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第94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

6 濱川　　駿  (3) 帝京大学 鳥　取

13 日野原智也  (1) 帝京大学 群　馬

17 玉利　健志  (4) 創価大学 鹿児島

20 坂野　和久  (3) 創価大学 新　潟

30 前田　将太  (4) 大東文化大学 埼　玉

36 中神　文弘  (3) 大東文化大学 熊　本

45 長田悠太郎  (3) 拓殖大学 静　岡

53 土井　晴樹  (2) 拓殖大学 徳　島

58 小林　淳輝  (4) 上武大学 群　馬

67 川原　　巧  (2) 上武大学 群　馬

81 青木　祐人  (2) 國學院大學 愛　知

84 木下　　巧  (1) 國學院大學 千　葉

97 齋藤　有栄  (1) 山梨学院大学 山　梨

98 鈴木　春記  (1) 山梨学院大学 山　形

99 坂口　裕之  (3) 明治大学 長　崎

103 竹山　直宏  (3) 明治大学 東　京

115 山﨑　一輝  (4) 日本大学 兵　庫

117 町井　孝行  (4) 日本大学 栃　木

129 守屋　太貴  (4) 国士舘大学 静　岡

132 大野　　力  (3) 国士舘大学 長　野

148 関口　康平  (3) 中央大学 千　葉

153 加井　虎造  (1) 中央大学 兵　庫

156 中舎　優也  (4) 城西大学 三　重

168 菊地　駿也  (1) 城西大学 栃　木

172 高田　悠太  (2) 東京農業大学 宮　城

181 高木　才叶  (2) 東京農業大学 千　葉

183 浅見　眞之  (4) 専修大学 東　京

188 末永　晃大  (4) 専修大学 東　京

198 鈴木　博斗  (4) 東京国際大学 山　形

207 ﾓｸﾞｽ･ﾀｲﾀｽ 　(2) 東京国際大学 埼　玉

215 梅本　龍太  (3) 亜細亜大学 熊　本

216 西村　　涼  (3) 亜細亜大学 長　崎

229 河本　英樹  (3) 関東学院大学 埼　玉

234 柴﨑　瑞貴  (2) 関東学院大学 神奈川

239 安藤　優気  (4) 日本薬科大学 埼　玉

250 大倉　秀太  (1) 日本薬科大学 埼　玉

256 寄木　康弘  (4) 駿河台大学 広　島

260 仲根　悠貴  (2) 駿河台大学 栃　木

276 安藤　　海  (1) 明治学院大学 神奈川

277 磯崎　浩平  (1) 明治学院大学 神奈川

290 阿部　陽向  (2) 平成国際大学 宮　城

292 上石　敦士  (2) 平成国際大学 福　島
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295 木下　晋治  (4) 麗澤大学 愛　知

307 難波　　天  (1) 麗澤大学 福　井

313 佐野　健人  (3) 流通経済大学 神奈川

319 西村　　茂  (2) 流通経済大学 佐　賀

325 中川　　凜  (4) 筑波大学 兵　庫

334 猿橋　拓己  (1) 筑波大学 神奈川

339 和田　海希  (4) 桜美林大学 群　馬

346 宮崎柔之介  (2) 桜美林大学 熊　本

351 福田　拓未  (4) 東京経済大学 東　京

353 元川　嵩大  (3) 東京経済大学 東　京

370 花田　裕司  (2) 武蔵野学院大学 青　森

373 木下　雄斗  (1) 武蔵野学院大学 福　島

385 寺本　有佑  (3) 慶應義塾大学 神奈川

391 金子　大将  (1) 慶應義塾大学 東　京

393 松本　啓岐  (4) 東京大学 埼　玉

406 小林　龍史  (3) 東京大学 神奈川

411 川脇　大輝  (4) 芝浦工業大学 埼　玉

414 原　　皓人  (3) 芝浦工業大学 埼　玉

423 飯塚　　司  (3) 東京情報大学 千　葉

445 品川　彰宏  (3) 立教大学 宮　城

446 須藤　健介  (1) 立教大学 千　葉

455 大川　柊弥  (2) 千葉大学 千　葉

459 寺嶋　大地  (1) 千葉大学 東　京

473 池内　勇吾  (2) 防衛大学校 神奈川

482 山田　晴斗  (1) 首都大学東京 東　京

488 岡田　朗人  (4) 学習院大学 東　京

510 余川　　周  (2) 東京理科大学 千　葉

511 吉岡　　淳  (1) 東京理科大学 神奈川

524 奈良　悠冬  (3) 東京工業大学 宮　城

529 江頭　悠郎  (4) 東京工業大学 東　京

552 下境田尚冴  (2) 帝京平成大学 埼　玉

572 佐藤　　仰  (2) 一橋大学 埼　玉

573 松尾　秀浩  (3) 一橋大学 東　京

585 青栁　良英  (4) 横浜国立大学 神奈川

591 松村　　颯  (3) 横浜国立大学 神奈川

609 宮澤　賢太  (1) 上智大学 群　馬

613 伊藤　裕紀  (2) 茨城大学 茨　城

618 中島　康平  (2) 茨城大学 青　森

625 小森　勇志  (4) 高崎経済大学 長　野
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