
※5月26日時点でのすべてのお申込みいただいた方のデータを反映しています。
  エントリーリストの内容についてご質問等ございましたら、
  お手数おかけしますが、sprint2018kanto@gmail.com までご連絡ください。
※自家用車利用申請・地図販売は申込みがあった大学のみ、下の表に記載しています。

大学・クラブ 台数 大学・クラブ クラス・枚数

茨城大学 5 フェリス女学院大学 WS 1枚
KOLC(全体) 6 横浜市立大学 MS , WS 1枚
千葉大学 4 関東学院大学 MS 1枚
早大OC(全体) 9 慶應義塾大学 MS , WS , M , S , 全コントロール図 1枚
筑波大学 6 早稲田大学 MS , WS , 全コントロール図 1枚
電気通信大学 1 相模原女子大学 WS 1枚
東京工業大学 8 筑波大学 MS , WS , 全コントロール図 1枚
OLK(全体) 6 東京工業大学 MS , WS , 全コントロール図 1枚
東京農工大学 3 東京大学 MS 2枚 , WS , 全コントロール図 1枚

関東MS
ふりがな 所属 学連登録年数

おおた しょうじ 一橋大学 4
こいけ かずき 一橋大学 4

きのした たつひと 一橋大学 3
ごとう かずき 一橋大学 3

たかみざわ しょういち 一橋大学 3
かしわだ よしき 一橋大学 2
たかはし ひでと 一橋大学 2

かねこ りょう 一橋大学 1
すがぬま ゆうと 茨城大学 2
とよだ けんと 茨城大学 2
のざわ せが 茨城大学 2

おだぎり まさき 茨城大学 2
もちづき やまと 茨城大学 3

しめあ おい 茨城大学 3
おくお ゆうり 茨城大学 4

かわさき しょう 茨城大学 4
いとうず はるき 茨城大学 2

かしわや しょうだい 茨城大学 2
ささじま けんご 茨城大学 1
しばやま なおき 茨城大学 4

みずさわ かずひろ 茨城大学 1
いしい ゆうた 横浜国立大学 4
とざわ たかし 横浜国立大学 3
いなもり ごう 横浜国立大学 4

なかじま りつき 横浜国立大学 2
ままだ たくま 横浜国立大学 2
さとう けんと 横浜国立大学 2
つだ たくま 横浜国立大学 2

いとう いつき 横浜国立大学 4
みやした あきら 横浜国立大学 4
ふくよ たいち 横浜国立大学 1
つだ ゆうき 横浜国立大学 1

かつらぎ ともや 横浜国立大学 1
すずき たくや 横浜国立大学 1
いながき こう 横浜国立大学 1

みなみ りゅうのすけ 横浜国立大学 1
なかむら なおき 横浜国立大学 3
きたがわ けんや 横浜市立大学 4
すずき きょうすけ 横浜市立大学 2

かんの ひろき 横浜市立大学 2
ふじわら しんご 関東学院大学 3
たかはし ひとし 関東学院大学 1
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 自家用車利用台数 地図販売

川崎 翔
到津 春樹
柏谷 翔大
笹嶋 建吾
芝山 直希

大田 将司
小池 一輝
木下 達仁
後藤 和樹

高見澤 翔一
柏田 芳樹
高橋 英人
金子 稜

菅沼 友仁
豊田 健登
野沢 星雅

小田桐 正樹
望月 ヤマト
七五三 碧
奥尾 優里

侭田 卓磨
佐藤 健斗
津田 卓磨
伊藤 樹
宮下 旺

水澤 和大
石井 悠太
戸澤 貴志
稲森 剛

中嶋 律起

南 龍之介
中村 直暉
北川 賢也
鈴木 京佑
菅野 裕貴

福與 太一
津田 悠暉
桂木 智也
鈴木 琢也
稲垣 滉

藤原 真吾
高橋 周

名前



はやし しょうご 関東学院大学 1
こだま りょうた 群馬大学 3
やまだ りょうた 群馬大学 1

しみず しゅんすけ 慶應義塾大学 3
にしした りょうすけ 慶應義塾大学 3
うえむら たいじょう 慶應義塾大学 3

ももい ようすけ 慶應義塾大学 3
わたなべ たかし 慶應義塾大学 3
しげはら みずき 慶應義塾大学 3

はまの けい 慶應義塾大学 4
かみじま こうへい 慶應義塾大学 4
ふかの こうだい 慶應義塾大学 4
えの こうたろう 慶應義塾大学 2
いとう しょうた 慶應義塾大学 1

ありやす けんと 慶應義塾大学 1
はらだ けいご 慶應義塾大学 4

いわさわ けいたろう 慶應義塾大学 1
ゆうき だいご 千葉大学 4

よねざわ よしひこ 千葉大学 4
いけだ あつし 千葉大学 3
おかだ しょうた 千葉大学 3

おくだ りく 千葉大学 3
ちざき まさや 千葉大学 3
つる なおき 千葉大学 2

むらやま たいむ 千葉大学 2
とくのう わたる 千葉大学 2

ほんだ いっせい 千葉大学 2
いそべ たけあき 千葉大学 2
いわさ かずひろ 千葉大学 2

もりやま りょうすけ 千葉大学 2
みやじま てつや 千葉大学 2
はしもと ゆうし 千葉大学 2
しばぬま けん 早稲田大学 4
さいとう ゆうき 早稲田大学 4
みよし まさし 早稲田大学 3

みせ りょうたろう 早稲田大学 3
うつみ りょう 早稲田大学 3

はせがわ のぞみ 早稲田大学 3
いしだ けんたろう 早稲田大学 2
おおいし ようすけ 早稲田大学 2
やぐち まさたか 早稲田大学 2
かやぬま ゆうや 早稲田大学 2
おがわ かずま 早稲田大学 2
いけだ たくみ 早稲田大学 1
いとう ゆう 筑波大学 2

かきぬま はるき 筑波大学 2
こまき ひろき 筑波大学 2
こやま しょうご 筑波大学 2
ささき はるひこ 筑波大学 2

たかやなぎ ともろう 筑波大学 2
たにの ふみちか 筑波大学 2
まえだ のりふみ 筑波大学 2
かわきた たくと 筑波大学 3
すずき たいき 筑波大学 3
すどう たかや 筑波大学 3

たかもと あきひろ 筑波大学 3
はと りきのすけ 筑波大学 3
よこやま つかさ 筑波大学 3

あおの りょうすけ 筑波大学 4
おおの こうき 筑波大学 4

くすのき けんじ 筑波大学 4
なかじま そうた 筑波大学 4
にのひら たく 筑波大学 4

はしもと なおゆき 筑波大学 4
やまだ たいが 中央大学 2
くにさわ らく 中央大学 1
うすい そうた 中央大学 1

おがわ しょうたろう 電気通信大学 4
しまむら いっぽ 電気通信大学 2
しむら ゆういち 電気通信大学 2
ふじもり たつや 電気通信大学 1

清水 俊祐
西下 遼介
上村 太城
桃井 陽佑
渡辺 鷹志

林 昇吾
児玉 涼太
山田 涼太

伊藤 頌太
有安 建人
原田 慧吾

岩澤 啓太郎
結城 大瑚

茂原 瑞基
浜野 奎

上島 浩平
深野 広大

江野 弘太郎

水流 尚樹
村山 泰眸
得能 渉

本多 一成
磯邉 岳晃

米沢 嘉彦
池田 京史
岡田 翔太
奥田 陸

地﨑 匡哉

斎藤 佑樹
三好 将史

三瀬 遼太郎
内海 瞭

長谷川 望

岩佐 一大
森山 凌佑
宮嶋 哲矢
橋本 勇士
柴沼 健

池田 匠
伊藤 祐

柿沼 晴喜
小牧 弘季
小山 正伍

石田 健太郎
大石 洋輔
屋口 正鷹
萱沼 優也
小川 一真

鈴木 大喜
須藤 貴也
高本 章寛
鳩 力乃介
横山 司

佐々木 啓彦
高柳 知朗
谷野 文史
前田 典歩
河北 拓人

橋本 直幸
山田 大雅
国沢 楽

薄井 聡汰
小川 詔太郎

青野 綾介
大野 亘毅
楠 健志

中島 颯大
仁野平 拓

島村 一歩
志村 勇一
藤森 達也



おばら かずひこ 東京工業大学 4
じんの なおき 東京工業大学 4

うえの こうへい 東京工業大学 4
ふじもと しょうた 東京工業大学 4

しまだ ゆうじ 東京工業大学 4
しいな わたる 東京工業大学 4
せがわ ももか 東京工業大学 4

わかまつ はじめ 東京工業大学 3
ふじた じゅんや 東京工業大学 3
おやま なおとし 東京工業大学 3
おおくら りょうご 東京工業大学 3
おかだ りょうま 東京工業大学 3
たぐち ひろかず 東京工業大学 3
のりづき そうた 東京工業大学 3

かしもり やすはる 東京工業大学 2
あまき ゆうき 東京工業大学 2
さくらぎ たかと 東京工業大学 2

かわの たかひろ 東京工業大学 2
たかはし こうた 東京工業大学 2
みうら かいと 東京工業大学 2

ふるどの なおや 東京工業大学 2
えき あゆき 東京工業大学 2

やまもと しゅんや 東京工業大学 2
さくらい かずき 東京工業大学 2
しょうじ こうた 東京工業大学 2
おおや かずき 東京工業大学 2
こでら よしのぶ 東京工業大学 2

とよさわ よしふみ 東京工業大学 2
やなぎ こうた 東京工業大学 2
いとう ゆうや 東京工業大学 1

くらた りょういち 東京工業大学 1
たなか だいき 東京工業大学 1
いまい たいち 東京工業大学 1
さくま りょう 東京工業大学 1

あおき わたる 東京工業大学 1
たきい けんすけ 東京工業大学 1

かわはら あきひろ 東京工業大学 1
おおば りゅうたろう 東京工業大学 1
ふじや けいいちろう 東京工業大学 1

うりゅう ゆう 東京工業大学 1
わかつき としひろ 東京工業大学 1
しむら たかひろ 東京工業大学 1

みやがわ せいや 東京工業大学 1
おかの みきお 東京工業大学 1
おおしろ れん 東京工業大学 1

いずはら ゆういち 東京大学 4
おかもと ひろあき 東京大学 4
かわもと まさき 東京大学 4
さとう りょうへい 東京大学 4
とのがき けいじ 東京大学 4
にたみ ゆうき 東京大学 4

はまうづ ゆうすけ 東京大学 4
みかみ たくま 東京大学 4

みやもと たつき 東京大学 4
むらい ともや 東京大学 4

いいだ やすふみ 東京大学 3
いしだ はるき 東京大学 3

いしはら ゆうき 東京大学 3
おおはし はるき 東京大学 3
たねいち まさや 東京大学 3

ひきの じゅんいち 東京大学 3
ふるた りくた 東京大学 3

あさい ひろゆき 東京大学 2
いけだ なおき 東京大学 2

おおつる けいすけ 東京大学 2
くぼかわ かずま 東京大学 2
しいな あきひろ 東京大学 2
つるはら けい 東京大学 2

なかむら ともひろ 東京大学 2
ねもと かりん 東京大学 2
もりかわ しゅう 東京大学 2

上野 康平
藤本 翔太
島田 雄史
椎名 渉

瀬川 桃加

小原 和彦
神野 直紀

田口 滉一
法月 奏太
樫森 康晴
天木 祐希
櫻木 嵩斗

若松 甫
藤田 純矢
尾山 直駿
大倉 崚吾
岡田 怜真

山本 洵哉
櫻井 一樹
庄司 晃太
大屋 和貴
小寺 義伸

河野 貴大
高橋 洸太
三浦 開登
古殿 直也
浴 歩輝

今井 大智
佐久間 亮
青木 航流
瀧井 健介
川原 明洋

豊澤 義文
柳 康太

伊藤 有哉
倉田 瞭一
田中 大樹

宮川 靖弥
岡野 幹生
大城 蓮

出原 優一
岡本 洸彰

大場 隆太郎
藤谷 慶一郎

瓜生 侑
若月 俊宏
志村 貴大

三上 拓真
宮本 樹

村井 智也
飯田 泰史
石田 晴輝

河本 将毅
佐藤 遼平
殿垣 佳治

新田見 優輝
濱宇津 佑亮

浅井 寛之
池田 直樹
大鶴 啓介

久保川 和馬
椎名 晃丈

石原 湧樹
大橋 陽樹
種市 雅也

比企野 純一
古田 陸太

鶴原 啓
中村 僚宏
根本 夏林
森川 周



あさま りょう 東京大学 1
くりす かずや 東京大学 1

こばやし なおき 東京大学 1
かわな しゅんすけ 東京農工大学 3

ながい けんた 東京農工大学 4
はやかわ てつひこ 東京農工大学 3

おの ひろと 東京農工大学 3
まつざき たつや 東京農工大学 3
いたばし ゆうき 東京農工大学 2

おおいし ゆきひろ 東京農工大学 2
こいけ まさひろ 東京農工大学 2
たむら かずし 東京農工大学 2
たなか るい 法政大学 1

関東WS
名前 ふりがな 所属 学連登録年数

むらた まなみ フェリス女学院大学 4
いけがや みのり 一橋大学 1

えべ ふさえ 一橋大学 1
はしもと はなえ 茨城大学 2

はたやま のどか 横浜国立大学 2
きよの さち 横浜国立大学 2
さとう みなこ 横浜国立大学 1
ひらまつ ゆい 横浜市立大学 4
まつだ ちか 横浜市立大学 2
ふるや なお 横浜市立大学 3

やはぎ かおり 慶應義塾大学 1
ふくなが えりか 慶應義塾大学 1
たちばな わき 実践女子大学 4
いいだ すずか 実践女子大学 3
ますだ ふみか 実践女子大学 4
むらやま ゆり 十文字学園女子大学 4

こばやし みさき 十文字学園女子大学 3
いながき ほなみ 千葉大学 4
なみかわ ありさ 千葉大学 3

みき ともみ 千葉大学 2
すずき さき 千葉大学 3

やました ももこ 早稲田大学 3
あきやま みれい 早稲田大学 2

よう かおり 早稲田大学 2
とみなが まゆ 早稲田大学 2
たなか みれい 早稲田大学 2
よねやま あん 相模原女子大学 2
さくま わかな 筑波大学 2
こたけ かほ 筑波大学 3
さの ひびき 筑波大学 3
てい そう 筑波大学 3

やまぎし なつき 筑波大学 4
おとせ めぐみ 電気通信大学 3
しまざき みお 東京工業大学 1
やぎ ちひろ 東京農工大学 4

いしつぼ ゆうな 東京農工大学 3
すがはら いおり 東京農工大学 3
にしや あやな 東京理科大学 2

くの まさえ 日本女子大学 3
たかはし りな 日本女子大学 3
かねこ しの 日本女子大学 2

すがわら まゆ 日本女子大学 2
こばやし りいさ 青山学院大学 1
きむら るびこ 立教大学 4

なかじま みどり 立教大学 4
かとり みずほ 立教大学 2
せら ふみか 立教大学 2

かどまつ あゆみ 立教大学 1
なかむら さの 立教大学 1

冨永 万由
田中 弥怜

菅原 真優
小林 璃衣紗
木村 るび子
中島 緑里

田村 和士
田中 琉偉

小野 裕登
松崎 竜也
板橋 侑樹
大石 征裕
小池 剛大

栗栖 和也
小林 尚暉
川名 竣介
長井 健太
早川 徹彦

朝間 玲羽

山岸 夏希
音瀬 めぐみ
島崎 未緒
八木 千尋
石坪 夕奈

米山 アン
佐久間 若菜
小竹 佳穂
佐野 響
鄭 爽

門松 歩美
中村 咲野

香取 瑞穂
世良 史佳

菅原 衣織
西谷 彩奈
久野 公愛
高橋 利奈
金子 詩乃

村田 茉奈美
池ヶ谷 みのり

江部 聡恵

畠山 和
清野 幸

佐藤 美那子
平松 夕衣
松田 千果
古谷 直央

橋本 花恵

三木 智海
鈴木 咲希
山下 桃子
秋山 美鈴
楊 馨逸

矢作 香織
福永 恵理佳
立花 和祈
飯田 涼芳

増田 風見花
村山 友梨
小林 美咲

稲垣 秀奈美
浪川 有紗


