
これを知ればインカレをもっと♪もっと♪楽しめる  
 
 
 
 
 
 
選手権クラスを走る人はどうやって選ばれたの？今年はどんな人が走るんだろう？団体戦の優勝候補は？ 
知ってると知らないとでは大違い！？な情報を盛りだくさんでお届けします。 
 
 

 
セレクション結果  

 
各地区で１０月～１２月にかけてセレクションが行われました。 
通過者は回生別に見ると、男子は４回生30人、３回生21人、２回生7人、１回生2人。昨年のインカレでも活

躍した選手が多く残っており、混戦が予想されます。中でもその厚い壁の中、１回生で見事にエリート出場を決

めた東京大学：山崎貴彦選手と京都大学：大西康平選手は注目です！ 

一方女子は４回生14人、３回生15人、２回生11人、１回生0人。１回生での通過者は出なかったものの若い選

手が多く、経験豊富な４回生と成長著しい若い選手との戦いが見物となりそうです。 

 また、個人戦エリート最多輩出校は京都大学で、男女合わせて 12 人を選手権クラスに送りこみました。男女

別最多輩出校は、男子では８人を輩出した東北大学・東京大学・京都大学、女子では４人を輩出した千葉大学・

東京女子大学・京都大学と男女いずれも３校ずつあり、団体戦でも優勝争いの中心になると思われます。 

◎男子(中九四3名・関西12名・東海4名・北信越5名・関東25名・北東11名) 

◎女子(中九四1名・関西10名・東海3名・北信越3名・関東18名・北東5名) 

☆ 印は、シード選手 

○ 中九四学連…12月7日《 秋吉台 》 

選考方法：ME上位２名、ＷＥ上位１名、ＭＥ推薦枠1名 

 関西学連…11月30日《 下山大会 》                              

 

男子 松本　伸也　 山口大学４年 女子 川﨑 恵子 山口大学２年
平岡　正紘　 山口大学３年
森川　佳太　 山口大学３年

 

○

選考方法：ME上位10名、ＷＥ上位8名、ＭＥ・ＷＥとも推薦枠2名 
男子 新宅　有太 京都大学4回　　☆ 女子 浅井 千穂 京都大学4回　　☆

 

長谷川　裕 京都大学4回 桑野 文 京都橘女子大学3回　
楠本　俊壮　　　京都大学3回 森澤 寿里 　奈良女子大学2回
小野田　剛太　　京都大学3回　 塚八 ゆかり 京都橘女子大学3回
尾島　良　　　　　大阪大学4回 若木 まりも 京都大学4回　
吉田　武生　 京都大学4回 峯村 綾香 奈良女子大学2回
高橋　大輔　 神戸大学4回　 伊東 佑梨 京都大学3回
中村　貴史 大阪市立大学4回　 藤田 沙織 大阪市立大学2回
大西　康平　　　京都大学1回 龍野 恵 京都大学3回(推薦)
保呂　毅　　　　　京都大学3回　 藤原 麻里 奈良女子大学4回(推薦)
岡本　健一　　　京都大学4回　(推薦)
金枝　敏克　　　神戸大学3回　(推薦)

 



○

選

東海学連 

考方法：セレクションレース2レース 
トは『（学連トップタイム）／（個人タイム）』で定義 

     男子：各レース１位の人は一発抜け。各レースでポイントをつけ、２レースのポイントの高い上位２

物が２本のレースで１位になった場合は、残り３名はポイントで決定

トの高い３名がセレクション通過 

選考方法：セレクションは２レース 

大大会 M－Selクラス上位２名 W－Selクラス上位１名が一発通過 

下山大会 M－Selクラス上位２名 W－Selクラス上位１名が一発通過 

ントで上位者男女各１名ずつ通過。 

」にて 

本セレクションは１１月３０日「花沢」にて下山大会の併設として行われた 

 

 

 (下山大会
李　敬史  　　　　静岡大学4年 (ポイント) 鈴川 はるな  静岡大学2年   

大大会) 女子 鈴木 裕子 金沢大学３年(京大大会)
樺沢　直行　 新潟大学４年(京大大会) 池田 智里 新潟大学３年(下山大会)
天谷 ３年(ポイント)
鎌田
永橋　慎一 金沢大学４年(ポイント)

男子 久野　雄介     東京大学４年　　☆　 女子 高野 麻記子 筑波大学４年　　☆　　　
     東京大学４年　　☆　　 掛谷 朋美    千葉大学４年

川上　崇史     慶應義塾大学３年　　☆ 皆川 美紀子 東京農工大学４年　　☆　　
波大学３年

山下 美    千葉大学３年
浜端　紀行    東京大学４年 大保 和子    筑波大学４年
櫻田 年
高橋　雄哉    図書館情報大学２年 木暮 なつ樹 東京女子大学４年
前田　裕太     東京工業大学３年 原 響子       千葉大学４年
樋口　佳和     東京農業大学４年 築山 絢       早稲田大学２年
赤坂　太郎     早稲田大学４年 上野 恵美子 東京女子大学４年
田中　淳一     東京工業大学４年 石山 佳代子 日本女子大学２年
安藤　誠       東京大学４年 花木 睦子    千葉大学３年
山崎　貴彦     東京大学１年 戸谷 千夏    日本女子大学３年
小熊　武彦     東京大学４年　　☆　 車 ゆんそん  東京女子大学３年
森脇　崇       東京大学４年 志度 裕子 東京農工大２年
高石　哲       慶應義塾大学４年 朴峠 周子    日本女子大学２年(推薦)
坂本　貴史    筑波大学３年 原 直子      東京女子大学２年(推薦)
小磯　奈祐   慶應義塾大学４年
益本　宇一郎  東京大学３年
立花　聡      早稲田大学４年
小林　隆昭     千葉大学２年
菊地　貴志     東京農工大学３年
土井　慶紀     早稲田大学３年
纓坂　尚      早稲田大学４年

ポイン

名が通過。※もし同一人

女子：各レースでポイントをつけ、２レース合計ポイン

男子 三宅　文彦　　　 名古屋大学3年 女子　 西脇　千可子 椙山女学園大学3年

、東海学連冬合宿レース共トップ)   鈴木　千佳    椙山女学園大学3年

 
  

○ 北信越学連 

内藤　愉孝　　　静岡大学4年 (ポイント)
樽見　典明　　　名古屋大学２年(ポイント)

京

     ２戦のポイ
男子　 松室　隼人　　　金沢大学３年(京

　翔吾 金沢大学３年(下山大会) 菅藤 望 金沢大学
　健太郎 新潟大学２年(下山大会)

 

○関東学連 

選考方法：プレセレクションと本セレクションによる二本で代表者を選考 

プレセレクションは１０月５日「武者板付古墳群

青木　博人

寺垣内　航    早稲田大学４年 杉崎 真由子 筑
　智之     東京農工大学３年 宮沢 絵

　隆之    筑波大学４年 高木 麻衣    東京農工大学２



○北東学連 

選考方法：３本のセレクションレースによって、その半数を各レースの上位一発抜け(男５：女２) 

 残りの半数を３本中２本のタイムによるポイントの合計で(男６ 女３)決定 

 

 

男子　 堀江　守弘 東北大学４年(北東ＩＣ) ☆ 　　　 女子 高泉 佳苗 宮城女子大学４年(北東ＩＣ)
浜田　尚 東北大学３年(北東ＩＣ) ☆ 　　 姫野 祐子 東北大学４年(独自セレ)　☆
後藤　大輔 東北大学２年(京大大会) 高橋 睦 宮城女子大学４年(ポイント)
櫻本　信一郎 東北大学４年(独自セレ) ☆ 櫻井 優子 宮城女子大学４年(ポイント)
蒲池　史卓 東北大学３年(独自セレ) 下村 佳奈 岩手大学３年(ポイント)　☆
鉾立　裕樹 東北大学２年(ポイント)
樋山　邦治 東北大学３年(ポイント)
高橋　元気　 東北大学２年(ポイント)
山口　卓也 岩手大学３年(ポイント)
西岡　利秦 北海道大学４年(ポイント)
南茂　哲也　 岩手大学３年(ポイント)


