
 

 

第 7 回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 

          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 

 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 ： 知多半島半周コース 

 

 

 

 

 

 

                                        大会コード  １３６５０３０１ 



第7回東海学生女子駅伝対校選手権大会
2013年12月1日　8時20分　スタート

コース：知多半島半周　5区間（26．6km）

主　　催：東海学生陸上競技連盟・中日新聞社
後　　援：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． �績 
順位 �チーム �記録 �備考 

優　勝 �名城大A �1時間29分25秒 � 

第2位 �中京大 �1時間31分34秒 � 

第3位 �愛散大A �1時間33分35秒 � 

第4位 �東海学大 �1時間36分27秒 � 

第5位 �名大 �1時間37分09秒 � 

第6位 �至学館大 �1時間40分31秒 � 

区間賞 
区間 �氏名 �チーム �記録 �備考 

1区（3．7km） �山中　聖菜（1） �学連混成 �12分00秒 � 

2区（4，2km） �安原　　光（2） �名城大A �13分43秒 � 

3区（5．9km） �鈴木　亜由子（4） �名大 �18分12秒 �区間新 

4区（4．7km） �大津　真里奈（2） �名城大A �16分37秒 � 

5区（8．1km） �村岡　実生（1） �名城大A �27分48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 

成績一覧表



第7回東海学生女子駅伝対校選手権大会

総合成績リスト

2013年12月1日　8時20分スタート

順位 �ナンハ〇一 �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 �5区 
3．7km �4．2km �5．9km �4．7km �8．1km 

1 �31 �1：29：25 �名城大A �満澤　　茜（2） �安原　　光（2） �松山　芽生（3） �大津　真里奈（2） �村岡　実生（1） 

ミげワアカネ �ヤスハラ　ヒカリ �マツヤマメイ �柑ツマリナ �ムラオカ　ミオ 

（3）　12：16 �（1）　25：59 �（2）　45：00 �（1）1：01：37 �（1）1：29：25 

（4）　12：16 �（1）　13：43 �（3）　19：01 �（1）　16：37 �（1）　　27：48 

2 �32 �1：31：34 �中京大＿ �織田　祐未香（3） �舟橋　茶記（3） �荘司　麻衣（2） �松本　荊奈（2） �吉田　有沙（3） 

が01ミカ �フナハシサキ �ショウゾ　マイ �マツモトリナ �ヨシタ○　ァリサ 

（1）　12：01 �（3）　26：22 �（1）　44：39 �（2）1：01：55 �（2）1：31：34 

（2）　12：01 �（3）　14：21 �（2）＊18：17 �（2）　17：16 �（3）　　29：39 

3 �33 �1：33：35 �愛散大Å �向井　香瑛（3） �安藤　実来（3） �西川　かりん（1） �小林　愛実（3） �荻野　夏帆（2） 

ムカイカエ �アンドゥミク �ニシカウ別ン �コ八〇ヤシアイミ �オギノナツホ 

（2）　12：04 �（2）　26：15 �（3）　46：27 �（3）1：03：43 �（3）1：33：35 

（3）　12：04 �（2）　14：11 �（4）　　20：12 �（2）　17：16 �（4）　　29：52 

4 �34 �1：36：27 �東海学大 �井口　智景（3） �若月　亜衣（4〉 �近江　衿香（1） �山本　美波（2） �松葉　　彩（1） 

げ千千カゲ �ワカツキアイ �オウミエリカ �ヤマモトミナミ �マッハ○　ァヤ 

（4）　12：30 �（4）　27：34 �（5）　48：30 �（5）1：06：57 �（4）1：36：27 

（5）　12：30 �（4）　15：04 �（6）　20：56 �（4）　18：27 �（2）　　29：30 

5 �36 �1：37：09 �名大 �渡辺　ゆりか（2） �平松　唯奈（2） �鈴木　亜由子（4） �前田　紗希（4） �古田　祐衣（4） 

ワタナヘ●　ユリカ �ヒラマツユイナ �スス◆キアユコ �マエタ○　サキ �フルタユイ 

（5）　12：33 �（6）　28：42 �（4）　46：54 �（4）1：05：43 �（5）1：37：09 

（6）　12：33 �（6）　16：09 �（1）＊18：12 �（7）　18：49 �（6）　　31：26 

6 �37 �1：40：31 �至学館大 �野上　りつ子（2） �杉浦　真梨（4） �森下　琴絵（4〉 �荒木　新菜（1） �矢野　貴恵（3） 

ノがミリツコ �スキ◆ウラマリ �モリシタコトエ �7ラキニイナ �ヤ／キエ 

（6）　13：10 �（5）　28：17 �（6）　49：06 �（6）1：07：57 �（6）1：40：31 

（7）　13：10 �（5）　15：07 �（5）　20：49 �（8）　18：51 �（9）　　32：34 

7 �38 �1：44：22 �皇学館大 �天野　妃奈子（1） �中村　幸菜（1） �服部　貴子（2） �花村　志歩（1） �三田　千文（3〉 

アマノ　けコ �ナカムラユキナ �ハツ日夕カコ �ハナムラシホ �ミ夕子フミ 

（7）　13：48 �（7）　29：57・ �（7）　52：39 �（7）1：12：03 �（7）1：44：22 

（8）　13：48 �（6）　16：09 �（9）　22：42 �（9）　19：24 �（8）　32：19 

8 �35 �1：44：56 �岐阜大 �丸山　英未（3） �市橋　美佳（4） �河島　奈津美（2） �阪野　恵美子（M2〉 �間瀬　彩奈（1） 

マルヤマヒデミ �イチハシミカ �カワシマナツミ �八〇ンノエミコ �マセアヤナ 

（9）　16：35 �（9）　32：58 �（8）　55：12 �（8）1：13：45 �（8〉1：44：56 

（10）　16：35 �（8）　16：23 �（8）　22：14 �（5）　18：33 �（5）　　31：11 

9 �39 �1：47：50 �静岡大 �林　　聖海（1） �福富　秋絵（4） �高柳　凌子（3） �松浦　貴美（2） �小野　恵理（4） 

ハヤシキ］ミ �フクトミアキエ �タ的ナダリョウコ �マツウラタカミ �オ／エリ 

（8）　14：36 �（8）　32：15 �（9）　55：42 �（9）1：14：20 �（9）1：47：50 

（9）　14：36 �（10），　17：39 �（10）　　23：27 �（6）　18：38 �（10）　　33：30 

OPN �41 �1：31：09 �名城大B �上村　文香（4） �横山　友里乃（1） �高木　綾女（3） �西　弥寿子（2） �斎藤　菜摘（1〉 

ウエムラアヤカ �ヨコヤマユリノ �タカキアヤメ �ニシャスコ �サイトウナツミ 

（OPN）　11：55 �（OPN〉　　25：41 �（OPN）　44：37 �（OPN）1：01：37 �（OPN）1：31：09 

（OPN）　11：55 �（OPN）　13：46 �（OPN）　18：56 �（OPN）　17：00 �（OPN）　　29：32 

OPN �42 �1：31：01 �名城大C �柴田　彩香（4） �北本　可奈子（1） �湯澤　ほのか（1） �池田　絵里香（4） �服部　優亜（1） 

シ八やタアヤカ �キタモトカナコ �ユゲワ木ノカ �イケタ○　ェリカ �ハットリユウア 

（OPN）　12：03 �（OPN）　25：55 �（OPN）　44：31 �（OPN）1：01：34 �（OPN）1：31：01 

（OPN）　12：03 �（OPN）　13：52 �（OPN）　18：36 �rOPN）　17：03 �（OPN）　29：27 

OPN �43 �1：36：03 �愛教大B �中山　あさひ（4） �黒柳　文菜（4） �松本　香美（4） �服部　千秋（1） �服部　綾実（4） 

ナカヤマアサヒ �ク叶ナギ　アヤナ �マツモトアス○ミ �ハットリチアキ �ハットリアヤミ 

（OPN）　12：33 �（OPN）　27：16 �（OPN）　47：42 �（OPN）1：05：26 �（OPN）1：36：03 

（OPN）　12：33 �（OPhl）　14：43 �（OPN）　20：26 �（OPN）　17：44 �（OPN）　30：37 

OPN �44 �1：43：30 �学連混成 �山中　聖菜（1） �吉田　　梢（1） �中村　有責（3） �橋本　彩香（1） �松本　華澄（2） 

ヤマナカセイナ �ヨげ　コス○工 �ナカムラユキ �ハシモトアヤカ �マツモトカスミ 

（OPN）　12：00 �（OPN）　28：25 �（OPN）　50：36 �（OPN）1：11：48 �（OPN〉1：43：30 

（1）　12：00 �（9）　16：25 �（7）　22：11 �（10）　　21：12 �（7）　　31：42 

凡例OPN：オー
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順位変動表

チーム　　　　1　　　　2

中京大

愛散大A

名城大A

東海学大

名大

至学館大

皇学館大

静岡大

岐阜大

2013年12月1日　8時20分スタート

3　　　　4　　　　5　順位タイム　チーム

＼、ゝ 主、 ／＼ ／ ヽ／ �、＼＼ � � 

、→ヽ 　X 

／、、 ＼＼ ��ヽ→、、 

／／ ン： � � 
州 

11：29：25　名城大A

21：31：34　中京大

31：33：35愛教大A

41：36：27東海学大

51：37：09　名大

61：40：31至学館大

71：44：22皇学館大

81：44：56岐阜大

91：47：50静岡大


