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第98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

13 甲斐　涼介       (1) 明治大学 宮　崎

14 新谷　紘ノ介     (1) 明治大学 広　島

15 倉田　健太       (4) 中央大学 新　潟

27 矢萩　一揮       (1) 中央大学 岡　山

30 高橋　祐哉       (4) 神奈川大学 神　川

39 佐々木　亮輔     (2) 神奈川大学 佐　賀

49 谷口　貴亮       (3) 日本体育大学 岐　阜

55 大森　椋太       (2) 日本体育大学 岡　山

62 山﨑　晃志郎     (4) 拓殖大学 佐　賀

64 工藤　翼         (3) 拓殖大学 埼　玉

74 熊谷　奨         (3) 城西大学 大　分

80 堀越　大地       (2) 城西大学 千　葉

90 河田　太一平     (3) 法政大学 静　岡

93 山本　恭澄       (3) 法政大学 三　重

108 佐藤　悠貴也     (2) 国士舘大学 福　島

112 美谷　佳輝       (1) 国士舘大学 千　葉

122 ﾎﾞﾆﾌｪｽ ﾑﾙｱ       (3) 山梨学院大学 山　梨

123 北村　淳生       (2) 山梨学院大学 山　梨

127 江口　達宗       (4) 専修大学 千　葉

139 山城　弘弐       (2) 専修大学 沖　縄

146 永山　龍吉       (3) 筑波大学 千　葉

149 塚田　萌成       (2) 筑波大学 神　川

160 小島　慎也       (3) 中央学院大学 大　阪

162 井澗　翔太       (2) 中央学院大学 和　山

173 松本　開渡       (3) 麗澤大学 愛　知

181 鈴木　龍星       (1) 麗澤大学 宮　城

191 鉄川　歩         (3) 上武大学 群　馬

195 額賀　稜平       (2) 上武大学 山　梨

206 古澤　拓樹       (3) 駿河台大学 山　形

210 池原　悠月       (1) 駿河台大学 群　馬

212 船倉　悠希       (4) 大東文化大学 鹿　島

221 松村　晴生       (2) 大東文化大学 茨　城

228 野嶋　大佑       (3) 東京農業大学 熊　本

230 大和　李成       (2) 東京農業大学 栃　木

239 大倉　真亜玖     (4) 日本大学 新　潟

241 山本　起弘       (4) 日本大学 愛　知

253 司代　隼         (4) 慶應義塾大学 神　川

266 鳥塚　健太       (1) 慶應義塾大学 神　川

267 一瀬　達也       (4) 亜細亜大学 愛　知

278 鬼頭　神威       (2) 亜細亜大学 東　京

283 大塚　光司       (4) 関東学院大学 神　川

287 北島　辰也       (3) 関東学院大学 長　崎
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296 小野　悠人       (4) 流通経済大学 千　葉

301 池澤　将汰       (3) 流通経済大学 千　葉

318 峰村　織         (2) 平成国際大学 東　京

320 江戸　健祐       (1) 平成国際大学 福　井

329 小池　彪         (3) 東京経済大学 長　野

336 本田　大和       (1) 東京経済大学 熊　本

339 白石　大以夢     (3) 日本薬科大学 長　崎

345 近　友哉         (2) 日本薬科大学 千　葉

354 野　優輝       (3) 明治学院大学 千　葉

356 青木　良憲       (2) 明治学院大学 神　川

369 斉藤　悠         (3) 武蔵野学院大学 秋　田

376 濱崎　裕斗       (1) 武蔵野学院大学 兵　庫

380 金城　快         (3) 立教大学 栃　木

387 宮澤　徹         (2) 立教大学 東　京

393 田尻 悠成        (4) 桜美林大学 熊　本

403 秀島 大聖        (2) 桜美林大学 群　馬

412 谷地中　雄大     (3) 育英大学 青　森

416 田所　功妃       (2) 育英大学 熊　本

423 齋藤　芳輝       (3) 芝浦工業大学 岩　手

432 平井　孝佳       (1) 芝浦工業大学 神　川

435 伊藤　優         (3) 立正大学 東　京

441 長﨑　優斗       (2) 立正大学 愛　媛

454 安部　竜太郎     (2) 高崎経済大学 福　島

471 高橋　拓未       (2) 東京大学 宮　城

472 本多　健亮       (2) 東京大学 東　京

519 松井　仁志       (1) 湘南工科大学 神　川

521 松田　朋樹       (1) 湘南工科大学 栃　木

535 中村　奨         (4) 東京工業大学 埼　玉

545 藤澤　圭祐       (1) 東京工業大学 埼　玉
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