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第91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. 法政大学 1 黒山　和嵩    (4) 京　都

14 園田　憲佑    (1) 熊　本
2. 中央学院大学 17 松下　弘大    (4) 千　葉

27 川添　公揮    (2) 高　知
3. 東海大学 35 荒井　七海    (2) 千　葉

36 安藤　健太    (2) 栃　木
4. 東京農業大学 44 岩渕　慎矢    (4) 岩　手

54 西村　昌悟    (2) 埼　玉
5. 中央大学 60 出口　　遼    (4) 兵　庫

70 細川　隆太    (1) 大　阪
6. 順天堂大学 81 森　　湧暉    (2) 宮　崎

84 山下　智貴    (2) 愛　媛
7. 國學院大學 89 塚本　一政    (4) 千　葉

96 畑中　大輝    (2) 和歌山
8. 神奈川大学 99 高山　直哉    (4) 神奈川

103 菅原　涼介    (4) 秋　田
9. 城西大学 118 二平　智裕    (4) 茨　城

125 髙橋　一生    (2) 秋　田
10. 上武大学 131 三田村　健太  (4) 群　馬

132 石黒　大介    (3) 群　馬
11. 専修大学 145 中山　賢太    (4) 兵　庫

154 山本　伸輝    (1) 鳥　取
12. 国士舘大学 156 工藤　　超    (4) 青　森

164 井筒　幸一    (2) 佐　賀
13. 山梨学院大学 177 前田　直人    (3) 山　梨

181 小山　祐平    (2) 和歌山
14. 亜細亜大学 189 田村　　惇    (3) 千　葉

192 工藤　隼人    (2) 青　森
15. 流通経済大学 198 吉村　祥太朗  (4) 福　岡

205 中村　泰志    (2) 福　岡
16. 平成国際大学 215 佐竹　信哉    (3) 山　形

224 木村　勇人    (1) 山　形
17. 東京国際大学 235 鈴木　聖人    (1) 埼　玉

237 上村　真司    (1) 熊　本
18. 関東学院大学 239 秋丸　哲郎    (4) 鹿児島

246 市川　槙一    (2) 静　岡
19. 創価大学 260 柴田　拓人    (2) 愛　知

264 江藤　光輝    (1) 京　都
20. 麗澤大学 272 東　　恭兵    (4) 愛　知

273 広本　直樹    (3) 愛　媛
21. 東京経済大学 283 後藤　　駿    (4) 山　形

287 大木　敬太    (4) 千　葉
22. 武蔵野学院大学 297 狭間　裕也    (4) 兵　庫

306 松永　泰希    (1) 大　阪
23. 松蔭大学 314 仲宗根　龍一  (3) 神奈川

322 若宮　　良    (1) 神奈川
24. 筑波大学 326 植田　　翔    (4) 兵　庫

332 斎須　克久    (2) 茨　城
25. 駿河台大学 345 平賀　喜裕    (2) 山　梨

349 鈴木　侑太朗  (1) 栃　木
26. 立教大学 360 横田　　純    (3) 埼　玉

364 長谷川　俊太  (1) 神奈川
27. 東京情報大学 373 川上　克真    (2) 千　葉

377 佐藤　勇也    (2) 千　葉
28. 慶應義塾大学 383 藤崎　建人    (3) 神奈川

389 西谷　泰介    (2) 東　京
29. 東京学芸大学 400 藤井　　崇    (3) 東　京
30. 国際武道大学 418 竹田　魁人    (1) 北海道
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31. 芝浦工業大学 423 増田　純一    (3) 埼　玉

426 加賀谷　瞭    (2) 埼　玉
32. 明治学院大学 440 大安　慧斗    (2) 東　京

443 安井　敬祐    (2) 神奈川
33. 東京大学 454 藤井　将大    (3) 奈　良

459 田村　和也    (1) 神奈川
34. 横浜国立大学 465 皿井　泰光    (3) 愛　知
35. 東京大学大学院 481 原　慎一郎    (M1) 東　京

483 梁瀬　将史    (M1) 山　形
484 吉岡　　基    (M1) 埼　玉

36. 千葉大学 488 濱元　勇樹    (4) 熊　本
498 西村　　陸    (1) 大　阪

37. 高崎経済大学 504 里見　裕章    (4) 長　野
508 中村　祐輔    (3) 群　馬

39. 首都大学東京 536 黒澤　道希    (1) 東　京
41. 東京工業大学 549 箱崎　喜郎    (1) 東　京

557 渡辺　鏡平    (3) 東　京
43. 東京理科大学 575 村椿　将太郎  (3) 東　京
44. 一橋大学 584 山下　佑貴    (4) 千　葉
45. 桜美林大学 595 石川　純平    (1) 愛　知
47. 日本薬科大学 619 尾上　慶幸    (2) 埼　玉

621 田中　宗志    (2) 埼　玉
623 寺澤　　望    (2) 埼　玉
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