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第99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

9 神薗　竜馬   (3) 東海大学 鹿児島

13 中井　陸人   (1) 東海大学 岡　山

17 山﨑　諒介   (4) 神奈川大学 佐　賀

26 酒井　健成   (1) 神奈川大学 愛　知

35 辻　文哉     (3) 早稲田大学 東　京

38 伊福　陽太   (2) 早稲田大学 京　都

49 城戸　洸輝   (3) 明治大学 宮　崎

52 甲斐　涼介   (2) 明治大学 宮　崎

60 福士　陽都   (4) 国士舘大学 神奈川

65 中島　弘太   (2) 国士舘大学 東　京

78 井澗　翔太   (3) 中央学院大学 和歌山

83 黒岩　勇禅   (1) 中央学院大学 埼　玉

85 九嶋　大雅   (4) 日本体育大学 三　重

93 杉本　訓也   (2) 日本体育大学 静　岡

105 ﾎﾞﾆﾌｪｽ･ﾑﾙｱ   (4) 山梨学院大学 山　梨

108 横山　竜之介 (3) 山梨学院大学 秋　田

121 長谷部　巧人 (3) 駿河台大学 埼　玉

124 沖　勘太郎   (1) 駿河台大学 愛　媛

133 田島　洸樹   (3) 専修大学 福　島

138 大田和　一斗 (2) 専修大学 群　馬

148 菊地　圭太   (3) 拓殖大学 栃　木

153 岩﨑　陽生   (1) 拓殖大学 長　野

161 長島　玲音   (3) 大東文化大学 長　崎

164 佐々木　真人 (2) 大東文化大学 東　京

172 永山　龍吉   (4) 筑波大学 千　葉

175 富山　翔太   (3) 筑波大学 愛　知

188 菅原　美紀   (3) 上武大学 群　馬

192 後藤　大志   (2) 上武大学 群　馬

199 松尾　鴻雅   (4) 城西大学 青　森

203 山本　樹     (3) 城西大学 静　岡

211 金城　快     (4) 立教大学 栃　木

221 相澤　拓摩   (1) 立教大学 千　葉

230 木下　広夢   (3) 流通経済大学 福　井

237 石倉　颯人   (1) 流通経済大学 新　潟

245 長谷部　慎   (3) 東京農業大学 福　島

250 田口　豪     (1) 東京農業大学 熊　本

258 木村　有希   (2) 慶應義塾大学 福　島

263 島田 亘      (1) 慶應義塾大学 埼　玉

271 蟹江　達樹   (3) 東京経済大学 埼　玉

272 髙橋　将英   (3) 東京経済大学 東　京

290 大橋　優     (2) 日本大学 岐　阜

292 冨田　悠晟   (1) 日本大学 滋　賀
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306 永田　将也   (2) 亜細亜大学 愛　知

308 水﨑　隼     (1) 亜細亜大学 福　岡

314 設永　凱暉   (3) 日本薬科大学 埼　玉

322 松橋　空太郎 (1) 日本薬科大学 北海道

324 辻野　大輝   (4) 武蔵野学院大学 群　馬

329 瀬戸　大二朗 (2) 武蔵野学院大学 神奈川

338 河谷　好晃   (4) 芝浦工業大学 山　口

346 松村　航汰   (2) 芝浦工業大学 千　葉

357 谷地中　雄大 (4) 育英大学 青　森

363 渕本　海王   (2) 育英大学 熊　本

367 北島　辰也   (4) 関東学院大学 長　崎

378 村松　亜蘭   (2) 関東学院大学 静　岡

387 小林　丈留   (2) 麗澤大学 三　重

389 鈴木　龍星   (2) 麗澤大学 宮　城

397 坪田　海     (3) 桜美林大学 岐　阜

402 森岡　佑成   (2) 桜美林大学 愛　知

413 岩野　幸樹   (2) 明治学院大学 神奈川

417 原木　康佑   (2) 明治学院大学 神奈川

422 河南　颯汰   (4) 立正大学 千　葉

424 遠山　和希   (3) 立正大学 熊　本

437 金子　皓希   (4) 平成国際大学 埼　玉

443 志釜　璃久   (2) 平成国際大学 山　形

465 森本　聡     (4) 東京大学 東　京

489 石堂　爽空   (3) 帝京平成大学 宮　城

491 佐塚　勇介   (3) 帝京平成大学 神奈川

503 澁谷　舜    (M1) 東京大学大学院 宮　城

504 助川　皓洸  (M1) 東京大学大学院 東　京

519 仙波　祐太   (2) 東京工業大学 茨　城

547 遠田　光河   (2) 清和大学 千　葉

551 浅野　拓人   (1) 清和大学 千　葉

561 米澤　颯斗   (3) 成蹊大学 東　京
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