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第92回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 欠場者リスト

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 大学名 所属陸協
1 阿南　堅也    (4) 帝京大学 大　分

5 竹本　紘希    (4) 帝京大学 岩　手

19 甲斐　大貴    (3) 順天堂大学 千　葉

21 作田　直也    (3) 順天堂大学 千　葉

35 町井　宏行    (2) 日本大学 栃　木

41 ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾏｾﾝｹﾞ･ﾜﾝﾌﾞｨ(1) 日本大学 東　京

45 髙橋　遼太    (4) 國學院大學 千　葉

48 曽我部　憲汰  (3) 國學院大學 兵　庫

59 平田　健四郎  (4) 日本体育大学 沖　縄

69 三原　卓巳    (1) 日本体育大学 京　都

76 平尾　　希    (4) 拓殖大学 長　崎

81 脇本　　将    (2) 拓殖大学 岡　山

85 永信　明人    (4) 神奈川大学 兵　庫

97 多和田　涼介  (1) 神奈川大学 愛　知

103 馬本　　匠    (3) 上武大学 群　馬

112 大森　　樹    (1) 上武大学 京　都

116 三宅　一輝    (4) 中央大学 宮　城

124 村越　吉倫    (3) 中央大学 福　島

128 大川　　瞬    (4) 創価大学 愛　知

138 石嵜　雅也    (1) 創価大学 福　岡

151 荒木　瞭一    (3) 東京農業大学 山　形

154 茂木　洋晃    (2) 東京農業大学 群　馬

164 阿部　泰久    (2) 法政大学 栃　木

168 矢嶋　謙悟    (1) 法政大学 千　葉

176 山口　敏生    (3) 東京国際大学 北海道

179 山中　章弘    (2) 東京国際大学 滋　賀

185 佐竹　信哉    (4) 平成国際大学 山　形

191 大石　光希    (3) 平成国際大学 静　岡

198 戸田　　勇    (4) 国士舘大学 千　葉

204 齋藤　将輝    (3) 国士舘大学 福　島

219 大道　聖斗    (2) 麗澤大学 北海道

223 村瀬　佳樹    (1) 麗澤大学 愛　知

230 松井　隼人    (3) 専修大学 神奈川

232 山崎　泰弘    (3) 専修大学 富　山

244 中島　拓哉    (3) 流通経済大学 福　岡

248 中鉢　　譲    (2) 流通経済大学 埼　玉

255 田中　健太    (4) 駿河台大学 埼　玉

256 百鳥　光太    (4) 駿河台大学 青　森

273 関口　海月    (3) 亜細亜大学 沖　縄

274 谷本　啓嗣    (3) 亜細亜大学 岡　山

286 宮本　寛司    (3) 筑波大学 和歌山

292 中川　　凛    (2) 筑波大学 兵　庫
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306 松下　惇平    (2) 関東学院大学 京　都

307 米　　奎亮    (2) 関東学院大学 熊　本

313 鈴木　拓也    (3) 武蔵野学院大学 宮　城

315 細田　敬太    (3) 武蔵野学院大学 埼　玉

320 佐藤　貴洋    (1) 武蔵野学院大学 山　形

332 小泉　喬寛    (2) 東京経済大学 東　京

333 松浦　大輝    (2) 東京経済大学 静　岡

346 若宮　　良    (2) 松蔭大学 神奈川

349 君島　颯太    (1) 松蔭大学 北海道

351 加藤　涼介    (3) 日本薬科大学 埼　玉

362 宮平　健太郎  (1) 日本薬科大学 埼　玉

367 国吉　　諒    (4) 東京情報大学 千　葉

378 馬場　雅人    (2) 東京情報大学 千　葉

388 井原　将太郎  (2) 立教大学 東　京

389 品川　彰宏    (1) 立教大学 宮　城

399 ﾗｻﾞﾗｽ･ﾓﾀﾝﾔ    (2) 桜美林大学 東　京

402 大迫　隼也    (1) 桜美林大学 東　京

408 大安　慧斗    (3) 明治学院大学 東　京

416 小松　寿廉    (1) 明治学院大学 福　島

426 岩渕　康太    (3) 東京大学 神奈川

432 松本　啓岐    (2) 東京大学 埼　玉

439 今坂　駿佑    (3) 慶應義塾大学 神奈川

442 大木　康生    (2) 慶應義塾大学 千　葉

452 新川　竜司    (3) 芝浦工業大学 埼　玉

462 釣見　　駿    (1) 芝浦工業大学 埼　玉

495 佐藤　健斗    (2) 千葉大学 宮　城

499 保崎　亮輔    (1) 千葉大学 静　岡

529 佐藤　国光    (4) 高崎経済大学 群　馬

532 今村　　新    (2) 高崎経済大学 福　島

540 田中　　翔    (4) 学習院大学 茨　城

550 佐々木　太一  (2) 首都大学東京 静　岡

564 清水　大輔    (4) 東京工業大学 愛　知

571 細川　和穂    (4) 東京工業大学 北海道

577 風戸　啓希    (3) 一橋大学 千　葉

586 村上　駿介    (4) 一橋大学 埼　玉

598 平塚　　望    (2) 東京理科大学 神奈川

599 徳岡　賢一    (2) 東京理科大学 兵　庫

618 安藤　龍馬    (3) 防衛大学校 神奈川

624 泉野目　熙    (1) 防衛大学校 神奈川

629 小矢沢　雄一  (2) 上智大学 長　野

650 入部　航介    (1) 埼玉大学 茨　城

651 梶原　敬佑    (1) 埼玉大学 秋　田
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