
インカレスプリントロング２０２１　エントリーリスト（オフィシャル）

加盟校名 氏名 ふりがな 加盟校名 氏名 ふりがな

岩手大学 髙橋郁磨 たかはしいくま 東京工業大学 櫻木 嵩斗 さくらぎ たかと

岩手大学 石田尚大 いしだしょうた 東京工業大学 三浦 開登 みうら かいと

東北大学 金子 哲士 かねこ さとし 東京工業大学 古寺 義伸 こでら よしのぶ

東北大学 小林 祐子 こばやし ゆうこ 聖心女子大学 小林　璃衣紗 こばやし　りいさ

東北大学 嶋崎 渉 しまざき わたる 日本女子大学 金子 詩乃 かねこ しの

東北大学 薗部 駿太 そのべ しゅんた 日本女子大学 山浦 夏樹 やまうら なつき

北海道大学 湯浅 博晶 ゆあさ ひろあき 茨城大学 橋本 花恵 はしもと はなえ

宮城学院女子大学 佐藤 汐子 さとう　しほこ 茨城大学 菅沼 友仁 すがぬま ゆうと

宮城学院女子大学 伊藤 拓馬 いとう　たくま 茨城大学 野沢 星雅 のざわ せが

金沢大学 石﨑 建 いしざき たける 茨城大学 増沢 すず ますざわ すず

金沢大学 山本 哲也 やまもと てつや 横浜市立大学 鈴木 京佑 すずき きょうすけ

金沢大学 福留 悠斗 ふくどめ ゆうと 横浜市立大学 松田 千果 まつだ ちか

新潟大学 河野 珠里亜 かわの　じゅりあ 横浜市立大学 桃井 陽佑 ももい ようすけ

新潟大学 山下 政泰 やました　まさひろ 関東学院大学 藤原　真吾 ふじわら　しんご

新潟大学 滝沢 壮太 たきざわ　そうた 十文字学園女子大学 宮本 樹 みやもと たつき

新潟大学 鈴木 晧紀 すずき　ひろき 静岡大学 桑山 倫博 くわやま のりひろ

お茶の水女子大学 森川　周 もりかわ　しゅう 静岡大学 本田 明良 ほんだ あきら

慶應義塾大学 江野 弘太郎 えの こうたろう 静岡大学 加藤 翔伍 かとう しょうご

慶應義塾大学 和田 康次郎 わだ こうじろう 静岡大学 片桐 悟 かたぎり さとる

千葉大学 香取 菜穂 かとり なほ 名古屋大学 伊部 琴美 いべ ことみ

千葉大学 宮嶋 哲矢 みやじま てつや 名古屋大学 棚橋 一樹 たなはし かずき

千葉大学 森山 凌佑 もりやま りょうすけ 名古屋大学 岩垣 和也 いわがき かずや

千葉大学 本多 一成 ほんだ いっせい 名古屋工業大学 石川 創也 いしかわ そうや

筑波大学 小牧 弘季 こまき ひろき 椙山女学園大学 川口 真司 かわぐち　まさし

筑波大学 宮本 若菜 みやもと わかな 椙山女学園大学 中野 真優 なかの　まゆ

筑波大学 谷野 文史 たにの ふみちか 大阪大学 片岡 佑太 かたおか ゆうた

筑波大学 小竹 佳穂 こたけ かほ 大阪大学 吉田 薪史 よしだ しんじ

東京大学 殿垣 佳治 トノガキ　ケイジ 大阪大学 金城 和志 きんじょう かずし

東京大学 大橋 陽樹 オオハシ　ハルキ 京都大学 太田 知也 おおた ともや

東京農工大学 押切 嶺於 おしきり れお 京都大学 岩井 龍之介 いわい りゅうのすけ

東京農工大学 大石 征裕 おおいし ゆきひろ 京都大学 古池 将樹 こいけ まさき

東京農工大学 石坪 夕菜 いしつぼ ゆうな 京都大学 佐野 萌子 さの もえこ

東京理科大学 西谷 彩奈 にしや　あやな 神戸大学 高野 陽平 たかの ようへい

横浜国立大学 清野 幸 きよの さち 奈良女子大学 小笠原 萌 おがさわら もえ

横浜国立大学 戸澤 貴志 とざわ たかし 広島大学 清水 慎太郎 きよみずしんたろう

横浜国立大学 津田 卓磨 つだ たくま 広島大学 山内 優太 やまうちゆうた

早稲田大学 大石 洋輔 おおいし ようすけ

早稲田大学 秋山 美怜 あきやま みれい

早稲田大学 楊 馨逸 よう しんい

早稲田大学 長谷川 望 はせがわ のぞみ

実践女子大学 香取 瑞穂 カトリ ミズホ

実践女子大学 世良 史佳 セラ フミカ

一橋大学 根本 夏林 ねもと　かりん

一橋大学 比企野 純一 ひきの　じゅんいち

一橋大学 柏田 芳樹 かしわだ　よしき

相模女子大学 井上 千帆里 いのうえ ちほり

相模女子大学 中嶋 律起 なかじま りつき


