
インカレロング2020　エントリーリスト(オフィシャル)

加盟校名 氏名 ふりがな 実践女子大学 村井 智也 むらい ともや

岩手大学 高橋 郁磨 たかはし いくま 実践女子大学 比企野 純一 ひきの じゅんいち

岩手大学 松本 陸 まつもと りく 一橋大学 横堀 聖人 よこぼり せいと

東北大学 北見 匠 きたみ たくみ 相模女子大学 杉山 真理 すぎやま まり

東北大学 長岡 凌生 ながおか りょうき 東京工業大学 若松 甫 わかまつ はじめ

東北大学 伊東 加織 いとう かおり 東京工業大学 田口 滉一 たぐち ひろかず

東北大学 青芳 龍 あおよし りょう 日本女子大学 久野 公愛 くの まさえ

北海道大学 塩平 真士 しおひら しんじ 日本女子大学 三好 将史 みよし まさし

宮城学院女子大学 一宮 奈津美 いちみや なつみ 津田塾大学 木村 るび子 きむら るびこ

宮城学院女子大学 古谷 洸 ふるや こう 茨城大学 奥尾　優理 おくお　ゆうり

金沢大学 山本 哲也 やまもと てつや 茨城大学 七五三　碧 しめ　あおい

金沢大学 吉田 涼哉 よしだ りょうや 横浜市立大学 濱野 奎 はまの けい

金沢大学 二瓶 勢真 にへい いくま 横浜市立大学 平松 夕衣 ひらまつ ゆい

お茶の水女子大学 中島 緑里 なかじま みどり 横浜市立大学 篠塚 みずき しのづか みずき

慶應義塾大学 上島 浩平 かみじま こうへい 関東学院大学 藤原真吾 ふじわら しんご

慶應義塾大学 清水 俊祐 しみず しゅんすけ 関東学院大学 吉澤 雄大 よしざわ ゆうた

慶應義塾大学 桃井 陽佑 ももい ようすけ 十文字学園女子大学 谷口 文弥 たにぐち ふみや

千葉大学 岡田 翔太 おかだ しょうた 十文字学園女子大学 宮本 樹 みやもと たつき

千葉大学 中野 航友 なかの こうすけ 法政大学 佐藤 遼平 さとう りょうへい

千葉大学 中浴 広樹 なかさこ ひろき 静岡大学 桑山 倫博 くわやま のりひろ

千葉大学 森谷 風香 もりや ふうか 静岡大学 瀧下 真一 たきした まこと

筑波大学 藤井 範久 ふじい のりひさ 静岡大学 山本 智士 やまもと さとし

筑波大学 楠 健志 くすのき けんじ 静岡大学 片桐 悟 かたぎり さとる

筑波大学 小竹 佳穂 こたけ かほ 名古屋大学 竹内 公一 たけうち こういち

筑波大学 増澤 すず ますざわ すず 名古屋大学 林 雅人 はやし まさと

東京大学 大田 将司 おおた しょうじ 名古屋大学 岩垣 和也 いわがき かずや

東京大学 新田見 優輝 にたみ ゆうき 名古屋大学 河村 優花 かわむら ゆか

東京大学 大橋 陽樹 おおはし はるき 椙山女学園大学 藤井 菜実 ふじい なみ

東京大学 小林 美咲 こばやし みさき 椙山女学園大学 川口 真司 かわぐち まさし

東京理科大学 柴沼 健 しばぬま けん 大阪大学 塚越 真悠子 つかこし まゆこ

東京理科大学 森田 夏水 もりた なつみ 大阪大学 出田 涼子 いづた りょうこ

横浜国立大学 稲森 剛 いなもり ごう 大阪大学 今松 亮太 いままつ りょうた

横浜国立大学 石井 悠太 いしい ゆうた 京都大学 岩井 龍之介 いわい りゅうのすけ

横浜国立大学 村田 茉奈美 むらた まなみ 京都大学 森河 俊成 もりかわ としなり

立教大学 三上 拓真 みかみ たくま 京都大学 山本 明史 やまもと あきふみ

早稲田大学 齋藤 佑樹 さいとう ゆうき 京都大学 佐野 萌子 さの もえこ

早稲田大学 長谷川 望 はせがわ のぞみ 神戸大学 川島 聖也 かわしま せいや

早稲田大学 高橋 利奈 たかはし りな 奈良女子大学 中川真緒 なかがわまお


