
 
 

第５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２３年１２月４日(日) 

          場  所 ： 知多半島半周コース 

 

 

 
 

                                        大会コード  １１６５０３０１ 
                                    



第５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：南知多町・美浜町・武豊町・各教育委員会・東海ﾃﾚﾋﾞ放送
コース：知多半島半周　　５区間

時刻 天候 気温 湿度 風向風速 場所名

8:30 晴れ 11.3℃ 63.3% 北西　　4.9m/s  半田

9:00 晴れ 12.1℃ 48.0% 北　  　4.3m/s  美浜

10:00 晴れ 12.5℃ 47.4% 北　　　3.1m/s  美浜

11:00 晴れ 13.0℃ 45.2% 北　　　3.1m/s  美浜

12:00 晴れ 14.1℃ 62.0% 北西  　7.4m/s  半田

日付

2011年12月4日

グラウンド・コンディション



区間 距離(km) 氏名 チーム名 記録 備考

第１区 3.7 亀山　絵未 名城大学Ａ 11分57秒

第２区 4.2 高畑　綾 名城大学Ａ 13分48秒

第３区 5.9 高木　綾女 名城大学Ａ 18分37秒

第４区 4.7 池田　絵里香 名城大学Ａ 15分30秒 区間新

第５区 8.1 八木　絵里 名城大学Ａ 27分19秒

第５回東海学生女子駅伝対校選手権大会区間賞



リスト出力日付:2011-12- 4 (日) 時刻:20:48:18 Page: 1

第5回東海学生女子駅伝対校選手権大会 審 判 長:榊原　　茂
記録主任:名倉　喜三郎

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・東海ﾃﾚﾋﾞ放送
コース:知多半島半周　５区間
日付:2011-12- 4 最終コール:08:10 競技開始:08:20

************************************************************************************************
* 女子 EKIDEN(駅伝) 総合記録表 [５区 通過順位順] *
************************************************************************************************

１区 ２区 ３区 ４区 ５区
順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 3.7km 4.2km 5.9km 4.7km 8.1km
RNK TIME No. TEAM NAME
---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

1 1:27:11 31 名城大A 亀山　絵未 高畑　　綾 高木　綾女 池田　絵里香 八木　絵里
ﾒｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｴｰ ｶﾒﾔﾏ ｴﾐ ｺｳﾊﾀ ｱﾔ ﾀｶｷﾞ ｱﾔﾒ ｲｹﾀﾞ ｴﾘｶ ﾔｷﾞ ｴﾘ

( 1) 11:57 ( 1) 25:45 ( 1) 44:22 ( 1) 59:52 ( 1) 1:27:11
( 1) 11:57 ( 1) 13:48 ( 1) 18:37 ( 1) * 15:30 ( 1) 27:19

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
2 1:33:32 32 中京大 織田　祐未香 伊藤　麻央 吉田　有沙 大城　響子 後藤　麻由

ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ ｵﾀﾞ ﾕﾐｶ ｲﾄｳ ﾏｵ ﾖｼﾀﾞ ｱﾘｻ ｵｵｼﾛ ｷｮｳｺ ｺﾞﾄｳ ﾏﾕ
( 3) 12:18 ( 2) 26:29 ( 3) 47:25 ( 2) 1:03:41 ( 2) 1:33:32
( 3) 12:18 ( 2) 14:11 ( 4) 20:56 ( 2) 16:16 ( 3) 29:51

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
3 1:34:43 33 愛教大 安藤　実来 小林　愛実 花岡　紗耶 服部　綾実 勝股　梨江子

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾐ ﾊﾅｵｶ ｻﾔ ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾐ ｶﾂﾏﾀ ｴﾘｺ
( 4) 12:21 ( 4) 27:16 ( 4) 47:39 ( 3) 1:04:52 ( 3) 1:34:43
( 4) 12:21 ( 4) 14:55 ( 3) 20:23 ( 3) 17:13 ( 3) 29:51

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
4 1:34:54 35 至学館大 森下　琴絵 松平　結奈 松野　真帆 長谷川　睦 山田　燿美

ｼｶﾞｯｶﾝﾀﾞｲ ﾓﾘｼﾀ ｺﾄｴ ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾕｲﾅ ﾏﾂﾉ ﾏﾎ ﾊｾｶﾞﾜ ﾑﾂﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙﾐ
( 2) 12:16 ( 3) 27:06 ( 2) 47:04 ( 4) 1:05:03 ( 4) 1:34:54
( 2) 12:16 ( 3) 14:50 ( 2) 19:58 ( 5) 17:59 ( 3) 29:51

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
5 1:39:30 38 東海学大 井口　智景 松島　玲佳 渡辺　めぐみ 若月　亜衣 福原　　舞

ﾄｳｶｲｶﾞｸﾀﾞｲ ｲｸﾞﾁ ﾁｶｹﾞ ﾏﾂｼﾏ ﾚｲｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾜｶﾂｷ ｱｲ ﾌｸﾊﾗ ﾏｲ
( 5) 12:40 ( 5) 28:59 ( 5) 50:06 ( 5) 1:07:57 ( 5) 1:39:30
( 5) 12:40 ( 7) 16:19 ( 5) 21:07 ( 4) 17:51 ( 6) 31:33

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
6 1:42:57 34 名大 眞野　果林 古田　祐衣 前田　紗希 高坂　加世子 近藤　日佳理

ﾒｲﾀﾞｲ ﾏﾉ ｶﾘﾝ ﾌﾙﾀ ﾕｲ ﾏｴﾀﾞ ｻｷ ｺｳｻｶ ｶﾖｺ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ
( 6) 13:26 ( 6) 29:31 ( 6) 51:21 ( 6) 1:11:13 ( 6) 1:42:57
( 6) 13:26 ( 6) 16:05 ( 7) 21:50 ( 9) 19:52 ( 7) 31:44

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
7 1:43:09 36 岐阜大 鈴木　杏奈 丸山　英未 阪野　恵美子 市橋　美佳 鈴木　沙季

ｷﾞﾌﾀﾞｲ ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐ ﾊﾞﾝﾉ ｴﾐｺ ｲﾁﾊｼ ﾐｶ ｽｽﾞｷ ｻｷ
( 7) 14:03 ( 8) 32:02 ( 7) 53:54 ( 8) 1:13:36 ( 7) 1:43:09
( 8) 14:03 ( 9) 17:59 ( 8) 21:52 ( 8) 19:42 ( 2) 29:33

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
8 1:49:44 37 静岡大 神谷　琴美 菊本　聡子 井林　三怜 塚本　美帆 福富　秋絵

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ ｶﾐﾔ ｺﾄﾐ ｷｸﾓﾄ ｻﾄｺ ｲﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ ﾂｶﾓﾄ ﾐﾎ ﾌｸﾄﾐ ｱｷｴ
( 8) 14:08 ( 7) 31:19 ( 8) 54:38 ( 7) 1:12:49 ( 8) 1:49:44
( 9) 14:08 ( 8) 17:11 ( 9) 23:19 ( 6) 18:11 ( 9) 36:55

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1:29:21 40 名城大C 上村　文香 浦川　有梨奈 野村　沙世 濱﨑　啓江 津崎　紀久代

OPN ﾒｲｼﾞｮｳﾀﾞｲｼｰ ｳｴﾑﾗ ｱﾔｶ ｳﾗｶﾜ ｱﾘﾅ ﾉﾑﾗ ｻﾖ ﾊﾏｻｷ ﾋﾛｴ ﾂｻﾞｷ ｷｸﾖ
(OPN) 11:37 (OPN) 25:06 (OPN) 43:25 (OPN) 1:00:40 (OPN) 1:29:21
(OPN) 11:37 (OPN) 13:29 (OPN) 18:19 (OPN) 17:15 (OPN) 28:41

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1:29:38 39 名城大B 飯野　はるか 松山　芽生 米津　利奈 柴田　彩香 河内屋　聡子

OPN ﾒｲｼﾞｮｳﾀﾞｲﾋﾞｰ ｲｲﾉ ﾊﾙｶ ﾏﾂﾔﾏ ﾒｲ ﾖﾈﾂ ﾘﾅ ｼﾊﾞﾀ ｱﾔｶ ｶﾜﾁﾔ ｻﾄｺ
(OPN) 11:47 (OPN) 25:14 (OPN) 43:37 (OPN) 1:00:32 (OPN) 1:29:38
(OPN) 11:47 (OPN) 13:27 (OPN) 18:23 (OPN) 16:55 (OPN) 29:06

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1:41:29 41 学連混成 林　祐名美 中村　有貴 松原　ななみ 今村　憲子 今井　聡美

OPN ｶﾞｸﾚﾝｺﾝｾｲ ﾊﾔｼ ﾕﾒﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾕｷ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅﾅﾐ ｲﾏﾑﾗ ﾉﾘｺ ｲﾏｲ ｻﾄﾐ
(OPN) 13:56 (OPN) 29:53 (OPN) 51:20 (OPN) 1:09:42 (OPN) 1:41:29
( 7) 13:56 ( 5) 15:57 ( 6) 21:27 ( 7) 18:22 ( 8) 31:47

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
区間記録 [ 11:17] [ 13:12] [ 18:36] [ 15:48] [ 26:53]

---- --------- ---- ------------ -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
*…区間新記録 New Sect. Record OPN:オープン参加
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