
日本学生自転車競技連盟(2017/1/1)

学生チーム・スプリント1000m　178傑(1.13.0以内)

ﾗﾝｸ TIME チーム 氏名 氏名 氏名 年月日 競技場

1 1.01.777 鹿屋体育大学 野上　竜太 堀　航輝 山口　大貴 150828 長野美鈴湖

2 1.01.885 朝日大学 上遠野　拓馬 松本　貴治 小原　佑太 150719 長野美鈴湖

3 1.01.981 鹿屋体育大学 野上　竜太 堀　航輝 奥村　諭志 150719 長野美鈴湖

4 1.02.308 中央大学 佐伯　亮輔 高士　拓也 橋本　壮史 150828 長野美鈴湖

5 1.02.544 朝日大学 相馬　義宗 松本　貴治 小原　佑太 150828 長野美鈴湖

6 1.02.91 日本大学 坂本　紘規 坂本　佳哉 坂井　洋 150829 長野美鈴湖

7 1.03.088 日本大学 山本　修平 坂本　佳哉 坂井　洋 150828 長野美鈴湖

8 1.03.384 中央大学 池野　健太 佐伯　亮輔 宮本　隼輔 130830 青森八戸

9 1.03.397 日本大学 末木　浩二 古庄　豊全 橋本　凌甫 110902 長野松本

10 1.03.4141.03.4141.03.4141.03.414 中央大学中央大学中央大学中央大学 佐伯　亮輔佐伯　亮輔佐伯　亮輔佐伯　亮輔 橋本　壮史橋本　壮史橋本　壮史橋本　壮史 梶原　大地梶原　大地梶原　大地梶原　大地 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

11 1.03.611 日本大学 末木　浩二 坂本　佳哉 橋本　凌甫 130830 青森八戸

12 1.03.638 法政大学 鈴木　陸来 松田　幸貴 菊山　将志 150828 長野美鈴湖

13 1.03.689 朝日大学 相馬　義宗 上遠野　拓馬 松本　貴治 130830 青森八戸

14 1.03.697 中央大学 野口　裕生 藤森　貴之 池野　健太 110902 長野松本

15 1.03.711 早稲田大学 手嶋　将大 佐藤　啓斗 後藤　悠 150828 長野美鈴湖

16 1.03.730 東北学院大学 鈴木　隼輔 門脇　翼 中込　健太 150828 長野美鈴湖

17 1.03.791 日本大学 白濱　一平 山本　修平 坂井　洋 150719 長野美鈴湖

18 1.03.856 順天堂大学 飯塚　力也 石田　輝 加藤　良治 110902 長野松本

19 1.03.950 鹿屋体育大学 新納　大輝 小林　郁弥 元砂　勇雪 110902 長野松本

20 1.04.0121.04.0121.04.0121.04.012 日本大学日本大学日本大学日本大学 照井　拓成照井　拓成照井　拓成照井　拓成 山本　修平山本　修平山本　修平山本　修平 坂井　洋坂井　洋坂井　洋坂井　洋 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

21 1.04.047 日本体育大学 深沢　拓 小林　泰正 金田　明一郎 150828 長野美鈴湖

22 1.04.085 順天堂大学 藤根　俊貴 栗田　万生 吉川　希望 150828 長野美鈴湖

23 1.04.267 早稲田大学 澤口　大和 工藤　薫 岡本　光由 080830 長野松本

24 1.04.313 日本大学 辻中　国宏 古庄　豊全 阿部　力也 080829 長野松本

25 1.04.38 順天堂大学 佐藤　佑一 佐川　翔吾 丸尾　哲司 030830 長野松本

26 1.04.4031.04.4031.04.4031.04.403 明治大学明治大学明治大学明治大学 板倉　玄京板倉　玄京板倉　玄京板倉　玄京 小林　和希小林　和希小林　和希小林　和希 橋本　瑠偉橋本　瑠偉橋本　瑠偉橋本　瑠偉 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

27 1.04.426 鹿屋体育大学 野口　正則 新納　大輝 元砂　勇雪 100827 青森八戸

28 1.04.456 早稲田大学 澤口　大和 佐々木　龍 今井　一誠 100828 青森八戸

29 1.04.584 朝日大学 廣田　敦士 相馬　義宗 上遠野　拓馬 130831 青森八戸

30 1.04.642 法政大学 深瀬　泰我 植原　琢也 寺崎　浩平 130830 青森八戸

31 1.04.674 鹿屋体育大学 堀　航輝 柴崎　俊祐 奥村　諭志 140419 福島泉崎

32 1.04.698 中央大学 巴　直也 池野　健太 勝谷　勝治 100827 青森八戸

33 1.04.887 中央大学 佐伯　亮輔 栗本　尚宗 宮本　隼輔 140510 福島泉崎

34 1.04.926 東北学院大学 櫻井　正孝 山田　裕哉 三浦　雄大 080829 長野松本

35 1.04.931 鹿屋体育大学 柴崎　俊祐 山口　大貴 奥村　諭志 130830 青森八戸

36 1.05.003 鹿屋体育大学 大久保　光次 新納　大輝 金野　亮太 080829 長野松本

37 1.05.173 鹿屋体育大学 小林　郁弥 黒枝　士揮 元砂　勇雪 110903 長野松本

38 1.05.2811.05.2811.05.2811.05.281 日本大学日本大学日本大学日本大学 緑川　裕也緑川　裕也緑川　裕也緑川　裕也 大澤　勇騎大澤　勇騎大澤　勇騎大澤　勇騎 松本　一志松本　一志松本　一志松本　一志 160716160716160716160716 長野美鈴湖長野美鈴湖長野美鈴湖長野美鈴湖

39 1.05.353 朝日大学 廣田　敦士 尾形　鉄馬 山本　琢也 110902 長野松本

40 1.05.361 早稲田大学 佐々木　龍 佐々木　勇輔 今井　一誠 110902 長野松本

41 1.05.4071.05.4071.05.4071.05.407 法政大学法政大学法政大学法政大学 鈴木　陸来鈴木　陸来鈴木　陸来鈴木　陸来 鈴木　玄人鈴木　玄人鈴木　玄人鈴木　玄人 松田　幸貴松田　幸貴松田　幸貴松田　幸貴 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

42 1.05.474 明治大学 曽我　圭佑 森本　尊也 橋本　瑠偉 130830 青森八戸

43 1.05.477 順天堂大学 飯塚　力也 石田　輝 石川　雄太 100827 青森八戸

44 1.05.546 日本大学 白木　浩二 塚越　友和 青沼　寿　　 990724 長野松本

45 1.05.641 順天堂大学 内田　晃弘 佐藤　佑一 佐川　翔吾 050826 岩手紫波

46 1.05.674 中央大学 東矢　昇太 小林　彰夫 桜井　太士 050826 岩手紫波

47 1.05.926 法政大学 野上　侑矢 丸田　直 阿部　拓真 110902 長野松本

48 1.05.9341.05.9341.05.9341.05.934 朝日大学A朝日大学A朝日大学A朝日大学A 長谷部　龍一長谷部　龍一長谷部　龍一長谷部　龍一 畝木　聖畝木　聖畝木　聖畝木　聖 岡崎　陸登岡崎　陸登岡崎　陸登岡崎　陸登 160716160716160716160716 長野美鈴湖長野美鈴湖長野美鈴湖長野美鈴湖

49 1.05.953 中央大学 野口　大誠 東矢　昇太 奥原　亨 080829 長野松本

50 1.06.004 中央大学 武山　誠 成田　和也 植木　和広　 990724 長野松本

51 1.06.007 同志社大学 畑段　嵐士 渡部　陽介 清水　洋佑 110902 長野松本

52 1.06.045 日本体育大学 濵地　泰斗 野村　匡仁 東森　晃仁 080829 長野松本

53 1.06.058 順天堂大学 竹下　翔 石川　雄太 安井　博昭 080829 長野松本

54 1.06.127 明治大学 板倉　玄京 森本　尊也 橋本　瑠偉 140419 福島泉崎

55 1.06.177 学連(順天堂大学) 土屋　壮登 竹下　翔 石川　雄太 080615 群馬前橋GD

56 1.06.306 日本大学 坂本　佳哉 坂井　洋 高橋　築 140419 福島泉崎

57 1.06.323 学連(順天堂大学) 内田　晃弘 川崎　大慈 佐川　翔吾 060716 鳥取倉吉

58 1.06.326 明治大学 神　勇大 佐々木　吉徳 佐々木　海 080829 長野松本

59 1.06.332 立命館大学 廣瀬　元輝 石田　陽介 吉岡　優斗 150828 長野美鈴湖

60 1.06.3781.06.3781.06.3781.06.378 朝日大学B朝日大学B朝日大学B朝日大学B 平田　裕貴平田　裕貴平田　裕貴平田　裕貴 中村　友哉中村　友哉中村　友哉中村　友哉 中川　基広中川　基広中川　基広中川　基広 160716160716160716160716 長野美鈴湖長野美鈴湖長野美鈴湖長野美鈴湖

61 1.06.408 法政大学 新井　由郁 後藤　祐貴 一戸　康宏 080829 長野松本

62 1.06.438 日本体育大学 福沢　涼太 深沢　拓 山内　厚二 130830 青森八戸

63 1.06.458 日本大学 坂本　佳哉 高橋　築 安里　優太 140510 福島泉崎

64 1.06.521 京都産業大学 藤井　太雅 山田　康太 佐藤　大我 150828 長野美鈴湖

65 1.06.554 朝日大学 上遠野　拓馬 松本　貴治 市原　和希 140419 福島泉崎

66 1.06.672 立命館大学 石口　慶多 松井　響 鵜川　大輝 080829 長野松本

67 1.06.698 東北学院大学 牧野　真左彦 小池　輝雅 小倉　知幸 020831 静岡修善寺333

68 1.06.7251.06.7251.06.7251.06.725 日本体育大学日本体育大学日本体育大学日本体育大学 深沢　拓深沢　拓深沢　拓深沢　拓 松岡　辰泰松岡　辰泰松岡　辰泰松岡　辰泰 金田　明一郎金田　明一郎金田　明一郎金田　明一郎 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

69 1.06.750 明治大学 田尾　駿介 佐々木　海 加藤　剛 110902 長野松本

70 1.06.760 順天堂大学 野口　智史 清水　祐哉 佐藤　佑一 020901 静岡修善寺333

71 1.06.789 朝日大学 山田　純也 山田　佳典 鷺原　大直 080829 長野松本

72 1.06.790 立命館大学 石口　慶多 松井　響 小西　悠貴 100827 青森八戸

73 1.06.794 法政大学 深瀬　泰我　 植原　琢也 荒井　佑太 140510 福島泉崎

74 1.06.797 日本体育大学 野村　匡仁 東森　晃仁 古河　栄樹 100827 青森八戸

75 1.06.8001.06.8001.06.8001.06.800 早稲田大学早稲田大学早稲田大学早稲田大学 中井　琢中井　琢中井　琢中井　琢 手嶋　将大手嶋　将大手嶋　将大手嶋　将大 佐藤　啓斗佐藤　啓斗佐藤　啓斗佐藤　啓斗 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎
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76 1.06.886 日本体育大学 福沢　涼太 山内　厚二 古河　栄樹 110902 長野松本

77 1.06.923 名古屋産業大学 木村　知多賀 藤本　喜大 山本　祐也 110902 長野松本

78 1.06.9521.06.9521.06.9521.06.952 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 鈴木　隼輔鈴木　隼輔鈴木　隼輔鈴木　隼輔 福田　泰之福田　泰之福田　泰之福田　泰之 伊藤　大地伊藤　大地伊藤　大地伊藤　大地 160716160716160716160716 長野美鈴湖長野美鈴湖長野美鈴湖長野美鈴湖

79 1.06.987 信州大学 中村　龍太郎 赤澤　健 青木　優太郎 110902 長野松本

80 1.07.016 富士大学 澤口　馨太 新井田　開 三浦　元緋 150828 長野美鈴湖

81 1.07.07 京都産業大学 鈴木　幸弘 小堺　浩二 山崎　晃 040808 奈良奈良

82 1.07.148 明治大学 田尾　駿介 市山　研 加藤　剛 100827 青森八戸

83 1.07.155 朝日大学 尾形　鉄馬 松本　諒太 高木　隆大 100827 青森八戸

84 1.07.178 早稲田大学 森　浩輔 手嶋　将大 後藤　悠 140510 福島泉崎

85 1.07.186 中央大学 松永　将 小林　彰夫 高島　豪 020831 静岡修善寺333

86 1.07.251 京都産業大学 鈴木　幸弘 山崎　晃 岡　豊洋 050826 岩手紫波

87 1.07.259 富士大学 関田　龍 羽田　信吾 イ　ヒョシン 080829 長野松本

88 1.07.280 東北学院大学 和田　圭 小池　輝雅 山田　裕哉 050827 岩手紫波

89 1.07.3991.07.3991.07.3991.07.399 東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学 鈴木　隼輔鈴木　隼輔鈴木　隼輔鈴木　隼輔 鈴木　健人鈴木　健人鈴木　健人鈴木　健人 中込　健太中込　健太中込　健太中込　健太 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

90 1.07.448 立命館大学 石田　陽介 松本　宜之 橋本　英人 130830 青森八戸

91 1.07.466 順天堂大学 飯塚　竜也 藤根　俊貴 吉川　希望 140510 福島泉崎

92 1.07.495 日本体育大学 深沢　拓 山内　厚二 加藤　樹 140510 福島泉崎

93 1.07.5351.07.5351.07.5351.07.535 順天堂大学順天堂大学順天堂大学順天堂大学 飯塚　竜也飯塚　竜也飯塚　竜也飯塚　竜也 藤根　俊貴藤根　俊貴藤根　俊貴藤根　俊貴 栗本　武典栗本　武典栗本　武典栗本　武典 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

94 1.07.636 関西大学 陸野　圭司 吉田　真也 吉井　淳 020831 静岡修善寺333

95 1.07.639 法政大学 山口　裕之 三上　広 古澤　尊生 000722 福島泉崎

96 1.07.767 朝日大学 長谷部　龍一 中村　友哉 佐々木　真吾 150719 長野美鈴湖

97 1.07.877 北陸大学 天池　哲也 佐藤　光成 吉川　勇気 110902 長野松本

98 1.07.905 環太平洋大学 大野　富士城 宮内　智也 岡本　卓 130830 青森八戸

99 1.07.990 富士大学 小野　伊吹 熊谷　誠也 羽田　信吾 100827 青森八戸

100 1.08.003 東北学院大学 門脇　翼 田代　敢大 浅野　一輝 140510 福島泉崎

101 1.08.155 東北学院大学 會澤　龍 牧野　翔太 青木　勇樹 100827 青森八戸

102 1.08.206 朝日大学 中野　雄喜 上遠野　拓馬 松本　貴治 140419 福島泉崎

103 1.08.229 東海大学 島崎　拓海 曽我　隼秀 川上　俊太 150828 長野美鈴湖

104 1.08.230 信州大学 長谷川　和弥 赤澤　健 青木　優太郎 100827 青森八戸

104 1.08.230 中京大学 高橋　飛鳥 窪　翼 下野　義城 150828 長野美鈴湖

106 1.08.289 同志社大学 冨嶋　奎太 渡邊　崚介 川元　優佑 150828 長野美鈴湖

107 1.08.292 東北学院大学 牧野　翔太 大倉　宏太 柴崎　達也 110902 長野松本

108 1.08.3091.08.3091.08.3091.08.309 富士大学富士大学富士大学富士大学 澤口　馨太澤口　馨太澤口　馨太澤口　馨太 三浦　元緋三浦　元緋三浦　元緋三浦　元緋 近藤　匡近藤　匡近藤　匡近藤　匡 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

109 1.08.360 関西大学 北中　悠貴 長光　亮平 岡田　将真 130830 青森八戸

110 1.08.374 明治大学 中川　健史 高森　旭二 花澤　純二 020831 静岡修善寺333

111 1.08.473 名古屋産業大学 木村　知多賀 藤本　喜大 石川　真浩 100827 青森八戸

112 1.08.488 慶應義塾大学 池邊　聖 大越　陸 小野　健太郎 130830 青森八戸

113 1.08.510 立教大学 野田　晋平 山本　貴明 井出　健太 080829 長野松本

114 1.08.517 北海学園北見大学 三嶋　忠義 久間　泰 園田　鉄兵 030830 長野松本

115 1.08.550 富士大学 俵　央育 嵯峨　竜馬 熊谷　誠也 130830 青森八戸

116 1.08.608 慶應義塾大学 山口　直樹 岡田　隼弥 伊藤　潤 150828 長野美鈴湖

117 1.08.740 関西大学 松兼　輝明 小西　瑛久 山神　海晴 150828 長野美鈴湖

118 1.08.82 北陸大学 村形　幸侑 相原　章吾 山我　宗永 040808 奈良奈良

119 1.08.838 東北学院大学 北野　大地 高橋　陽介 岡部　武 000722 福島泉崎

120 1.08.883 京都産業大学 戸祭　裕介 鍵本　大地 間瀬　勇毅 130830 青森八戸

121 1.08.890 富士大学 林　一貴 関田　龍 加藤　圭太 050826 岩手紫波

122 1.09.05 中京大学 - - - 980503 奈良奈良

123 1.09.089 東京大学 大田　隼一郎 坂田　裕希 細川　渉 080829 長野松本

124 1.09.109 富士大学 俵　央育 三浦　元緋 嵯峨　竜馬 140510 福島泉崎

125 1.09.248 環太平洋大学 松野　祐士 酒井　俊秀 宍戸　建 100827 青森八戸

126 1.09.383 北陸大学 村形　幸侑 山我　宗永 三浦　司 020831 静岡修善寺333

127 1.09.39 名桜大学 新垣　健 山入端　尚吾 喜納　隆志 040808 奈良奈良

128 1.09.400 鹿屋体育大学 廣田　宗隆 清水　都貴 小倉　英治 020831 静岡修善寺333

129 1.09.423 中京大学 森　聖貴 山田　智大 窪　翼 130830 青森八戸

130 1.09.45 中京大学 鈴木　昭博 山本　啓太 河口　誉 010506 奈良奈良

131 1.09.460 立教大学 齋藤　英成 菅野　祥憲 Dirk　Wowerat 020831 静岡修善寺333

132 1.09.508 環太平洋大学 無量井　弘毅 松野　祐士 阿久津　耕太郎 080829 長野松本

133 1.09.527 立教大学 齋藤　英成 倉部　雄司 稲子　淳一 030830 長野松本

134 1.09.665 大阪産業大学 土橋　勇斗 山﨑　翼 岩井　和也 150828 長野美鈴湖

135 1.09.68 龍谷大学 米田　徹 川内　淳郎 吉川　修司 040808 奈良奈良

136 1.09.768 大阪経済大学 濱口　智貴 福田　高志 丸本　皇太 110902 長野松本

137 1.09.789 大阪経済大学 石丸　兼司 金西　竜太郎 金井　克磨 150719 長野美鈴湖

138 1.09.796 慶應義塾大学 畑　頌聡 池邊　聖 小野　健太郎 140510 福島泉崎

139 1.09.803 東海大学 石山　理亮 小野　武 小清水　拓也 130830 青森八戸

140 1.09.818 大阪経済大学 蒋野　翔太 金西　竜太郎 金井　克磨 150828 長野美鈴湖

141 1.09.8411.09.8411.09.8411.09.841 慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学 大喜多　将大喜多　将大喜多　将大喜多　将 山口　直樹山口　直樹山口　直樹山口　直樹 伊藤　潤伊藤　潤伊藤　潤伊藤　潤 160507160507160507160507 福島泉崎福島泉崎福島泉崎福島泉崎

142 1.09.939 中京大学 平林　高久 中根　英登 山田　智大 100827 青森八戸

143 1.10.042 名桜大学 山入端　尚吾 喜納　隆志 井上　将志 050826 岩手紫波

144 1.10.047 北海学園北見大学 平岡　靖章 馬場　武蔵 園田　鉄兵 020831 静岡修善寺333

145 1.10.138 慶應義塾大学 大竹　遼 大越　陸 恩田　一厳 100827 青森八戸

146 1.10.186 立教大学 木村　圭助 山本　貴明 月岡　達哉 050826 岩手紫波

147 1.10.260 環太平洋大学 鈴木　雅大 石川　一樹 山本　浩平 110902 長野松本

148 1.10.29 明治大学 仲村　天晴 守澤　太志 根本　哲吏 040926 秋田六郷

149 1.10.302 中京大学 鈴木　昭博 富永　真司 鵜川　浩 000722 福島泉崎

150 1.10.47 慶應義塾大学 片岡　吾朗 郷田　純 下沖　功児 040926 秋田六郷
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151 1.10.478 慶應義塾大学 細井　政明 郷田　純 下沖　功児 050826 岩手紫波

152 1.10.53 明治大学 齊藤　大樹 杉田　宜講 花澤　純二 040926 秋田六郷

153 1.10.570 明治大学 峯浦　直樹 石橋　直和　 岩越　亮 990724 長野松本

154 1.10.660 東海大学 石神　賢二 須貝　寿雄 森田　光高　 000722 福島泉崎

155 1.10.713 中京大学 南　拓哉 浅井　亮多 高橋　政登 080829 長野松本

156 1.10.81 北陸大学 - - - 030504 奈良奈良

157 1.10.93 立教大学 菅野　祥憲 佐竹　友幸 阿部　琢也 001014 静岡伊東温泉

158 1.10.97 立教大学 木村　圭助 月岡　達哉 稲子　淳一 040926 秋田六郷

158 1.10.97 龍谷大学 - - - 030504 奈良奈良

160 1.10.979 山梨学院大学 平塚　弘 山家　嘉之 雨宮　渡 150828 長野美鈴湖

161 1.10.99 早稲田大学 鈴木　貴之 平林　大宜 吉次　裕司 040926 秋田六郷

162 1.10.998 京都産業大学 湊　淳二 平野　大治 山森　雅也 100827 青森八戸

163 1.11.040 札幌学院大学 木賊　弘明 杉山　大輔 園　直衛　 990724 長野松本

164 1.11.108 京都産業大学 服部　昇平 中村　一樹 鍵本　大地 110902 長野松本

165 1.11.145 東海大学 鈴木　譲 嵐田　諭史 池田　保正 050826 岩手紫波

166 1.11.22 関西大学 陸野　圭司 松村　友和 吉井　淳 010506 奈良奈良

167 1.11.329 関西大学 田井　康裕 谷　順成 松兼　輝明 150815 奈良奈良

168 1.11.602 札幌学院大学 小島　卓 園　直衛 永平　順一 020831 静岡修善寺333

169 1.11.661 東北学院大学 門脇　翼 大山　宏仁 柴崎　達也 130830 青森八戸

170 1.11.885 慶應義塾大学 中島　健次 山口　綾介 恩田　一厳 110902 長野松本

171 1.11.899 龍谷大学 米田　徹 藤原　洋平 吉川　修司 030829 長野松本

172 1.11.929 日本体育大学 濱地　泰斗 深谷　信行 黒田　岳 050826 岩手紫波

173 1.12.120 東海大学 里見　知之 須貝　寿雄 森田　光高　 990724 長野松本

174 1.12.503 龍谷大学 平岩　寿郎 中川　一利 幾島　史己 000722 福島泉崎

175 1.12.57 東京大学 中田　祐樹 吉田　広樹 羽毛田　泰誠 040926 秋田六郷

176 1.12.854 名桜大学 中原　秀生 池田　雅信 棚原　憲崇 100827 青森八戸

177 1.12.927 日本体育大学 田中　雄介 成田　憲永 深谷　信行 030829 長野松本

178 1.13.00 龍谷大学 平岩　寿郎 幾島　史己 岩崎　聡 000507 奈良奈良
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