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第95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

8 小畠　隆太郎     (3) 順天堂大学 長　崎

13 清水　颯大       (2) 順天堂大学 京　都

20 大坪　桂一郎     (3) 駒澤大学 佐　賀

25 小島　海斗       (2) 駒澤大学 千　葉

30 佐久間　勇起     (4) 神奈川大学 神奈川

42 安田　響         (1) 神奈川大学 岐　阜

55 森　秀翔         (2) 國學院大學 千　葉

56 藤木　宏太       (1) 國學院大學 北海道

64 岩佐　快斗       (3) 中央大学 神奈川

66 大森　太楽       (2) 中央大学 鳥　取

76 平内　幹太       (4) 大東文化大学 福　井

83 佐藤　陸         (1) 大東文化大学 岩　手

97 原田　和輝       (2) 東京国際大学 兵　庫

98 栗原　卓也       (2) 東京国際大学 長　崎

110 安藤　主税       (2) 山梨学院大学 山　梨

112 坪井　海門       (1) 山梨学院大学 宮　城

120 山口　純平       (4) 国士舘大学 山　梨

125 加藤　直人       (2) 国士舘大学 神奈川

135 岡山　翼         (3) 上武大学 茨　城

137 武田　貫誠       (3) 上武大学 北海道

142 古場　京介       (4) 創価大学 熊　本

153 三上　雄太       (1) 創価大学 石　川

165 前田　舜平       (2) 明治大学 岡　山

168 手嶋　杏丞       (1) 明治大学 宮　崎

173 瀬谷　浩晃       (4) 専修大学 福　島

175 水口　敬斗       (4) 専修大学 福　島

186 村瀬　佳樹       (4) 麗澤大学 愛　知

189 河内　宏太       (3) 麗澤大学 愛　媛

201 瀬戸口　凌       (4) 東京農業大学 埼　玉

204 今井　優作       (3) 東京農業大学 埼　玉

211 神戸　巧         (4) 日本薬科大学 埼　玉

224 中川　竜大朗     (1) 日本薬科大学 埼　玉

225 藤崎　真伍       (4) 流通経済大学 鹿児島

226 小原　佑介       (3) 流通経済大学 千　葉

248 田川　昇太       (2) 筑波大学 長　崎

250 山口　航平       (2) 筑波大学 茨　城

262 西澤　広太       (3) 亜細亜大学 静　岡

265 千田　悠人       (2) 亜細亜大学 岩　手

273 鶴田　和博       (3) 桜美林大学 福　岡

280 山口　翔一       (1) 桜美林大学 長　崎

292 片山　拓海       (2) 平成国際大学 長　崎

294 山口　貴士       (1) 平成国際大学 埼　玉
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296 内宮　寛文       (4) 駿河台大学 青　森

298 弥久保　亮太     (4) 駿河台大学 新　潟

318 大原　一真       (2) 関東学院大学 静　岡

321 山田　拓磨       (2) 関東学院大学 山　口

326 森　竜也         (3) 武蔵野学院大学 福　岡

331 下田　季矢       (2) 武蔵野学院大学 群　馬

347 伊藤　初黄       (2) 明治学院大学 千　葉

348 千葉　諒太郞     (2) 明治学院大学 神奈川

355 渡邊　亮         (4) 慶應義塾大学 神奈川

363 内藤　拓海       (1) 慶應義塾大学 東　京

371 野川　英樹       (2) 東京経済大学 静　岡

373 益田　昇馬       (3) 東京経済大学 静　岡

379 大房　功泰       (4) 立教大学 埼　玉

385 後藤　航歩       (3) 立教大学 千　葉

399 小南　孝央       (2) 東京情報大学 千　葉

416 油井　星羅       (4) 東京大学 神奈川

417 古賀　淳平       (3) 東京大学 栃　木

429 糸洲　弘         (3) 東京理科大学 東　京

431 丸山　翔太郎     (1) 東京理科大学 東　京

457 高島　良平       (3) 一橋大学 東　京

459 山中　優         (3) 一橋大学 東　京

467 石井　直樹       (4) 帝京平成大学 千　葉

477 江本　健太       (1) 帝京平成大学 静　岡

501 井上　暁人       (4) 東京工業大学 愛　知

502 河合　正貴       (4) 東京工業大学 東　京

519 丸山　達広       (3) 高崎経済大学 長　野
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