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第96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
10 手島　駿         (2) 中央大学　 東　京

13 助川　拓海       (1) 中央大学　 茨　城

16 伊澤　優人       (4) 早稲田大学　 千　葉

24 中谷　雄飛       (2) 早稲田大学　 長　野

29 白永　智彦       (4) 日本体育大学　 京　都

37 野上　翔大       (3) 日本体育大学　 東　京

52 小野　修平       (1) 日本大学　 茨　城

56 若山　岳         (1) 日本大学　 京　都

68 山谷　昌也       (1) 東京国際大学　 茨　城

70 ｼﾞｮﾝ ﾙｶ ﾑｾﾝﾋﾞ    (1) 東京国際大学　 埼　玉

71 安藤　駿         (4) 神奈川大学　 秋　田

83 淵田　凌一       (2) 神奈川大学　 高　知

87 三輪　軌道       (4) 明治大学　 愛　知

91 樋口　大介       (3) 明治大学　 三　重

101 濵田　錬         (4) 国士舘大学　 高　知

112 福井　大夢       (1) 国士舘大学　 茨　城

120 土本　剣汰郎     (3) 大東文化大学　 岐　阜

122 山内　滉士郎     (2) 大東文化大学　 神奈川

137 北村　歩夢       (2) 城西大学　 山　口

138 志賀　颯太       (2) 城西大学　 兵　庫

142 井上　靖大       (4) 山梨学院大学　 群　馬

151 ﾎﾟｰﾙ ｵﾆｴｺﾞ       (2) 山梨学院大学　 山　梨

163 小澤　健太郎     (2) 上武大学　 神奈川

164 源川　竜也       (2) 上武大学　 群　馬

173 加藤　立誠       (3) 麗澤大学　 愛　知

182 工藤　郁也       (1) 麗澤大学　 大　分

188 千田　悠人       (3) 亜細亜大学　 岩　手

195 吉岡　祥希       (1) 亜細亜大学　 福　岡

205 茅野　雅博       (3) 専修大学　 鹿児島

210 高瀬　桂         (1) 専修大学　 佐　賀

223 新家　裕太郎     (1) 創価大学　 大　阪

224 ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾑﾙﾜ       (1) 創価大学　 東　京

226 那須野　幸佑     (4) 東京農業大学　 千　葉

235 盛田　和輝       (2) 東京農業大学　 千　葉

241 大土手　嵩       (3) 筑波大学　 宮　崎

247 渡辺　珠生       (3) 筑波大学　 静　岡

254 流田　直希       (4) 駿河台大学　 広　島

264 小泉　謙         (1) 駿河台大学　 新　潟

274 冨永　開来       (2) 日本薬科大学　 佐　賀

276 吉田　鶴斗       (2) 日本薬科大学　 福　岡

284 磯崎　浩平       (3) 明治学院大学　 神奈川

291 石井　睦巳       (1) 明治学院大学　 千　葉

Page 1 / 2



リスト出力 2019/10/26 8:08

第96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
304 神谷　匡紀       (3) 桜美林大学　 愛　知

308 ﾀﾞﾆｴﾙ ｶﾖｳｷ       (1) 桜美林大学　 東　京

311 中原　陸斗       (4) 流通経済大学　 千　葉

315 渋江　海斗       (3) 流通経済大学　 千　葉

331 寺本　大希       (3) 関東学院大学　 長　崎

335 上原　大和       (1) 関東学院大学　 沖　縄

343 佐藤　颯         (3) 武蔵野学院大学　 山　形

346 武田　裕督       (3) 武蔵野学院大学　 兵　庫

354 上石　敦士       (4) 平成国際大学　 福　島

364 ｷﾞﾁｭｷ ｶﾏｳ        (1) 平成国際大学　 青　森

367 印藤　剛         (2) 慶應義塾大学　 神奈川

375 朝倉　万響       (1) 慶應義塾大学　 埼　玉

385 小西　竜矢       (3) 東京経済大学　 滋　賀

392 益子　翔太郎     (1) 東京経済大学　 栃　木

404 黒田　航世       (1) 立教大学　 宮　崎

405 辻　京佑         (1) 立教大学　 北海道

413 大庭　帆貴       (3) 東京大学　 静　岡

420 中根　美七海     (1) 東京大学　 愛　知

431 松本　一希       (2) 東京理科大学　 東　京

446 服部　尚輝       (1) 帝京平成大学　 埼　玉

447 島貫　聖吾       (1) 帝京平成大学　 福　島

450 田中　平勝       (4) 学習院大学　 東　京

460 田村　翔         (1) 学習院大学　 埼　玉

466 山中　優         (4) 一橋大学　 東　京

475 戸髙　裕太       (1) 一橋大学　 埼　玉

509 石橋　尚樹       (4) 芝浦工業大学　 埼　玉

521 立崎　哲大       (1) 芝浦工業大学　 埼　玉

528 白﨑　真拓       (1) 育英大学　 大　阪

573 伊藤　慎        (M1) 東京大学大学院　 宮　城
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