
北東インカレエントリーリスト (2011.08 .07 時点) 

 

Ms クラス（126 人) 

 

氏名 フリガナ
学連登録年数
（北東学連のみ）

E-card 所属

田川拓哉 タガワタクヤ 2 レンタル 北海道大学
杣俊範 ソマトシノリ 4 76905 北海道大学
柏樹彬広 カシワギアキヒロ 3 レンタル 北海道大学
重田泰宏 シゲタヤスヒロ 3 レンタル 北海道大学
崎原悠 サキハラユタカ 2 レンタル 北海道大学
辻本誠 ツジモトマコト 2 レンタル 北海道大学
鳥居剛史 トリイツヨシ 2 レンタル 北海道大学
青木洸則 アオキヒロノリ 1 レンタル 北海道大学
内山三晴 ウチヤマミハル 1 レンタル 北海道大学
昆野郁 コンノカオル 1 レンタル 北海道大学
徳田真佑 トクダシンスケ 1 レンタル 北海道大学
野坂隆幸 ノサカタカユキ 1 レンタル 北海道大学
松本佳也 マツモトケイヤ 1 レンタル 北海道大学
道塚駿 ミチヅカシュン 1 レンタル 北海道大学
宮川太志 ミヤカワフトシ 1 レンタル 北海道大学
横山朋弘 ヨコヤマトモヒロ 1 レンタル 北海道大学
山内　司 ヤマウチ　ツカサ 2 161215 岩手大学
石黒　裕將 イシグロ　ヒロマサ 4 レンタル 岩手大学
佐藤　広志 サトウ　ヒロシ 4 161214 岩手大学
横田　塁 ヨコタ　ルイ 4 レンタル 岩手大学
加賀　俊介 カガ　シュンスケ 3 レンタル 岩手大学
大沼　翔 オオヌマ　ショウ 2 レンタル 岩手大学
敦賀　匡朗 ツルガ　マサオ 2 レンタル 岩手大学
丹羽　一輝 ニワ　カズキ 2 レンタル 岩手大学
藤本　章晃 フジモト　アキテル 2 レンタル 岩手大学
舟山　昂佑 フナヤマ　コウスケ 2 レンタル 岩手大学
川崎　壮人 カワサキ　アキト 1 レンタル 岩手大学
小向　和希 コムカイ　カズキ 1 レンタル 岩手大学
佐藤　健吾 サトウ　ケンゴ 1 レンタル 岩手大学
佐藤　仁 サトウ　ジン 1 レンタル 岩手大学
佐藤　哲郎 サトウ　テツロウ 1 レンタル 岩手大学
外谷　崚 ソトヤ　リョウ 1 レンタル 岩手大学
花水　康一郎 ハナミズ　コウイチロウ 1 レンタル 岩手大学
古里　直也 フルサト　ナオヤ 1 レンタル 岩手大学
永村翔平 ナガムラショウヘイ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
樋口広樹 ヒグチヒロキ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
武藤寿光 ムトウトシミツ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
マチャコン・ケヴィン・
キヨシ・ティアン 1 レンタル 岩手県立大学OLC
伊澤裕紀 いざわゆうき 4 412188 東北大OLC
新見健輔 しんみけんすけ 4 410199 東北大OLC
田邉拓也 たなべたくや 4 レンタル 東北大OLC
中井智規 なかいとものり 4 410188 東北大OLC



 

深澤至貴 ふかさわよしたか 4 410155 東北大OLC
石井亘 いしいわたる 3 411164 東北大OLC
伊藤展高 いとうのぶたか 3 410189 東北大OLC
内山将一 うちやましょういち 3 410194 東北大OLC
金成大樹 かなりだいき 3 411155 東北大OLC
齋藤遼一 さいとうりょういち 3 412184 東北大OLC
嵯峨駿佑 さがしゅんすけ 3 411172 東北大OLC
関口智大 せきぐちともひろ 3 412183 東北大OLC
高崎晋太郎 たかさきしんたろう 3 410217 東北大OLC
高橋恒二 たかはしこうじ 3 411082 東北大OLC
谷川徹 たにかわとおる 3 410133 東北大OLC
田村直登 たむらなおと 3 412629 東北大OLC
中村憲 なかむらけん 3 411322 東北大OLC
中山貴裕 なかやまたかひろ 3 410131 東北大OLC
布木純 ぬのきじゅん 3 410124 東北大OLC
野口英一 のぐちえいいち 3 411171 東北大OLC
山田宏 やまだひろし 3 410121 東北大OLC
阿部一樹 あべかずき 2 157833 東北大OLC
市川晋 いちかわしん 2 157836 東北大OLC
大崎遼 おおさきりょう 2 161251 東北大OLC
菅野敬雅 かんのたかまさ 2 410193 東北大OLC
見目裕之 けんもくひろゆき 2 157837 東北大OLC
小林洋平 こばやしようへい 2 412166 東北大OLC
境沢勇人 さかいざわゆうと 2 412162 東北大OLC
佐藤大典 さとうひろのり 2 411158 東北大OLC
渋川哲 しぶかわあきら 2 411461 東北大OLC
吹田一将 すいたかずまさ 2 157838 東北大OLC
関淳 せきあつし 2 412165 東北大OLC
袖村巧 そでむらたくみ 2 411088 東北大OLC
高橋亮 たかはしりょう 2 412641 東北大OLC
田力明洋 たぢからあきひろ 2 411160 東北大OLC
田村祐馬 たむらゆうま 2 157834 東北大OLC
辻上裕之 つじかみひろゆき 2 412639 東北大OLC
綱嶋俊一 つなじましゅんいち 2 157840 東北大OLC
南條広記 なんじょうひろき 2 412632 東北大OLC
橋本英明 はしもとひであき 2 411090 東北大OLC
馬場崇史 ばばたかし 2 157832 東北大OLC
平野弘幸 ひらのひろゆき 2 157830 東北大OLC
矢吹俊哉 やぶきとしや 2 161253 東北大OLC
相場高平 あいばこうへい 1 161236 東北大OLC
赤尾津翔太 あかおつしょうた 1 161226 東北大OLC
浅井田和宣 あさいだかずのぶ 1 161220 東北大OLC
浅野晨平 あさのしんぺい 1 レンタル 東北大OLC
五十嵐悠 いがらしゆう 1 161233 東北大OLC
伊藤和也 いとうかずや 1 161252 東北大OLC
稲垣湧斗 いながきゆうと 1 レンタル 東北大OLC
井鍋寛伸 いなべひろのぶ 1 161239 東北大OLC
井上憲輝 いのうえかずき 1 161241 東北大OLC
大坂久登 おおさかひさと 1 レンタル 東北大OLC
折原行希 おりはらゆうき 1 161222 東北大OLC
加賀美智史 かがみさとし 1 レンタル 東北大OLC
加藤拓 かとうたく 1 161227 東北大OLC



 

 

Ws クラス（44 人） 

 

河井航 かわいわたる 1 レンタル 東北大OLC
木村覚志 きむらさとし 1 161221 東北大OLC
金道玄樹 きんどうはるき 1 レンタル 東北大OLC
杉村俊輔 すぎむらしゅんすけ 1 161242 東北大OLC
杉山将太 すぎやましょうた 1 161231 東北大OLC
五月女貴平 そうとめたかひら 1 161238 東北大OLC
竹田良弘 たけだよしひろ 1 161248 東北大OLC
館山大輝 たてやまだいき 1 161237 東北大OLC
仲野雄大 なかのゆうだい 1 161229 東北大OLC
成尾友博 なるおともひろ 1 161234 東北大OLC
西本昌史 にしもとまさし 1 161232 東北大OLC
羽鳥伸吾 はとりしんご 1 レンタル 東北大OLC
深沢裕太 ふかさわゆうた 1 レンタル 東北大OLC
古郡啓太 ふるこおりけいた 1 161244 東北大OLC
前田卓哉 まえだたくや 1 161243 東北大OLC
宮崎貴之 みやざきたかゆき 1 レンタル 東北大OLC
茂木大介 もぎだいすけ 1 161219 東北大OLC
茂木俊之 もぎとしゆき 1 161223 東北大OLC
門口昌宣 もんぐちまさのり 1 161245 東北大OLC
山岡由和 やまおかよしかず 1 161246 東北大OLC
山崎健太郎 やまざきけんたろう 1 161224 東北大OLC
鎗山純 やりやますなお 1 161228 東北大OLC
和田康佑 わだこうすけ 1 161249 東北大OLC
渡邉祐司 わたなべゆうし 1 161235 東北大OLC
菅原圭生 スガワラヨシオ 4 レンタル 福島大OLC
佐藤芳樹 サトウヨシキ 2 レンタル 福島大OLC
白井雅也 シライマサヤ 1 レンタル 福島大OLC
菅波拓馬 スガナミタクマ 1 レンタル 福島大OLC
服部大揮 ハットリタイキ 4 レンタル 福島大OLC
蛭田雄大 ヒルタタカヒロ 2 レンタル 福島大OLC
依田健志 ヨダケンジ 2 レンタル 福島大OLC
渡邊亮介 ワタナベリョウスケ 2 レンタル 福島大OLC

氏名 フリガナ
学連登録年数
（北東学連のみ）

E-card 所属

宮恵美 ミヤメグミ 3 412647 ＭＧＯＬＣ
八柳悠香 ヤツヤナギユカ 3 122738 ＭＧＯＬＣ
幸谷奈津美 コウヤナツミ 3 412649 ＭＧＯＬＣ
首藤未希 シュトウミキ 2 レンタル ＭＧＯＬＣ
小野寺遥奈 オノデラハルナ 2 レンタル ＭＧＯＬＣ
千葉美玖 チバミク 2 レンタル ＭＧＯＬＣ
菊池ひかる キクチヒカル 4 411460 ＭＧＯＬＣ
山本菜津美 ヤマモトナツミ 1 レンタル ＭＧＯＬＣ
富盛真美 トミモリマミ 1 レンタル ＭＧＯＬＣ
齋藤菜津美 サイトウナツミ 1 レンタル ＭＧＯＬＣ
大沼春香 オオヌマハルカ 1 レンタル ＭＧＯＬＣ
安田理紗 ヤスダリサ 1 レンタル ＭＧＯＬＣ
後藤美帄 ゴトウミホ 1 レンタル ＭＧＯＬＣ



 

 

MsC クラス（11 人） 

 

 

澤口綾 サワグチアヤ 1 レンタル ＭＧＯＬＣ
小川陽華 オガワハルカ 1 レンタル ＭＧＯＬＣ
江口　沙綾 エグチ　サアヤ 4 122873 岩手大学
畠山　真紀 ハタケヤマ　マキ 3 レンタル 岩手大学
高橋　美誉 タカハシ　ミエ 2 レンタル 岩手大学
大竹　美里 オオタケ　ミサト 1 レンタル 岩手大学
小野　萌 オノ　メグミ 1 レンタル 岩手大学
國井　沙耶 クニイ　サヤ 1 レンタル 岩手大学
多田　智美 タダ　トモミ 1 レンタル 岩手大学
高嶋智美 タカシマトモミ 3 129935 岩手県立大学OLC
田村佳菜子 タムラカナコ 3 129980 岩手県立大学OLC
高橋愛未 タカハシアイミ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
高橋彩美 タカハシアヤミ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
板澤李子 イタザワリコ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
藤澤優 フジサワユウ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
横田愛実 ヨコタマナミ 1 レンタル 岩手県立大学OLC
鹿志村美帄 かしむらみほ 2 412640 東北大OLC
青木佳世 あおきかよ 3 411429 東北大OLC
田口翠 たぐちみどり 3 412185 東北大OLC
平方遥子 ひらかたようこ 3 411214 東北大OLC
佐藤友里 さとうゆうり 2 412167 東北大OLC
沢田慧 さわだけい 2 412633 東北大OLC
中村聖美 なかむらさとみ 2 410129 東北大OLC
日比谷由紀 ひびやゆき 2 412638 東北大OLC
堀口奈保 ほりぐちなほ 2 412634 東北大OLC
渡邉彩香 わたなべあやか 2 157835 東北大OLC
飯田ひかる いいだひかる 1 161225 東北大OLC
大沼由佳 オオヌマユカ 4 410200 東北大OLC
石部夏佳 イシベナツヨ 1 レンタル 福島大OLC
熊谷光 クマガイヒカル 2 レンタル 福島大OLC
沼尻愛美 ヌマジリメグミ 2 レンタル 福島大OLC

氏名 フリガナ E-card 所属 青葉会選手権

高橋元気 タカハシゲンキ 84317 青葉会 ○
八神遥介 ヤガミヨウスケ レンタル 青葉会 ○
高田英司 タカダエイジ レンタル 青葉会 ○
寺田啓介 テラダケイスケ 76882 鞍部同好会会長
鈴木蒼 スズキソウ 64080 京大OLC
市脇翔平 イチワキショウヘイ 64176 朱雀OK
宮本佳記 ミヤモトヨシキ 64191 朱雀OK
新城大樹 シンジョウヒロキ レンタル 京葉OLクラブ
太田　瑛佑 オオタ　エイスケ 140760 早大OC
新見　哲也 アラミ　テツヤ 140762 早大OC
石塚 脩之 イシヅカ ユウスケ 410073 青葉会 ○



WsC クラス（6 人） 

 

氏名 フリガナ E-card 所属
久保田宏彰 クボタヒロアキ 412181 福島OLC
植松裕子 ウエマツユウコ 409208 高崎OLC
清水栄一 シミズエイイチ 409206 石川OLK
山田　陽子 ヤマダ　ヨウコ 140761 早大OC
井戸川　祥子 イドガワ　ショウコ 140756 早大OC
柏倉佳介 カシワグラケイスケ 478445 青葉会


