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第90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. 山梨学院大学 7 谷原　先嘉      (2) 山　梨

11 渡邉　大樹      (2) 熊　本

2. 大東文化大学 17 大﨑　翔也      (4) 鳥　取

19 吉澤　匡一      (4) 埼　玉

3. 國學院大學 34 川副　智洋      (3) 佐　賀

41 畑中　大輝      (1) 和歌山

4. 日本大学 52 渡部　良太      (3) 埼　玉

53 河根　翔平      (3) 広　島

5. 神奈川大学 64 渡邉　慎也      (2) 佐　賀

67 三輪　北斗      (2) 静　岡

6. 東京農業大学 78 藤井　拓也      (3) 宮　崎

80 佐野　雅治      (2) 群　馬

7. 上武大学 95 上田　隼平      (1) 滋　賀

96 岡添　大樹      (1) 高　知

8. 城西大学 103 杵島　凌太      (3) 福　岡

112 室井　勇吾      (2) 大　分

9. 中央大学 119 小谷　政宏      (2) 大　分

121 藤井　寛之      (2) 静　岡

10. 拓殖大学 130 大島　千幸      (3) 熊　本

138 日下　粛基      (2) 岡　山

11. 専修大学 153 山崎　泰弘      (1) 富　山

154 渡辺　瑠偉      (1) 千　葉

12. 東海大学 156 岡　　　豊      (4) 大　阪

160 中川　　瞭      (3) 三　重

13. 国士舘大学 174 中山　祐介      (4) 福　岡

182 菅原　優樹      (1) 大　分

14. 創価大学 190 樋浦　雄大      (3) 新　潟

193 前原　和輝      (2) 広　島

15. 亜細亜大学 203 黒川　城地      (3) 長　崎

205 中田　博生      (3) 岡　山

16. 流通経済大学 221 千葉　隆嗣      (2) 鳥　取

223 中島　拓哉      (1) 福　岡

17. 平成国際大学 230 前野　雄輝      (3) 岩　手

231 水上　勝哉      (3) 徳　島

18. 麗澤大学 247 中島　裕貴      (3) 熊　本

252 高越　　涼      (2) 山　口

19. 関東学院大学 258 秋丸　哲郎      (3) 鹿児島

262 國友　克輝      (2) 埼　玉
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20. 松蔭大学 277 仲宗根龍一      (2) 神奈川

279 高橋　尚之      (1) 山　形

21. 東京国際大学 285 小林龍之介      (2) 神奈川

286 小針　旭人      (2) 福　島

22. 武蔵野学院大学 301 大川　雅也      (2) 栃　木

306 鈴木　拓也      (1) 宮　城

23. 東京経済大学 313 吉﨑　竜星      (3) 静　岡

322 山城　翔輝      (1) 静　岡

24. 筑波大学 326 植田　　翔      (3) 兵　庫

334 才記　壮人      (1) 富　山

25. 駿河台大学 340 立成　仁志      (3) 大　阪

348 越智　文弥      (1) 東　京

26. 国際武道大学 352 宮里幸四郎      (4) 沖　縄

363 古山　拓磨      (1) 福　島

27. 東京学芸大学 368 井上　僚太      (3) 岡　山

28. 慶應義塾大学 381 嶋村　孔明      (4) 神奈川

383 長島　亮太      (4) 東　京

29. 東京情報大学 401 小島　竜太      (2) 千　葉

405 藤本　星夜      (1) 千　葉

30. 東京大学 407 増田　結心      (4) 千　葉

419 坂出　竜弥      (1) 東　京

31. 立教大学 430 前田　啓志      (2) 埼　玉

431 野口　　優      (2) 千　葉

33. 横浜国立大学 447 藤本　雅史      (4) 神奈川

448 今瀬　和哉      (3) 神奈川

34. 東京工業大学 469 中野　佑太      (1) 島　根

35. 東京大学大学院 473 青沼　和幸     (M1) 東　京

478 横山　　光     (M1) 埼　玉

36. 首都大学東京 484 原田　恭英      (4) 山　形

37. 東京理科大学 497 厚井　悠太      (4) 千　葉

39. 高崎経済大学 528 津久井　慧      (1) 群　馬

531 高橋　　慧      (2) 秋　田

40. 芝浦工業大学 538 小久保　翼      (2) 埼　玉

543 加賀谷　瞭      (1) 埼　玉

41. 埼玉大学 548 白波瀬悠紀      (4) 埼　玉

42. 千葉大学 568 高橋　直希      (2) 茨　城

573 山下　知也      (1) 福　島
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