
インカレスプリント2020　エントリーリスト（選手） 2020/11/11

加盟校 氏名 ふりがな 学連登録年数 参加クラス

岩手大学 小髙 敦志 おだか あつし 3 ME

岩手大学 原 柊斗 はら しゅうと 3 ME

岩手大学 菊池 美結 きくち みゆ 3 WE

岩手大学 鈴木 遼賀 すずき りょうが 2 ME

岩手大学 齋藤 俊輔 さいとう しゅんすけ 2 ME

岩手大学 岩﨑 隼也 いわさき しゅんや 1 MUA

岩手大学 山田 凌平 やまだ りょうへい 1 MUA

岩手大学 村山 蒼悟 むらやま そうご 1 MUA

岩手大学 宗形 和泉 むなかた いずみ 1 WUA

東北大学 小林 祐子 こばやし ゆうこ 4 WE

東北大学 高橋 直道 たかはし なおみち 3 ME

東北大学 嶋﨑 渉 しまざき わたる 4 ME

東北大学 西平 楽 にしひら がく 4 MUA

東北大学 早坂 鴻志 はやさか こうじ 2 MUA

東北大学 時任 晴央 ときとう はるひさ 2 ME

東北大学 菊地 美里 きくち みさと 2 WE

東北大学 小林 伸次 こばやし しんじ 3 ME

東北大学 薗部 駿太 そのべ しゅんた 4 ME

東北大学 井上 諒 いのうえ りょう 2 ME

東北大学 高橋 忠大 たかはし あつと 1 ME

東北大学 葛西 裕樹 かさい ゆうき 2 ME

東北大学 古関 駿介 こせき しゅんすけ 3 ME

東北大学 龍堀 巧 たつぼり たくみ 4 ME

東北大学 山田 基生 やまだ もとみ 4 ME

東北大学 山田 峻大 やまだ としき 3 ME

東北大学 小林 俊介 こばやし しゅんすけ 3 ME

東北大学 伊藤 拓馬 いとう たくま 4 ME

東北大学 石渡 望 いしわた のぞむ 4 ME

東北大学 川西 翔貴 かわにし しょうき 2 MUA

東北大学 唐木 朋也 からき ともや 4 ME

東北大学 水上 玲奈 みずかみ れな 2 WE

東北大学 西原 大貴 にしはら だいき 2 ME

東北大学 保苅 優 ほかり ゆう 4 ME

東北大学 稲毛 隆太 いなげ りゅうた 2 ME

東北大学 竹花 佳祐 たけはな けいすけ 3 MUA

東北大学 寺田 直加 てらだ なおか 3 ME

東北大学 千葉 滉平 ちば こうへい 3 MUA



東北大学 今野 陽一 こんの よういち 3 ME

東北大学 阿保 匠真 あぼ たくま 2 ME

東北大学 小林 哲郎 こばやし てつろう 3 MUA

東北大学 金子 哲士 かねこ さとし 4 ME

東北大学 大槻 賢二朗 おおつき けんじろう 3 ME

東北大学 波根 竣介 はね しゅんすけ 2 ME

東北大学 桑山 陽次 くわやま ようじ 2 ME

東北大学 加藤 千晴 かとう ちはる 3 ME

東北大学 石川 諒 いしかわ りょう 2 ME

東北大学 藤澤 廉 ふじさわ れん 2 MUA

東北大学 村井 智哉 むらい ともや 2 ME

東北大学 君島 健太 きみしま けんた 2 ME

東北大学 八木橋 まい やぎはし まい 4 WE

北海道大学 清水 嘉人 しみず よしと 3 ME

北海道大学 末満 寛太 すえみつ かんた 2 ME

宮城学院女子大学 宇佐美　綾野 うさみ　あやの 2 WE

宮城学院女子大学 中村　莉子　 なかむら　りこ 3 WE

宮城学院女子大学 佐々木　亜珠 ささき　あず 3 WE

宮城学院女子大学 髙倉　玲衣 たかくら　れい 3 WUA

岩手県立大学 小林 亮太 こばやし りょうた 4 ME

福島大学 菅野　正太 かんの　しょうた 4 ME

福島大学 三浦　快嶺 みうら　かいね 4 WE

福島大学 佐藤　成美 さとう　なるみ 3 WE

新潟大学 井村 唯 いむら ゆい 4 WE

新潟大学 河野 珠里亜 かわの じゅりあ 4 WE

新潟大学 神戸 麻衣 ごうど まい 4 WE

新潟大学 柴山 大侑 しばやま だいゆう 4 ME

新潟大学 鈴木 皓紀 すずき ひろき 4 ME

新潟大学 滝沢 壮太 たきざわ そうた 4 ME

新潟大学 長谷川 拓海 はせがわ たくみ 4 ME

新潟大学 岩渕 悠太 いわぶち ゆうた 3 ME

新潟大学 坂本 慧 さかもと さとる 3 ME

新潟大学 滝澤 伊織 たきざわ いおり 3 WE

新潟大学 藤村 晋也 ふじむら しんや 3 MUA

新潟大学 曲田 貴大 まがた たかひろ 3 MUA

新潟大学 丸山 幸太 まるやま こうた 3 ME

新潟大学 植西 柳太 うえにし りゅうた 2 ME

新潟大学 金澤 優衣 かなざわ ゆい 2 WUA

新潟大学 今 翔太 こん しょうた 2 ME

新潟大学 杉浦 青空 すぎうら そら 2 ME



新潟大学 中野 佑太朗 なかの ゆうたろう 2 ME

新潟大学 野中 亮吾 のなか りょうご 2 ME

新潟大学 山口 敦也 やまぐち あつや 2 MUA

新潟大学 山田 光莉 やまだ ひかり 2 WUA

新潟大学 若林 海人 わかばやし かいと 2 ME

新潟大学 大石 遥 おおいし はるか 1 WE

新潟大学 大橋 裕太 おおはし ゆうた 1 ME

新潟大学 小柳 俊介 こやなぎ しゅんすけ 1 ME

新潟大学 柴﨑 愛有 しばさき あいり 1 WE

青山学院大学 小林 璃衣紗 こばやし りいさ 3 WE

お茶の水女子大学 上島　じゅ菜 かみじま じゅな 2 WE

お茶の水女子大学 長瀬　麻里子 ながせ　まりこ 2 WE

慶應義塾大学 江野 弘太郎 えの こうたろう 4 ME

慶應義塾大学 岩﨑 佑美 いわさき ゆみ 3 WE

慶應義塾大学 田淵 ヒカル たぶち ひかる 3 ME

慶應義塾大学 板垣 星哉 いたがき せいや 2 ME

慶應義塾大学 佐野 良我 さの りょうが 2 ME

慶應義塾大学 中林 優樹 なかばやし ゆうき 2 ME

慶應義塾大学 用松 知樹 ようまつ ともき 2 ME

慶應義塾大学 渡邉 真太郎 わたなべ しんたろう 2 ME

慶應義塾大学 今井 悠 いまい ゆう 1 ME

慶應義塾大学 倉上 英 くらかみ すぐる 1 ME

千葉大学 磯邉　岳晃 いそべ　たけあき 4 ME

千葉大学 岩佐　一大 いわさ　かずひろ 4 ME

千葉大学 水流　尚樹 つる　なおき 4 ME

千葉大学 得能　渉 とくのう　わたる 4 ME

千葉大学 本多　一成 ほんだ　いっせい 4 ME

千葉大学 宮嶋　哲矢 みやじま　てつや 4 ME

千葉大学 村山　泰眸 むらやま　たいむ 4 ME

千葉大学 森山　凌佑 もりやま　りょうすけ 4 ME

千葉大学 伊地知　淳 いじち　じゅん 3 ME

千葉大学 笠井　虹汰 かさい　こうた 3 ME

千葉大学 山口　龍之介 やまぐち　りゅうのすけ 3 ME

千葉大学 渡邉　大地 わたなべ　だいち 3 ME

千葉大学 猪股　紗如 いのまた　さよ 2 WE

千葉大学 大西　諒哉 おおにし　りょうや 2 ME

千葉大学 崎原　美咲紀 さきはら　みさき 2 WE

千葉大学 森川　輔 もりかわ　たすく 2 ME

千葉大学 矢倉　美励 やくら　みれい 2 WE

千葉大学 吉田　玄 よしだ　はじめ 2 ME



千葉大学 泉　夏帆　 いずみ　かほ 1 WE

千葉大学 佐藤　宏紀 さとう　ひろき 1 ME

千葉大学 佐藤　裕太 さとう　ゆうた 1 ME

千葉大学 大六野　祐斗 だいろくの　ゆうと 1 ME

千葉大学 真家　遼介 まいえ　りょうすけ 1 ME

千葉大学 森下　遥 もりした　はるか 1 WE

中央大学 山田 大雅 やまだ たいが 4 ME

筑波大学 根本 啓介 ねもと けいすけ 2 ME

筑波大学 村田 千真 むらた かずま 3 ME

筑波大学 菅波 崇志 すがなみ たかし 2 ME

筑波大学 根岸 龍宏 ねぎし たつひろ 2 ME

筑波大学 平岩 伊武季 ひらいわ いぶき 2 ME

筑波大学 宮本 和奏 みやもと わかな 4 WE

筑波大学 永山 遼真 ながやま りょうま 2 ME

筑波大学 佐藤 隆奈 さとう たかな 2 WE

筑波大学 柿沼 晴喜 かきぬま はるき 4 ME

筑波大学 森 恒大 もり こうだい 3 ME

筑波大学 高松 暉 たかまつ あきら 2 ME

筑波大学 谷野 文史 たにの ふみちか 4 ME

筑波大学 高柳 知朗 たかやなぎ ともろう 4 MUA

筑波大学 名雪 青葉 なゆき あおば 3 ME

筑波大学 祖父江 有祐 そぶえ ゆうすけ 2 ME

筑波大学 中井 健介 なかい けんすけ 1 MUA

筑波大学 市川 竣介 いちかわ しゅんすけ 1 ME

筑波大学 佐久間 若菜 さくま わかな 4 WE

筑波大学 小牧 弘季 こまき ひろき 4 ME

筑波大学大学院 西谷 彩奈 にしや あやな 4 WE

筑波大学大学院 渡邊 寛希 わたなべ ひろき 4 ME

東京大学 浅井 寛之 あさい ひろゆき 4 ME

東京大学 池田 直樹 いけだ なおき 4 ME

東京大学 中村 僚宏 なかむら ともひろ 4 ME

東京大学 日比 浩喜 ひび こうき 4 MUA

東京大学 松本 明訓 まつもと あきのり 4 MUA

東京大学 片岡 茅悠 かたおか ちひろ 4 WE

東京大学 朝間 玲羽 あさま りょう 3 ME

東京大学 有澤 達哉 ありさわ たつや 3 ME

東京大学 伊藤 嵩真 いとう たかまさ 3 ME

東京大学 伊藤 元春 いとう もとはる 3 ME

東京大学 小林 尚暉 こばやし なおき 3 ME

東京大学 藤原 悠平 ふじわら ゆうへい 3 ME



東京大学 松嶋 亮弥 まつしま りょうや 3 ME

東京大学 石井 洋一郎 いしい よういちろう 2 MUA

東京大学 大久保 壮途 おおくぼ そうと 2 ME

東京大学 烏野 祐作 からすの ゆうさく 2 ME

東京大学 衣笠 匠斗 きぬがさ たくと 2 ME

東京大学 佐藤 佑亮 さとう ゆうすけ 2 ME

東京大学 相馬 哲兵 そうま てっぺい 2 ME

東京大学 竹安 宏曜 たけやす ひろあき 2 MUA

東京大学 藤澤 達也 ふじさわ たつや 2 ME

東京大学 本庄 祐一 ほんじょう ゆういち 2 ME

東京大学 宗安 慧悟 むねやす けいご 2 MUA

東京大学 吉原 慧 よしはら さとし 2 MUA

東京大学 綾野 拓全 あやの たくま 1 MUA

東京大学 上田 礼一 うえだ れいいち 1 ME

東京大学 大熊 光汰 おおくま こうた 1 MUA

東京大学 加賀谷 湧 かがや ゆう 1 MUA

東京大学 金子 隼人 かねこ はやと 1 ME

東京大学 吉良 優希 きら ゆうき 1 MUA

東京大学 長瀬 壮太 ながせ そうた 1 MUA

東京大学 日高 祐哉 ひだか ゆうや 1 MUA

東京大学 吹原 泰弦 ふきはら たいげん 1 MUA

東京大学 渡辺 陽太 わたなべ ようた 1 MUA

東京農工大学 荒川悠人 あらかわ ゆうと 3 ME

東京農工大学 安齋音哉 あんざい おとや 3 ME

東京農工大学 伊藤隼太郎 いとう じゅんたろう 3 ME

東京農工大学 稲邊穂乃果 いなべ ほのか 4 WE

東京農工大学 押切嶺於 おしきり れお 4 ME

東京農工大学 砥石真奈 といし まな 4 WE

東京農工大学 中田成央 なかた なお 3 ME

東京農工大学 藤田翔伍 ふじた しょうご 2 ME

東京農工大学大学院 大石征裕 おおいし ゆきひろ 3 ME

東京理科大学 岡田 航太朗 おかだ こうたろう 2 ME

東京理科大学 吉田 菜々子 よしだ ななこ 1 WE

東京理科大学 阿部 朱莉 あべ あかり 3 WE

東京理科大学 川崎 拓巳 かわさき たくみ 2 ME

法政大学 佐藤 珠穂 さとう　たまお 4 WE

法政大学 田中 琉偉 たなか るい 3 ME

法政大学 吉永 紗弥香 よしなが さやか 2 WE

法政大学 登内 良輔 とのうち りょうすけ 1 MUA

法政大学 川口 綜一朗 かわぐち そういちろう 1 MUA



横浜国立大学 津田 卓磨 つだ たくま 4 ME

横浜国立大学 中嶋 律起 なかじま りつき 4 ME

横浜国立大学 清野 幸 きよの さち 4 WE

横浜国立大学 鈴木 琢也 すずき たくや 3 ME

横浜国立大学 碓井 玲 うすい れい 2 ME

横浜国立大学 栗山 朋大 くりやま ともひろ 2 ME

横浜国立大学 野上 世蓮 のがみ せれん 2 ME

横浜国立大学 羽田 拓真 はだ たくま 2 ME

横浜国立大学 楊 泓志 よう こうし 2 ME

横浜国立大学 塚本 理紗子 つかもと りさこ 2 WE

横浜国立大学 三上 夏生 みかみ なつき 2 WE

横浜国立大学 村岡 泰輝 むらおか たいき 1 ME

立教大学 香取 瑞穂 かとり みずほ 4 WE

立教大学 門松 歩美 かどまつ あゆみ 3 WUA

立教大学 世良 史佳 せら ふみか 4 WE

立教大学 佐藤 加奈 さとう かな 3 WE

立教大学 中村 咲野 なかむら さの 3 WE

早稲田大学 大石 洋輔 おおいし ようすけ 4 ME

早稲田大学 石田 健太郎 いしだ けんたろう 4 ME

早稲田大学 池田 匠 いけだ たくみ 3 ME

早稲田大学 中村 諒 なかむら りょう 3 ME

早稲田大学 上保 望 うわぼ のぞむ 3 ME

早稲田大学 松井 泰道 まつい やすみち 3 ME

早稲田大学 秋元 郁 あきもと かおる 3 ME

早稲田大学 木本 琢登 きもと たくと 3 ME

早稲田大学 立松 空 たてまつ　そら 2 ME

早稲田大学 澤田 直志 さわだ　なおゆき 2 ME

早稲田大学 宮岡 竜也 みやおか　たつや 2 ME

早稲田大学 網 優希 あみ　ゆうき 2 ME

早稲田大学 市川 幸杜 いちかわ　よしと 2 ME

早稲田大学 入江 龍成 いりえ　りゅうせい 2 ME

早稲田大学 冨永 万由 とみなが　まゆ 4 WE

早稲田大学 秋山 美怜 あきやま　みれい 4 WE

早稲田大学 楊 馨逸 よう　しんい 4 WE

早稲田大学 松本 環 まつもと　たまき 3 WE

早稲田大学 里見 穂 さとみ　すい 3 WE

早稲田大学 森清 星也 もりきよ せいや 1 ME

実践女子大学 藤平 歩 ふじひら あゆみ 4 WUA

実践女子大学 阿部 悠 あべ ゆう 3 WE

実践女子大学 鈴木 日菜 すずき ひな 3 WE



実践女子大学 坂根 歩実 さかね あゆみ 2 WE

実践女子大学 仲田 有沙 なかた ありさ 2 WUA

実践女子大学 初野 春菜 はつの はるな 2 WUA

一橋大学 高橋　英人 たかはし ひでと 4 ME

一橋大学 池ヶ谷 みのり いけがや みのり 3 WE

一橋大学 仲長 航 なかちょう わたる 2 ME

一橋大学 松原 佑季 まつばら ゆうき 2 ME

一橋大学 井上 拓紀 いのうえ たくのり 1 MUA

一橋大学 小川 亮太郎 おがわ りょうたろう 1 MUA

一橋大学 加賀 萌起 かが もえき 1 MUA

一橋大学 公森 達郎 きみもり たつろう 1 MUA

相模女子大学 井上 千帆里 いのうえ ちほり 4 WE

相模女子大学 田中　恵子 たなか めぐみ 2 WUA

東京工業大学 臼井 千尋 うすい ちひろ 3 WE

東京工業大学 小寺 義伸 こでら よしのぶ 4 ME

東京工業大学 櫻井 一樹 さくらい かずき 4 ME

東京工業大学 櫻木 嵩斗 さくらぎ たかと 4 ME

東京工業大学 高橋 洸太 たかはし こうた 4 ME

東京工業大学 豊澤 義文 とよさわ よしふみ 4 ME

東京工業大学 三浦 開登 みうら かいと 4 ME

東京工業大学 青木 航流 あおき わたる 3 ME

東京工業大学 瓜生 侑 うりゅう ゆう 3 ME

東京工業大学 大場 隆太郎 おおば りゅうたろう 3 ME

東京工業大学 角野 裕之 かどの ひろゆき 3 ME

東京工業大学 倉田 瞭一 くらた りょういち 3 ME

東京工業大学 宮川 靖弥 みやがわ せいや 3 ME

東京工業大学 大友 秀太 おおとも しゅうた 2 MUA

東京工業大学 河野 弘士 こうの ひろし 2 MUA

東京工業大学 木村 詠吉 きむら えいきち 2 MUA

東京工業大学 木村 宇快 きむら たかよし 2 ME

東京工業大学 佐藤 隆 さとう りゅう 2 ME

東京工業大学 塚田 翔太 つかだ しょうた 2 ME

東京工業大学 山崎  嘉津人 やまざき かづと 2 ME

聖心女子大学 野中 麻祐子 のなか まゆこ 4 WUA

日本女子大学 菅原 真優 すがわら まゆ 4 WE

日本女子大学 池田 夏希 いけだ なつき 2 WE

日本女子大学 石黒 麻柚菜 いしぐろ まゆな 2 WE

日本女子大学 榎戸 麻衣 えのきど まい 2 WE

日本女子大学 藤中 美波 ふじなか みなみ 2 WE

芝浦工業大学 小森 直人 こもり　なおと 2 ME



茨城大学 豊田　健登 とよだ　けんと 4 ME

茨城大学 野沢　星雅 のざわ　せが 4 ME

茨城大学 菅沼　友仁 すがぬま　ゆうと 4 ME

茨城大学 到津　春樹 いとうづ　はるき 4 ME

茨城大学 笹島　建吾 ささじま　けんご 3 ME

茨城大学 竹下　晴山 たけした　はるたか 3 ME

茨城大学 西田　直人 にしだ　なおと 3 ME

茨城大学 大栗　由希 おおぐり　ゆき 3 WE

茨城大学 堀内　颯介 ほりうち　そうすけ 2 ME

茨城大学 佐藤　珠有 さとう　しゅう 2 ME

横浜市立大学 鈴木 京佑 すずき きょうすけ 4 ME

横浜市立大学 松田 千果 まつだ ちか 4 WE

横浜市立大学 田村 一紗 たむら かずさ 4 WE

横浜市立大学 市川 礼偉 いちかわ れい 3 ME

横浜市立大学 菅野 裕貴 かんの ひろき 4 ME

関東学院大学 嶋崎　彰人 しまざき　あきと 2 ME

関東学院大学 石渡　雄也 いしわた　ゆうや 3 ME

関東学院大学 藤井　明日香 ふじい　あすか 3 WE

国際基督教大学 福田 有紗 ふくだ ありさ 1 WUA

群馬大学 竹市 葵 たけいち あおい 2 MUA

十文字学園女子大学 杉山 桃菜 すぎやま ももな 4 WUA

十文字学園女子大学 坂巻 朱里 さかまき あかり 2 WE

十文字学園女子大学 工藤 藍花 くどう あいか 2 WUA

十文字学園女子大学 九津見 梓紗 くつみ あずさ 2 WE

十文字学園女子大学 齋藤 遥 さいとう はるか 1 WUA

静岡大学 矢田 祐喜 やだ ゆうき 3 ME

静岡大学 和田 佳丈 わだ よしたけ 3 ME

静岡大学 森田 邦夫 もりた くにお 3 ME

静岡大学 中神 智香 なかがみ ともか 3 WE

静岡大学 森下 晃成 もりした あきなり 3 ME

名古屋大学 伊部 琴美 いべ ことみ 4 WE

名古屋大学 安部 智晴 あべ ともはる 4 ME

名古屋大学 住吉 将英 すみよし まさひで 4 ME

名古屋大学 藤井 悠輝 ふじい ゆうき 3 ME

名古屋大学 粟生 啓介 あおう けいすけ 3 ME

名古屋大学 小林 直登 こばやし なおと 2 ME

名古屋大学 鈴木 海斗 すずき かいと 2 ME

名古屋大学 櫻井 千尋 さくらい ちひろ 2 ME

名古屋大学 近藤 花保 こんどう かほ 2 WE

名古屋大学 椿原 暖人 つばきはら はると 2 MUA



名古屋工業大学 小俣 敦宏 こまた あつひろ 3 ME

椙山女学園大学 中村沙耶 なかむらさや 4 WE

椙山女学園大学 中野真優 なかのまゆ 4 WE

椙山女学園大学 明田彩里 あけたあやり 3 WE

椙山女学園大学 須本みずほ すもとみずほ 3 WE

椙山女学園大学 山崎璃果 やまさきりか 3 WE

椙山女学園大学 今井里奈 いまいりな 2 WE

椙山女学園大学 杉浦野乃子 すぎうらののこ 2 WE

大阪大学 吉田 薪史 よしだ しんじ 4 ME

大阪大学 片岡 佑太 かたおか ゆうた 4 ME

大阪大学 金城 和志 きんじょう かずし 4 ME

京都大学 小丸 幸佑 こまる こうすけ 3 MUA

京都大学 太田 知也 おおた ともや 4 ME

京都大学 二俣 真 ふたまた しん 2 ME

京都大学 古池 将樹 こいけ まさき 4 ME

京都大学 平岡 丈 ひらおか じょう 2 ME

京都大学 和佐田 祥太朗 わさだ しょうたろう 3 ME

京都大学 山根 萌加 やまね もえか 3 WE

京都女子大学 角谷 侑香 かくたに ゆか 4 WE

京都女子大学 時森 きみか ときもり きみか 4 WUA

京都女子大学 酒井 舞子 さかい まいこ 3 WUA

神戸大学 高野 陽平 たかの ようへい 4 ME

神戸大学 関根 優樹 せきね ゆうき 4 ME

神戸大学 豊田 俊哉 とよた しゅんや 3 ME


