「第 39 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会関東学連推薦校選考会」御礼
「第 39 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会」御案内
拝啓
仲秋の候、皆様におかれましては、益々御清祥のことと御慶び申し上げます。
また、日頃より女子駅伝に対し皆様に多くの御支援・御声援を賜り心より御礼申し上げます。
去る 9 月 25 日（土）に全日本大学女子駅伝関東予選会が開催され、本学は下級生を中心とした
チーム編成で挑みました。関東 4 枠を 16 校で争う激戦の中、選手には大きなプレッシャーがかかる
レースとなりましたが、全員が最後まで粘りきり、最終組で逆転して「総合 3 位」で予選会を通過
することができました。
第 39 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会は、10 月 31 日（日）に仙台市にて無観客で開催され
ます。これから本戦までの 1 ヶ月間は、ベストメンバーが組めるよう、怪我なく万全な調整を進めて
まいる所存です。引き続き御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
末筆ではございますが、皆様の益々の御健康と御多幸を心より御祈り申し上げ、御礼とさせていた
だきます。
敬具
2021 年 10 月吉日
順天堂大学陸上競技部 女子監督 鯉川なつえ

＜総合成績及び区間順位＞
日時：２０２１年 9 月２５日（土）

場所：相模原ギオンスタジアム

【総合成績】

【個人成績】

第1位

筑波大学

１゜４１′２１″３９

第2位

拓殖大学

１゜４１′２５″３６

二川 彩香(３)

１６′５３″４９

４着

第3位

順天堂大学

１゜４１′３２″０８

鬼頭このみ(１) １７′１１″９６

１１着

第4位

中央大学

１゜４１′３９″０２

第5位

東洋大学

１゜４１′４２″４１

丹羽 瑞希(１)

１６′５７″７８

９着

第6位

亜細亜大学

１゜４１′５０″５４

垣内 瑞希(２)

１７′１９″０２

１５着

第７位

東京農業大学 １゜４２′２１″９９

第８位

玉川大学

１゜４２′２３″３１

《５０００ｍ １組》

《５０００ｍ ２組》

《５０００ｍ ３組》
小暮 真緒(１)

１６′３１″５０

２着

山際 夏芽(１)

１６′３８″３３

７着

※予選会上位 4 校が全日本大学女子駅伝出場権獲得
※関東地区のシード校は、大東文化大学・日本体育大学・城西大学の３校

第 39 回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 要項

【期 日】2021 年 10 月 31 日(日)
【コース】スタート

: 弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）
フィニッシュ: 仙台市役所前市民広場

1 区(6.6km)

弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）～仙台育英学園

2 区(3.9km)

仙台育英学園～仙台育英学園

3 区(6.9km)

仙台育英学園～仙台市太白区役所前

4 区(4.8km)

仙台市太白区役所前～五橋中学校前

5 区(9.2km)

未定

6 区（6.7km）

（前 6 区間・38 . 1 キロメートル）

【放映時間】 日本テレビ系 12：00～
【エントリーメンバー】(上段) 学年、名前 （下段）出身校

④甲本 まお
東京・八王子

③小野 汐音
千葉・八千代松蔭

③辻󠄀田 翔子
福岡・筑紫女学園

③二川 彩香
茨城・水城

③山口 光
青森・青森

②垣内 瑞希
三重・桑名

①鬼頭このみ
山梨・山梨学院

①小暮 真緒
埼玉・所沢西

①丹羽 瑞希
三重・四日市商業

①山際 夏芽
広島・世羅

【お願い】
※新型コロナウイルスの感染防止の観点より、沿道での応援や観戦については、
御遠慮頂きますようお願い申し上げます。

出場校一覧
●シード校（8 校）
名城大学

大東文化大学

日本体育大学

立命館大学

（23 年連続 23 回目） （11 年連続 11 回目） （10 年連続 33 回目） （32 年連続 32 回目）

関西大学

大阪学院大学

城西大学

松山大学

（14 年連続 14 回目） （13 年連続 28 回目） （27 年連続 28 回目） （14 年連続 14 回目）

●予選通過校（17 校）
北海道

北信越

札幌国際大学（5 年連続 5 回目）

新潟医療福祉大学（10 年連続 10 回目）

東北

東海

東北福祉大学（15 年連続 19 回目）

中京学院大学（3 年連続 3 回目）

石巻専修大学（4 年ぶり 5 回目)

中京大学（3 年ぶり 35 回目）

関東

関西

筑波大学（7 年ぶり 25 回目）

大阪芸術大学（6 年連続 9 回目）

拓殖大学（4 年連続 4 回目）

佛教大学（4 年連続 20 回目）

順天堂大学（2 年連続 28 回目）

関西外国語大学（2 年連続 7 回目）

中央大学（3 年連続 30 回目）

兵庫大学（2 年ぶり 2 回目）

中国・四国

九州

環太平洋大学（3 年連続 4 回目）

福岡大学（12 年連続 33 回目）
鹿屋体育大学（2 年連続 17 回目）

女子駅伝への御寄付のお願い
女子駅伝チームの活動支援および更なる発展の為、「御協賛・御支援」を賜りたく存じます。
本趣旨に御賛同いただけます場合は、以下の 3 つの方法にて御寄付金を御検討下さいますよう、
よろしくお願い申し上げます。
《現金書留を利用》
送付先：〒270-1695
千葉県印西市平賀学園台 1-1 順天堂大学陸上競技部女子監督 鯉川なつえ

《銀行振込を利用》
振込先：千葉興業銀行 佐倉支店(普)２８４６６１１
(名義)順天堂大学陸上競技部 井上なつえ

《使途指定寄付金を利用》
この制度は、寄付者の御意向にかなった目的に使用させて頂く寄付金です。
特定の学部の特定の学生・クラブ活動（女子駅伝等）に供するものです。
下記の連絡先お問い合わせいただくか、ＱＲコードよりインターネットでお申し込みできます。
【お問い合わせ先】順天堂大学 財務部 財務課 03-5802-1013（直通）
学校法人順天堂 〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 TEL：03-3813-3111（大代表）

↑順天堂大学使途指定寄付金のページはこちら↑

