
カテゴリー名 社名 氏名 役職 経歴

1 巨額調達 VPP Japan 秋田 智一 代表取締役 広告会社勤務→2009環境経営戦略総研（現アイ・グリッド・ソリューションズ）→2017VPP Japan

2 巨額調達 APB 堀江 英明 代表取締役 東京大学→日産自動車→東京大学→慶應義塾大学政策・メディア研究科特任教授→2018APB

2 巨額調達 APB Mitsuhiko Mori Chief Financial Officer 白石工業→2019APB

3 巨額調達 ベルフェイス 中島 一明 代表取締役 高校中退→起業→2015ベルフェイス設立

3 巨額調達 ベルフェイス 西山 直樹 取締役 明治大学→セレブリックス→2015入社→執行役員→取締役

4 巨額調達 Paidy ラッセル・カマー 代表取締役会長 スタンフォード大学院→メリルリンチ証券→ゴールドマン・サックス証券→Paidy設立

4 巨額調達 Paidy 杉江 陸 代表取締役社長 兼 CEO 東京大学→富士銀行→アクセンチュア→新生フィナンシャル証券代表取締役社長、新生銀行常務→Paidy

4 巨額調達 Paidy 橋本 知周 副社長執行役員 楽天→ディー・エヌ・エー→PayPal

4 巨額調達 Paidy 藪内 悠貴 取締役 兼 CFO 東京大学工学修士→JPモルガン→カーライル

5 巨額調達 AnyMind Group 十河 宏輔 CEO and co-founder マイクロアド海外新規事業→取締役

5 巨額調達 AnyMind Group Rohit Sharma COO Cyber Media India→Times Internet→Reliance Entertaiment CEO→POKKT創業

5 巨額調達 AnyMind Group 小堤 音彦 CCO and co-founder ノボット→MicroAd Vietnam COO

5 巨額調達 AnyMind Group 大川 敬三 CFO デロイトトーマツコンサルティング→モルガン・スタンレー証券

6 巨額調達 ヘイ 佐藤裕介 代表取締役社長 Google→フリークアウトCOO→イグニス→フリークアウト・ホールディングス

6 巨額調達 ヘイ 佐俣奈緒子 代表取締役副社長 京都大学→在学中・ペイパル→コイニー

6 巨額調達 ヘイ 塚原文奈 取締役 2003インテリジェンス→2004サイバーエージェント→2012ブラケットCOO→2016ストアーズ・ドット・ジェーピーCEO

6 巨額調達 ヘイ 齋藤健太郎 取締役 CFO メリルリンチ→ブラックロック→2019ヘイ→2020取締役CFO

7 巨額調達 Ubie 久保 恒太 共同代表取締役 東京大学大学院→エムスリー→2017Ubie

7 巨額調達 Ubie 阿部 吉倫 共同代表取締役 東京大学医学部→ 東京大学医学部付属病院→2017Ubie

7 巨額調達 Ubie 島津 尚人 CEO, Ubie Pte. Ltd. (Singapore) at Ubie 上智大学→アトラエ（インターン）→フリービット→エス・エム・エス→2019Ubie

8 巨額調達 モジュラス 木村　俊 代表取締役 CEO MIT→Variagenics, Inc.→Bristol-Myers Squibb→シュレーディンガー→2017モジュラス株式会社代表取締役CEO

8 巨額調達 モジュラス 大野　一樹 代表取締役 COO 東京工業大学博士→アステラス製薬→モジュラスCOO

8 巨額調達 モジュラス 寺田　央 執行役員 Chief Scientific Officer (CSO) 東京医科歯科大学博士→山之内製薬株式会社（アステラス製薬）→2018モジュラスCSO及びChief Biologist

8 巨額調達 モジュラス 高橋　泰輔 Vice President, ケミストリー 東北大学大学院博士→アステラス製薬→2018モジュラス

9 ユニコーン リキッドグループ 栢森 加里矢 Co-founder CEO 東京大学法学→ハーバード大学MBA→三菱商事→Globespan CapitalPartners→ソフトバンクグループ→2014年11月QUOINEを共同創業→2016年4月同社CEO

9 ユニコーン リキッドグループ マーク・ハモンド 最高製品(開発)責任者
Head of Flow Products and APIのMark Hammondは、以前、医療技術スタートアップ企業であるHealthEngineでHead of Technologyを務めていました。Hammondは過去に
ディレクターとして、シティグループでSpot Pricing, Citi Markets and Securities Services Technologyを、スタンダードチャータード銀行でE-Commerce, Financial Markets

を、およびメリルリンチでGlobal Foreign Exchange, Debt Technologyを率いていました。

9 ユニコーン リキッドグループ セス・メラメド 取締役兼最高執行責任者 Barclays Investment Bank→Goldman Sachs

9 ユニコーン リキッドグループ アンドリュー・ウォング ジャパンプロダクトヘッド
ニューヨーク大学経営大学院卒業。UBSインベストメント・バンクにてコーポレートファイナンスを担当。その後、Yahoo Inc、Yahoo AsiaにてB to Bジェネラルマネー
ジャーやプロダクトマーケティング、Yahoo Japanにてコーポレートパートナーシップを担当。前職では野村グループのエイト証券にてヘッドオブマーケティングおよび
セールスを歴任。2019年1月QUOINE入社。マンハイム大学、ハーバード大学客員教授。

9 ユニコーン リキッドグループ グレアム・ドカティー 最高情報責任者 ゴールドマン・サックス→バークレイズ→Standard Chartered Bank→Credit Suisse

9 ユニコーン リキッドグループ 河野 解 最高業務責任者 兼 最高暗号資産開発責任者 IBM→リーマン・ブラザーズ→Asia Pacific Land→Bank of America Merrill Lynch→Google

9 ユニコーン リキッドグループ 高橋幸也 コンプライアンス部/リスク管理部 部長

9 ユニコーン リキッドグループ ベン・スピッツ 最高法務責任者 The JET Program→Baker&McKenzie→Wilson Sonsini Goodrich and Rosati→Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

10 ユニコーン TRIPLE-1 山口 拓也 代表取締役 CEO

10 ユニコーン TRIPLE-1 河原 直樹 取締役 COO

10 ユニコーン TRIPLE-1 邉田 真一朗 取締役CFO

10 ユニコーン TRIPLE-1 潘 忠信 取締役

10 ユニコーン TRIPLE-1 尾崎 憲一 取締役 ベッコアメ・インターネット

11 連続起業家・元社長 Layer-X 福島 良典 代表取締役 CEO 東京大学大学院→Gunosy→2018LayerX

11 連続起業家・元社長 Layer-X 榎本 悠介 取締役 CTO 東京大学→ディー・エヌ・エー→2015Gunosy→2017LayerX

11 連続起業家・元社長 Layer-X 渡瀬 浩行 取締役 CFO 早稲田大学→アクセンチュア→アミューズキャピタル→ライブウェア→Aiming取締役CFO→2019LayerX

11 連続起業家・元社長 Layer-X 手嶋 浩己 取締役 一橋大学→博報堂→インタースパイア→ユナイテッド→XTech Ventures→LayerX

11 連続起業家・元社長 Layer-X 牧迫 寛之 執行役員 大阪大学→グリー→2014Gunosy→2018LayerX

11 連続起業家・元社長 Layer-X 丸野 宏之 執行役員 東京大学→ONEofTHEM→2018LayerX

11 連続起業家・元社長 Layer-X 中村 龍矢 執行役員 東京大学→Coubic→Gunosy→2018LayerX

11 連続起業家・元社長 Layer-X 石黒卓弥 執行役員 NTTドコモ→2015メルカリ（60名）→2020LayerX

12 連続起業家・元社長 カンカク 松本 龍祐 代表取締役 コミュニティファクトリー→ヤフー→ソウゾウ→メルカリ→メルペイ→カンカク

13 連続起業家・元社長 NOT A HOTEL 濵渦伸次 代表取締役 都城工業高等専門学校→リコー→アラタナ→ZOZOグループ

14 連続起業家・元社長 アルプ 伊藤 浩樹 Co-Founder ,代表取締役 東京大学→モルガンスタンレー→2013ピクシブ→2018アルプ

14 連続起業家・元社長 アルプ 竹尾 正馬 Co-Founder ,取締役 早稲田大学→サイバーエージェント

14 連続起業家・元社長 アルプ 山下 鎮寛 Co-Founder ,取締役 静岡大学→ヤフー→2017ピクシブ→アルプ

15 連続起業家・元社長 MOON-X 長谷川 晋 CEO 京都大学→東京海上火災→P&G→楽天→Facebook Japan

15 連続起業家・元社長 MOON-X 塩谷 将史 CTO 中央大学→Webベンチャー→楽天→アペルザ

16 大学発 ACES 田村 浩一郎 CEO 東京大学松尾研→2017ACES

16 大学発 ACES 與島 仙太郎 COO 東京大学→生物情報スタートアップ→2017ACES

17 大学発 Heartseed 福田恵一 代表取締役CEO 慶應義塾大学→医学部教授→Heartseed

18 大学発 エレファンテック 清水信哉 代表取締役 東京大学→マッキンゼー・アンド・カンパニー→2014エレファンテック

18 大学発 エレファンテック 杉本 雅明 取締役副社長 東京大学→慶應義塾大学→2014エレファンテック

18 大学発 エレファンテック 竹尾 淳司 執行役員最高技術責任者 東京工業大学→ニコン→2016エレファンテック→2019現職

19 大学発 Integral Geometry Science 木村 憲明 CEO 東京大学→大阪大学教授→Integral Geometry Science

19 大学発 Integral Geometry Science 木村 建次郎 CSO 京都大学→神戸大学准教授→Integral Geometry Science

20 大学発 Craif 小野瀨 隆一 代表取締役社長（CEO）、共同創業者 早稲田大学→三菱商事→Icaria Inc.

20 大学発 Craif 安井 隆雄 技術顧問・共同創業者 名古屋大学→ImPACT→2018Craif

20 大学発 Craif 市川 裕樹 最高技術責任者（CTO） 東京大学→バイエル薬品→2019Craif



20 大学発 Craif 水沼未雅 最高執行責任者（COO） 東京大学→アストラゼネカ→マッキンゼー・アンド・カンパニー→起業→Icaria

21 大学発 AutoPhagyGO 石堂美和子 代表取締役社長

21 大学発 AutoPhagyGO 花岡秀樹 代表取締役副社長 外資系バイオテクノロジー

22 大学発 リージョナルフィッシュ 梅川忠典 代表取締役CEO 京都大学→デロイトトーマツコンサルティング→産業革新機構

22 大学発 リージョナルフィッシュ 木下政人 取締役CTO 京都大学

22 大学発 リージョナルフィッシュ 石本 俊輔 COO 東京大学→丸紅→イーソリューションズ→KPMG→アジアクエスト→ジンズ→インスパイア

23 大学発 KAICO 大和建太 代表取締役 横浜国立大学→三菱重工業→九州大学特任准教授→KAICO

24 広告・マーケティング サイカ 平尾 喜昭 代表取締役CEO 慶應義塾大学→2012サイカ

24 広告・マーケティング サイカ 彌野 正和 取締役COO ゴールドマン・サックス→ディー・エヌ・エー→ベンチャーCOO→リクルート→2018サイカ→2019現職

24 広告・マーケティング サイカ 是澤 太志 執行役員CTO トーセ→シーエーモバイル→ALBERT→Speee→メルカリ→2020サイカCTO

24 広告・マーケティング サイカ 杉山 賢 執行役員CFO 早稲田大学→ゴールドマン・サックス（投資調査部ヴァイス・プレジデント）→2020サイカ

25 広告・マーケティング ビズパ 石井 俊之 CEO 中央大学→大和ハウス工業→ラクーン（創業）→2018ビズパ

25 広告・マーケティング ビズパ 小林 玉喜 COO 青山学院→ラクーン→ベンチャー代表取締役→2019ビズパ

26 広告・マーケティング unerry 内山英俊 代表取締役社長 A.T.カーニー→サイバード→ANALOGTWELVE創業→2015unerry

26 広告・マーケティング unerry 伊藤清香 CTO モバイルコンテンツ会社→2018unerry

26 広告・マーケティング unerry 鈴木 茂二郎 取締役 アクセンチュア→2015unerry→2018取締役

26 広告・マーケティング unerry 斎藤 泰志 取締役CFO 経営共創基盤→ファーストロジック→エンゼル・ジャパン→2019unerry

27 業務支援 RevComm 會田 武史 代表取締役 三菱商事→2017RevComm

27 業務支援 RevComm 平村 健勝 執行役員 最高技術責任者 東京工業大学→アクセンチュア→2018RevComm

27 業務支援 RevComm 川田 敏巳 執行役員 技術部長/西日本リージョン統括 滋賀大学→静岡銀行→起業→プロディライト→2017RevComm

28 業務支援 Wovn Technologies 林 鷹治 代表取締役社長 CEO 札幌大学→gumi→ストアーズ・ドット・ジェーピー→2014Wovn Technologis

28 業務支援 Wovn Technologies 上森久之 取締役副社長 COO 札幌国際大学→デロイト・トーマツ→2016Wovn→2019現職

29 業務支援 UsideU 高岡淳二 代表取締役社長 東京大学→起業参画→Booz Allen Hamilton→アリババ→ドレイパーネクサス→UsideU

29 業務支援 UsideU 中沢 剛 COO NTTデータ→ソフトバンク→2018UsideU

30 業務支援 テックタッチ 井無田 仲 代表取締役 慶應義塾大学→ドイツ証券→新生銀行→ユナイテッド

30 業務支援 テックタッチ 日比野 淳 取締役 ファンコミュニケーションズ→ユナイテッド→テックタッチ

31 業務支援 エピックベース 松田 崇義 代表取締役 立命館大学→楽天→DGインキュベーション→フーモアCOO→メディアドゥ→2020エピックベース

31 業務支援 エピックベース 西澤　宗 取締役 明治大学→イノベーション→セールスフォース・ドットコム→2020エピックベース

31 業務支援 エピックベース 岡田　麻里 取締役 法政大学→グッドパッチ→バンク→メディアドゥ

32 業務支援 KOSKA 曽根健一朗 CEO/代表取締役 一橋大学→起業

32 業務支援 KOSKA 大森 友寛 CTO/取締役 東京大学→KOSKA

32 業務支援 KOSKA 森山 和樹 CPO/取締役 一橋大学→起業

32 業務支援 KOSKA 王 軒 COO/執行役員 米ジョンズ・ホプキンス大学→日本通信キャリア→外資系通信キャリア→現職

33 業務支援 Leaner Technologies 大平 裕介 CEO 慶應義塾大学→A.T. Kearney→起業

33 業務支援 Leaner Technologies 田中 英地 COO 一橋大学→A.T. Kearney→起業

34 業務支援 A1A 松原 脩平 代表取締役社長 慶應義塾大学→キーエンス→投資会社→A1A

34 業務支援 A1A 松本 成行 取締役・CPO 東京工業大学→ワークスアプリケーションズ→起業→A1A創業

34 業務支援 A1A 佐々木 延也 執行役員・CTO 慶應義塾大学→カカクコム→Speee→A1A共同創業

35 業務支援 Miletos 朝賀 拓視 代表取締役社長兼CEO 早稲田大学→アクセンチュア→2016Miletos

35 業務支援 Miletos 平野 将章 取締役兼CTO/CPO サイバーエージェント→ディー・エヌ・エー→2016Miletos

35 業務支援 Miletos 髙橋 康文 取締役兼COO/CAO 横浜国立大学→アクセンチュア→Miletos

36 業務支援 イエソド 竹内 秀行 代表取締役 東京工業大学→起業→ユーザベース→イエソド

36 業務支援 イエソド 竹内 伸次 執行役員 横浜国立大学→アビームコンサルティング→イエソド

37 業務支援 EdLog 中川 哲 代表取締役社長 日本マイクロソフト→EdLog

38 人事 LAPRAS 島田 寛基 代表取締役 CEO 京都大学→2016scouty

38 人事 LAPRAS 二井 雄大 取締役 COO 京都大学→楽天→Qrio→scouty

38 人事 LAPRAS 伊藤 勝梧 取締役 CTO 京都大学→クックパッド→beBit→MMM→2016scouty

39 人事 POL 加茂 倫明 CEO 東京大学→REAPRA→2016POL

39 人事 POL 吉田 行宏 取締役/共同創業者 ガリバーインターナショナル→POL

39 人事 POL 松崎 太河 取締役 東京大学→POL

39 人事 POL 渡辺 晋次 執行役員/新規事業開発 リクルートジョブズ→POL

39 人事 POL 飯田 紘太郎 執行役員/マーケティング部責任者 ホワイトプラス→POL

40 人事 HERP 庄田 一郎 代表取締役 CEO 京都大学→リクルート→エウレカ→HERP

40 人事 HERP 徳永 遼 取締役 COO 京都大学→ビービット

41 人事 HRBrain 堀 浩輝 代表取締役 サイバーエージェント→2016HRBrain

41 人事 HRBrain 中野 雄介 取締役 サイバーエージェント→2016HRBrain

41 人事 HRBrain 田中 翔大 取締役 / 営業統括 野村證券→2017HRBrain→2020取締役

41 人事 HRBrain 由利 可南子 執行役員 サイバーエージェント→2017HRBrain

41 人事 HRBrain 川田 浩史 取締役 / VP of Engineering サイバーエージェント→HRBrain

41 人事 HRBrain 鈴木 悠大 CTO 東京理科大学→サイバーエージェント→HAROiD→HRBrain

42 人事 スタジアム 太田靖宏 代表取締役 リクルート→2012スタジアム

42 人事 スタジアム 間渕 紀彦 取締役 YKK AP→エムアウト→クックパッド→みんなのウェディング→スタジアム

42 人事 スタジアム 石川 兼 取締役 アクセンチュア→エムアウト→楽天→クックパッド→ヘリオス→スタジアム

42 人事 スタジアム 武田 慎之介 CTO 執行役員 筑波大→起業→クックパッド→THEO→400F→スタジアム

43 人事 JOINS 猪尾 愛隆 代表取締役 博報堂→ミュージックセキュリティーズ→2017JOINS

43 人事 JOINS 山上 剛 取締役 フリーランス→2018JOINS

43 人事 JOINS 大桃 綾子 取締役 三井化学→トリドールホールディングス→起業→JOINS



44 住まい・暮らし WAKUWAKU 鎌田 友和 代表取締役 大手総合不動産商社→2013Beat HOUSE

44 住まい・暮らし WAKUWAKU 中田 寿 COO アンダーセンコンサルティング→日興シティグループ→メリルリンチ→起業→WAKUWAKU

44 住まい・暮らし WAKUWAKU 渡邊 勇太 取締役 大手経営コンサルティング→WAKUWAKU

45 住まい・暮らし KabuK Style 砂田憲治 代表取締役 筑波大学→日興コーディアル証券→ドイツ証券→2019KabuK Style

45 住まい・暮らし KabuK Style 大瀬良亮 代表取締役 筑波大学→電通

46 住まい・暮らし Zehitomo ジョーダン・フィッシャー CEO JPモルガン→Zehitomo

46 住まい・暮らし Zehitomo ジェームズ・マッカーティー COO シティグループ証券→Zehitomo

46 住まい・暮らし Zehitomo ロバート・シューマン CTO Nest→Lumosity→Zehitomo

46 住まい・暮らし Zehitomo 下村 亮介 CRO 2009キーエンス→2013ビズリーチ→2020Zehitomo

47 住まい・暮らし サマリー 山本 憲資 CEO 一橋大学→電通→コンデナスト・ジャパン→2010Sumally

47 住まい・暮らし サマリー 北村 慧太 CTO ビジネス・アーキテクツ→tha ltd.→2012Sumally

47 住まい・暮らし サマリー 日下部 康介 COO 一橋大学→ミスミ→2010Sumally

48 住まい・暮らし ビットキー 江尻 祐樹 CEO 2008リンクアンドモチベーション→2009ワークスアプリケーションズ→2018ビットキー

48 住まい・暮らし ビットキー 福澤 匡規 COO 2008ワークスアプリケーションズ→2018ビットキー

48 住まい・暮らし ビットキー 寳槻 昌則 CCO 京都大学→起業→2011ワークスアプリケーションズ→2018ビットキー

49 住まい・暮らし インフォメティス 只野 太郎 CEO 東京都立大学→ソニー→2013インフォメティス

49 住まい・暮らし インフォメティス 木下 隆史 COO 神戸大学→ソニー→2013インフォメティス

49 住まい・暮らし インフォメティス 伊藤 真人 CTO ソニー→2014インフォメティス

50 住まい・暮らし RABO 伊豫 愉芸子 President & CEO 東京海洋大学→リクルート→スタートアップ→2018RABO

50 住まい・暮らし RABO 香林 望 VP of Design ハレノヒ→グッドパッチ→KADOKAWA→2019RABO

51 住まい・暮らし ストロボライト 石塚 秀彦 代表取締役 CEO シーエー・モバイル→zeronana→2012ストロボライト

51 住まい・暮らし ストロボライト 上野 真哉 取締役 COO フローリィネット→箔一→2017ストロボライト

51 住まい・暮らし ストロボライト 渡邊 直希 執行役員 CMO ザウルス→ビビーメディア→アマナ→zeronana→ビーコンコミュニケーションズ→マッキャンエリクソン→Viibar→グライダーアソシエイツ→2019ストロボライト

51 住まい・暮らし ストロボライト 荒木 正康 執行役員 CTO ティー・イー・システム→シャンテリー→エルテックス→リアルワールド→アイスタイル→未来ボックス→MIRAIRE→2017ストロボライト

52 小売・飲食 ClipLine 高橋 勇人 代表取締役社長 京都大学→アクセンチュ→ジェネックスパートナーズ→2013ClipLine

52 小売・飲食 ClipLine 金海 憲男 取締役 大阪大学→日本航空→ジェネックスパートナーズ→2016ClipLine

52 小売・飲食 ClipLine 遠藤 倫生 取締役 慶應義塾大学→教育業界→独立→2013ClipLine

52 小売・飲食 ClipLine 渡辺 雄介 取締役CFO 早稲田大学→ミキハウス→イー・ギャランティ→モブキャスト→グッドパッチ→2017ClipLine

52 小売・飲食 ClipLine 福家 靖成 取締役 東京大学→アンダーソン・毛利・友常法律事務所→2014ClipLine

53 小売・飲食 AWL 北出宗治 代表取締役社長兼CEO ⽶コンサルティング会社→⽶レコード会社→GABA→ライブドア→独立→2016AWL

53 小売・飲食 AWL 土田 安紘 取締役CTO 北海道大学→パナソニック→2016AWL

53 小売・飲食 AWL 田中 清貴 取締役CSO アイオイクス→Zenrin Data Com→データアーティスト→エーアイ・トウキョウ・ラボ→2019AWL

53 小売・飲食 AWL 富山 浩樹 取締役CMO 日用品卸商社→サッポロドラッグストアー→サツドラホールディングス→AWL

54 小売・飲食 セーフィー 佐渡島隆平 代表取締役社長 学生起業→ソネット→モーションポートレート→2014セーフィー

54 小売・飲食 セーフィー 下崎守朗 取締役　企画本部長 東京大学→ソニー木原研究所→ザイオソフト→モーションポートレート→2014セーフィー

54 小売・飲食 セーフィー 森本数馬 取締役　開発本部長 東京大学→ソニー→グリー→モーションポートレート→2014セーフィー

54 小売・飲食 セーフィー 古田哲晴 取締役　CFO 京都大学→マッキンゼー・アンド・カンパニー→産業革新機構→2017セーフィー

55 小売・飲食 Mellow 石澤 正芳 代表取締役 起業→ネオ屋台村→Mellow

55 小売・飲食 Mellow 森口 拓也 代表取締役 学生起業→Mellow

55 小売・飲食 Mellow 山本 英人 取締役CFO 監査法人→イグニス→Mellow

56 小売・飲食 シン 大見 周平 CEO 東京大学→2012ディー・エヌ・エー→2019Sy,Inc.

56 小売・飲食 シン 八木 達也 CTO ディー・エヌ・エー→メルカリ→Syn,Inc.

57 小売・飲食 スナックミー 服部 慎太郎 CEO 慶應義塾大学→日本総合研究所→ボストン・コンサルティング・グループ→スタートアップ→ディー・エヌ・エー→2019スナックミー

57 小売・飲食 スナックミー 三田村 健一 COO JTB→ダイマーズラボ→gram30→2019スナックミー

57 小売・飲食 スナックミー 三好 隼人 CTO 森村設計事務所→ハプティック→ギークス→スナックミー

58 小売・飲食 GINKAN 神谷知愛 代表取締役 法政大学→起業→2016GINKAN

58 小売・飲食 GINKAN 三田大志 CTO ウースター工科大学→独立→2015GINKAN

59 フリマ・通販 ジラフ 麻生輝明 代表取締役 一橋大学→2014ジラフ創業

59 フリマ・通販 ジラフ 柴田 雅人 取締役　事業責任者 早稲田大学→グリー→ジラフ

59 フリマ・通販 ジラフ 宇佐美 和樹 CFO管理本部長 監査法人→独立→2020ジラフ

59 フリマ・通販 ジラフ 吉田 篤 CTO インフォアライブ→フリーランス→KLab→2018ジラフ

59 フリマ・通販 ジラフ 大野 舞美 執行役員　人事総務部長 昭和女子大学→光通信→INコンサルティング→エスタイル→ラベイユ→2017ジラフ

60 フリマ・通販 モノカブ 濱田航平 代表取締役 証券会社→2018モノカブ

61 フリマ・通販 モデラート 市原 明日香 代表取締役 東京大学→アクセンチュア→ルイ・ヴィトンジャパンカンパニー→アンチエイジングサイエンス→2014モデラート

62 フリマ・通販 picki 鈴木昭広 代表取締役社長CEO 卒業後、起業

63 フリマ・通販 Sparty 深山 陽介 代表取締役 慶應義塾大学→博報堂→通信会社→2017Sarty

63 フリマ・通販 Sparty 榊原 幸佑 取締役 ニジボックス→コロプラ→WHILL→2018Sparty

63 フリマ・通販 Sparty 山下 貴大 取締役 慶應義塾大学→博報堂→WHILL→Sparty

63 フリマ・通販 Sparty 星 慧介 執行役員CPO アイスタイル→2018Sparty

64 物流 Rapyuta Robotics Gajamohan Mohanarajah 共同創業者 代表取締役CEO 東京工業大学→起業

64 物流 Rapyuta Robotics Arudchelvan Krishnamoorthy 共同創業者 代表取締役CFO 東京工業大学→コロンビア大学→野村證券→2014Rapyuta Robotics

65 物流 KURANDO 岡澤一弘 代表取締役 中央大学→キーエンス→FAナビ→FAロジスティクス分社化→2013ダイアログ

66 物流 ダブルフロンティア 八木橋 裕 代表取締役 千葉大学→KDDI→2013ダブルフロンティア

67 物流 Azoop 朴 貴頌 代表取締役社長 慶應義塾大学→リクルート→日光オート→2017Azoop

68 物流 アイディア 下川部 知洋 代表取締役社長 CEO 大手SI→ブリスコラ→2017アイディア

68 物流 アイディア 浮田 尚宏 取締役 COO

68 物流 アイディア 鈴木 智之 取締役 CSO



68 物流 アイディア 千葉 福太朗 取締役 CTO 東北電子専門学校→ジャパンコミュニケーション→Verve→コロプラ→オープンストリーム→アイディア

69 エンタメ Mantra 石渡 祥之佑 Co-Founder & CEO 東京大学→日本学術振興会→東京大学生産技術研究所→2020Mantra

69 エンタメ Mantra 日並 遼太 Co-Founder & CTO 東京大学→日本学術振興会→国立情報学研究所→2020Mantra

70 エンタメ わたしは 竹之内 大輔 代表取締役 イーライフ→2016わたしは

71 エンタメ クラスター 加藤 直人 代表取締役 京都大学→2015クラスター

71 エンタメ クラスター 成田 暁彦 取締役COO サイバーエージェント→CyberZ→2019クラスター

71 エンタメ クラスター 岩崎 司 取締役CFO 京都大学→三菱商事→Lib→2017クラスター

72 エンタメ playground 伊藤 圭史 代表取締役 上智大学→日本IBM→起業→2017playground

72 エンタメ playground 河野 貴裕 執行役員 事業推進担当 早稲田大学→ワークスアプリケーションズ→Lonis&CO.→2017playground

73 エンタメ THECOO 平良 真人 代表取締役CEO 一橋大学→伊藤忠商事→ドコモAOL→ソニー→Google→THECOO

73 エンタメ THECOO 下川 弘樹 取締役COO・マーケティング責任者 東京大学→NTT東日本→Google→2014THECOO

73 エンタメ THECOO 森 茂樹 取締役CFO 慶應義塾大学→外資系自動車会社→外資系企業→2017THECOO

73 エンタメ THECOO 野澤 俊道 取締役 リクルート→ダブルクリック→グーグル→freee

74 エンタメ オシロ 杉山 博一 代表取締役社長 アーティスト→起業→2017オシロ

74 エンタメ オシロ 佐渡島 庸平 取締役 講談社→コルク→オシロ

74 エンタメ オシロ 山田 智恵 COO オプトソーシャルメディア事業部 部長→オシロ

75 デバイス BONX 宮坂 貴大 CEO ボストン・コンサルティング・グループ→BONX

75 デバイス BONX 楢崎 雄太 CTO&COO 東京大学→ボストン・コンサルティング・グループ→BONX

76 デバイス アロマビット 黒木 俊一郎 代表取締役 マカレスター大学→NEC→ゴールドマン・サックス証券→インテレクチュアル・ベンチャーズジャパン→2014アロマビット

77 デバイス INFORICH 秋山 広宣 代表取締役会長 グループ最高経営責任者 起業→2016INFORICH

77 デバイス INFORICH 児玉 知浩 取締役社長 最高経営責任者 慶應義塾大学→新日本製鐵→デジット→Practech→INFORICH

77 デバイス INFORICH 高橋 朋伯 取締役 最高執行責任者 玉川大学→システムエンジニア→海外ブランド代理店→INFORICH

77 デバイス INFORICH 谢建松 取締役 グループ最高技術責任者

77 デバイス INFORICH 梶 桃郎 取締役 最高戦略責任者

77 デバイス INFORICH 橋本 祐樹 取締役 最高財務責任者

77 デバイス INFORICH 乾 牧夫 グループ最高財務責任者

78 データ・セキュリティー LeapMind 松田 総一 取締役 CEO 証券会社→外資→起業→2012LeapMind

78 データ・セキュリティー LeapMind 徳永 拓之 取締役 CTO 東京大学→ヤフー→Preferred Infrastructure→スマートニュース→2018LeapMind

78 データ・セキュリティー LeapMind 佐々木 翔平 取締役 CFO アエリア→アクワイア→クラウドワークス→2018LeapMind

78 データ・セキュリティー LeapMind 兼村 厚範 執行役員 Chief Research Officer & Chief Scientist 京都大学→2018LeapMind

78 データ・セキュリティー LeapMind 澤田 武男 執行役員 VPoE 東京大学→Google→Dropbox→2018LeapMind

79 データ・セキュリティー エイシング 出澤 純一 代表取締役/CEO 早稲田大学→ひらめき→2016エイシング

80 データ・セキュリティー ココン 倉富 佑也 代表取締役社長 早稲田大学→2013ココン

80 データ・セキュリティー ココン 竹内 將人 執行役員 モバイルレップ→2015ココン

81 データ・セキュリティー Ninjastars 森島 健斗 代表取締役社長

82 データ・セキュリティー TRUSTDOCK 千葉 孝浩 代表取締役 ガイアックス→TRUSTDOCK

82 データ・セキュリティー TRUSTDOCK 肥後 彰秀 取締役 京都大学→ガイアックス→TRUSTDOCK

82 データ・セキュリティー TRUSTDOCK Azusa Kikuchi 取締役COO ガイアックス→ゲーム会社→ガイアックス→TRUSTDOCK

83 データ・セキュリティー DataSign 太田 祐一 代表取締役 筑波大学→マネックス証券→独立→アドクラウド→オウルデータ→SATORI→2016DataSign

84 データ・セキュリティー Synspective 新井 元行 代表取締役 コンサルティングファーム→東京大学→2018Synspective

84 データ・セキュリティー Synspective 白坂 成功 取締役 東京大学→三菱電機→2018Synspective

84 データ・セキュリティー Synspective 小畑 俊裕 取締役 東京大学→三菱電機→Synspective

85 医療・介護 AIメディカルサービス 多田 智裕 代表取締役 CEO 東京大学→医師→AIM

85 医療・介護 AIメディカルサービス 山内 善行 代表取締役 COO 東京大学→都市計画会社→起業→Qlife→AIM

85 医療・介護 AIメディカルサービス 加藤 勇介 取締役 兼 技術統括(CTO) 東京大学→フィックスターズ→2017AIM

85 医療・介護 AIメディカルサービス 相馬 勝成 取締役 兼 CEO室長 ITベンチャー→大手製造業→2018AIM

85 医療・介護 AIメディカルサービス 吉岡 哲俊 取締役 兼 管理統括(CFO) 監査法人トーマツ→事業会社→PKSHA Technology→2019AIM

86 医療・介護 テンクー 西村 邦裕 代表取締役社長 CEO 東京大学→2011テンクー

86 医療・介護 テンクー 青木 貴司 取締役 CTO 東京大学→2011テンクー

86 医療・介護 テンクー 坂田 理美 取締役 CDO 女子美術大学→デザインベンチャー→フリーランス→2011テンクー

87 医療・介護 リーズンホワイ 塩飽 哲生 代表取締役社長 東京大学→メディカルクリエイト→ペイシェント・ジャーニー→2011リーズンホワイ

87 医療・介護 リーズンホワイ 常富正史 CTO 立教大学→学生起業→ワントゥーテンホールディングス→2017リーズンホワイ

88 医療・介護 Buzzreach 猪川 崇輝 代表取締役 / CEO クリニカルトライアル→クロエ→2017Buzzreach

88 医療・介護 Buzzreach 青柳 清志 取締役 / COO クリニカルトライアル→クロエ→Buzzreach

88 医療・介護 Buzzreach Yoakim Andersson CTO L&E→クロエ→アイスタイル→2019Buzzreach

89 医療・介護 DentaLight 藤久保 元希 代表取締役 山口大学→広告代理店→2013DentaLight

89 医療・介護 DentaLight 吉田　憲司 取締役CTO 大手SIer→DentaLight

90 医療・介護 イノフィス 折原 大吾 代表取締役社長 三和銀行→外資系通信機器メーカー→UBS証券→経営共創基盤→2019イノフィス

90 医療・介護 イノフィス 小林 宏 創業者・最高技術者・取締役 東京理科大学→東京理科大学教授→2000イノフィス

90 医療・介護 イノフィス 古川 尚史 代表取締役会長 東京大学→日本銀行→ボストン・コンサルティング・グループ→起業→経営共創基盤→サンバイオ→2017イノフィス

90 医療・介護 イノフィス 小林 貴彦 取締役 執行役員 経営管理部長 佐藤工業→サイバード→大幸薬品→2018イノフィス

90 医療・介護 イノフィス 友末 優子 取締役 執行役員 事業開発部長 ボストン・コンサルティング・グループ→バイオベンチャー→2020イノフィス

91 医療・介護 ウェルモ ⿅野 佑介 代表取締役CEO 立命館アジア太平洋大学→ワークスアプリケーションズ→東証一部企業→2013ウェルモ

91 医療・介護 ウェルモ 藤田 圭介 CFO 三井物産→お金のデザインCFO→ウェルモ

91 医療・介護 ウェルモ 角井 勇哉 CTO 千葉大学→楽天→Blabo!→ウェルモ

91 医療・介護 ウェルモ 楠富 智太 COO 防衛大→ABEJA→博報堂→2019ウェルモ

91 医療・介護 ウェルモ 木村 亮太 執行役員 経営戦略 兼 ケアイノベーション担当 明治大学→ネットプロテクションズ→茶話介護研究所→ソフィアバンク→起業→富士通→2016ウェルモ



91 医療・介護 ウェルモ 濱田 諒 執行役員 児童福祉事業部長 九州大学→LITALICO→2017ウェルモ

92 医療・介護 ファミワン 石川 勇介 代表取締役　Founder 慶應義塾大学→飲食ベンチャー→ERPパッケージベンダー→エムスリー→2015ファミワン

92 医療・介護 ファミワン 荻巣 裕喜 CMO Eagle→ワンダープラネット→2018ファミワン

92 医療・介護 ファミワン 久松 慎一 CTO 慶應義塾大学→フリーランス→起業→ファミワン

93 行政 xID 日下 光 Co-Founder / 代表取締役CEO 起業→2012xID

93 行政 xID 長澤 草 Co-Founder / 取締役CTO 立教大学→2012xID

93 行政 xID 虎石 克 取締役CBO 東洋大学→C-mind→2019xID

94 行政 one visa 岡村 アルベルト 代表取締役 東京入国管理局→2015one visa

94 行政 one visa 野田 勝 取締役COO 東京外国語大学→ABEJA→FIVE→2018one visa

94 行政 one visa 馬場 敏気 VPoE 同志社大学→アトラエ→2018one visa

95 行政 WiseVine 吉本翔生 代表取締役社長 慶應義塾大学→野村総合研究所→2018WiseVine

96 金融 justInCase 畑 加寿也 CEO, Co-founder 京都大学→Milliman→JPモルガン→野村證券→ミュンヘン再保険→2016justInCase

96 金融 justInCase 李 信愛 COO 東京大学→AIG→2018justInCase→2019COO

97 金融 エメラダ 澤村 帝我 共同創業者兼CEO 慶應義塾大学→野村證券→ゴールドマン・サックス→2016エメラダ

97 金融 エメラダ 古川 直樹 共同創業者兼COO 早稲田大学→ゴールドマン・サックス→エメラダ

97 金融 エメラダ 菅 祐貴 CTO、CISO さくらインターネット→起業→エメラダ

97 金融 エメラダ Pieter Franken 取締役 シティバンク→新生銀行→マネックス証券→MIT

97 金融 エメラダ 小林 悟史 執行役員 東京大学→フリーランス→エメラダ

98 金融 Basset 竹井悠人 代表取締役 東京大学→起業→bitFlyer→2019Basset

98 金融 Basset ウォルレーブン・綾 COO University of Victoria→Pacific Centre for Technology and Culture→独立→bitFlyer→2019Basset

99 金融 TORANOTEC ジャスティン・バロック 代表取締役社長 ステート・ストリート・グループ→2016TORANOTEC

99 金融 TORANOTEC 藤井 亮助 取締役 シニア・マネージング・ディレクター プライスウォーターハウスクーパースコンサルティング→タワー投資顧問→オーシャンアセットマネジメント→クックパッド→2016TORANOTEC

99 金融 TORANOTEC 小山 卓也 取締役 TORANOTEC投信投資顧問（株）社長 野村證券→外資系資産運用会社→日興アセットマネジメント→2016TORANOTEC

99 金融 TORANOTEC 中澤 剛太 取締役 戦略構築責任者 東京大学→財務省→ドリームインキュベータ→2016TORANOTEC

100 金融 日本資産運用基盤グループ大原 啓一 代表取締役社長 東京大学→野村資本市場研究所→興銀第一ライフ・アセットマネジメント→マネックス・セゾン・バンガード投資顧問創業→2018日本資産運用基盤


