
2019 年度関東学連ミドルセレ暫定結果一覧 

2019 年 12/16 

 

〇Ms1（14 位まで通過確定、以降繰り上げまたは推薦） 

 

1 桃井 陽佑 0:35:10 慶應義塾大学 

2 大橋 陽樹 0:35:45 東京大学 

3 長谷川 望 0:37:02 早稲田大学 

4 清水 俊祐 0:37:09 慶應義塾大学 

5 伊藤 元春 0:37:43 東京大学 

6 藤原 真吾 0:37:49 関東学院大学 

7 森川 周     0:39:04 東京大学 

8 本庄 祐一 0:39:53 東京大学 

9 池田 匠     0:40:19 早稲田大学 

10 高見澤 翔一 0:40:57 一橋大学 

11 谷野 文史 0:41:17 筑波大学 

12 江野 弘太郎 0:41:26 慶應義塾大学 

13 名雪 青葉 0:41:46 筑波大学 

13 櫻井 一樹 0:41:46 東京工業大学 

 

以下、繰り上げ順位 

 

15 豊田 健登 0:41:47 茨城大学 

16 中嶋 律起 0:42:24 横浜国立大学 

17 石田 晴輝 0:43:13 東京大学 

 

 

〇Ms2（14 位まで通過確定、以降繰り上げまたは推薦） 

 

1 小牧 弘季 0:34:57 筑波大学 

2 椎名 晃丈 0:36:23 東京大学 

3 朝間 玲羽 0:38:21 東京大学 

4 大石 洋輔 0:40:37 早稲田大学 

5 宮嶋 哲矢 0:41:38 千葉大学 

6 渡辺 鷹志 0:41:42 慶應義塾大学 



7 溝井 翔太 0:42:11 茨城大学 

8 羽田 拓真 0:42:25 横浜国立大学 

9 祖父江 有祐 0:42:26 筑波大学 

10 小寺 義伸 0:43:00 東京工業大学 

11 阿部 遼太郎 0:43:24 横浜市立大学 

12 西浦 裕  0:43:42 東京大学 

13 七五三 碧 0:43:51 茨城大学 

14 村田 千真 0:45:46 筑波大学 

 

以下、繰り上げ順位 

 

15 根本 夏林 0:46:23 東京大学 

16 三好 将史 0:46:45 早稲田大学 

17 田中 琉偉 0:47:58 法政大学 

 

 

〇Ms クラスセレクション免除者 

種市雅也（東京大学） 

 

 

〇Ms クラスの推薦に関して 

 

セレクション免除者を除いた全 31 名をセレクション通過者として認定する。 

推薦が 3 枠存在するため、31-3＝28 名、すなわち各レーン 14 位までは推薦の有無に関わ

らず通過とする。 

推薦立候補者が出なかった場合、それぞれのクラスの 15 位の選手を通過とする。その上

で、「ミドル・ディスタンス競技部門 関東地区代表選手選考会実施基準」第９条 推薦立

候補 ３項における「セレクションで選考されなかったもののうち順位順に繰り上がるも

のとする。但し、複数コースの場合はコースに関わらずタイムの速いものを優先する」と

の記載に従い、Ms1 と Ms2 クラスの 16 位の選手のうち、タイムの速い Ms1 クラスの中

嶋選手を通過とする。 

推薦立候補者が出た場合、立候補者のセレクション不参加理由や実績を考慮した上、繰り

上げ優先選手との実績の比較を行い、通過者を決定する。 

 

 

 



〇Ws(11 位まで通過確定、以下繰り上げまたは推薦) 

 

1 世良 史佳 0:37:03 立教大学 

2 香取 瑞穂 0:39:04 立教大学 

3 小林 美咲 0:39:16 十文字学園女子大学 

4 清野 幸         0:40:04 横浜国立大学 

5 岩﨑 佑美 0:40:20 慶應義塾大学 

6 片岡 茅悠 0:40:25 東京大学 

7 高橋 利奈 0:40:55 日本女子大学 

8 阿部 悠         0:41:28 実践女子大学 

9 長瀬 麻里子 0:44:46 お茶の水女子大学 

10 明神 紀子 0:44:59 聖心女子大学 

11 小竹 佳穂 0:45:05 筑波大学 

 

以下、繰り上げ順位 

 

12 井上 千帆里 0:45:07 相模女子大学 

13 冨永 万由 0:45:46 早稲田大学 

14 小林 璃衣紗 0:47:37 青山学院大学 

 

 

〇Ws クラスセレ免除者 

増澤すず（筑波大学） 

 

 

〇Ws クラスの推薦について 

 

免除者を除いた全 12 名をセレクション通過者として認定する。 

推薦が 1 枠存在するため、12-1=11 名、すなわち 11 位までの選手は推薦の有無に関わら

ず通過とする。 

推薦立候補者が出なかった場合、12 位の選手を繰り上げで通過とする。 

推薦立候補者が出た場合、立候補者のセレクション不参加理由や実績を考慮した上、繰り

上げ優先選手との実績の比較を行い、通過者を決定する。 

 


