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第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 欠場者リスト

ナンバー 氏名（学年） 所属陸協

1. 国士舘大学 8 廣川　卓哉   (3) 北海道

14 浪岡　健吾   (2) 秋　田

2. 東海大学 17 村澤　明伸   (4) 長　野

28 両角　　駿   (1) 長　野

3. 帝京大学 40 阿南　堅也   (1) 大　分

42 竹本　紘希   (1) 岩　手

4. 拓殖大学 43 堅谷　　真   (4) 青　森

51 川野　雄太   (2) 熊　本

5. 神奈川大学　 60 高久　芳裕   (4) 福　島

70 三輪　北斗   (1) 静　岡

6. 上武大学 75 合田　昇平   (3) 群　馬

84 東　　森拓   (1) 群　馬

7. 中央学院大学 92 谷口　真一   (3) 京　都

93 芝山　智紀   (2) 兵　庫

8. 日本体育大学 99 岩間　一輝   (4) 神奈川

109 奥野　翔弥   (1) 愛　知

9. 東京農業大学 121 浅岡　満憲   (2) 岐　阜

123 島田　直輝   (2) 静　岡

10. 法政大学　 131 田子　祐輝   (3) 福　島

138 有井　　渉   (1) 千　葉

11. 日本大学 152 大門　友也   (2) 栃　木

153 河根　翔平   (2) 広　島

12. 専修大学 156 草野　翔平   (4) 千　葉

159 上野　大空   (3) 神奈川

13. 亜細亜大学 173 海津　康平   (4) 埼　玉

182 丸山　弘文   (2) 広　島

14. 大東文化大学 184 鎌田　大輝   (4) 鹿児島

191 近藤　尚紀   (3) 愛　知

15. 流通経済大学 197 平山　貴裕   (4) 佐　賀

206 細川　仁司   (4) 北海道

16. 創価大学 215 山口　瑛史   (3) 岐　阜

224 長嶋　光一   (1) 千　葉

17. 松蔭大学 228 武藤　翔太郎 (4) 神奈川

231 大野　　颯   (3) 富　山

236 仲宗根　龍一 (1) 神奈川

18. 麗澤大学 240 玉腰　拳人   (4) 岐　阜

247 小西　雄介   (2) 宮　崎

19. 平成国際大学 265 下山　哲史   (1) 栃　木

266 田嶋　　亮   (1) 長　崎
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20. 関東学院大学 269 横山　　衛   (4) 北海道

271 岡田　恭輔   (3) 広　島

21. 武蔵野学院大学 291 長谷川　雄太 (1) 東　京

293 堀口　寛史   (1) 埼　玉

22. 東京経済大学　 297 八島　　丈   (3) 神奈川

305 井上　雄一   (1) 東　京

23. 慶應義塾大学　 317 長島　亮太   (3) 東　京

322 中崎　正大   (1) 神奈川

25. 東京大学 342 松野　智成   (3) 岐　阜

346 小松　息吹   (2) 青　森

26. 筑波大学 349 伊藤　秀充   (4) 長　野

357 植田　　翔   (2) 兵　庫

27. 駿河台大学 370 三浦　孝太郎 (2) 青　森

371 秋山　大志   (1) 山　梨

28. 国際武道大学 385 橋本　幸平   (2) 山　口

390 須賀　優一   (1) 東　京

29. 立教大学 391 榊原　奨太   (4) 宮　崎

396 渡邊　　亮   (3) 静　岡

31. 横浜国立大学 423 竹下　雅之   (3) 神奈川

32. 千葉大学 435 濱元　勇樹   (2) 熊　本

33. 東京理科大学 453 大井川　岳   (2) 栃　木

34. 首都大学東京 458 服部　　俊   (3) 東　京

468 中島　　秀   (1) 埼　玉

35. 防衛大学校 476 金野　正智   (3) 神奈川

482 杉山　玲斗   (1) 静　岡

36. 高崎経済大学 489 一木　悠太   (2) 群　馬

496 松島　佑一郎 (4) 東　京

39. 東京国際大学 517 橋本　佳史   (1) 埼　玉

521 関　　竜大   (1) 埼　玉

41. 東京工業大学 552 辻　　航平   (1) 神奈川

45. 東京情報大学 594 小川　渓太   (1) 千　葉

599 千野　公久   (1) 千　葉
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