10．3km） �吉田　新規（2） �愛工大 �32分53秒 � 

中西　玄気（2） �静岡大 

6区（6．2km） �若菜　純一（3） �皇学館大A �19分00秒 � 

7区（12．5km） �萱垣　義樹（4） �愛工大 �38分56秒 � 

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 �5．5℃ �88．3％ �北 �2．4m／S �半田 

9：30 �晴れ �8．8℃ �77．2％ �北西 �1．5m／S �美浜 

10：30 �晴れ �9．6℃ �75．5％ �北西 �2．2m／S 

11：30 �晴れ �11．3℃ �71．1％ �北西 �1．9m／S 

12：00 �晴れ �12．60C �61．9％ �北西 �ま．3m／S �半田 

成績一覧表



第75回東海学生駅伝対校選手権大会

総合成績リスト

2013年12月1日　8時25分スタート

順位 �ナン八〇一 �タイム �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 �6．2km �12．5km 

1 �1 �3：22：36 �中京大A �米谷　卓也（2） �山口　泰輝（3） �中島　章博（3） �近藤　駿－（4） �於久　幸大（1） �鈴木　紀公（2） �田中　陽介（4） 

コメタニ舛ヤ �ヤマゲチヒロキ �ナカシマアキヒロ �コンドウシ1ンイチ �オクコウタ◆イ �スス◆キ／リマサ �タナカヨウスケ 

（1）　26：16 �（－2）　58：52 �（1）1：24：03 �（1）1：50：29 �（1）2：23：40 �（1）2：42：51 �（1）3：22：36 

rl）　ク6：16 �● �r　ll　　ク5：11 �（　31　　ク6：ク6 �（　41　　3ご1：11 �「　41　　19：11 �■　　一 

2 �4 �3：23：09 �愛工大 �成田　和裁（3） �館林　洗介（4） �加藤　　禁（2） �足立　　剛（3） �吉田　新規（2） �長谷川　士朗（2） �萱垣　義樹（4） 

ナリタカス○ヤ �夕子八やヤシコウスケ �カトウケイ �アダチッ］シ �］げ　シンキ �ハセがワシロウ �カヤがキ］シキ 

（3）　26：28． �ト　4）　59：31 �（5）1：25：08 �（5）1：52：10 �（5）2：25：03 �（4）2：44：13 �（2）3：23：09 

r　31　　26：28 �（引　　　33：03 � �（51　　27：02 �（・‖　　32：53 �r　3）　19：10 �r　l）　　38：56 

3 �2 �3：23：20 �名大A �西尾　文書（1） �池亀　　透（4） �匪司　真人（2） �古川　和紀（4） �矢野　祥一（4） �森本　善智（3） �岸田　裕也（1） 

二シオフ0ンコ■ �イ相中メトオル �ウニシヒロト �フルカワカス■キ �ヤ／シ］ウイチ �モリモトヨシトモ �キげ　ユウヤ 

（2）　26：28 �（5）　59：31 �（4）1：24：50 �（3）1：51：04 �（2）2：24：08 �（2）2：43：16 �（3）3：23：20 

●　： � �● �r　ll　ク6：14 �●一 �r　ク1　19：n只 �r　引　　40：04 

4 �10 �3：23：40 �岐経大 �横山　嵐大（1） �大垣　結呼（1） �長尾　亮汰（1） �安田　翔一（1） �島袋　　匠（1） �上野　立貴（1） �杉本　智紀（1） 

ヨコヤマソウタ �オ才がキコウキ �ナがオ侮ウタ �ヤスデ　ショウイチ �シげ川舛ミ �ウエノリツキ �スキ○モトトモキ 

（4）　26：31 �（3）　59：20 �（3）1：24：46 �（2）1：51：00 �（4）2：24：21 �（3）2：43：50 �（4）3：23：40 

r　41　ク6：31 � �t �「11　ク6：14 � �■　　　● � 

5 �3 �3：25：08 �皇学館大A �津田　淳一（2） �中辻　朝犠（2） �山本　柘音（1） �三浦　健嗣（3） �道格　康登（3） �若菜　純一（3） �演地　久史（3） 

ツゲ　ゾ1ンイチ �ナカツゾ　アサヒ �ヤマ封タクト �ミウラケンシ◆ �ミチネヤスト �ワカナシ01ンイチ �ハマチヒサシ 

（5）　26：42 �（6）　59：53 �（6）1：25：52 �（6）1：52：32 �（6〉　2：26：04 �（6）2：45：04 �（5）3：25：08 

（51　　26：42 � �■　　　　　　　　● �（4）　　26：40 �（6）　　33：32 �（日　　19：00 �（引　　4〔I：04 

6 �5 �3：25：39 �静岡大 �桑原　遼太郎（1） �朝倉　和眞（3） �小川　満太郎（H2） �祖川　昌也（2） �中西　玄気（2） �寺澤　摩周（1） �田中　耀介（2） 

クワハラリョウ舛ウ �アサクラカス◆マサ �オがワマン帥ウ �ソがウマサヤ �ナカニシゲンキ �テラサウマシ1ウ �タナカヨウスケ 

（7）　26：55 �（1）　58：44 �（2）1：24：14 �（4）1：51：18 �（3）2：24：11 �（5）2：44：13 �（6）3：25：39 

● �r　11　　31：49 � �「　61　　ク7：n4 � �r　61　　クn：n， �rl【）1　　41：ク6 

7 �6 �3：33：06 �愛教大 �曽我　直崇（1） �翁田　祐弥（4） �杉村　智人（2） �青山　将太朗（3） �戸松　弘成（2） �橋本　耕治（3） �清水　治馬（3） 

ソが　ナオ銅 �オウタユウヤ �スキ◆ムラトモヒト �7才ヤマショウ如ウ �トマツ拍ナリ �ハシかコウシ○ �シミス◆　刷マ 

（13）　28：07 �（9）1：01：44 �（8）1：28：51 �（8）1：56：56 �（8）2：31：25 �（8）2：51：47 �（7）3：33：06 

r141　　ク只：n7 � �r　91　　ク7：n7 �r　71　　ク只：〔5 �…　　　　　・　■ �r　只1　　クn：乃 � 

8 �9 �3：33：41 �三重大 �白井　成司（4） �細澤　幸輝（1） �伊藤　仁志（2） �中田　大貴（2） �斎木　拓郎（Ml） �石野　一樹（1） �吉田　航太（3〉 

シライセイゾ �禾ソゲワコウキ �小ウヒトシ �ナ朋タ○ィキ �サイキタタロウ �イシ／カス○キ �］シダ　コウタ 

（9）　27ニ30 �（7）1：00：18 �（7）1：27：37 �（7）1：56：02 �（7）2：31：24 �（7）2：51：35 �（8）3：33：41 

r　31　　32：48 �（13）　　27ニ19 �rlO）　　28：25 � �r　71　　m：11 � 

9 �7 �3：34：50 �愛知大 �松野　紘一朗（2） �鈴木　博士（1） �小林　　誠（3〉 �伊藤和貴（3） 　七十 �的山篤史（1） 　nI �寺主　　駿（1） �村婁広規（4） ム‾ク 

マリ／コウイテロウ （11）27：41 �ススキヒロン （8）1：01：44 �コハヤソマコト （9）1：29：01 �イトウスキ （9）1：57二22 �マトヤマ7ツソ （10）2：33：20 �丁7ンlソ1ノ （10）2：53こ51 �7モヒ叫 （9）3こ34：50 

「1ク1　　ク7：41 � �「111　ク7：17 �●　　　　　三 � �●　　　　　● � 

10 �8 �3：36：25 �名工大 �堀尾　卓矢（3） �富田　崇史（1） �岩永　真之介（3） �石原　悠貴（2） �服部　憲和（Hl） �黒川　翔太郎（4） �三浦　　修（Hl） 

ホリオ舛ヤ �トミタ○　タカシ �イワナが　シンノスケ �イシハラユウキ �ハツ川ノリカス○ �タロカワショウ知り �ミウラオサム 

（12）　27：53 �（13）1：03：20 �（12）1：30こ24 �（13）2：00：21 �（12）2：35：27 �（12）2：56ニ37 �（10）3：36：25 

r　81　　ク7：∩4 � �●　　　　　　　●● �rll）　　ク1ニ1〔 �一　一： 

11 �12 �3：36：39 �愛学大 �森　　佑太（4） �竹内　郁登（1） �伊藤　　輝（1） �湯本　将矢（1） �滝川　一興（3） �早jll智基（1） �渡邁　一樹（4） 

モリユウタ �タケウチイ伸 �イMとカル �ユかマサヤ �舛カワカス○オキ �ハヤカワトモキ �ワタナヘ〇　九ス◆キ 

（8）　27：15 �（16）1：04：31 �（13）1：31：24 �（11）1：59：36 �（11）2：34：35 �（11）2：55：45 �（11）3：36：39 

r　8）　　27：15 �r　柑）　　37：16 � �r　8）　　28：12 �r　g1　　34ニ5g＿ � �r　71　　4【）：54 

12 �14 �3：36：45 �南山大 �岡本　卓磨（2） �山田　智也（3） �前田　啓文（1） �都築　皇央（2） �中野　裕貴（1） �西　　健太（4） �浅井　勇人（2） 

オカモトタクマ �ヤげトモヤ �マエタや　ヒロフミ �ツゲキリオ �ナカノユウキ �ニシケンタ �アサイハヤト 

（10）　27：35・ �（1日　1：02：11 �（10）1：29：29 �（10）1：58：01 �（9）2：32：27 �（9）2：53：22 �（12）3：36：45 

r1，1　，7：柑 � �r　71　　34：ク6 � �●　　　　　　一 

13 �13 �3：40：03 �名城大 �伊藤　寛治（3） �上野　広夢（2） �馬場　雄也（2） �小川　尚馬（1） �服部　奉拝（2） �生田　卓哉（1） �山田　拓弥（2） 

イトウカンゾ �ウエノヒロム �八〇八や　ユウヤ �才がワショウマ �ハットリタイキ �イ舛タカヤ �ヤげ　タクヤ 

（15）　28：49 �（15）1：04：22 �（15）1：31：50 �（14）2：01：06 �（13）2：36：26 �（13）2：57：58 �（13）3：40：03 

r14）　　ク7：ク畠 �●　　● � � � 

14 �15 �3：41：29 �至学館大 �田中　　静（3） �重田　智則（1） �岡田　健太（1） �井上　浩和（1） �田坂　剛志（2） �上岡　健太（4） �稲吉　悠多（2） 

タナカセイ �シゲタトモ／リ �オ研■　ケンタ �イノウエヒロカス○ �タサカツヨシ �カミオカケンタ �イナヨシユウタ 

（6）　26：45 � �（11）1：29：41 �（12）1：59：41 �（14）2：36：48 �（14）2：58：24 �（14）3：41：29 

r　6）　ク6：45 �r16）　　35：49 �（9）　　27：07 �r181　　3（】：00 �r161　　37：07 �r161　　21：36 �r151　　43：05 

15 �11 �3：42：19 �岐阜大 �森　　勇人（3） �佐藤　佑哉（2） �森　　直之（2） �伊藤　優貴（Hl） �太田　勇気（3） �伊神　翔太（3） �西尾　真吾（H2） 

モリハヤト �サトウユウヤ �モリナねキ �イトウユウキ �材タユウキ �イカミショウタ �二シオシンコ 

（16）　28：50 �（14）1：04：07 �（16）1：32：57 �（16）2：02：29 �（15）2：38：25 �（15）2：59：53 �（15）3：42：19 
一　　　　　　　　● � �r141　　ク1：，R �（141　　4ク：ク6 

16 �16 �3：46：26 �日福大 �水谷　太一（1） �河合　智久（4） �堀口　隼吾（3） �岩野　誠也（3） �川口　竜一（4） �三澤　龍太（3） �高井　瑠恭（3） 

ミスやタニタイチ �か7イトモヒサ �利ゲチシ1ンコ �イワ／マサヤ �カワタ○チリ1ウイチ �ミサワリ1ウタ �タカイ】ウスケ 

（14）　28：42 �（10）1：02：08 �（14）1：31：28 �（15）2：01：16 �（16）2：39：04 �（16）3：01：04 �（16）3：46：26 

（1引　　ク8：4ク �…　　　　　　　　● �；　　　　●　　－ �（151　　29：48 �r171　　37：48 � � 

17 �17 �3：56：46 �中部大 �遠藤　曇樹（2） �伊東　和也（3） �稲垣　光治（3） �中野　峻佑（3） �永田　達也（2） �成田　真伍（1） �村上　友哉（1） 

エンドウヤスキ �イトウカス○ヤ �イナがキミツヒロ �ナカ／シ1ンスケ �ナがタタツヤ �ナリタシンつや �ムラカミュウヤ 

（17〉　　30：14 �（17）1：06：12 �（17）1：34：00 �（17）2：03：22 �（17）2：45：10 �（17）3：07：59 �（17）3：56：46 
● �rlR1　　41：4白 �；　　　　　　　一● �rlR1　　4只：47 

OPN �18 �3：28：46 �中京大B �林　　佑樹（3） �西田　隼大（2） �今川　大輔（2） �木村　聖也（3） �木下　博紀（3） �藤本　健太（2） �川合　晃三（3） 

ハヤシユウキ �こげ　ハヤタ �イマがワタ○イスケ �キムうセイヤ �キノシタヒロキ �フゾモトケンタ �カワイコウソ○ウ 

（OPN）　26：30 �（OPN〉1：00：17 �（OPN）1：26：09 �（OPN）1：54：09 �（OPN）2：27：49 �（OPN）2：47：47 �（OPN）3：28：46 

●・　　　　　●　　－ � �●・L � � � � 

OPhl �19 �3：31：37 �名大B �柴田　一成（3） �石川　卓弥（4） �福田　拓弥（1） �鈴木　雅斗（2） �芦崎　陽介（4） �金田　腸佑（3） �佐藤　健太郎（2） 

シ八〇タ再セイ �イシカワ舛ヤ �フ舛○　タクミ �スス○キマサト �アげキヨウスケ �カネダ　ヨウスケ �サトウケン舛ウ 

（OPN）　27：06 �（OPN）1：02：09 �（OPN）1：28：35 �（OPN）1ニ55：44 �（OPN）2：29：53 �（OPN）2：49：52 �（OPN）3：31：37 

OPN �20 �3：32：26 �皇学館大B �松本　　聖（4） �鶴間　雄貴（1） �西井　婦人（1） �鈴木　衰師（2） �中路間　一哉（3） �佐藤　大智（2） �中西　　惇（2） 

マツモトヒゾリ �ツルマユウキ �二シイマサト �スス○キコ○ウシ �ナカゾマカス○ヤ �サトゥデイチ �州ニシ7ツシ 

（OPN）　27：10 �（OPN）1：01：22 �（OPN）1：27：56 �（OPN）1：55：40 �（OPN）2：30：00 �（OPN）2：50：08 �（OPN）3：32：26 

rOPN）　34：20＼ � � 

OPN �21 �3二39：26 �学連混成 �杉浦　　楓（1） �植松　龍之介（4） �川口　翔平（2）． �川口　峻史（2） �石田　智漢（4） �鈴木　伊織（2） �木下　裕太（3） 

スキ○ウラ八ヤテ �ウエマツタツノスケ �カワゲチショウへイ �カワゲチシュンシ○ �イシダトモアキ �スス轟キイオリ �キノバユウタ 

（OPN）　27：34 �（OPN）1：02：37 �（OPN）1：31：16 　■　；● �（OPN）2：01：10 �（OPN）2二36：36 �（OPN）2：57：56 �（OPN）3：39：26 

凡例OPN：オー
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順位変動表

チーム

中京大A

名大A

愛工大

岐経大

皇学館大A

至学館大

静岡大

愛学大

三重大

南山大

愛知大

名工大

愛敬大

日福大

名城大

岐阜大

中部大

2013年12月1日　8時25分スタート

3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7　順位タイム　チーム

13：22：36　中京大A

2　3：23：09愛工大

…　3　3：23：20名大A

…　4　3：23：40岐経大

5　3：25：08皇学館大A

6　3：25：39静岡大

7　3：33：06愛散大

8　3：33：41三重大

9　3：34：50愛知大

10　3：36：25名工大

113：36：39愛学大

12　3：36：45南山大

一一13　3：40：03名城大

14　3：41：29至学館大

15　3：42：19岐阜大

16　3：46：26　日福大

17　3：56：46　中部大


