
2011 年度関東学連ミドルセレ暫定結果一覧 

 

ME A エリート通過者 

1 三谷 洋介 0:35:39 東京大学  

2 結城 克哉 0:36:05 東京大学 

3 真保 陽一 0:38:15 東京大学  

5 古里 亮太 0:38:55 東京大学  

6 羽野 嵩志 0:39:11 一橋大学 

7 黒田 勇人 0:39:35 慶應義塾大学  

8 中野 雅之 0:39:48 東京大学 

9 野本 圭介 0:40:43 筑波大学  

10 楠 恵輔 0:41:04 東京工業大学  

11 千代澤 健右 0:41:06 早稲田大学  

12 燧 暁彦 0:41:15 東京大学  

13 石野 夏幹 0:41:51 東京大学  

15 池田 純也 0:41:55 一橋大学  

16 石輪 健樹 0:41:58 東京大学  

17 丸山 拓 0:42:19 早稲田大学  

18 新見 哲也 0:42:49 早稲田大学  

19 中島 正治 0:43:25 横浜市立大学  

20 細淵 晃平 0:43:26 一橋大学 

21 尾崎 弘和 0:43:33 早稲田大学  

22 太田  瑛佑 0:43:45 早稲田大学  

23 宮崎 大地0:43:53 東京工業大学  

昨年度実績枠 

大嶋拓実 東京工業大学 

堀田遼 東京大学 

以上 23 名を A エリートとする。 

 

繰り上げ優先順位 

24 平木 達也 0:44:38 東京大学  

25 山田 晋太朗 0:44:44 東京工業大学  

26 太田 晶久 0:45:18 一橋大学  

これ以降の繰り上げが必要になった場合はセレクション順位順に繰り上がるものとする。 

 



ME B エリート通過者 

24 平木 達也 0:44:38 東京大学  

25 山田 晋太朗 0:44:44 東京工業大学  

26 太田 晶久 0:45:18 一橋大学  

27 藤村 陸 0:45:28 早稲田大学  

28 岩崎 航 0:45:31 千葉大学  

29 岩本 拓巳 0:45:39 横浜市立大学  

30 多比羅 大 0:46:03 千葉大学  

31 加賀谷 駿 0:46:39 千葉大学  

32 片桐 拓登 0:47:23 筑波大学  

33 小山 達之 0:47:25 駿河台大学  

34 曽原 直也 0:47:37 東京工業大学  

35 山本 剛史 0:47:53 東京工業大学  

36 萩原 睦人 0:48:00 筑波大学  

37 長友 悠 0:48:24 東京大学  

38 小林 涼介 0:48:47 東京工業大学  

39 田村 晃太郎 0:49:24 東京大学  

40 長洲 卓 0:50:22 早稲田大学  

40 根本 直人 0:50:22 千葉大学  

42 後藤 孔要 0:50:41 筑波大学  

43 山本 淳史 0:51:28 東京大学  

44 鈴木 良広 0:51:56 東京大学  

45 古川 直樹 0:53:01 一橋大学  

学校枠 小室 隆之 横浜国立大学 

島崎拓也 茨城大学 

郡 敏志 東京農工大学 

 

以上 25 名を B エリートとする。 

 

繰り上げ優先順位 

46 小室 隆之 0:53:08 横浜国立大学  

47 吉江 一樹 0:53:16 千葉大学  

これ以降の繰り上げが必要になった場合46位の小室隆之の学校枠の適用を無しとし、Ｂエ

リートに繰り上げるものとする。 

それ以降はセレクション順位順に繰り上がるものとする。 

 



WE Aエリート通過者 

1 星野 智子0:35:53 津田塾大学  

2 田中 千晶0:37:15 お茶の水女子大学  

3 稲毛 日菜子0:38:07 お茶の水女子大学  

4 芦澤 咲子0:41:04 相模女子大学  

6 大河内 恵美0:47:02 横浜市立大学  

7 柳川 梓0:47:21 筑波大学 

8 井上 舞0:48:04 東京工業大学  

9 池澤 芽衣0:48:21 相模女子大学  

10 増田 実穂0:49:02 実践女子大学  

昨年度実績枠 

小泉佳織 津田塾大学 

以上10名をAエリートとする。 

 

繰り上げ優先順位 

11 浅川 里佳子0:49:45 実践女子大学  

12 小栁 優紀0:50:59 実践女子大学  

これ以降の繰り上げが必要になった場合はセレクション順位順に繰り上がるものとする。 

 

WE Bエリート通過者 

11 浅川 里佳子0:49:45 実践女子大学  

12 小栁 優紀0:50:59 実践女子大学  

13 増山 友理子0:51:16 津田塾大学  

14 林 梨花0:52:19 実践女子大学  

15 倉田 美知子0:52:25 千葉大学  

16 犬塚 千尋0:52:32 津田塾大学  

17 山岸 史佳0:52:37 実践女子大学  

18 村松 瞳0:54:12 東京農工大学  

19 井戸川 祥子0:54:35 日本女子大学  

20 磯田 みつき0:56:58 実践女子大学  

学校枠 

山田陽子 早稲田大学 

細野詩穂 茨城大学 

林美樹 十文字女子大学 

以上13名をBエリートとする。 

 



繰り上げ優先順位 

21 榎本 梨乃0:57:09 実践女子大学 

これ以降の繰り上げが必要になった場合はセレクション順位順に繰り上がるものとする。 

  

以上 


