
高石杯関東自転車道路競走大会５０年記録集 

 

第１回大会   １９６６年９月２６日(月) 

千葉県船橋サーキット   １周３．１ｋｍ  ２９周８９．９ｋｍ 

チーム成績 

１位  世田谷高校チーム(東京都)   池田静郎    榎本 兼二 

２位  新潟一般チーム (新潟県)   高橋 敏    遠藤 清彦 

３位  光風自転車チーム(東京都)   松尾 富士雄  佐藤 秀夫 

４位  新潟高校チーム（新潟県）   佐藤 甲子雄  曽我 勉夫 

５位  東海大付属チーム（東京都）  本間 一    春宮 治 

 

個人成績 

１位  池田 静郎 （東京都・世田谷高校）          ２時間３１分４４秒６０ 

２位  榎本 兼二 （東京都・世田谷高校）          ２時間３１分４４秒６０ 

３位  藤倉 文夫 （埼玉県・ブリヂストンサイクル）     ２時間３５分４９秒５０ 

４位  宮一 透  （群馬県・前橋育英高校）         ２時間３５分５１秒２０ 

５位  佐藤 甲子雄（新潟県・新潟高校 B）          ２時間３５分５４秒１０ 

６位  鈴木 了  （神奈川県・神奈川 B）          ２時間３５分５４秒１０ 

７位  今野 義  （東京都・丸石自転車）          ２時間３５分５５秒１０ 

８位  松尾 富士雄（東京都・光風自転車）          ２時間３５分５６秒６０ 

９位  塚田 寛  （新潟県・新潟一般 B）          ２時間３５分５８秒２０ 

１０位 宮沢 英雄 （埼玉県・菖蒲高校）           ２時間３６分３１秒５０ 

 

 

第２回大会    １９６７年１２月３日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   １５周１１５．５ｋｍ 

チーム成績 

１位  光風自転車 B チーム（東京都）     池田 静郎  田辺 昭夫 

２位  ブリヂストンサイクルチーム（埼玉県） 武田 好信  熱海 茂 

３位  川越工業高校チーム（埼玉県）     深井 清次  粕谷 正雄 

４位  群馬県チーム（群馬県）        森 永一   長岡 良男 

５位  丸石自転車チーム（東京都）      今野 義   藤原 浩 

 

個人成績 

１位  熱海 茂  （埼玉県ブリヂストンサイクル・埼玉県）  ３時間０３分０５秒００ 

２位  池田 静郎 （東京都・光風自転車 B）         ３時間０３分０５秒００ 

３位  田辺 昭夫 （東京都・光風自転車 B）         ３時間０３分０５秒１０ 

４位  松尾 富士雄（東京都・光風自転車 B）         ３時間０３分０５秒１０ 



５位  武田 好信 （埼玉県・ブリヂストンサイクル）     ３時間０７分４７秒００ 

６位  深井 清次 （埼玉県・川越工業高校）         ３時間０８分１７秒５０ 

７位  高野 昭市 （東京都・日米富士自転車）        ３時間０８分１７秒６０ 

８位  島谷 陽三 （茨城県・茨城県 B）           ３時間０９分３０秒００ 

９位  粕谷 正雄 （埼玉県・川越工業高校）         ３時間１０分４２秒５０ 

１０位 山崎 保男 （茨城県・茨城県 B）           ３時間１２分２２秒００ 

 

 

第３回大会    １９６８年１１月２４日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   １５周１１７．５ｋｍ 

チーム成績 

１位  埼玉県一般 A チーム         武田 好信  藤倉 文夫 

２位  埼玉県高校 B チーム         平塚 延幸  松倉 政治 

３位  神奈川県一般 A チーム        森 幸春   小林 秀喜 

４位  八王子一般 A チーム（東京都）    小室 登   町田 誠一 

５位  藤田サドルレーシングチーム（東京都）佐藤 輝夫  木内 次男 

 

個人成績 

１位  武田 好信（埼玉県一般 A）              ３時間０７分２８秒７０ 

２位  藤倉 文夫（埼玉県一般 A）              ３時間０７分２９秒００ 

３位  笠原 健一（東京都・日米富士自転車）         ３時間０７分３０秒２０ 

４位  宮川 俊三（東京都・光風自転車）           ３時間１４分５６秒４０ 

５位  平塚 延幸（埼玉県高校 B）              ３時間１８分０５秒４０ 

６位  渡辺 省治（東京都・八王子一般 A）          ３時間１８分０６秒９０ 

７位  森 幸春 （神奈川県一般 A）             ３時間１８分０６秒９０ 

８位  松倉 政治（埼玉県高校 B）              ３時間１８分０７秒３０ 

９位  小室 登 （東京都・八王子一般 A）          ３時間１８分０７秒５０ 

１０位 藤倉 正 （埼玉県高校 A）              ３時間１８分０７秒８０ 

 

 

第４回大会    １９６９年１２月７日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   １５周１１７．５ｋｍ 

チーム成績 

１位  日米富士自転車 A チーム（東京都）  渡辺 省司  笠原 健一 

２位  埼玉県高校 B チーム         川田 不二男  鶴谷 邦章 

３位  東京都高校 A チーム         田中 吉治  広瀬 清 

４位  新潟県 A チーム           笠巻 清貴  小川 俊丸 

 



個人成績 

１位  渡辺 省司 （東京都・日米富士自転車 A）       ３時間１１分４３秒００ 

２位  笠原 健一 （東京都・日米富士自転車 A）       ３時間１１分４３秒２０ 

３位  熊沢 功夫 （東京都・日米富士自転車 B）       ３時間１１分４３秒４０ 

４位  関  六雄 （埼玉県・一般）             ３時間２１分１０秒６０ 

５位  須田 和則 （東京都高校 D）             ３時間２１分１０秒８０ 

６位  川田 不二男（埼玉県高校 B）             ３時間２１分１０秒８０ 

７位  笠巻 清貴 （新潟県 A）               ３時間２２分２８秒５０ 

８位  田中 吉治 （東京都高校 A）             ３時間２２分３２秒１０ 

９位  浜田 正夫 （山梨県・明城高校 A）          ３時間２３分３１秒４０ 

１０位 久保庭 孝人（東京都高校 B）             ３時間２３分４０秒２０ 

 

 

第５回大会    １９７０年１２月６日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   １５周１１７．５ｋｍ 

チーム成績 

１位  東京ＣＰクラブチーム（東京都）  神崎 優     安井 喜信 

２位  埼玉県一般チーム         久保井 喜代己  松川 昭一 

３位  神奈川県 E チーム         頼朝 隆     金城 雅夫 

 

個人成績 

１位  頼朝 隆   （神奈川県 B）             ３時間１８分１０秒４０ 

２位  神崎 優   （東京都・東京ＣＰクラブ）       ３時間１８分１０秒８０ 

３位  田中 順一  （東京都・丸石自転車）         ３時間１８分１１秒００ 

４位  久保井 喜代己（埼玉県一般）             ３時間１８分１１秒００ 

５位  須田 和則  （東京都高校Ａ）            ３時間１８分１８秒２０ 

６位  小沢 義正  （神奈川県Ｅ）             ３時間１９分１０秒６０ 

７位  安井 喜信  （東京都・東京ＣＰクラブ）       ３時間１９分１０秒６０ 

８位  白石 康博  （神奈川県Ｅ）             ３時間１９分１１秒６０ 

９位  松川 昭一  （埼玉県一般）             ３時間１９分４６秒４０ 

 

 

第６回大会    １９７１年１１月１４日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   １５周１１７．５ｋｍ 

チーム成績 

１位  埼玉県一般Ｂチーム        山内 春樹  久保井 喜代己 

２位  丸石自転車チーム（東京都）    松田 智  田中 順一 

３位  神奈川県一般Ｂチーム       津志田 喜吉  蒲田 司 



個人成績 

１位  山田 隆司  （東京都・丸石自転車）         ３時間１５分５３秒５０ 

２位  山内 春樹  （埼玉県一般Ｂ）            ３時間１５分５３秒５０ 

３位  松田 智   （東京都・丸石自転車）         ３時間１７分１０秒００ 

４位  白石 康博  （神奈川県高校Ａ）           ３時間１７分１０秒１０ 

５位  久保井 喜代己（埼玉県一般）             ３時間１８分４９秒３０ 

６位  田中 順一  （東京都・丸石自転車）         ３時間１８分５０秒６０ 

７位  藤本 明久  （山梨県・明誠高校Ａ）         ３時間１８分５５秒８０ 

８位  赤本 宣彦  （神奈川県高校Ｂ）           ３時間１８分５５秒８０ 

９位  津志田 喜吉 （神奈川県高校Ｂ）           ３時間１８分５７秒３０ 

１０位 杉田 宗彦  （埼玉県高校Ｂ）            ３時間１８分５７秒４０ 

 

 

第７回大会    １９７２年１１月１２日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   １５周１１７．５ｋｍ 

チーム成績 

１位  丸石自転車Ａチーム（東京都）   田村 正博   松田 智 

２位  日米富士自転車Ａチーム（東京都） 大寄 朗    和智 康雄 

３位  ＣＰクラブ（東京都）       小林 二三夫  安井 喜信 

４位  神奈川県一般Ａチーム       佐々木 義彦  高橋 誠伸 

５位  日米富士自転車Ｂチーム（東京都） 笠原 健一   八鍬 春明 

６位  神奈川県一般Ｂチーム       加藤 恭万   津志田 喜吉 

 

個人成績 

１位  田村 正博  （東京都・丸石自転車Ａ）        ３時間１１分５３秒５０ 

２位  村上 俊明  （神奈川県一般Ｃ）           ３時間１１分５３秒７０ 

３位  松田 智   （東京都・丸石自転車Ａ）        ３時間１１分５３秒８０ 

４位  山田 隆司  （東京都一般Ｃ）            ３時間１１分５３秒９０ 

５位  大寄 朗   （東京都・日米富士自転車Ａ）      ３時間１１分５４秒４０ 

６位  笠原 健一  （東京都・日米富士自転車Ｂ）      ３時間１１分５８秒５０ 

７位  藤原 盛一  （埼玉県一般Ａ）            ３時間１１分５０８秒７ 

８位  小林 二三夫 （東京都・ＣＰクラブ）         ３時間１１分５８秒７０ 

９位  和智 康雄  （東京都・日米富士自転車Ａ）      ３時間１１分５８秒７０ 

１０位 滝波 勝弥  （新潟県高校Ｃ）            ３時間１２分３０秒００ 

 

 

 

 



第８回大会    １９７３年１１月１１日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   １５周１１７．５ｋｍ 

チーム成績 

１位  日米富士自転車Ａチーム（東京都） 大寄 朗    小沢 圭一 

２位  ＣＰクラブ（東京都）       小林 二三夫  安井 喜信 

３位  日米富士自転車Ｂチーム（東京都） 藤本 明久   八鍬 春明 

４位  茨城県高校Ａチーム        大月 伸生   平川 高 

 

個人成績 

１位  大寄 朗   （東京都・日米富士自転車Ａ）      ３時間１１分０９秒００ 

２位  須田 和則  （東京都一般Ａ）            ３時間１４分２７秒５０ 

３位  佐々木 満  （埼玉県一般Ａ）            ３時間１６分２６秒７０ 

４位  安井 喜信  （東京都・ＣＰクラブ）         ３時間１８分１８秒３０ 

５位  望月 修   （東京都・丸石自転車Ａ）        ３時間１８分１９秒２０ 

６位  小沢 圭一  （東京都・日米富士自転車Ａ）      ３時間１８分１９秒４０ 

７位  藤本 明久  （東京都・日米富士自転車Ｂ）      ３時間１８分２２秒００ 

８位  福島 明行  （埼玉県高校Ａ）            ３時間１８分２３秒５０ 

９位  小林 二三夫 （東京都・ＣＰクラブ）         ３時間１８分３４秒００ 

１０位 大月 伸生  （茨城県高校Ａ）            ３時間１８分５０秒４０ 

 

 

第９回大会    １９７４年１１月２４日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   ２１周１００．３ｋｍ 

チーム成績 

１位  丸石自転車Ａチーム（東京都）      望月 修    千葉 孝夫 

２位  ブリヂストンサイクルチーム（東京都）  佐々木 信人  北沢 裕次 

３位  ブリヂストンサイクルチーム（東京都）  小笠原 哲   成田 利秀 

４位  神奈川県Ａチーム            佐々木 義彦  平山 良二 

５位  ＣＰクラブチーム（東京都）       安井 喜信   小林 二三夫 

６位  東京都一般Ｃチーム           清水 弘裕   内田 和仁 

 

個人成績 

１位  相川 武男  （埼玉県高校Ａ）            ３時間０７分４５秒００ 

２位  望月 修   （東京都・丸石自転車Ａ）        ３時間０９分０２秒００ 

３位  原 英雄   （東京都・丸石自転車Ｂ）        ３時間０９分０２秒３０ 

４位  佐々木 信人 （東京都・ブリヂストンサイクル）    ３時間０９分０２秒４０ 

５位  千葉 孝夫  （東京都・丸石自転車Ａ）        ３時間０９分０２秒８０ 

６位  北沢 裕二  （東京都・ブリヂストンサイクル）    ３時間０９分０４秒００ 



７位  佐々木 義彦 （神奈川県Ａ）             ３時間０９分０４秒２０ 

８位  小笠原 哲  （東京都・ブリヂストンサイクル）    ３時間０９分０４秒２０ 

９位  荒井 正   （埼玉県高校Ｂ）            ３時間０９分０４秒４０ 

１０位 安井 喜信  （東京都・ＣＰクラブ）         ３時間０９分０４秒４０ 

 

 

第１０回大会    １９７５年１２月５日（日） 

東京都八王子市東浅川周回コース   ２１周１００．３ｋｍ 

チーム成績 

１位  神奈川県成年Ａチーム          佐々木 成志  菱沼 義弘 

２位  ブリヂストンサイクルチーム       岩松 春美   阿部 春弘 

３位  ダイモビルＡチーム           馬替 一郎   高瀬 明 

４位  ＣＰクラブＡチーム           小林 二三夫  安井 喜信  

 

個人成績 

１位  佐々木 成志 （神奈川県・成年）           ３時間０６分１９秒２０ 

２位  吉田 武美  （埼玉県・一般）            ３時間０６分１９秒３０ 

３位  高野 晃一  （神奈川県・成年Ｄ）          ３時間０６分２０秒７０ 

４位  若松 春美  （埼玉県・ブリヂストンサイクル）    ３時間０６分２１秒００ 

５位  阿部 光弘  （埼玉県・ブリヂストンサイクル）    ３時間０６分２１秒１０ 

６位  菱沼 義弘  （神奈川県・成年Ａ）          ３時間０６分２１秒２０ 

７位  小沢 圭一  （神奈川県・成年Ａ）          ３時間０６分２４秒００ 

８位  馬替 一郎  （東京都・ダイモビルＡ）        ３時間０６分２４秒１０ 

９位  池浦 敏秋  （新潟県・吉田商業高校Ａ）       ３時間０６分２５秒２０ 

１０位 高瀬 明   （東京都・ダイモビルＡ）        ３時間０６分２６秒４０ 

 

第１１回大会    １９７６年１１月２１日（日） 

静岡県日本サイクルスポーツセンター  １周５㎞ ８周４０ｋｍ 

チーム成績 

１位  東京都Ａチーム             馬替 一郎   高瀬 明 

２位  栃木県Ｂチーム             高木 和彦   山岸 勝彦 

３位  千葉県Ａチーム             原田 文彦   石井 利朗 

４位  東京都Ｃチーム             安井 喜信   五木田 賢 

５位  東京都Ｅチーム             島田 隆    滝沢 篤 

６位  埼玉県Ａチーム             吉田 武美   岩本 真寿美 

 

個人成績 

１位  馬替 一郎  （東京都Ａ）              １時間２０分１７秒７８ 



２位  吉田 武美  （埼玉県・Ａ）             １時間２０分１７秒８５ 

３位  吉井 弘   （茨城県・Ｂ）             １時間２０分１７秒８５ 

４位  小林 浩治  （神奈川県・Ｂ）            １時間２０分１７秒９５ 

５位  高木 和彦  （栃木県・Ａ）             １時間２０分１９秒５０ 

６位  原田 文彦  （千葉県・Ａ）             １時間２２分１５秒５０ 

７位  安井 喜信  （東京都・Ｃ）             １時間２４分００秒７４ 

８位  片折 雷太  （埼玉県・高校Ａ）           １時間２４分０３秒４０ 

９位  須田 良夫  （新潟県・Ｄ）             １時間２４分０３秒４３ 

１０位 長野 健児  （新潟県・高校Ａ）           １時間２４分３２秒２５ 

 

 

第１２回大会    １９７７年１０月３０日（日） 

静岡県日本サイクルスポーツセンター  １周５㎞ ８周４０ｋｍ 

チーム成績 

１位  東京都Ｂチーム             沢村 保    三神 厚 

２位  東京都Ｅチーム             荒井 正    宮川 宏治 

３位  千葉県Ｂチーム             原田 文彦   横木 財一 

４位  東京都Ａチーム             渋田 恒美   芦沢 光明 

５位  東京都Ｇチーム             市川 雅敏   長谷川 訓久 

６位  群馬県Ｃチーム              神倉 稔    須田 孝一 

 

個人成績 

１位  原田 文彦 （千葉県・Ｂ）               １時間１７分０１秒１９ 

２位  渋田 恒美 （東京都・Ａ）              １時間１７分０６秒６３ 

３位  渡辺 國雄 （山梨県・北富士高校Ａ）         １時間１７分１０秒４４ 

４位  栗林 実  （新潟県・Ｂ）              １時間１７分１６秒３１ 

５位  荒井 正  （東京都・Ｅ）              １時間１７分３３秒１９ 

６位  沢村 保  （東京都・Ｂ）              １時間１７分５６秒７３ 

７位  矢部 昌知 （東京都・Ｄ）              １時間１８分５０秒５３ 

８位  三神 厚  （東京都・Ｂ）              １時間１９分０７秒２３ 

９位  神倉 稔  （群馬県・Ｃ）              １時間２０分０２秒７６ 

１０位 宮川 宏治 （東京都・Ｅ）              １時間２０分０４秒６１ 

 

 

第１３回大会    １９７８年１１月１２日（日） 

静岡県日本サイクルスポーツセンター  １周５㎞ ８周４０ｋｍ 

チーム成績 

１位  千葉県 A チーム             小田 真一   石井 利明 



２位  東京都 G チーム             渋田 恒美   三浦 郁夫 

３位  東京都Ｂチーム             荒井 正    沢村 保 

４位  東京都Ａチーム             馬替 一郎   宮川 宏治 

５位  東京都高校 A チーム           山本 力也   藤原 正城 

６位 群馬県Ｃチーム              神倉 稔    須田 孝一 

 

個人成績 

１位  小田 真一 （千葉県・A）              １時間１６分２７秒２６ 

２位  平山 良二 （神奈川県・E）             １時間１６分３７秒０５ 

３位  大竹 雅一 （埼玉県・C）              １時間１６分３９秒５０ 

４位  山本 力也 （東京都高校・A）            １時間１６分３９秒５２ 

５位  荒井 正  （東京都・B）              １時間１６分３９秒６１ 

６位  渋田 恒美 （東京都・G）              １時間１６分３９秒６５ 

７位  三浦 郁夫 （東京都・G）              １時間１６分３９秒７１ 

８位  馬替 一郎 （東京都・A）              １時間１６分３９秒７８ 

９位  吉井 和幸 （山梨県・A）              １時間１６分３９秒９７ 

１０位 須田 孝一 （群馬県・Ｅ）              １時間１６分４０秒９３ 

 

 

第１４回大会    １９７９年１１月１１日（日） 

静岡県日本サイクルスポーツセンター  １周５㎞ ８周４０ｋｍ 

チーム成績 

１位  神奈川県・E チーム           松実 利幸  小林 浩治 

２位  埼玉県高校Ｂチーム           牧野 弘樹  斉藤 徳正 

３位  千葉県Ｂチーム             長沢 昭雄  久保 福利 

４位  神奈川県Ｃチーム            増田 謙一  山宮 正 

５位  埼玉県Ｂチーム             大竹 雅一  井川 博志 

６位  神奈川県Ａチーム            神谷 明     須田 孝一 

 

個人成績 

１位  神谷 明  （神奈川県・Ａ）             １時間１５分３３秒４１ 

２位  牧野 弘樹 （埼玉県高校・              １時間１５分３３秒４２ 

３位  吉野 実  （埼玉県・Ｃ）              １時間１５分３３秒４７ 

４位  大竹 雅一 （埼玉県・Ｃ）              １時間１５分３３秒４８ 

５位  増田 謙一 （神奈川県・Ｃ）             １時間１５分３３秒５５ 

６位  長沼 昭雄 （埼玉県・Ｂ）              １時間１５分３３秒６０ 

７位  松崎 昌知 （東京都高校・Ａ）            １時間１５分３３秒６７ 

８位  松実 利幸 （神奈川県・）              １時間１８分３９秒０３ 



９位  小林 浩治 （神奈川県・Ｅ）             １時間１８分３９秒０５ 

１０位 虎谷 宏治 （東京都・Ｅ）              １時間１８分５５秒１６ 

 

 

第１５回大会    １９８０年１１月２３日（日） 

静岡県日本サイクルスポーツセンター  １周５㎞ ８周４０ｋｍ 

チーム成績 

１位  神奈川県Ａチーム            村松 昇   柁原 勉 

２位  埼玉県高校Ｃチーム           杉岡 悟   松田 靖 

３位  神奈川県Ｂーム             増田 謙一  山宮 正 

４位  東京都Ａチーム             西山 清一  井上 由大 

５位  千葉県少年Ａチーム           東瀬戸 忍  阿部 雅之 

６位  神奈川県Ｄチーム            松永 一治  石井 啓三 

 

 

個人成績 

１位  増田 謙一 （神奈川県・Ｂ）             １時間１８分０８秒６８ 

２位  東瀬戸 忍 （千葉県少年Ａ）             １時間１９分３６秒４８ 

３位  村松 昇  （神奈川県・Ａ）             １時間１９分４７秒５１ 

４位  谷島 啓之 （東京都高校Ｂ）             １時間１９分４７秒７１ 

５位  杉岡 悟  （埼玉県高校Ｃ）             １時間１９分４７秒７５ 

６位  柁原 勉  （神奈川県・Ａ）             １時間１９分４９秒８９ 

７位  松永 一治 （神奈川県・Ａ）             １時間２０分０３秒０６ 

８位  西山 清一 （東京都・Ａ）              １時間２０分２３秒１１ 

９位  松田 靖  （埼玉県高校Ｃ）             １時間２０分２４秒０１ 

１０位 井上 由大 （東京都・Ａ）              １時間２０分２４秒３１ 

 

 

第１６回大会    １９８１年１１月１５日（日） 

静岡県日本サイクルスポーツセンター  １周５㎞ ８周４０ｋｍ 

チーム成績 

１位  群馬県高校Ａチーム            樺沢 康輝   五十嵐 祐一 

２位  茨城県高校Ａチーム            青木 功    去石 安芸人 

３位  神奈川県一般Ｅチーム           小島 宏明   長島 靖久 

４位  神奈川県一般Ｂチーム           藤尾 雅樹   山梨 雅己 

５位  群馬県一般Ａチーム            高見 之裕   神倉 稔 

６位  千葉県高校Ｂチーム            南島 照明   守谷 浩之 

 



個人成績 

１位  橋本 潤一 （神奈川県一般・Ａ）           １時間１３分１５秒４５ 

２位  山本 力也 （東京都一般・Ｂ）            １時間１３分２０秒６５ 

３位  樺沢 康輝 （群馬県高校・Ａ）            １時間１３分２３秒５３ 

４位  五味 実之 （千葉県一般・Ａ）            １時間１３分２４秒９８ 

５位  三浦 郁夫 （東京都一般・Ｄ）            １時間１３分２４秒９８ 

６位  石原 和人 （山梨県一般・Ａ）            １時間１３分２５秒２０ 

７位  安達 正充 （栃木県高校・Ａ）            １時間１５分１６秒１４ 

８位  青木 功  （茨城県高校・Ａ）            １時間１６分４４秒０１ 

９位  小島 宏明 （神奈川県一般・Ｅ）           １時間１６分４５秒９４ 

１０位 長島 靖久 （神奈川県一般・Ｅ）           １時間１６分４６秒４２ 

 

 

第１７回大会    １９８２年１１月１４日（日） 

埼玉県・久喜・菖蒲・清久工業団地周回コース 

１周１０㎞ ７周７０ｋｍ 

チーム成績 

１位  埼玉県高校Ａチーム            相馬 浩    上野 竜男 

２位  新潟・燕工高校Ａチーム          近嵐 力    金井 裕一 

３位  千葉県一般Ｂチーム            大久保 希彦  山口 和彦 

４位  東京都Ｃチーム              谷島 啓之   西山 清一 

５位  埼玉県高校Ｄチーム            坂手 潤一   山田 晶 

６位  埼玉県一般チーム             吉野 潤一   山岸 健二 

 

個人成績 

１位  谷島 啓之 （東京都・Ｃ）              １時間４９分３９秒４５ 

２位  宮代 邦彦 （神奈川県・Ｂ）             １時間４９分３９秒４５ 

３位  近嵐 力  （新潟県燕工高校・Ａ）          １時間５２分３８秒７５ 

４位  相馬 浩  （埼玉県高校・Ａ）            １時間５２分３９秒１９ 

５位  小島 裕樹 （新潟県大学・Ｂ）            １時間５２分３９秒４８ 

６位  大室 希彦 （千葉県一般・Ｂ）            １時間５２分３９秒５５ 

７位  工藤 史朗 （東京都・Ａ）              １時間５２分３９秒６１ 

８位  上野 竜男 （埼玉県高校・Ａ）            １時間５２分３９秒６９ 

９位  小林 隆俊 （埼玉県高校・Ｂ）            １時間５２分３９秒７１ 

１０位 金井 裕一 （新潟県燕工高校・Ａ）          １時間５２分３９秒７４ 

 

 

 



第１８回大会    １９８３年１０月３０日（日） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ 

チーム成績 

１位  神奈川県Ｃチーム             宮代 邦彦   佐藤 邦彦 

２位  東京都Ｂチーム              池田 光明   井上 勝博 

３位  埼玉県一般Ａチーム            高原 信一   緑川 尚之 

４位  東京都Ｄチーム              落合 誠    鈴木 誠 

５位  群馬県高校Ｄチーム            秋間 正己   大川原 和彦 

６位  埼玉県高校Ｂチーム            押切 学    倉持 伝之 

 

個人成績 

１位  高桑 克典 （新潟県高校・Ａ）            ２時間１３分２０秒４４ 

２位  緑川 尚之 （埼玉県一般）              ２時間１３分２３秒５２ 

３位  阿部 雅之 （千葉県一般）              ２時間１３分２３秒６３ 

４位  南島 照男 （千葉県高校・Ａ）            ２時間１３分２３秒７５ 

５位  石原 和人 （山梨県・Ａ）              ２時間１３分２３秒８１ 

６位  小山田 実 （山梨県・Ｂ）              ２時間１３分２３秒９３ 

７位  落合 誠  （東京都・Ｄ）              ２時間１３分２４秒０７ 

８位  矢島 祥一郎（東京都・Ｃ）              ２時間１３分２４秒１５ 

９位  佐藤 邦彦 （神奈川県・Ｃ）             ２時間１３分２４秒２６ 

１０位 井上 勝博 （東京都・Ｂ）              ２時間１３分２４秒３６ 

 

 

第１９回大会    １９８４年１１月２５日（日） 

山梨県・境川周回コース 

７３．７ｋｍ 

チーム成績 

１位  東京都Ｂチーム              矢島 祥一郎  宇野 直弘 

２位  神奈川県Ａチーム             山口 英生   中込 辰吾 

３位  茨城県Ａチーム              斉藤 清史   高田 雄二 

４位  神奈川県Ｂチーム             佐藤 邦彦   宮代 邦彦 

５位  新潟県Ｂチーム              高桑 克典   吉川 敏彰 

 

個人成績 

１位  三谷 寛志 （埼玉県・Ａ）              ２時間０７分５５秒７３ 

２位  橋詰 一也 （東京都・Ａ）              ２時間０８分１０秒２０ 

３位  浅田 顕  （東京都・Ｄ）              ２時間０８分１０秒２０ 



４位  矢島 祥一郎（東京都・Ｂ）              ２時間１０分３７秒４０ 

５位  宇野 直弘 （東京都・Ｂ）              ２時間１０分４３秒１４ 

６位  佐藤 邦彦 （神奈川県・Ｂ）             ２時間１０分４３秒５３ 

７位  山口 英生 （神奈川県・Ａ）             ２時間１０分４３秒９３ 

８位  斉藤 清史 （茨城県・Ａ）              ２時間１０分４４秒３２ 

９位  中込 辰吾 （神奈川県・Ａ）             ２時間１２分００秒０３ 

１０位 千原 宗之 （山梨県・Ａ）              ２時間１２分０９秒８５ 

 

 

第２０回大会    １９８５年７月２１日（日） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ 

チーム成績 

１位  埼玉県Ａチーム              三谷 寛志   鈴木 光広 

２位  茨城県Ａチーム              斉藤 清史   高田 雄二 

３位  埼玉県Ｂチーム              秋山 芳久   高原 信一 

４位  東京都Ａチーム              橋詰 一也   宇野 直弘 

５位  東京都Ｂチーム              大石 一夫   村田 健 

６位  東京都Ｃチーム              宮臣 亮    浅田 顕 

 

個人成績 

１位  三谷 寛志 （埼玉県・Ａ）              ２時間０１分２０秒５４ 

２位  鈴木 光広 （埼玉県・Ａ）              ２時間０１分２１秒４４ 

３位  斉藤 清史 （茨城県・Ａ）              ２時間０１分２６秒５６ 

４位  秋山 芳久 （埼玉県・Ｂ）              ２時間０２分２９秒９６ 

５位  橋詰 一也 （東京都・Ａ）              ２時間０２分５７秒３３ 

６位  千原 宗一 （山梨県・Ａ）              ２時間１２分５９秒０５ 

７位  宇野 直樹 （東京都・Ａ）              ２時間０３分０４秒１７ 

８位  大石 一夫 （東京都・Ｂ）              ２時間０３分０４秒５９ 

９位  高田 雄二 （茨城県・Ａ）              ２時間０３分０４秒０７ 

１０位 宮臣 亮  （東京都・Ｃ）              ２時間０３分０４秒７４ 

 

 

第２１回大会    １９８６年７月１９日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ 

チーム成績 

１位  埼玉県Ａチーム              鈴木 光広   秋山 芳久 



２位  埼玉県Ｃチーム              高原 信一   藤田 晃三 

３位  埼玉県Ｂチーム              宇野 直樹   三谷 寛志 

４位  神奈川県Ａチーム             三橋 明    金丸 孝宏 

５位  東京都Ｄチーム              宮臣 亮    岡村 勉 

６位  東京都Ａチーム              浅田 顕    中村 保 

 

個人成績 

１位  鈴木 光広 （埼玉県・Ａ）              ２時間２２分４５秒０４ 

２位  秋山 芳久 （埼玉県・Ａ）              ２時間２４分１８秒３４ 

３位  宇野 直樹 （埼玉県・Ｂ）              ２時間２４分１８秒３６ 

４位  三橋 明  （神奈川県・Ａ）             ２時間２４分１９秒９８ 

５位  高原 信一 （東京都・Ｃ）              ２時間２５分５３秒８２ 

６位  八木 宗一 （東京都・Ｃ）              ２時間２９分１８秒７３ 

７位  佐々木 将宏（新潟県高校・Ａ）            ２時間２９分１８秒９０ 

８位  藤田 晃三 （埼玉県・Ｃ）              ２時間２９分１８秒９４ 

９位  浅田 顕  （東京都・Ａ）              ２時間２９分１９秒０５ 

１０位 市川 清人 （山梨県・Ａ）              ２時間２９分１９秒１６ 

 

 

第２２回大会    １９８７年７月２５日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １５周９０ｋｍ 

チーム成績 

１位  山梨県高校Ａチーム            三浦 寿仁   仲田 真司 

２位  新潟県高校Ａチーム            佐々木 将宏  星野 正史 

３位  埼玉県高Ｃーム              高田 博成   佐藤 勝喜 

４位  栃木県高校Ａチーム            上吉原 勇一  山本 光一 

 

高校生個人成績 

１位  田村 啓爾 （新潟県高校・Ａ）            ２時間２３分３４秒７８ 

２位  三浦 寿仁 （山梨県高校・Ａ）            ２時間２３分３５秒４０ 

３位  岩田 祐司 （群馬県高校・Ｂ）            ２時間２３分３５秒６４ 

 

個人成績 

１位  佐藤 稔  （山梨県）                ２時間２３分１２秒４７ 

２位  滝川 一夫 （山梨県）                ２時間２３分３４秒４４ 

３位  梅沢 栄  （群馬県）                ２時間２３分３５秒０３ 

４位  高垣 誠  （神奈川県）               ２時間２３分３５秒０６ 



５位  大木 栄一 （栃木県）                ２時間２３分３５秒２５ 

６位  三輪 晋也 （千葉県）                ２時間２３分３５秒３３ 

７位  谷中 努  （神奈川県）               ２時間２３分３５秒３９ 

８位  石黒 誠司 （東京都）                ２時間２３分３５秒５９ 

９位  小暮 秋彦 （東京都）                ２時間２３分３５秒８０ 

１０位 鈴木 建夫 （東京都）                ２時間２３分３５秒９９ 

 

 

第２３回大会    １９８８年７月２３日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １５周９０ｋｍ 

チーム成績 

１位  東京都高校Ａチーム            飯島 誠    中村 保 

２位  山梨県高校Ｂチーム            中村 幸二   内藤 一樹 

３位  群馬県・前橋工高Ａチーム         森田 智彦   菅野 浩一 

４位  埼玉県・玉川工高Ａチーム         渋谷 淳一   久保 義武 

５位  群馬県・前橋工高Ｂチーム         北村 貴幸   青木 進一 

６位  埼玉県・玉川工高Ｂチーム         大野 秀男   広田 正明 

 

高校生個人成績 

１位  飯島 誠  （東京都高校・Ａ）            ２時間１９分５７秒４５ 

２位  中村 幸二 （山梨県高校・Ｂ）            ２時間１９分５７秒５８ 

３位  森田 智彦 （群馬県前橋工高・Ａ）          ２時間１９分５７秒６９ 

４位  北村 貴幸 （群馬県前橋工高・Ｂ）          ２時間１９分５８秒１２ 

５位  渋谷 淳一 （埼玉県・玉川工高・Ｂ）         ２時間１９分５８秒５１ 

６位  中村 保  （東京都高校・Ａ）            ２時間２０分００秒４０ 

 

個人成績 

１位  谷中 努  （神奈川県）               ２時間１９分０２秒８７ 

２位  吉野 仁士 （東京都）                ２時間１９分５６秒９２ 

３位  森 幸春  （神奈川県）               ２時間１９分５７秒１３ 

４位  篠崎 一夫 （栃木県）                ２時間１９分５７秒３０ 

５位  浅田 顕  （東京都）                ２時間１９分５７秒４４ 

６位  安藤 康洋 （神奈川県）               ２時間１９分５７秒６３ 

７位  布留川 泰 （千葉県）                ２時間１９分５７秒８７ 

８位  谷口 将幸 （東京都）                ２時間１９分５８秒１３ 

９位  稲垣 昇  （東京都）                ２時間１９分５８秒４９ 

 



第２４回大会    １９８９年１０月２１日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １５周９０ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

高校の部団体成績 

１位  山梨県Ｃチーム              深松 愼司   永井 孝樹 

２位  埼玉県Ａチーム              不破 大    渋谷 和美 

３位  群馬県Ｃチーム              関口 渉    狩野 智也 

 

高校の部個人成績 

１位  中村 幸二 （山梨県・Ａ）              ２時間２４分１３秒６１ 

２位  岩波 信二 （山梨県・Ｂ）              ２時間２４分１３秒８８ 

３位  不破 大  （埼玉県・Ａ）              ２時間２４分１４秒０２ 

４位  白川 賢治 （東京都・Ａ）              ２時間２４分１４秒２３ 

５位  深松 愼司 （山梨県・Ｃ）              ２時間２４分１４秒２６ 

６位  笹川 竜治 （新潟県吉田高校・Ｂ）          ２時間２４分１５秒４６ 

 

一般の部団体成績 

１位  東京都Ａチーム              中田 正文   稲垣 昇 

２位  千葉県チーム               橋川 健    佐藤 貴之 

３位  東京都Ｆチーム              東郷 幹雄   鈴木 貴志 

 

一般の部個人成績 

１位  梶  博  （東京都Ｃ）               ２時間２４分１３秒３９ 

２位  中田 正文 （東京都Ａ）               ２時間２４分１３秒７６ 

３位  渡辺 良雄 （神奈川県）               ２時間２４分１４秒０２ 

４位  河合 和美 （埼玉県）                ２時間２４分１４秒２３ 

５位  稲垣 昇  （東京都Ａ）               ２時間２４分１４秒４４ 

６位  橋川 健  （千葉県）                ２時間２４分１４秒３２ 

 

 

第２５回大会   １９９０年１１月１７日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １５周９０ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  白川 賢治 （東京都）                ２時間２４分３８秒１６ 

２位  深松 愼司 （山梨県）                ２時間２４分３８秒２３ 



３位  野沢 貴春 （東京都）                ２時間２４分３９秒３０ 

４位  狩野 智也 （群馬県）                ２時間２４分４０秒３５ 

５位  小室 雅成 （茨城県）                ２時間２６分０６秒７９ 

６位  札元 健司 （東京都）                ２時間２６分０６秒９８ 

 

団体の部成績 

１位  東京都チーム               白川 賢治   野沢 貴春 

２位  群馬県チーム               狩野 智也   手島 慶介 

３位  群馬県チーム               深松 愼司   永井 孝樹 

 

オープンの部成績 

１位  梶  博  （東京都）                ２時間２４分３８秒１９ 

２位  竹田 幸貴 （東京都）                ２時間２４分４０秒８２ 

３位  加藤 泰志 （東京都）                ２時間２６分０７秒３３ 

４位  福留 真樹 （東京都）                ２時間２６分０７秒９４ 

５位  西島 一賀 （東京都）                ２時間２７分２０秒１８ 

６位  八巻 賢  （埼玉県）                ２時間２７分２９秒４６ 

 

女子の部成績 

１位  片村 野百合（栃木県）                ５９分５８秒２１ 

２位  梅村 美奈子（群馬県）                １時間０３分１１秒６８ 

３位  岡本 恵美 （山梨県）                １時間０７分３５秒７０ 

 

 

第２６回大会   １９９１年１１月２日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  真下 伸大 （東京都）                ２時間００分１８秒１９ 

２位  永井 孝樹 （山梨県）                ２時間０１分３７秒２５ 

３位  札元 健司 （東京都）                ２時間０１分３７秒３８ 

４位  山田 隆司 （東京都）                ２時間０１分３７秒６７ 

５位  島村 訓史 （埼玉県）                ２時間０１分３７秒８９ 

６位  松田 芳広 （埼玉県）                ２時間２６分０６秒９８ 

 

団体の部成績 

１位  東京都チーム               真下 伸大   札元 健司 



２位  埼玉県チーム               島村 訓史   松田 芳広 

３位  群馬県チーム               永井 孝樹   山口 雄介 

 

オープンの部成績 

１位  神田 岳  （神奈川県）               ２時間００分２０秒７９ 

２位  白川 賢治 （東京都）                ２時間０１分３７秒１２ 

３位  清野 慶太 （東京都）                ２時間０１分３７秒３１ 

４位  鈴木 博  （東京都）                ２時間０１分３７秒５９ 

５位  有賀 一賀 （埼玉県）                ２時間０１分３７秒８１ 

６位  秋郷 伸一 （東京都）                ２時間０１分３７秒９４ 

 

 

第２７回大会   １９９２年１０月２４日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  中村 幸二 （山梨県）                １時間５９分３５秒５２ 

２位  渋谷 淳一 （埼玉県）                １時間５９分３５秒６４ 

３位  石黒 誠司 （山梨県）                １時間５９分３５秒７６ 

４位  清野 慶太 （東京都）                １時間５９分３５秒９８ 

５位  真下 伸大 （東京都）                １時間５９分３６秒０４ 

６位  松田 芳広 （新潟県）                １時間５９分３６秒１３ 

 

団体の部成績 

１位  山梨県チーム               中村 幸二   石黒 誠司 

２位  東京都チーム               清野 慶太   真下 伸大 

３位  新潟県チーム               松田 芳広   山崎 英樹 

 

オープンの部成績 

１位  吉田 基宏 （東京都）                １時間５９分３４秒８２ 

２位  関口 渉  （神奈川県）               １時間５９分３５秒２３ 

３位  石田 俊之 （神奈川県）               １時間５９分３５秒３３ 

４位  高野 寛  （東京都）                １時間５９分３５秒５７ 

５位  鈴木 真理 （東京都）                １時間５９分３５秒６６ 

６位  中野 喜文 （東京都）                １時間５９分３５秒７１ 

７位  潮上 史生 （東京都）                １時間５９分３５秒８１ 

８位  吉野 仁士 （東京都）                １時間５９分３５秒９７ 



女子の部成績 

１位  荻島 美香 （東京都）                ５５分０２秒７９ 

２位  海野 友里子（埼玉県）                ５８分５８秒９７ 

３位  小林 美奈子（埼玉県）                １時間００分００秒５７ 

 

 

第２８回大会   １９９３年１１月１３日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  真下 伸大 （東京都）                ２時間０２分１９秒０８ 

２位  稲盛 健一郎（埼玉県）                ２時間０２分３７秒１６ 

３位  米野 淳  （東京都）                ２時間０２分３７秒９３ 

４位  伊藤 達也 （栃木県）                ２時間０２分３８秒０４ 

５位  仲沢 俊  （千葉県）                ２時間０２分３８秒２６ 

６位  金沢 昭二 （千葉県）                ２時間０２分３８秒３２ 

 

団体の部成績 

１位  東京都チーム               真下 伸大   米野 淳 

２位  埼玉県チーム               稲盛 健一郎  芝田 昭之 

３位  千葉県チーム               仲沢 俊    金沢 昭二 

 

オープンの部成績 

１位  野沢 貴春 （東京都）                ２時間０２分１９秒４８ 

２位  村山 利男 （新潟県）                ２時間０２分３４秒１４ 

３位  松田 芳広 （東京都）                ２時間０２分３６秒４６ 

４位  山田 幸司 （東京都）                ２時間０２分３７秒７７ 

５位  堀越 明文 （群馬県）                ２時間０２分３７秒９４ 

６位  根  弘  （東京都）                ２時間０２分３８秒４５ 

７位  小林 秀吉 （群馬県）                ２時間０２分３８秒５３ 

８位  東郷 幹男 （東京都）                ２時間０２分３８秒５４ 

 

女子の部成績 

１位  荻島 美香 （東京都）                ５４分３４秒７４ 

２位  藤原 留理 （新潟県）                ５５分１４秒７９ 

３位  大竹 香織 （東京都）                ５５分２６秒３２ 

 



第２９回大会   １９９４年１１月１９日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  松田 芳広 （東京都）                ２時間０５分０２秒１０ 

２位  手島 之憲 （群馬県）                ２時間０５分０５秒２８ 

３位  村上 利男 （新潟県）                ２時間０５分１５秒１４ 

４位  石黒 誠司 （山梨県）                ２時間０５分２１秒２４ 

５位  狩野 良太 （群馬県）                ２時間０２分２２秒２１ 

６位  尾崎 和人 （群馬県）                ２時間０５分２７秒１５ 

 

団体の部成績 

１位  群馬県チーム               手島 之憲   狩野 良太 

２位  東京都チーム               松田 芳広   木下 雄介 

３位  新潟県チーム               村上 利男   諸橋 愛 

 

オープンの部成績 

１位  渋谷 淳一 （東京都）                ２時間０４分３５秒１８ 

２位  角 秀昭  （埼玉県）                ２時間０５分０２秒０８ 

３位  尾楠 大輔 （東京都）                ２時間０５分０２秒１９ 

４位  柿沼 章  （東京都）                ２時間０５分０２秒７０ 

５位  中川 康二郎（群馬県）                ２時間０５分２７秒５３ 

６位  飯塚 裕介 （群馬県）                ２時間０５分２７秒８２ 

７位  岡本 秀吉 （群馬県）                ２時間０５分２８秒０７ 

８位  志村 大樹 （東京都）                ２時間０５分２８秒３２ 

 

女子の部成績 

１位  伊藤 加奈子（東京都）                ５６分３１秒９７ 

２位  太刀川 麻也（千葉県）                ５７分０９秒１４ 

３位  安井 里奈 （東京都）                ５８分３８秒２５ 

 

 

第３０回大会   １９９５年１１月１１日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ   

 

規定の部成績 



１位  中村 文武 （東京都）                ２時間０７分４８秒６７ 

２位  手島 之憲 （群馬県）                ２時間１０分１７秒１０ 

３位  大野 高裕 （東京都）                ２時間１０分１７秒２２ 

４位  河原 誠司 （群馬県）                ２時間１０分１７秒４０ 

５位  松岡 豪  （東京都）                ２時間１０分１８秒５１ 

６位  高岡 亮寛 （神奈川県）               ２時間１０分２２秒２８ 

 

団体の部成績 

１位  東京都チーム               中村 文武   大野 高裕 

２位  群馬県チーム               手島 之憲   河原 貴文 

３位  神奈川県チーム              高岡 亮寛   緑川 裕一 

 

オープンの部成績 

１位  森 正和  （神奈川県）               ２時間１０分５２秒７１ 

２位  吉﨑 昌良 （新潟県）                ２時間１３分１２秒７２ 

３位  吉田 裕二 （神奈川県）               ２時間１３分２０秒０１ 

４位  市場 昌広 （東京都）                ２時間１３分２１秒７３ 

５位  堀越 明文 （群馬県）                ２時間１４分０６秒８０ 

６位  菅 龍   （東京都）                ２時間１５分２３秒５５ 

７位  根 弘   （東京都）                ２時間１８分５２秒１３ 

 

 

第３１回大会   １９９６年１１月９日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ   

 

規定の部成績 

１位  鈴木 真理 （神奈川県）               １時間５９分４０秒６７ 

２位  森 正和  （神奈川県）               １時間５９分４３秒１８ 

３位  鬼塚 明浩 （群馬県）                １時間５９分５０秒２４ 

４位  中山 大介 （茨城県）                １時間５９分５１秒６０ 

５位  松岡 豪  （東京都）                １時間５９分５５秒４３ 

６位  田代 恭崇 （神奈川県）               １時間５９分５５秒４８ 

 

団体の部成績 

１位  神奈川県チーム              鈴木 真理   森 正和 

２位  群馬県チーム               鬼形 明浩   関口 渉 

３位  東京都チーム               松岡 豪    山口 博久 



オープンの部成績 

１位  真下 和  （東京都）                １時間５９分４１秒７０ 

２位  松田 芳広 （栃木県）                １時間５９分４９秒４６ 

３位  流郷 克哉 （群馬県）                １時間５９分５１秒１０ 

４位  加納 朋哉 （埼玉県）                １時間５９分５１秒１０ 

５位  小室 敬  （東京都）                １時間５９分５６秒８０ 

６位  山田 隆史 （東京都）                ２時間００分００秒４６ 

７位  内田 智也 （東京都）                ２時間００分０１秒２１ 

８位  石井 秀治 （千葉県）                ２時間００分０１秒３３ 

 

 

第３２回大会   １９９７年１１月８日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  狩野 良太 （群馬県・法政大学）           ２時間００分２４秒 

２位  久保 信人 （神奈川県）               ２時間００分２５秒 

３位  鈴木 太地 （神奈川県）               ２時間００分４３秒 

４位  賀來 成能 （茨城県・ﾌｨｯﾄﾈｽﾘｿﾞｰﾄ）          ２時間００分４３秒 

５位  有賀 義文 （埼玉県・（株）キッド）          ２時間００分４３秒 

６位  竹島 哲史 （埼玉県・玉川工業高校）         ２時間００分４３秒 

 

団体の部成績 

１位  神奈川県チーム              鈴木太地  鈴木雄二  御器谷信之 

２位  埼玉県チーム               有賀義文  竹島哲史  鈴木幸人 

３位  茨城県チーム               賀來成能  岩崎光紀  守屋寿人 

 

オープンの部成績 

１位  村山 利男 （東京都・板橋区教育委員会）       １時間５８分０７秒 

２位  鈴木 真理 （神奈川県・ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｻｲｸﾙ）        ２時間００分２２秒 

３位  松田 芳広 （栃木県・ＹＣＳＴ）           ２時間００分２４秒 

４位  三浦 雅信 （東京都）                ２時間００分２７秒 

５位  藤沢 優  （千葉県）                ２時間００分４３秒 

６位  吉田 裕二 （神奈川県・ﾌｨｯﾂｽﾎﾟｰﾂ）          ２時間００分４３秒 

７位  高橋 仁  （千葉県・中央大学）           ２時間００分４３秒 

８位  小松 洋樹 （神奈川県・亜細亜大学）         ２時間００分 44 秒 

 



女子の部成績 

１位  片山 みわ子（埼玉県・豊町郵便局）          ５４分０２秒 

２位  坂下 香里 （埼玉県・ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ熊谷）         ５４分０３秒 

３位  福森 智子 （茨城県・筑波大学）           ５４分０４秒 

4 位  小川 文  （埼玉県・ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂﾌｼﾞﾀ）        ５９分１５秒 

5 位  藤田 裕子 （埼玉県・ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂﾌｼﾞﾀ）        ５９分５０秒 

6 位  藤原 亜衣里（新潟県・吉田商業高校）         １時間０４分００秒 

 

 

第３３回大会   １９９８年１１月７日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ     

 

規定の部成績 

１位  村山 利男 （東京都・板橋区教育委員会）       １時間５７分４０秒１６ 

２位  久保 信人 （神奈川県）               １時間５７分４０秒３９ 

３位  鬼形 博之 （群馬県・東北学院大学）         １時間５８分１９秒０７ 

４位  加納 朋哉 （埼玉県・鳩山高校）             １時間５８分１９秒１１ 

５位  高岡 亮寛 （神奈川県・慶應義塾大学）         １時間５８分１９秒１４ 

６位  流郷 克哉 （群馬県・リマサンズ）          １時間５８分３０秒５５ 

 

団体の部成績 

１位  神奈川県チーム              久保 信人  高岡 亮寛 

２位  群馬県チーム               鬼形 博之  流郷 克哉 

３位  埼玉県チーム               加納 朋哉  清水 都貴 

 

オープンの部成績 

１位  高橋 祐介 （茨城県・（株）ｽｽﾞﾃｯｸ）          １時間５８分２０秒１０ 

２位  田中 泰治 （千葉県・ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｻｲｸﾙ）            １時間５８分３０秒５５ 

３位  鈴木 智浩 （茨城県・常磐薗近工業（株））        １時間５８分３７秒７３ 

４位  小山 正高 （群馬県・筑波大学）                       １時間５８分３８秒４０ 

５位  布留川 洋平（千葉県）                                 １時間５８分３８秒６２ 

６位  加藤 太一 （神奈川県）                      １時間５８分３９秒５４ 

７位  曽我 曉男 （神奈川県・宮田工業（株））                １時間５８分３９秒５６ 

８位  藤田 勉  （東京都・東京情報大学）          １時間５８分３９秒６７ 

 

 

 



第３４回大会   １９９９年１１月１３日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ     

 

規定の部成績 

１位  斉藤 慶尚 （東京都）                ２時間０４分２０秒６８ 

２位  御器谷 信之（神奈川県）               ２時間０４分２０秒７２ 

３位  加藤 太一 （神奈川県）               ２時間０４分２０秒７４ 

４位  三上 佳孝 （千葉県）                  ２時間０４分２０秒９１ 

５位  丸山 敦史 （山梨県）                 ２時間０４分２０秒９５ 

６位  中野渡 考 （群馬県）                ２時間０４分２１秒１１ 

 

団体の部成績 

１位  東京都Ａチーム              斉藤慶尚 米山一輝 米野淳 

２位  神奈川県Ａチーム             加藤太一 宮崎景涼 鈴木太地 

３位  神奈川県Ｂチーム             御器谷信之 関谷晃一 藤村薫 

 

オープンの部成績 

１位  藤沢 優  （千葉県）                ２時間０４分２０秒７２ 

２位  髙野 淳  （神奈川県）               ２時間０４分２１秒２７ 

３位  鈴木 真樹 （埼玉県）                ２時間０４分２１秒２８ 

４位  大高 真吾 （東京都）                            ２時間０４分２１秒４０   

５位  本田 雅昭 （東京都）                                ２時間０４分２１秒５４ 

６位  仲沢 俊  （千葉県）                       ２時間０４分２１秒７２ 

７位  片山 量平 （東京都）                        ２時間０４分２２秒０３ 

８位  二条 正則 （埼玉県）                 ２時間０４分２２秒０６ 

 

 

第３５回大会   ２０００年７月２９日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  高島 徹  （千葉県）                ２時間０４分２０秒１５ 

２位  青木 誠  （東京都）                ２時間０４分２１秒３０ 

３位  出井 光一 （千葉県）                ２時間０４分２１秒４０ 

４位  管 洋介  （東京都）              ２時間０４分２１秒７２ 

５位  高橋 洋平 （東京都）                 ２時間０４分２５秒２２ 



６位  赤坂 和昭 （群馬県）                ２時間０４分２５秒５５ 

 

団体の部成績 

１位  千葉県チーム               出光光一 高島徹 藤沢優 

２位  東京都チーム               管洋介 青木誠 高橋洋平 

３位  東京都チーム               赤坂和昭 米山一輝 野崎鉄雄 

 

オープンの部成績 

１位  鬼形 明浩 （群馬県）                ２時間０４分１９秒５８ 

２位  尾楠 大輔 （千葉県）                ２時間０４分２１秒６４ 

３位  穂刈 優毅 （新潟県）                ２時間０４分２３秒２３ 

４位  茨城 和明 （東京都）                ２時間０５分１４秒７２ 

５位  関谷 晃一 （神奈川県）               ２時間０５分３０秒８７ 

６位  金山 慎一郎（千葉県）                 ２時間０５分３０秒９９ 

７位  菅原 勝良 （埼玉県）                ２時間０５分３１秒００ 

８位  廣瀬 勝光 （群馬県）                ２時間０５分３１秒７２ 

 

女子の部成績 

１位  増子 郁代 （東京都）                ５５分１０秒３１ 

２位  小高 セツコ（埼玉県）                ５８分４１秒７８ 

３位  横田 景子 （埼玉県）                ５８分４４秒６８ 

 

 

第３６回大会   ２００１年１１月４日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  宮本 学  （千葉県Ｂ）               ２時間０７分０８秒２６ 

２位  出井 光一 （千葉県Ａ）               ２時間０７分０８秒３５ 

３位  片折 勇輝 （埼玉県Ｂ）               ２時間０７分１７秒１８ 

４位  長沼 隆行 （埼玉県Ｂ）               ２時間０７分１７秒５９ 

５位  渡辺 将大 （群馬県Ｂ）               ２時間０７分１７秒７７ 

６位  宮下 星児 （東京都Ａ）               ２時間０７分１７秒７８ 

７位  山田 隆史 （東京都Ａ）               ２時間０７分１７秒９２ 

８位  大高 真吾 （東京都Ｂ）               ２時間０７分１７秒９３ 

９位  斉藤 翔  （千葉県Ｂ）               ２時間０７分１８秒０９ 

１０位 斉藤 慶尚 （東京都Ｂ）               ２時間０７分１８秒１４ 



団体の部成績 

１位  埼玉県Ｂチーム              片折勇輝 長沼隆行 吉田裕全 

２位  千葉県Ｂチーム              斉藤翔 藤橋亮 宮本学 

３位  東京都Ａチーム              山田隆史 岡和田真治 宮下星児 

４位  千葉県Ａチーム              出井光一 大庭真治 金山慎一郎 

５位  東京都Ｂチーム              大高真吾 浜頭恭 斉藤慶尚 

６位  群馬県Ｂチーム              外處祐司 渡辺将大 萩原和文 

 

オープンの部成績 

１位  中畑 勇介 （東京都）                ２時間０７分１７秒３６ 

２位  小林 芳一 （群馬県）                ２時間０７分１７秒３８ 

３位  管 洋介 （東京都）                 ２時間０７分１７秒４６ 

４位  砂田 哲司 （群馬県）                ２時間０７分１７秒４８ 

５位  児玉 規英 （東京都）                ２時間０７分１７秒６５ 

６位  沼田 信也 （神奈川県）                ２時間０７分１７秒７５ 

７位  田端 伸行 （東京都）                ２時間０７分１７秒９１ 

８位  小泉 操  （埼玉県）                ２時間０７分１７秒９５ 

９位  渋谷 智一 （群馬県Ｃ）               ２時間０７分１８秒０５ 

１０位 二条 正則 （埼玉県）                ２時間０７分１８秒１２ 

 

女子の部成績 

１位  小高 セツコ（埼玉県）                ５６分５２秒１０ 

２位  栗原 松江 （埼玉県）                １時間０３分０５秒３３ 

３位  船橋 豊子 （東京都）                １時間０６分５８秒０１ 

４位  志村 緑  （埼玉県）                １時間０９分０６秒０２ 

 

 

第３７大会   ２００２年１１月９日(土) 

降雪のため大会中止 

 

 

第３８回大会   ２００３年１０月４日(土) 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  児玉 規英 （東京都Ｂ）               １時間５６分４３秒１０ 

２位  島田 真琴 （東京都Ｂ）               １時間５６分４５秒８７ 



３位  堀川 寛太 （群馬県Ａ）               １時間５６分４７秒９３ 

４位  中村 文武 （東京都Ａ）               １時間５７分０５秒４３ 

５位  水尾 健志 （神奈川県Ｂ）              １時間５７分０９秒５６ 

６位  管  洋介 （東京都Ａ）              １時間５７分１０秒１１ 

 

団体の部成績 

１位  東京都Ｂチーム              児玉規英 島田真琴 高江洲昌太 

２位  東京都Ａチーム              中村文武 管洋介 藤田勉 

３位  神奈川県Ｂチーム             水尾健志 桐原洋平 柴田一樹 

 

オープンの部成績 

１位  土井 雪広 （山形県）                １時間５６分４０秒０７ 

２位  清水 裕輔 （埼玉県）                １時間５７分０４秒０５ 

３位  深尾 和孝 （埼玉県）                １時間５７分０５秒０２ 

４位  大鹿 真治 （千葉県）                １時間５７分０９秒７０ 

５位  湯浅 大輔 （千葉県）                １時間５７分０９秒７６ 

６位  湯浅 徹  （千葉県）                １時間５７分０９秒９３ 

７位  岩橋 賦  （東京都）                １時間５７分１０秒２３ 

８位  大久保 宣行（埼玉県）                １時間５７分１０秒３０ 

 

女子の部成績 

１位  村中 恵美子（東京都）                １時間０２分４７秒４９ 

２位  萩原 麻由子（群馬県）                １時間０３分３８秒５４ 

３位  関谷 朋子 （東京都）                １時間０５分２０秒１２ 

４位  中山 朋子 （神奈川県）               １時間０８分１２秒８２ 

５位  井上 玲美 （東京都）                １時間０９分４３秒９２ 

 

 

第３７回大会   ２００２年１１月９日(土) 

降雪のため大会中止 

 

 

第３９回大会   ２００４年１０月２日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  清水 都貴 （埼玉県Ａ）               １時間５７分２０秒０２ 



２位  清水 裕輔 （埼玉県Ａ）               １時間５７分０２秒２０ 

３位  市山 研  （群馬県Ａ）               １時間５６分４７秒９３ 

４位  飯塚 航  （群馬県Ｂ）               １時間５７分２５秒２５ 

５位  鈴木 成樹 （東京都Ｂ）               １時間５７分２５秒９４ 

６位  池田 諒  （群馬県Ｃ）               １時間５７分２６秒０６ 

 

団体の部成績 

１位  埼玉県Ａチーム              清水都貴 清水裕輔 菅原勝良 

２位  神奈川県Ａチーム             市山研 福田真平 柴田一樹 

３位  群馬県Ｃチーム              池田諒 伊丹健治 山口真一 

 

オープンの部成績 

１位  井上 和郎 （埼玉県）                １時間５６分４０秒４３ 

２位  佐野 友哉 （埼玉県）                １時間５７分２０秒６２ 

３位  畑中 勇介 （東京都）                １時間５７分２５秒２８ 

４位  浜島 章治 （埼玉県）                １時間５７分２５秒５８ 

５位  山田 隆史 （山梨県）                １時間５７分２５秒６５ 

６位  新城 幸也 （埼玉県）                １時間５７分２５秒７８ 

７位  湯浅 大輔 （千葉県）                １時間５７分２６秒００ 

８位  高野 淳  （埼玉県）                １時間５７分２６秒０１ 

 

女子の部成績 

１位  中山 朋子 （神奈川県）               １時間０７分１５秒８４ 

２位  堀  友紀代（神奈川県）               １時間０７分２９秒９２ 

３位  永山 貴生 （千葉県）                １時間０７分２９秒９２ 

４位  井上 玲美 （東京都）                １時間０７分３０秒０５ 

５位  栗原 瞳  （埼玉県）                １時間１１分１２秒８４ 

 

 

第４０回大会   ２００５年１１月５日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

１周６㎞ １３周７８ｋｍ    女子：１周６ｋｍ ５周３０ｋｍ 

 

規定の部成績 

１位  畑中 勇介 （東京都Ａ）               ２時間０２分００秒２１ 

２位  伊藤 雅和 （神奈川県Ｂ）              ２時間０２分０８秒５８ 

３位  伊丹 健治 （群馬県Ｂ）               ２時間０３分０４秒６９ 

４位  村山 規英 （東京都Ａ）               ２時間０３分２５秒２４ 



５位  初山 翔  （神奈川県Ｂ）              ２時間０３分３２秒０３ 

６位  島田 真琴 （東京都Ａ）               ２時間０４分４３秒１７ 

 

団体の部成績 

１位  東京都Ａチーム              畑中勇介 村山規英 島田真琴 

２位  神奈川県Ｂチーム             伊藤雅和 初山翔 福田真平 

３位  栃木県Ａチーム              高橋祐介 中里聡史 牛島裕二 

 

オープンの部成績 

１位  二条 正則 （埼玉県）                ２時間０２分０１秒４３ 

２位  細川 倫央 （東京都）                ２時間０２分５８秒６４ 

３位  中川 康二郎（東京都）                ２時間０３分２５秒１８ 

４位  湯浅 大輔 （千葉県）                ２時間０５分０７秒１６ 

５位  金山 慎一郎（千葉県）                ２時間０５分２９秒９５ 

６位  浅野 和成 （神奈川県）               ２時間０５分４１秒４６ 

７位  田口 健司 （神奈川県）               ２時間０５分５２秒０１ 

８位  半田 信頼 （千葉県）                ２時間０６分０５秒４４ 

 

女子の部成績 

１位  細矢 由美子（神奈川県）               １時間０７分５１秒３３ 

２位  堀  友紀代（神奈川県）               １時間１２分５５秒９１ 

 

 

第４１回大会   ２００６年９月１８日（月） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

濃霧のためロードレースを中止し、４ｋｍタイムトライアルを開催した。 

 

規定の部      中止 

 

団体の部成績 

１位  群馬県Ａチーム      池田諒 齊藤将太 飯野智行  ６分３１秒５８ 

２位  神奈川県Ｂチーム     池本真也 竹内俊洋 椿佑樹  ６分３１秒９７ 

３位  東京都Ｂチーム      管洋介 宮下星児 吉田啓生  ６分３２秒９１ 

 

オープンの部成績 

１位  米山一輝  （茨城県）                ６分２３秒５０ 

２位  湯浅 徹央 （千葉県）                ６分３１秒６３ 

３位  二条 正則 （埼玉県）                ６分３７秒５６ 



４位  江藤 真輔 （東京都）                ６分４２秒６６ 

５位  功刀 政司 （山梨県）                ６分４３秒２９ 

６位  辻本 翔太 （千葉県）                ６分４８秒５７ 

７位  加藤 隆弘 （栃木県）                ６分５２秒０３ 

８位  岡田 暁雄 （埼玉県）                ６分５２秒２０ 

 

女子の部成績 

１位  智野 真央 （東京都）                ８分０３秒２１ 

２位  戸井 麻里子（埼玉県）                ８分２７秒７７ 

３位  舩木 美幸 （東京都）                ８分２６秒７９ 

 

 

第４２回大会   ２００７年１０月２０日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

一般男子  １周６㎞  １３周７８ｋｍ      高校男子  １周６㎞  Ⅰ１周６６ｋｍ 

女子  １周６ｋｍ  ７周４２ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  遠藤 績穂 （千葉県・バイクショップスペース）    ２時間０２分４９秒８５ 

２位  渋谷 智一 （群馬県）                ２時間０２分４９秒９４ 

３位  渡辺 将太 （群馬県・中央大学）           ２時間０２分４９秒９５ 

４位  江藤 真輔 （東京都）                ２時間０２分５０秒０８ 

５位  出井 光一 （千葉県・セオレーシング）        ２時間０２分３２秒１２ 

６位  中尾 峻  （東京都・チームオーベスト）       ２時間０４分５０秒２５ 

７位  宮下 星児 （東京都・自在Ｒ＆Ｂ）          ２時間０２分５１秒０７ 

８位  堀内 文貴 （山梨県・チームコルサヤマナシ）     ２時間０２分５２秒５３ 

 

高校男子の部 

１位  小巻 和仁 （埼玉県・川越工業高校）         １時間４３分３３秒４３ 

２位  新井 翔太 （埼玉県・川越工業高校）         １時間４３分３３秒４４ 

３位  鈴木 近成 （栃木県・作新学院高校）         １時間４３分３３秒６１ 

４位  中尾 佳祐 （埼玉県・川越工業高校）         １時間４３分３３秒８２ 

５位  平井 匠  （栃木県・作新学院高校）         １時間４３分３３秒８４ 

６位  假谷 岳  （東京都・練馬工業高校）         １時間４３分３３秒９５ 

７位  飯野 智行 （群馬県・前橋工業高校）         １時間４３分３４秒２０ 

８位  松下 晃太 （山梨県・石和高校）           １時間４３分３４秒２８ 

 

 



女子の部成績 

１位  針谷 千紗子（栃木県・作新学院高校）         １時間１９分３３秒４４ 

２位  武田 和佳 （埼玉県・川越工業高校）         １時間２３分２２秒０２ 

３位  堀川 すみれ（群馬県・前橋工業高校）         １時間２６分０６秒２６ 

４位  高島 真希子（東京都・オーベスト）          １時間２９分４４秒９４ 

 

 

第４３回大会   ２００８年１１月８日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

一般男子  １周６㎞  １３周７８ｋｍ      高校男子  １周６㎞  Ⅰ１周６６ｋｍ 

女子  １周６ｋｍ  ７周４２ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  藤田 勉  （東京都・ＳＥＫＩＹＡ）          ２時間１０分０６秒９２ 

２位  飯塚 航  （群馬県・中央大学）            ２時間１０分０９秒１２ 

３位  宮下 星児 （東京都・自在Ｒ＆Ｂ）           ２時間１０分１０秒６９ 

４位  池田 諒  （群馬県・明治大学）            ２時間１０分２０秒４１ 

５位  堀内 文貴 （山梨県・ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ） ２時間１０分２４秒５８ 

６位  若杉 厚仁 （千葉県・帝京平成大学）          ２時間１０分２６秒３５ 

７位  岩波 信二 （山梨県・ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ） ２時間１０分２６秒５１ 

８位  松村 悟  （東京都・パインヒルズ９０）        ２時間１０分２６秒７５ 

 

高校男子の部 

１位  田松 祥紀 （埼玉県・小松原高校）          １時間５０分０１秒１８ 

２位  和田 拓磨 （茨城県・取手第一高校）         １時間５０分０１秒２８ 

３位  辻本 尚希 （埼玉県・筑波大附属坂戸高校）      １時間５０分０１秒４０ 

４位  雨宮 正樹 （山梨県）                １時間５０分０１秒４３ 

５位  布施 光  （埼玉県・筑波大附属坂戸高校）      １時間５０分０１秒４３ 

６位  山本 隼  （山梨県・甲府工業高校）         １時間５０分０１秒４４ 

７位  平葭 信貴 （群馬県・前橋工業高校）         １時間５０分０１秒６０ 

８位  酒向 俊平 （千葉県・千葉学芸高校）         １時間５０分０１秒７６ 

 

女子の部成績 

１位  堀川 すみれ（群馬県・前橋工業高校）         ５５分１０秒３１ 

２位  中村 妃智 （千葉県・千葉経済大学附属高校）     ５８分４１秒７８ 

３位  山田 まい （山梨県・甲府工業高校）         ５８分４４秒６８ 

 

 



第４４回大会   ２００９年１０月１０日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

一般男子  １周６㎞  １３周７８ｋｍ      高校男子  １周６㎞  Ⅰ１周６６ｋｍ 

女子  １周６ｋｍ  ７周４２ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  高橋 義博 （千葉県）                 ２時間０４分４９秒９０ 

２位  二条 正則 （埼玉県・チームＯＬＤＮＥＷ）       ２時間０６分０４秒８４ 

３位  遠藤 績穂 （千葉県・ＳＰＡＣＥ ＢＩＫＥＳ．ＣＯＭ） ２時間０６分０９秒５３ 

４位  堀内 文貴 （山梨県・ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ）  ２時間０７分１４秒６５ 

５位  佐藤 成彦 （千葉県・ＳＰＡＣＥ ＢＩＫＥＳ．ＣＯＭ） ２時間１０分２４秒５８ 

６位  保川 信行 （埼玉県・SQADRA CORSA ｃｉｃｌｉ HIDE）  ２時間０７分１５秒３４ 

７位  野崎 鉄雄 （東京都・パインヒルズ９０）                 ２時間０７分２５秒１９ 

８位  岩波 信二 （山梨県・ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ）   ２時間０7 分２５秒４２ 

 

高校男子の部 

１位  長瀬 幸治（埼玉県・栄北高校）            １時間４４分０１秒９２ 

２位  山本 隼 （山梨県・甲府工業高校）          １時間４４分０２秒６４ 

３位  雨宮 正樹（山梨県・石和高校）            １時間４４分０５秒０３ 

４位  清水 啓佑（東京都・日本大学豊山高校）        １時間４４分２５秒７９ 

５位  市山 襄 （神奈川県・法政２高校）          １時間４６分５７秒４９ 

６位  辻本 尚希（埼玉県・筑波大学附属坂戸高校）      １時間４６分５７秒４９ 

７位  杉山 健人（栃木県・作新学院高校）          １時間４６分５７秒７３ 

８位  布施 光 （埼玉県・筑波大学附属坂戸高校）      １時間４６分５７秒９１ 

 

女子の部成績 

１位  福田 慶  （埼玉県・日本大学豊山女子高校）     １時間２２分０２秒３０ 

２位  佐々木 優子（茨城県）                １時間２６分０２秒００ 

３位  岩切 玲  （SPACEBIKES＞COM）         １時間３２分０１秒９７ 

 

 

第４５回大会   ２０１０年１０月９日（土） 

群馬県・群馬サイクルスポーツセンター 

一般男子  １周６㎞  １３周７８ｋｍ      高校男子  １周６㎞  Ⅰ１周６６ｋｍ 

女子  １周６ｋｍ  ７周４２ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  雨宮 正樹 （山梨県・日本大学）           ２時間０５分５６秒５５ 



２位  岩波 信二 （山梨県・CORSAYAMANASHI）       ２時間０５分５７秒１６ 

３位  Sebastien Pilotte（埼玉県・FUJI-CYCLINGTEAM．com） ２時間０５分５８秒９１ 

４位  宗吉 貞幸 （千葉県・オッテイモ）            ２時間０５分５８秒９２ 

５位  菅野 正明 （東京都・竹芝サイクルレーシング）      ２時間０５分５９秒００ 

６位  照井 歩  （山梨県・ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ）  ２時間０６分０３秒１５ 

７位  安井 雅彦 （埼玉県・東京大学）              ２時間０６分２９秒０１ 

８位  上村 立一 （埼玉県・チバポンズかわぐち農園）        ２時間０６分２９秒９１ 

 

高校男子の部 

１位  山本 隼 （山梨県・甲府工業高校）            １時間４５分０６秒２２ 

２位  荻原 愼也（栃木県・作新学院高校）            １時間４５分５６秒１８ 

３位  市川 貴大（埼玉県・川越工業高校）            １時間４５分５６秒２７ 

４位  西村 大輝（東京都・昭和第一学園高校）          １時間４５分５６秒８８ 

５位  馬渡 伸弥（東京都・昭和第一学園高校）          １時間４５分５７秒０９ 

６位  広瀬 樹 （神奈川県・横浜高校）             １時間４５分５７秒４２ 

７位  石川 海璃（栃木県・真岡工業高校）            １時間４５分５７秒５８ 

８位  荒木 貴大（埼玉県・川越工業高校）            １時間４５分５７秒７０ 

 

女子の部成績 

１位  福田 慶  （埼玉県・日本大学豊山女子高校）         １時間２２分５２秒４２ 

２位  大鹿 美穂子（千葉県・Team SFIDA              １時間２4 分２９秒３４ 

３位  安田 朋子 （東京都・マキシモ・シグマ）         １時間２４分３４秒５５ 

４位  万年 陽子 （東京都・チームマリアローザ）        １時間２８分１３秒 

 

 

第４６回大会   ２０１１年１１月６日（日） 

新潟県南魚沼市五十沢地区特設コース 

男子  ７１．５ｋｍ     女子  ３３．０ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  加地 邦彦 （東京都・なるしまフレンド）         １時間４０分４０秒２３５ 

２位  遠藤 優  （千葉県・SFIDA Cycling Team）      １時間４０分４０秒２５６ 

３位  菅野 正明 （埼玉県・FUJI－CYCLINGTEAM．ＣＯＭ）  １時間４０分４１秒０７１ 

４位  渡辺 祐樹 （山梨県・Folzi:k）              １時間４０分４１秒８５８ 

５位  菅 洋介  （茨城県・Gruppo aqua TAMA）        １時間４１分０３秒００４ 

６位  水野 恭平 （山梨県・Folzi:k）              １時間４１分０９秒５７４ 

７位  岩橋 賦  （東京都・チーム CB＋）             １時間４１分１１秒０９０ 

８位  西城 泰裕 （東京都・なるしまフレンド）         １時間４１分１１秒４１０ 



 

高校男子の部 

１位  小林 泰正 （群馬県・高崎工業高校）           １時間４０分４０秒９５０ 

２位  小野寺 玲 （栃木県・作新学院高校）           １時間４１分１０秒５８０ 

３位  片桐 善也 （新潟県・吉田高校）             １時間４１分１０秒９８５ 

４位  吉田 悠人 （栃木県・作新学院高校）           １時間４１分１２秒３７０ 

５位  広瀬 樹  （神奈川県・横浜高校）            １時間４１分１２秒３９３ 

６位  加藤 司馬 （神奈川県・横浜高校）            １時間４１分１３秒１００ 

７位  浅井 創  （神奈川県・法政第二高校）          １時間４１分１３秒１１４ 

８位  仲沢 優祐 （山梨県・甲府工業高校）           １時間４１分１３秒１６６ 

 

高校オープンの部 

１位  小山 貴大 （群馬県・ＥＱＡＤＳ）            １時間４０分４６秒０２４ 

２位  橋詰 丈  （東京都・ＥＱＡＤＳ）            １時間４１分１６秒４０４ 

 

女子の部成績 

１位  栁本 愛奈 （山梨県・笛吹高校）             ５９分１９秒８６２ 

２位  赤塚 友梨恵（埼玉県・Ready Go Japan）        ５９分２３秒２３８ 

３位  堀 友紀代 （神奈川県・Ready Go Japan）       ５９分２３秒５９１ 

４位  谷 伊央里 （群馬県・前橋育英高校）           ５９分２３秒８１７ 

５位  水野 杏美 （新潟県・吉田高校）             １時間０３分４１秒５１７ 

６位  福田 礼佳 （栃木県・作新学院高校）           １時間０３分４２秒１８６ 

 

 

第４７回大会   ２０１３年２月３日（日） 

埼玉県さいたま市西区大宮健保グラウンド特設クリテリウムコース  １周２．９ｋｍ 

一般男子 １６周４６．４ｋｍ   高校男子 １０周２８ｋｍ   女子 ８周２３．２ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  倉林 貴彦 （東京都・なるしまフレンド）         ４１点 

２位  奈良 浩  （埼玉県・チバポンズ川口農園）        ２１点 

３位  吉田 悠人 （栃木県・作新学院高校）           １８点 

４位  北野 普識 （東京都・駒澤大学）             １６点 

５位  金井 誠人 （東京都・明治大学）             １１点 

６位  二戸 康寛 （東京都・なるしまフレンド）         １０点 

７位  岡 泰誠  （茨城県・筑波大学サイクリング部）      １０点 

８位  松尾 修作 （東京都・VAX RACING）          １０点 

 



高校男子の部 

１位  塩田 航平 （埼玉県・栄北高校）             ３５点 

２位  小山 貴大 （群馬県・前橋育英高校）           ２７点 

３位  早川 侑哉 （埼玉県・栄北高校）             １９点 

４位  小野寺 玲 （栃木県・作新学院高校）           １３点 

５位  岡田 隆矢 （茨城県・取手第一高校）           １２点 

６位  直井 駿太 （茨城県・取手第一高校）           １点 

７位  原 威世樹 （山梨県・笛吹高校）             ０点 

８位  坂井 洋  （栃木県・作新学院高校）           ０点 

 

女子の部成績 

１位  谷 伊央里 （群馬県・前橋育英高校）           ３５点 

２位  春原 美季 （茨城県・取手第一高校）           １８点 

３位  岡田 香織 （埼玉県）                  １７点 

４位  大城 実結 （茨城県・筑波大学サイクリングクラブ）    ６点 

５位  石塚 優里 （栃木県・作新学院高校）           １点 

６位  後藤 晃子 （山梨県・甲府工業高校）           ０点 

７位  韮澤 彩花 （群馬県高崎工業高校）            ０点 

８位  藤井 彩瑛 （群馬県高崎工業高校）            ０点 

 

 

第４８回大会   ２０１４年２月２日（日） 

埼玉県さいたま市西区大宮健保グラウンド特設クリテリウムコース  １周２．５ｋｍ 

一般男子 ４５分＋２周回   高校男子 ３０分＋２周回   女子 ２５分＋１周回 

中学生 ７．５ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  中村 龍太郎（埼玉県・イナーメ信濃山形）         ４８分５７秒７０５ 

２位  小畑 郁  （東京都・なるしまフレンド）         ４８分５７秒７０５ 

３位  水野 亨平 （山梨県・CORSAYAMANASHI）       ４８分５８秒９１８ 

４位  北野 普識 （東京都・イナーメ信濃山形）         ４８分５８秒９７３ 

５位  高岡 亮寛 （東京都・イナーメ信濃山形）         ４８分５９秒１４４ 

６位  岡 泰誠  （茨城県・筑波大学サイクリング部）      ４８分５９秒１４９ 

７位  小清水 拓也（神奈川県・VENTOS）            ４８分５９秒７３０ 

８位  金田 智行 （埼玉県・ロジャースレーシングチーム）    ４９分００秒１５８ 

 

 

高校男子の部 



１位  中村 圭佑 （東京都・昭和第一学園高校）         ３５分４６秒９８８ 

２位  齊藤 瞭汰 （群馬県・前橋工業高校）           ３５分４７秒８８３ 

３位  古田 潤  （東京都・昭和第一学園高校）         ３５分４９秒８９４ 

４位  小松 正和 （東京都・昭和第一学園高校）         ３５分５０秒２８６ 

５位  中村 魁斗 （栃木県・作新学院高校）           ３５分５０秒７８２ 

６位  小山 貴大 （群馬県・前橋育英高校）           ３５分５１秒１２６ 

７位  須貝 翔吾 （茨城県・取手第一高校）           ３５分５１秒１９９ 

８位  野口 皓平 （埼玉県・栄北高校）             ３５分５１秒３２９ 

 

女子の部成績 

１位  谷 伊央里 （群馬県・前橋育英高校）           ３３分２６秒２３５ 

２位  細谷 愛菜 （埼玉県・さいたま市立八王子中学）      ３３分２６秒６８３ 

３位  坂本 咲  （東京都・美原高校）             ３４分１５秒１７４ 

４位  西形 舞  （群馬県・勢多農林高校）           ３４分１５秒５４６ 

５位  斉藤 千夏 （千葉県・Ready Go Japan）        ３４分１５秒９２１ 

６位  赤塚 友梨恵（埼玉県・Ready Go Japan）        ３４分１６秒２３７ 

７位  高橋 由佳 （埼玉県・Ready Go Japan）        ３４分１６秒４０４ 

８位  若松 陽子 （埼玉県・Ready Go Japan）        ３４分１８秒６４５ 

 

中学生男子の部 

１位  藤井 雅樹 （埼玉県・伊奈町立南中学校）         １２分３６秒９３８ 

２位  中川 涼  （埼玉県）                  １２分３８秒８７５ 

３位  多田 れおん（茨城県・GROWING R／T）         １２分４１秒９１８ 

 

 

第４９回大会   ２０１５年２月１５日（日） 

埼玉県さいたま市西区大宮健保グラウンド特設クリテリウムコース  １周２．９ｋｍ 

一般男子 １０周２９ｋｍ   高校男子 ７周２０．３ｋｍ   女子 ５周１４．５ｋｍ 

中学生 ８．７ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  風間 博之 （神奈川県・サイクルフリーダムレーシング）  ３９分２６秒８９６ 

２位  金子 智哉 （神奈川県・早稲田大学）           ３９分２８秒０５３ 

３位  小山 貴大 （群馬県・前橋育英高校）           ３９分２８秒５０１ 

４位  宮澤 崇史 （東京都・Lemonade Bellmare racing team）  ３９分３０秒２２２ 

５位  高木 三千成（埼玉県・立教大学）             ３９分３４秒１４６ 

６位  浦 佑樹  （東京都・東京大学）             ３９分５２秒０４０ 

７位  水野 恭平 （山梨県・KINAN CYCLING TEAM）          ３９分５４秒６０８ 



８位  山本 雅道 （神奈川県）                 ３９分５４秒７６０ 

 

高校男子の部 

１位  中村 圭佑 （東京都・昭和第一学園高校）         ２７分２４秒７８６ 

２位  川上 祐平 （栃木県・真岡工業高校）           ２７分２４秒９５８ 

３位  隈園 郷史 （埼玉県・チーム・Ｙ）            ２７分２８秒１８６ 

４位  中川 涼  （埼玉県・浦和工業高校）           ２７分２８秒２５６ 

５位  渡辺 慶太 （埼玉県・浦和工業高校）           ２７分２８秒３３６ 

６位  石原 貴大 （栃木県・真岡工業高校）           ２７分２８秒３３６ 

７位  橋詰 丈  （東京都）                  ２７分２８秒７３４ 

８位  小野 寛斗 （神奈川県）                 ２７分２９秒０８６ 

 

女子の部成績 

１位  細谷 愛菜 （埼玉県・浦和工業高校）           ２１分５７秒９７５ 

２位  髙橋 吹歌 （埼玉県・Ready Go Japan）        ２１分５８秒２４８ 

３位  小沼 美由紀（埼玉県・Ready Go Japan）        ２２分０８秒０９１ 

４位  髙橋 由佳 （埼玉県・Ready Go Japan）        ２２分０８秒４７２ 

５位  須藤 むつみ（東京都・Ready Go Japan）        ２２分１５秒２２６ 

６位  小林 綾乃 （群馬県・前橋工業高校）           ２３分１１秒４１６ 

７位  石井 菜摘 （栃木県・作新学院高校）           ２３分５１秒５６０ 

８位  島崎 真美 （茨城県・イマイ・スロケッツ）        ２３分５３秒７６７ 

 

中学生男子の部 

１位  多田 れおん（茨城県・GROWING R／T）        １３分０５秒２０３ 

２位  田原 一機 （東京都・大泉高校付属中学）         １３分０５秒３０７ 

３位  半田 敏規 （東京都・成城中学）             １３分０７秒１６０ 

４位  松井 一真 （埼玉県・立教新座中・高校）         １３分５２秒１７４ 

５位  橋本 汰一 （埼玉県・さいたま市立原山中学）       １３分５４秒２１３ 

６位  小沼 良太郎（埼玉県・伊奈町立伊奈中学）         １３分５９秒９８７ 

 

 

第５０回大会   ２０１６年２月１４日（日） 

埼玉県さいたま市西区大宮健保グラウンド特設クリテリウムコース  １周２．９ｋｍ 

一般男子 ４５分＋２周   高校男子 ３５分＋２周   女子 ２５分＋２周 

中学生 ７．５ｋｍ 

 

一般男子の部成績 

１位  小畑 郁  （東京都・なるしまフレンドレーシングチーム） ４５分４１秒０９６ 



２位  小室 雅成 （埼玉県・ＷＡＬＫＲＩＤＥ）         ４５分４１秒８４３ 

３位  山本 雅道 （神奈川県）                 ４５分４１秒９３９ 

４位  川田 優作 （栃木県・Ｈｏｎｄａ栃木）          ４５分４２秒０８５ 

５位  阿部 航大 （栃木県・Ｈｏｎｄａ栃木）          ４５分４２秒０９６ 

６位  高岡 亮寛 （東京都・イナーメ信濃山形）         ４５分４３秒０５８ 

７位  高木 三千成（埼玉県・立教大学）                  ４５分４３秒０７７ 

８位  石原 悠希 （栃木県・真岡工業高校）           ４５分４３秒２６４ 

 

高校男子の部 

１位  篠田 幸希 （群馬県・群馬県立前橋工業高等学校）     ３７分４２秒９３１ 

２位  真杉 匠  （栃木県・作新学院高等学校）         ３７分４３秒８０３ 

３位  渡辺 慶太 （埼玉県・埼玉県立浦和工業高校）       ３７分４４秒０１２ 

４位  東  亮介 （東京都・都立八王子桑志自転車競技部）    ３７分４４秒１２８ 

５位  花田 聖誠 （東京都・昭和第一学園）           ３７分４４秒４６１ 

６位  越智 崇裕 （神奈川県・日本大学藤沢高等学校）      ３７分４４秒５０４ 

７位  床井 亮太 （栃木県・作新学院高等学校）         ３７分４４秒９１９ 

８位  石井 司  （埼玉県・川口市自転車競技連盟）       ３７分４５秒３１８ 

 

女子の部成績 

１位  細谷 愛菜 （埼玉県・埼玉県立浦和工業高等学校）     ３２分５９秒６２３ 

２位  藤田 まりあ（埼玉県・埼玉県立浦和工業高等学校）     ３３分５８秒７２９ 

３位  石井 菜摘  （栃木県・作新学院高等学校）        ３３分５９秒４２４ 

４位  高橋 吹歌  （埼玉県・Ready Go Japan）       ３４分００秒０１８ 

５位  小口 加奈絵 （栃木県・作新学院高等学校）        ３４分０３秒４０８ 

６位  戸井田 敬子 （千葉県）                 ３４分０３秒７５５ 

７位  塩浦 穂香  （東京都・東京都立多摩高等学校）      ３５分３８秒８９９ 

８位  石井 美絵  （千葉県・ＡＱＵＬＳ内房レーシング）  ３３分５０秒７０５ １Ｌａｐ 

 

中学生男子の部 

１位  小野寺 慶 （栃木県・ブラウ・ブリッツエン）       １０分５９秒３２３ 

２位  福田 圭晃 （神奈川県・Ｔｅａｍ ＢＦＹ Ｒａｃｉｎｇ） １１分２４秒１２３ 

３位  海野 晋作 （東京都・バイクルプラザＲ．Ｔ）       １１分２４秒２６４ 

４位  篠原 輝利 （茨城県）                  １１分２４秒３４２ 

５位  五十嵐 洸太（神奈川県・湘南ベルマーレサイクル）     １１分２５秒４０９ 

６位  相原 士穏 （神奈川県・伊奈町立伊奈中学）        １１分４１秒６１４ 

７位  江見 俊輔 （東京都・中央区立銀座中学校／ﾁｰﾑｵｰﾍﾞｽﾄ）   １１分５７秒７４９  

８位  外園 晋之介（埼玉県・川口市自転車競技連盟）       １１分５９秒１７４ 

 


