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第97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

2 戸口　豪琉       (4) 中央学院大学 埼　玉

7 糸井　春輝       (3) 中央学院大学 京　都

19 川崎　新太郎     (4) 中央大学 滋　賀

21 矢野　郁人       (4) 中央大学 兵　庫

29 加藤　優陽       (4) 拓殖大学 栃　木

40 原田　大希       (2) 拓殖大学 群　馬

44 北村　友也       (4) 順天堂大学 京　都

47 矢野　直幹       (4) 順天堂大学 滋　賀

69 細迫　海気       (1) 法政大学 広　島

70 宗像　直輝       (1) 法政大学 群　馬

73 平塚　翔太       (4) 神奈川大学 愛　知

82 國本　大生       (1) 神奈川大学 鹿児島

94 佐藤　慎巴       (3) 日本体育大学 神奈川

95 名村　樹哉       (2) 日本体育大学 三　重

107 濱田　祐知       (2) 日本大学 東　京

112 三木　雄介       (1) 日本大学 山　口

113 加藤　直人       (4) 国士舘大学 神奈川

114 北川　遼馬       (4) 国士舘大学 熊　本

138 平山　大雅       (1) 筑波大学 栃　木

139 金田　遼祐       (1) 筑波大学 千　葉

148 大野　裕貴       (3) 麗澤大学 佐　賀

153 本藏　駿         (2) 麗澤大学 鹿児島

156 河合　拓巳       (4) 駿河台大学 愛　知

157 高田　海成       (4) 駿河台大学 栃　木

177 加藤　ジョン     (3) 上武大学 群　馬

181 阿部　爽真       (2) 上武大学 新　潟

191 冨永　裕憂       (2) 専修大学 長　崎

195 中山　敦貴       (1) 専修大学 神奈川

201 石松　明         (3) 城西大学 福　岡

204 熊谷　奨         (2) 城西大学 大　分

215 緒方　俊亮       (3) 東京農業大学 宮　崎

218 浅海　崇志       (1) 東京農業大学 千　葉

235 小野寺　陣       (2) 山梨学院大学 山　梨

237 篠原　楓         (2) 山梨学院大学 山　梨

245 井田　春         (2) 大東文化大学 岡　山

250 谷口　辰煕       (2) 大東文化大学 滋　賀

257 鈴木　壮馬       (4) 流通経済大学 千　葉

261 竹上　世那       (3) 流通経済大学 香　川

268 森　陽向         (4) 東京経済大学 神奈川

270 関　颯介         (3) 東京経済大学 静　岡

290 増子　佳吾       (3) 武蔵野学院大学 茨　城

294 後藤　光雅       (1) 武蔵野学院大学 山　形
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305 横山　隼人       (2) 亜細亜大学 福　岡

306 吉岡　竜希       (2) 亜細亜大学 福　岡

313 黒田　航世       (2) 立教大学 宮　崎

316 関口　絢太       (1) 立教大学 東　京

327 岩永　宏樹       (4) 明治学院大学 東　京

335 高見　智志       (1) 明治学院大学 千　葉

341 冨永　開来       (3) 日本薬科大学 佐　賀

350 福永　一聖       (1) 日本薬科大学 鹿児島

351 大原　一真       (4) 関東学院大学 静　岡

364 平川　豪流       (1) 関東学院大学 長　崎

375 櫛野　公資       (2) 慶應義塾大学 千　葉

378 黒澤　瑛紀       (1) 慶應義塾大学 群　馬

386 盛重　完英       (2) 桜美林大学 愛　媛

391 秀島　大聖       (1) 桜美林大学 群　馬

394 氏原　克仁       (4) 平成国際大学 静　岡

401 川村　大輔       (2) 平成国際大学 和歌山

408 白﨑　真拓       (2) 育英大学 大　阪

418 田所　功妃       (1) 育英大学 熊　本

423 山室　直斗       (4) 芝浦工業大学 埼　玉

430 河谷　好晃       (2) 芝浦工業大学 埼　玉

437 松本　郁也       (4) 東京大学 長　野

442 助川　皓洸       (3) 東京大学 東　京

457 高橋　優太       (3) 東京理科大学 東　京

464 清水　康太       (4) 一橋大学 東　京

472 金川　亮太       (2) 一橋大学 北海道

484 服部　尚輝       (2) 帝京平成大学 埼　玉

486 北林　拓也       (1) 帝京平成大学 埼　玉

510 霜鳥　義仁       (2) 東京工業大学 新　潟

514 三村　将太       (1) 東京工業大学 神奈川

542 小林　龍史      (M2) 東京大学大学院 神奈川

549 坂口　諒        (M1) 東京大学大学院 神奈川

568 渡邉　建太       (2) 高崎経済大学 群　馬

575 八重樫　宙夢     (1) 高崎経済大学 岩　手

588 寺田　航大       (1) 立正大学 千　葉

589 相川　響希       (1) 立正大学 埼　玉

597 平山　広大       (2) 茨城大学 茨　城

599 下山　静樹       (2) 茨城大学 茨　城

615 徳永　拓海       (1) 湘南工科大学 神奈川

627 塩田 悠揮        (1) 埼玉大学 福　島

629 西口　翔太       (1) 埼玉大学 埼　玉
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