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学生タンデム 1km 歴代 176 傑 （1.12.5 以内） 

   ﾗﾝｸ 記 録 所 属 氏   名 氏   名 年月日 場 所 

1 1.02.69 日本大学 斑目 隆雄 村上 誠一 681120 神奈川川崎 

2 1.04.38 日本大学 二宮 誠一 小山 靖 681120 神奈川川崎 

3 1.04.97 日本大学 菅田 彰人 河野 陽一 790908 大阪関西 CSC 

4 1.05.01 法政大学 平原 康広 藤川 洋一 681120 神奈川川崎 

5 1.05.03 日本大学 中野目 啓 石井 美津夫 870725 大阪関西 CSC 

6 1.05.06 日本大学 川村 昭弘 若松 正一 950729 滋賀びわ湖 

7 1.05.24 中央大学 穀本 久実 案浦 攻 880618 山梨境川 

8 1.05.63 日本大学 小山田 実 佐々木 将宏 880618 山梨境川 

8 1.05.63 日本大学 濱野 修 穂積 尚男 810919 静岡伊東 

10 1.05.85 法政大学 池浦 敏秋 市沢 保治 780923 栃木宇都宮 

11 1.05.86 日本大学 石井 美津夫 小田 秀志 860601 千葉松戸 

12 1.05.87 日本大学 木野内 高 穂積 尚男 800914 神奈川花月園 

13 1.06.10 日本大学 兼本 達矢 宮本 文晴 890603 長野松本 

14 1.06.19 日本大学 佐々木 将宏 越後 博公 900728 山梨境川 

15 1.06.27 日本大学 塚沢 真司 石井 美津夫 840609 大阪関西 CSC 

16 1.06.34 早稲田大学 廣島 和彦 百々 敦史 950729 滋賀びわ湖 

17 1.06.37 日本大学 坂本 勉 金田 和浩 810919 静岡伊東 

18 1.06.44 日本大学 中畑 正彦 横田 光浩 830611 静岡伊東 

19 1.06.45 桃山学院大学 菅野 幸信 上阪 卓郎 840609 大阪関西 CSC 

20 1.06.47 京都産業大学 小野 健二 似内 信夫 860601 千葉松戸 

21 1.06.49 東海大学 松本 和久 細川 拓也 890603 長野松本 

22 1.06.66 法政大学 山本 浩史 佐々木 晃雄 880618 山梨境川 

23 1.06.80 国学院大学 関根 正道 屋部 英俊 870725 大阪関西 CSC 

24 1.06.88 桃山学院大学 上阪 卓郎 吉田 博幸 850602 山梨境川 

25 1.06.91 法政大学 貝吹 享志 加藤 裕一 840609 大阪関西 CSC 

25 1.06.91 日本大学 早狩 嘉悦 児玉 清俊 671014 東京立川 

27 1.06.940 日本大学 矢内 将美 坂口 卓士 970726 福島泉崎 

28 1.07.02 日本大学 相原 好宏 近嵐 力 850602 山梨境川 

29 1.07.03 日本大学 渡辺 幹男 坂本 典男 780923 栃木宇都宮 

30 1.07.07 中央大学 薙野 裕昭 添田 広福 790908 大阪関西 CSC 

31 1.07.201 東北学院大学 白木 正彦 高井 武志 970726 福島泉崎 

32 1.07.208 日本大学 坂口 卓士 遠江 高一 980801 大阪関西 CSC 

33 1.07.27 中京大学 本山  梅元 雅人 800914 神奈川花月園 

34 1.07.30 桃山学院大学 武内 浩志 飯守 昭喜 830611 静岡伊東 

35 1.07.33 京都産業大学 寺尾 進 坂口 弘 780923 栃木宇都宮 

36 1.07.37 法政大学 小笠原 利夫 高野 晃一 761002 山形新庄 

37 1.07.39 早稲田大学 太田 武男 岡島 伸平 700621 京都向日町 

38 1.07.41 東北学院大学 斉藤 浩 松永 聡浩 810919 静岡伊東 

38 1.07.41 日本大学 滝川 一夫 佐藤 稔 810919 静岡伊東 

40 1.07.46 東京大学 大西 浩一郎 山本 日出彦 880618 山梨境川 

41 1.07.47 東北学院大学 辻 浩司 西塚 治 820911 大阪関西 CSC 

42 1.07.57 日本大学 蛯名 隆 岡堀 勉 761002 山形新庄 

43 1.07.58 法政大学 谷井 浩 高野 晃一 780923 栃木宇都宮 

43 1.07.58 法政大学 田辺 昭夫 佐々木 和良 720812 滋賀琵琶湖 

45 1.07.60 日本大学 樽見 潤 若松 正一 920801 山梨境川 

46 1.07.63 京都産業大学 橋口 盛介 横井 彰人 910803 京都向日町 

47 1.07.73 法政大学 薮田 和夫 大月 伸生 761002 山形新庄 

48 1.07.76 中京大学 鈴木 昭博 富永 真司 010812 兵庫明石 

49 1.07.79 法政大学 松井 一良 加藤 裕一 860601 千葉松戸 

50 1.07.80 日本大学 市川 雅敏 工藤 史朗 820911 大阪関西 CSC 

51 1.07.803 京都大学 立入 久和 松井 秀幸 970726 福島泉崎 

52 1.07.86 日本大学 芳賀 徹 兼本 達矢 860601 千葉松戸 

52 1.07.86 東京大学 林田 啓治 安斉 直 870725 大阪関西 CSC 

54 1.07.87 日本大学 芳賀 徹 坂本 盛靖 870725 大阪関西 CSC 

55 1.07.91 日本大学 松田 隆文 岩崎 誠一 700621 京都向日町 

56 1.07.93 法政大学 藤倉 正 酒井 幹夫 740706 茨城取手 
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57 1.08.00 日本大学 吉良 勝年 井上 恵 930731 福島泉崎 

58 1.08.03 桃山学院大学 西田 孝 山本 利幸 850602 山梨境川 

59 1.08.04 京都産業大学 竹村 利彦 榎本 昌則 800914 神奈川花月園 

60 1.08.09 京都産業大学 小野 千宏 坂口 弘 771015 千葉松戸 

61 1.08.11 桃山学院大学 能崎 有弘 吉田 博幸 870725 大阪関西 CSC 

62 1.08.12 東京大学 林田 啓治 大野 武英 860601 千葉松戸 

63 1.08.17 日本大学 菅田 順和 松田 隆文 720812 滋賀琵琶湖 

64 1.08.20 東北学院大学 大野 直志 緒方 徹也 870725 大阪関西 CSC 

64 1.08.20 日本大学 布田 英明 小笠原 嘉 751004 千葉千葉 

66 1.08.25 大阪経済大学 藤尾 弘 高橋 広明 870725 大阪関西 CSC 

67 1.08.26 日本大学 水野 晴男 小笠原 義明 771015 千葉松戸 

67 1.08.26 日本大学 福島 広己 橋佐古 直清 930731 福島泉崎 

69 1.08.28 法政大学 永原 邦男 阿部 隆 671014 東京立川 

70 1.08.34 日本大学 市川 清人 坂本 盛靖 880618 山梨境川 

71 1.08.35 京都大学 白武 俊太郎 松井 秀幸 960817 京都向日町 

72 1.08.39 早稲田大学 渋谷 久路 荒川 岳士 950729 滋賀びわ湖 

72 1.08.39 東京大学 深澤 宙 深町 英行 890603 長野松本 

74 1.08.416 早稲田大学 木原 純 長池 亮 980801 大阪関西 CSC 

75 1.08.45 東北学院大学 斉藤 浩 荒谷 一善 800914 神奈川花月園 

76 1.08.46 東北学院大学 辺見 彰良 田中 雅樹 930731 福島泉崎 

77 1.08.55 法政大学 田淵 昌司 中江 元彦 800914 神奈川花月園 

78 1.08.59 中央大学 町島 洋一 伊藤 芳男 761002 山形新庄 

79 1.08.60 法政大学 江原 政光 吉田 幸広 890603 長野松本 

80 1.08.64 法政大学 西口 丈草 宮本 博 870725 大阪関西 CSC 

81 1.08.654 東北学院大学 若園 賢二 高井 武志 990724 長野松本 

82 1.08.66 法政大学 吉田 弘二 横長 勇 730624 東京立川 

83 1.08.70 桃山学院大学 西岡 資雄 岡 篤男 900728 山梨境川 

83 1.08.70 法政大学 田口 英之 佐々木 晃雄 850602 山梨境川 

85 1.08.71 東海大学 梅津 欽一 松永 茂一 900728 山梨境川 

86 1.08.72 関西大学 酒井 貴之 梶川 幸治 860601 千葉松戸 

87 1.08.77 法政大学 竹内 前田 克己 771015 千葉松戸 

88 1.08.78 法政大学 森田 智彦 磯口 輝光 910803 京都向日町 

89 1.08.85 中央大学 緑川  越後谷 修 771015 千葉松戸 

90 1.08.88 慶應義塾大学 尾形 博史 池内 直人 890603 長野松本 

91 1.08.90 法政大学 八槙 謙太郎 山本 浩史 870725 大阪関西 CSC 

92 1.08.91 法政大学 佐々木 正芳 加藤 裕一 850602 山梨境川 

93 1.08.93 日本大学 布田 英明 白鳥 潤 740706 茨城取手 

94 1.08.97 慶應義塾大学 尾形 博史 倉田 達樹 900728 山梨境川 

95 1.08.98 東北学院大学 栗林 実 加藤 均 810919 静岡伊東 

96 1.09.03 法政大学 海老原 茂男 横長 勇 740706 茨城取手 

96 1.09.03 日本大学 菅田 順和 水口 正美 730624 東京立川 

98 1.09.05 日本大学 榊 敏晴 関口 忠 751004 千葉千葉 

98 1.09.05 日本大学 田崎 今日児 国谷 成彦 761002 山形新庄 

100 1.09.06 東海大学 杉浦 高治 細川 拓也 870725 大阪関西 CSC 

101 1.09.07 東北学院大学 南野 和史 大野 直志 850602 山梨境川 

102 1.09.11 関西大学 酒井 貴之 山内 孝幸 850602 山梨境川 

103 1.09.18 大阪経済大学 矢根 順久 中嶋 伸治 850602 山梨境川 

104 1.09.21 日本大学 楢崎 信夫 小笠原 義明 751004 千葉千葉 

105 1.09.29 法政大学 松上 一弘 佐々木 和良 710621 滋賀大津 

105 1.09.290 日本大学 矢内 将美 内出 貴永 960727 福島泉崎 

107 1.09.34 中央大学 栗田 伸也 久保田 仁 920801 山梨境川 

107 1.09.34 日本大学 林  水口 正美 720812 滋賀琵琶湖 

109 1.09.342 早稲田大学 児島 正人 阿部 宏之 960727 福島泉崎 

110 1.09.48 東北学院大学 鏡 一善 伊里山 豊 771015 千葉松戸 

111 1.09.49 法政大学 白石 康博 安部 忠彦 730624 東京立川 

111 1.09.49 法政大学 矢橋  鉄沢 孝一 790908 大阪関西 CSC 

113 1.09.51 法政大学 松本 義之 高沢 茂 870725 大阪関西 CSC 

114 1.09.622 鹿屋体育大学 中山 浩 伊東 博 980801 大阪関西 CSC 
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115 1.09.64 早稲田大学 西沢 潤 梶川 伸樹 860601 千葉松戸 

116 1.09.65 日本大学 鈴木 規秀 安達 健太朗 950729 滋賀びわ湖 

117 1.09.68 東海大学 鈴木 直紀 轟 和則 890603 長野松本 

118 1.09.70 法政大学 市橋 良博 吉澤 直史 920801 山梨境川 

119 1.09.77 東海大学 大浦 章伸 松永 茂一 880618 山梨境川 

120 1.09.78 東北学院大学 小林 高市 荒谷 一善 810919 静岡伊東 

120 1.09.78 関西大学関西大学関西大学関西大学    中村中村中村中村    明博明博明博明博    逸見逸見逸見逸見    真弥真弥真弥真弥    020811 大阪岸和田大阪岸和田大阪岸和田大阪岸和田    

120 1.09.78 日本大学 布田 英明 榊 敏晴 730624 東京立川 

123 1.09.83 東北学院大学 松永 聡浩 加藤 均 790908 大阪関西 CSC 

124 1.09.96 東海大学 小田 孝倫 金井 亮太 920801 山梨境川 

125 1.10.00 法政大学 松並 俊雄 山崎 健一 870725 大阪関西 CSC 

125 1.10.00 法政大学 西島 良男 井上 三次 661210 東京京王閣 

127 1.10.01 桃山学院大学 梅井 健次 能崎 有弘 880618 山梨境川 

128 1.10.03 関西大学 清水 亨 篠田 恵一 870725 大阪関西 CSC 

129 1.10.12 桃山学院大学 西岡 資雄 宇高 紀裕 910803 京都向日町 

130 1.10.15 立教大学 内田 泰孝 児川 博 850602 山梨境川 

131 1.10.18 関西大学 松田 敏和 山本 武司 960817 京都向日町 

132 1.10.29 日本大学 楢崎 信夫 岡田 富夫 730624 東京立川 

133 1.10.32 京都産業大学 功刀 正樹 河田 優 930731 福島泉崎 

134 1.10.33 日本大学 村上 誠一 三好 真人 661210 東京京王閣 

135 1.10.35 中京大学 中谷 勝 寺本 弘志 661210 東京京王閣 

136 1.10.36 法政大学 都甲 泰正 瀧波 勝弥 751004 千葉千葉 

137 1.10.37 関西大学 池田  昌弘 山口  功 990815 京都向日町 

138 1.10.38 日本体育大学 山田 幸司 山下 昌毅 930731 福島泉崎 

139 1.10.40 法政大学 八槙 謙太郎 宮本 博 860601 千葉松戸 

140 1.10.44 日本大学 塚崎 邦嗣 大釜 学 860601 千葉松戸 

141 1.10.49 法政大学 森田 智彦 高寺 聡 900728 山梨境川 

142 1.10.62 東京大学 楠畑 健次 山本 日出彦 850602 山梨境川 

143 1.10.621 中京大学 良永 浩一 岩本 幸一 970726 福島泉崎 

144 1.10.66 中央大学 染谷  小松 辰美 751004 千葉千葉 

145 1.10.75 法政大学 大月 伸生 小笠原 利夫 751004 千葉千葉 

146 1.10.78 法政大学 白崎 賢治 江藤 740706 茨城取手 

147 1.10.84 桃山学院大学 足立 充功 常深 貞昌 930731 福島泉崎 

148 1.10.85 法政大学 山崎 健一 高沢 茂 880618 山梨境川 

149 1.10.89 東京大学 今中 英二 宮崎 毅 910803 京都向日町 

150 1.10.93 日本大学 福田 公生 番場 誠 730624 東京立川 

151 1.11.019 中京大学 富永 真司 奥村 維摩 990724 長野松本 

152 1.11.03 京都産業大学 浅見 宗由 久保 隆行 010812 兵庫明石 

153 1.11.167 順天堂大学 平木 健滋 加藤 弘和 960727 福島泉崎 

154 1.11.20 明治大学 柳 亘 本間 滋 860601 千葉松戸 

155 1.11.228 東北学院大学 佐藤 慎輔 関戸 努 960727 福島泉崎 

156 1.11.27 立正大学 古谷 利数 金城 700621 京都向日町 

157 1.11.32 鹿屋体育大学 中山  浩 川村  雄一郎 990815 京都向日町 

158 1.11.46 東海大学 中田 仁 境谷 淑 850602 山梨境川 

159 1.11.49 東海大学 田代 淳 五嶋 浩司 920801 山梨境川 

160 1.11.57 東北学院大学 福原 節夫 阿部 亮治 860601 千葉松戸 

161 1.11.654 東北学院大学 鈴木 純一 若園 賢二 000722 福島泉崎 

162 1.11.66 早稲田大学 大原 寛一 岡島 伸平 691109 埼玉西武園 

163 1.11.71 立命館大学 田平 勝士 井上 淳 930731 福島泉崎 

163 1.11.71 東海大学 鈴木 直紀 小田 孝倫 910803 京都向日町 

165 1.11.73 日本大学 四戸 義孝 佐野 740706 茨城取手 

166 1.11.78 東京大学 高橋 真二 宮崎 毅    930731 福島泉崎 

167 1.11.85 日本大学 斑目 隆雄 久保 義春 661210 東京京王閣 

168 1.11.99 桃山学院大学 常深 貞昌 岸谷 誠 920801 山梨境川 

169 1.12.03 明治大学 明午 順治 若狭 義雅 900728 山梨境川 

170 1.12.13 早稲田大学 本間 学 山下 典司 870725 大阪関西 CSC 

170 1.12.13 関西大学 陸野 圭司 末次 建樹 010812 兵庫明石 

172 1.12.220 東京大学 塚原 泰介 丹沢 秀樹 980801 大阪関西 CSC 
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日本学生自転車競技連盟 URL: http://sports.geocities.jp/ntwyh185/jimtds1k.pdf 

173 1.12.25 京都産業大学 福本  将 久保  隆行 990815 京都向日町 

174 1.12.381 明治大学 峯浦 直樹 山崎 潤 980801 大阪関西 CSC 

175 1.12.42 早稲田大学 高畑 秀規 古賀 岳文 850602 山梨境川 

176 1.12.46 東海大学 福島 憲一 大浦 章伸 870725 大阪関西 CSC 

 


