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第93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

11 加藤　拓海    (2) 日本大学 千　葉

12 松木　之衣    (1) 日本大学 長　野

22 鈴木　勝彦    (2) 城西大学 福　島

27 吉川　幸紀    (1) 城西大学 宮　城

30 中平　英志    (4) 神奈川大学 高　知

32 枝村　高輔    (3) 神奈川大学 静　岡

50 坂口　裕之    (2) 明治大学 長　崎

56 南　　俊希    (1) 明治大学 鹿児島

67 中山　　顕    (2) 中央大学 埼　玉

70 安田　一平    (1) 中央大学 兵　庫

74 北川　善幸    (4) 拓殖大学 京　都

83 松下　　良    (1) 拓殖大学 佐　賀

92 Siteki Stanley(3) 東京国際大学 埼　玉

93 福田　瑠楓    (2) 東京国際大学 長　崎

106 牧田　侑大    (3) 大東文化大学 静　岡

110 立石　　悠    (2) 大東文化大学 長　崎

116 園田　憲佑    (3) 法政大学 熊　本

124 佐藤　敏也    (1) 法政大学 愛　知

129 馬本　　匠    (4) 上武大学 群　馬

134 石井　　僚    (2) 上武大学 群　馬

142 井筒　幸一    (4) 国士舘大学 佐　賀

154 福田　有馬    (1) 国士舘大学 大　分

156 荒木　瞭一    (4) 東京農業大学 山　形

166 帯津　佳祐    (4) 東京農業大学 埼　玉

177 向　　晃平    (3) 國學院大學 長　崎

180 蜂屋　瑛拡    (2) 國學院大學 山　形

192 上田　結也    (1) 創価大学 熊　本

193 竹下　和真    (1) 創価大学 鹿児島

203 伊藤　健太    (3) 専修大学 北海道

204 岩田　拓海    (3) 専修大学 島　根

214 池田　　隼    (3) 亜細亜大学 神奈川

219 関根　　諒    (3) 亜細亜大学 埼　玉

227 木下　峻輔    (4) 平成国際大学 千　葉

228 坂野　敬一    (4) 平成国際大学 長　崎

237 布施　晴貴    (2) 平成国際大学 山　形

240 橋本　将志    (4) 麗澤大学 山　口

260 藤岡　勇樹    (3) 駿河台大学 三　重

264 高橋　亮磨    (2) 駿河台大学 東　京

273 佐野　健人    (2) 流通経済大学 神奈川

278 西村　　茂    (1) 流通経済大学 佐　賀

286 長谷地　拓也  (3) 日本薬科大学 埼　玉

289 及川　雄大    (1) 日本薬科大学 埼　玉
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295 田内　誠人    (4) 筑波大学 兵　庫

300 高石　陽平    (3) 筑波大学 和歌山

307 浅井　輝紀    (4) 関東学院大学 静　岡

318 桑山　敏哉    (1) 関東学院大学 愛　知

323 木下　拓哉    (2) 武蔵野学院大学 青　森

333 松村　拓海    (1) 武蔵野学院大学 兵　庫

345 馬場　勝也    (1) 東京経済大学 東　京

346 濱中　大河    (1) 東京経済大学 埼　玉

356 関根　大和    (3) 東京情報大学 千　葉

361 宮里　永隆    (1) 東京情報大学 千　葉

373 君島　颯太    (2) 松蔭大学 北海道

374 矢後　忠遵    (1) 松蔭大学 神奈川

383 小松　寿廉    (2) 明治学院大学 福　島

390 山口　拓海    (1) 明治学院大学 神奈川

400 岩崎　瞭介    (2) 東京大学 三　重

402 肱岡　　佑    (2) 東京大学 埼　玉

408 大迫　隼也    (2) 桜美林大学 東　京

409 金城　流弥    (2) 桜美林大学 千　葉

427 寺本　有佑    (2) 慶應義塾大学 神奈川

430 渡邊　　亮    (2) 慶應義塾大学 神奈川

440 嶋　　大興    (2) 立教大学 大　分

446 増田　　駿    (1) 立教大学 埼　玉

459 新川　竜司    (4) 芝浦工業大学 埼　玉

460 柳　　寿明    (4) 芝浦工業大学 埼　玉

476 本多　啓祐    (3) 東京理科大学 愛　知

486 余川　　周    (1) 東京理科大学 千　葉

491 野田　俊輔    (2) 学習院大学 東　京

503 白土　航大    (2) 東京学芸大学 茨　城

508 見澤　　卓    (2) 東京学芸大学 埼　玉

512 佐藤　健斗    (3) 千葉大学 宮　城

525 成松　琢磨    (1) 千葉大学 千　葉

526 新美　惣一朗  (3) 東京工業大学 埼　玉

539 中野　佑太    (4) 東京工業大学 島　根

548 佐藤　優樹    (2) 国際武道大学 山　形

550 荻原　宏崇    (1) 国際武道大学 長　野

564 佐藤　　駿    (M1) 東京大学大学院 神奈川

582 上野　周平    (2) 一橋大学 東　京

612 黒澤　道希    (3) 首都大学東京 東　京

624 岡田　竜也    (1) 防衛大学校 神奈川

628 中村　泰啓    (4) 上智大学 埼　玉

632 間宮　　馨    (3) 上智大学 千　葉

651 松田　広無    (1) 帝京平成大学 埼　玉

660 口　卓哉    (3) 茨城大学 茨　城

666 清水　大輔    (M1) 東京工業大学大学院 愛　知
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