
第20回世界大学クロスカントリー選手権大会（2016/イタリア・カッシーノ）
代表選手選考競技会　エントリー一覧（男子）

氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 大学名 学年 所属陸協 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 大学名 学年 所属陸協

郡司　康平 ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ 宇都宮大学 M1 茨城 橋場　赴太 ﾊｼﾊﾞ ﾊﾔﾀ 札幌学院大学 2 北海道

大貫　陽嵩 ｵｵﾇｷ ﾋﾀｶ 京都産業大学 3 京都 山川　莞介 ﾔﾏｶﾜ ｶﾝｽｹ 札幌学院大学 1 北海道

住吉　秀昭 ｽﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ 国士舘大学 1 福島 町澤　大雅 ﾏﾁｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 中央大学 3 千葉

塩尻　和也 ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 順天堂大学 1 群馬 吉田　新規 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｷ 愛知工業大学 4 愛知

井上　弘也 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾔ 上武大学 2 兵庫 唐澤　研太 ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾀ 愛知工業大学 2 愛知

髙橋　一生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 城西大学 3 秋田 柗井　駿佑 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ 愛知工業大学 2 愛知

竹下　凱 ﾀｹｼﾀ ｶｲ 帝京大学 1 静岡 𠮷田　亮壱 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 日本体育大学 2 福岡

冨田　三貴 ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾀｶ 東海大学 4 福岡 門畑　龍星 ｶﾄﾞﾊﾀ ﾘｭｳｾｲ 亜細亜大学 3 長崎

荒井　七海 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 東海大学 3 千葉 関口　海月 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 亜細亜大学 3 沖縄

廣田　雄希 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 東海大学 3 兵庫 矢後　健太 ﾔｺﾞ ｹﾝﾀ 亜細亜大学 3 新潟

成瀬　雅俊 ﾅﾙｾ ﾏｻﾄｼ 東洋大学 3 愛知 吉田　豊 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 亜細亜大学 3 埼玉

橋本　澪 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲ 東洋大学 3 群馬 有谷　昭宏 ｱﾘﾔ ｱｷﾋﾛ 亜細亜大学 2 青森

牧浦　聖士 ﾏｷｳﾗ ｾｲｼﾞ 東洋大学 3 兵庫 秋山　知愛 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾁｶ 亜細亜大学 2 埼玉

荒武　星哉 ｱﾗﾀｹ ｾｲﾔ 東洋大学 2 宮崎 川村　耕平 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾍｲ 亜細亜大学 2 青森

髙森　建吾 ﾀｶﾓﾘ ｹﾝｺﾞ 東洋大学 2 長野 今関　拳人 ｲﾏｾﾞｷ ｹﾝﾄ 亜細亜大学 2 静岡

野村　峻哉 ﾉﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 東洋大学 2 鹿児島 服部　純哉 ﾊｯﾄﾘ ｽﾐﾔ 亜細亜大学 2 埼玉

小笹　椋 ｺｻﾞｻ ﾘｮｳ 東洋大学 1 埼玉 藤本　海生 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｲｾｲ 亜細亜大学 2 高知

山本　修二 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 東洋大学 1 石川 伊賀　克陽 ｲｶﾞ ｶﾂｱｷ 亜細亜大学 1 北海道

秋山　清仁 ｱｷﾔﾏ ｷﾖﾋﾄ 日本体育大学 3 東京 石飛　貴啓 ｲｼﾄﾋﾞ ﾀｶﾋﾛ 亜細亜大学 1 福岡

大手　敬史 ｵｵﾃ ﾀｶﾌﾐ 日本体育大学 3 熊本 乾　碩 ｲﾇｲ ｽｸﾞﾙ 亜細亜大学 1 京都

辻野　恭哉 ﾂｼﾞﾉ ｷｮｳﾔ 日本体育大学 2 三重 梅本　龍太 ｳﾒﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 亜細亜大学 1 熊本

三原　卓巳 ﾐﾊﾗ ﾀｸﾐ 日本体育大学 1 京都 裏川　大貴 ｳﾗｶﾜ ﾀﾞｲｷ 亜細亜大学 1 滋賀

室伏　穂高 ﾑﾛﾌｼ ﾎﾀｶ 日本体育大学 1 静岡 唐澤　邑歩 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾎ 亜細亜大学 1 群馬

森崎　拓海 ﾓﾘｻｷ ﾀｸﾐ 日本体育大学 1 岡山 武　雄介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 亜細亜大学 1 岡山

坂口　裕之 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 明治大学 1 長崎 角田　魁仁 ﾂﾉﾀﾞ ｶｲﾄ 亜細亜大学 1 群馬

田中　龍太 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 明治大学 1 鹿児島 古川　舜 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝ 亜細亜大学 1 埼玉

東島　清純 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｷﾖｽﾐ 明治大学 1 鳥取 米井　翔也 ﾖﾈｲ ｼｮｳﾔ 亜細亜大学 1 東京

浅石　祐史 ｱｻｲｼ ﾕｳｼﾞ 駒澤大学 3 栃木

西山　雄介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 駒澤大学 3 三重

紺野　凌矢 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾔ 駒澤大学 2 福井

伊勢　翔吾 ｲｾ ｼｮｳｺﾞ 駒澤大学 1 千葉

澤畠　竜一朗 ｻﾜﾊﾀ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 横浜国立大学 3 茨城

秦　将吾 ﾊﾀ ｼｮｳｺﾞ 山梨学院大学 3 愛媛

上田　健太 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 山梨学院大学 2 山梨

矢ノ倉　弘 ﾔﾉｸﾗ ﾋﾛｼ 山梨学院大学 2 山梨

鈴木　祐希 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 神奈川大学 2 愛知

大野　日暉 ｵｵﾉ ﾊﾙｷ 神奈川大学 2 愛知

鈴木　太基 ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ 大東文化大学 3 愛知

前田　将太 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 大東文化大学 2 埼玉

新井　康平 ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 大東文化大学 1 埼玉

山﨑　和麻 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 日本大学 3 千葉

畔栁　揮 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏｺﾄ 日本大学 3 神奈川

小澤 直人 ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 早稲田大学 1 滋賀

露木　翔太 ﾂﾕｷ ｼｮｳﾀ 国際武道大学 1 千葉

波平　健太郎 ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 国際武道大学 1 千葉

竹田　魁人 ﾀｹﾀﾞ ｶｲﾄ 国際武道大学 2 北海道

勝野　正敬 ｶﾂﾉ ﾏｻﾀｶ 国際武道大学 3 千葉

渡久地　政海 ﾄｸﾞﾁ ﾏｻｳﾐ 国際武道大学 3 沖縄

進藤　龍太 ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾀ 札幌学院大学 2 秋田

谷口　創大 ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ 札幌学院大学 2 北海道


