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1 清水都貴 H12.6.25 秋田 第13回全日本学生個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 男子31km個人TT　（コース新）

2 清水都貴 H12.9.2 青森 第56回全日本大学対抗選手権大会 男子4km個人追抜

3 清水都貴 H13.6.24 秋田 第14回全日本学生 個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 男子31km個人TT　

4 野中美佐 H13.9.9 石川 2001年全日本学生ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ選手権大会 女子/ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃﾞｨｽﾀﾝｽ

5 清水都貴 H14.7.28 岩手 第43回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 男子40kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

6 遠藤友子 H14.7.28 岩手 第43回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT

7 遠藤友子 H14.7.28 岩手 第43回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

8 許斐真由子 H14.9.10 静岡 第37回全国都道府県対抗大会 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

9 遠藤友子 H14.8.31 静岡 第58回全日本大学対抗選手権大会 女子500mTT

10 遠藤友子 H14.9.2 静岡 第58回全日本大学対抗選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

- 鹿屋体大 H14.9.2 静岡 第58回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】初優勝

11 許斐真由子 H15.4.27 滋賀 第5回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

12 清水都貴 H15.6.15 秋田 2003年全日本選手権個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 男子U23/31km個人TT

13 遠藤友子 H15.8.29 長野 第59回全日本大学対抗選手権大会 女子500mTT

14 遠藤友子 H15.8.31 長野 第59回全日本大学対抗選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

15 宮崎杏菜 H16.5.2 滋賀 第6回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

16 遠藤友子 H16.5.30 兵庫 第73回全日本ｱﾏ･ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT

17 遠藤友子 H16.5.30 兵庫 第73回全日本ｱﾏ･ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

18 宮崎杏菜 H16.6.12 秋田 第16回全日本学生個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 女子15km個人TT

19 遠藤友子 H16.7.25 山梨 第45回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT(大会新)

20 遠藤友子 H16.7.25 山梨 第45回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

21 遠藤友子 H16.8.28 長野 第60回全日本大学対抗選手権大会 女子500mTT

22 宮崎杏菜 H16.8.30 長野 第60回全日本大学対抗選手権大会 女子3km個人追抜

- 鹿屋体大 H16.8.30 長野 第60回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】2年ぶり2回目

23 遠藤友子 H16.10.17 静岡 第5回ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子500mTT

24 萩原麻由子 H17.4.29 滋賀 第7回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

25 萩原麻由子 H17.5.15 静岡 第7回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子3km個人追抜
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26 萩原麻由子 H17.5.15 静岡 第7回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

27 萩原麻由子 H17.5.15 静岡 第7回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

28 萩原麻由子 H17.5.28 秋田 第74回全日本ｱﾏ･ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

29 萩原麻由子 H17.6.4 長野 第21回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 女子100kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

30 三瀧光誠 H17.6.5 長野 第21回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子181kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

31 萩原麻由子 H17.6.11 秋田 第17回全日本学生 個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 女子15km個人TT

32 三瀧光誠 H17.6.12 秋田 第17回全日本学生 個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 男子30km個人TT

33 宮崎杏菜 H17.7.31 長野 第46回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子3km個人追抜

34 三瀧光誠 H17.8.26 岩手 第61回全日本大学対抗選手権大会 男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

35 萩原麻由子 H17.8.27 岩手 第61回全日本大学対抗選手権大会 女子3km個人追抜

36 萩原麻由子 H17.8.28 岩手 第61回全日本大学対抗選手権大会 女子100kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

－ 鹿屋体大 H17.8.28 岩手 第61回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】2年連続3回目

37 村上純平 H17.9.19 北海道 第19回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道 U23個人総合（国内選手対象）

38 前田義和 H17.10.27 岡山 第60回国民体育大会 成年男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

39 池田丈志 H18.4.2 静岡 第31回全日本ﾁｬﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 男子U23ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

40 萩原麻由子 H18.4.2 静岡 第31回全日本ﾁｬﾚﾝｼﾞﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

41 萩原麻由子 H18.4.29 滋賀 第8回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

42 角令央奈 H18.4.30 長野 2006年全日本学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ･ｼﾘｰｽﾞ第1戦 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

43 萩原麻由子 H18.5.21 静岡 第8回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子3km個人追抜

44 萩原麻由子 H18.5.21 静岡 第8回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

45 萩原麻由子 H18.5.21 静岡 第8回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

46 池田丈志 H18.5.28 秋田 第75回全日本ｱﾏ･ﾄﾗｯｸ選手権大会 男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

47 萩原麻由子 H18.5.28 秋田 第75回全日本ｱﾏ･ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

48 萩原麻由子 H18.6.3 長野 第22回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 女子100kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

49 三瀧光誠 H18.6.4 長野 第22回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子181kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

50 池田丈志 H18.5.15 秋田 2006年全日本選手権個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 男子U23/30km個人TT
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51 篠原力也 H18.5.15 秋田 2006年全日本選手権個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 男子Jr/20km個人TT

52 村上純平 H18.7.9 秋田 第18回全日本学生 個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 男子30km個人TT

53 萩原麻由子 H18.8.12 岩手 第14回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･とうほく 女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ（第2ｽﾃｰｼﾞ）

54 前田・高見・角 H18.9.2 静岡 第62回全日本大学対抗選手権大会 男子ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ（大会新）

55 萩原麻由子 H18.9.2 静岡 第62回全日本大学対抗選手権大会 3km個人追抜

56 中島康晴 H18.9.3 静岡 第62回全日本大学対抗選手権大会 男子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

57 萩原麻由子 H18.9.3 静岡 第62回全日本大学対抗選手権大会 女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

- 鹿屋体大 H18.9.3 静岡 第62回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】3年連続4回目

58 中島康晴 H18.9.18 北海道 第20回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道 U23個人総合（国内選手対象）

59 宮崎杏菜 H18.9.23 静岡 第47回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

60 前田義和 H18.10.5 兵庫 第61回国民体育大会 成年男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

61 角令央奈 H18.10.5 兵庫 第61回国民体育大会 成年男子30kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

62 萩原麻由子 H18.10.21 栃木 第15回ｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

63 萩原麻由子 H18.11.11 沖縄 第18回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･おきなわ国際大会 女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

64 角令央奈 H19.4.29 静岡 第8回ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

65 伊藤雅和 H19.4.29 滋賀 第9回全日本学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ選手権 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

66 宮崎杏菜 H19.4.29 滋賀 第9回全日本学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ選手権 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

67 角令央奈 H19.6.3 長野 第23回全日本学生選手権ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子181kmﾛｰﾄﾞ

68 村上純平 H19.6.23 大分 第76回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 男子U23/141kmﾛｰﾄﾞ

69 村上･角･伊藤･内間 H19.6.30 大分 第46回全日本学生選手権ﾁｰﾑﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子90kmﾁｰﾑTT

70 宮崎杏菜　 H19.8.18 岩手 第15回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･とうほく 女子ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ（第2ｽﾃｰｼﾞ）

71 片山和正　 H19.8.26 大分 第41回全国都道府県対抗大会 男子121.3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

72 宮崎杏菜 H19.8.27 大分 第41回全国都道府県対抗大会 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

73 宮崎杏菜　 H19.9.2 静岡 第63回全日本大学対抗選手権大会 女子60kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

- 鹿屋体大 H19.9.2 静岡 第63回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】4年連続5回目

74 角　令央奈 H.19.9.17 北海道 第21回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道 U23個人総合（国内選手対象）

75 角　令央奈 H19.10.4 秋田 第62回国民体育大会 成年男子30kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ
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76 川又千裕 H20.2.11 東京 第2回明治神宮外苑学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

77 内間康平 H20.4.27 滋賀 第10回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

78 川又千裕 H20.4.27 滋賀 第10回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

79 大久保光次 H20.5.25 大阪 第77回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 男子ｽｸﾗｯﾁ

80 萩原麻由子 H20.6.8 秋田 2008年全日本選手権個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 女子15km個人TT（大会新）

81 萩原麻由子 H20.6.14 長野 第24回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 女子100kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

82 萩原麻由子 H20.6.28 秋田 第20回全日本学生個人ﾛｰﾄﾞﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 女子15km個人TT（大会新）

83 萩原麻由子 H20.8.29 長野 第64回全日本大学対抗選手権大会 女子16kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

84 萩原麻由子 H20.8.30 長野 第64回全日本大学対抗選手権大会 女子3km個人追抜(大会新）

85 萩原麻由子 H20.8.31 長野 第64回全日本大学対抗選手権大会 女子50.4kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

86 角令央奈 H20.8.31 長野 第64回全日本大学対抗選手権大会 男子163.8kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

－ 鹿屋体大 H20.8.31 長野 第64回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】5年連続6回目

87 伊藤雅和 H20.9.15 北海道 第22回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道 U23個人総合（国内選手対象）

88 角令央奈 H20.10.1 大分 第63回国民体育大会 成年男子40kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

89 金野･大久保･新納 H20.10.2 大分 第63回国民体育大会 混成ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ（大会新）【鹿児島選抜】

90 内間康平 H21.2.22 東京 第3回明治神宮外苑学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

91 吉田隼人 H21.4.26 滋賀 第11回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

92 川又千裕 H21.5.30 長野 第25回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 女子100kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

93 前田佳代乃 H21.6.6 山口 2009年JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会 女子500mTT（大会新）

94 大久保・新納・他 H21.6.7 山口 第78回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 男子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ【鹿児島選抜】

95 川又千裕 H21.6.20 秋田 第21回全日本学生個人ﾛｰﾄﾞﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ大会 女子15km個人TT

96 前田佳代乃 H21.7.5 山梨 第50回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT（大会新･日本学生新･Jr日本新）

97 近藤美子 H21.7.5 山梨 第50回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子16kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

98 前田佳代乃 H21.7.5 山梨 第50回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

99 前田佳代乃 H21.8.28 静岡 第65回全日本大学対抗選手権大会 女子500mTT（大会新）

100 近藤・前田 H21.8.28 静岡 第65回全日本大学対抗選手権大会 女子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ（大会新･日本学生新･日本新）
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101 前田佳代乃 H21.8.29 静岡 第65回全日本大学対抗選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

- 鹿屋体大 H21.8.30 静岡 第65回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】6年連続7回目

102 内間康平 H21.9.13 北海道 第23回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道 U23個人総合（国内選手対象）

103 吉田・野口・他 H21.10.1 新潟 第64回国民体育大会 混成4km団体追抜競走【奈良選抜】

104 前田佳代乃 H21.10.17 山梨 第12回全日本ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT

105 前田佳代乃 H21.10.18 山梨 第12回全日本ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

106 近藤美子 H22.2.21 東京 第4回明治神宮外苑学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

107 野口正則 H22.2.21 東京 第4回明治神宮外苑学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

108 前田佳代乃 H22.4.25 群馬 第10回ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子500mTT

109 元砂勇雪 H22.5.2 滋賀 第12回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

110 近藤美子 H22.5.2 滋賀 第12回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

111 近藤美子 H22.5.8 静岡 第12回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

－ 近藤美子 H22.5.8 静岡 第12回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 総合（ｵﾑﾆｱﾑ）

112 前田佳代乃 H22.5.29 岐阜 第79回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 女子500mTT

113 上野みなみ H22.5.29 岐阜 第79回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

114 前田佳代乃 H22.5.30 岐阜 第79回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

115 黒枝士揮 H22.5.30 岐阜 2010年JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会 男子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

116 内間康平 H22.6.6 長野 第26回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子163.8kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

117 伊藤・内間・吉田・山本 H22.6.19 埼玉 第49回全日本学生選手権ﾁｰﾑﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子100kmﾁｰﾑTT

118 山本元喜 H22.6.26 広島 第79回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 男子U23/159.9kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

119 前田佳代乃 H22.7.4 長野 第51回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT（大会新）

120 上野みなみ H22.7.4 長野 第51回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子16kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

121 上野みなみ H22.7.4 長野 第51回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子3km個人追抜(大会新)

122 前田佳代乃 H22.7.4 長野 第51回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

123 新納大輝 H22.7.4 長野 第51回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 男子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

124 近藤美子 H22.8.27 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 女子ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

125 前田佳代乃 H22.8.27 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 女子500mTT（大会新）
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126 前田佳代乃 H22.8.28 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

127 上野みなみ H22.8.28 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 女子3km個人追抜

128 近藤・前田 H22.8.28 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 女子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

129 新納・野口・元砂 H22.8.28 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 男子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

130 上野みなみ H22.8.29 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 女子70kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

131 内間康平 H22.8.29 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 男子168kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

－ 鹿屋体大 H22.8.29 青森 第66回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】7年連続8回目

132 上野みなみ H22.9.3 岩手 第2回全日本ｽﾃｰｼﾞﾚｰｽ 女子第１ステージ（3.3kmTT)

133 前田佳代乃 H22.9.19 長野 第41回全日本実業団自転車競技選手権大会 女子500mTT

134 山本元喜 H22.9.21 北海道 第24回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道 第3ステージ（165kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ）

135 内間康平 H22.9.20 北海道 第24回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道 U23個人総合（国内選手対象）

136 吉田・野口･元砂他 H22.9.30 千葉 第65回国民体育大会 混成4km団体追抜競走【奈良選抜】(予選:大会新記録)

137 前田佳代乃 H22.10.16 宮城 第13回全日本ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT

138 前田佳代乃 H22.10.17 宮城 第13回全日本ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

139 吉田隼人 H23.2.20 東京 第5回明治神宮外苑学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

140 前田佳代乃 H23.4.24 静岡 第11回ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子200mﾌﾗｲﾝｸﾞTT

141 前田佳代乃 H23.4.24 静岡 第11回ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 女子250mTT

142 塚越さくら H23.4.24 静岡 第11回ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｻﾞ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 3km個人追抜

143 近藤美子 H23.5.7 静岡 第13回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子200mﾌﾗｲﾝｸﾞTT

144 近藤美子 H23.5.7 静岡 第13回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子500mTT

145 塚越さくら H23.5.7 静岡 第13回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 女子10kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

－ 塚越さくら H23.5.8 静岡 第13回修善寺ｶｯﾌﾟ･女子ｵｰﾌﾟﾝ 総合（ｵﾑﾆｱﾑ）

146 元砂勇雪 H23.5.14 静岡 第52回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 男子40kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

147 前田佳代乃 H23.5.15 静岡 第52回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT

148 近藤美子 H23.5.15 静岡 第52回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子15kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

149 高宮・元砂 H23.5.15 静岡 第52回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 男子30kmﾏﾃﾞｨｿﾝ

150 前田佳代乃 H23.5.15 静岡 第52回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ
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151 前田佳代乃 H23.5.28 東京 第80回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 女子500mTT(大会新)

152 長瀬幸治 H23.5.29 東京 第80回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 男子30kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

153 小林・新納・元砂 H23.5.29 東京 第80回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 男子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

154 野中・野口・山本・徳田 H23.6.4 埼玉 第50回全日本学生選手権ﾁｰﾑﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子100kmﾁｰﾑTT

155 吉田隼人 H23.6.12 秋田 第15回全日本選手権個人ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子U23/30kmTT

156 山本元喜 H23.6.19 長野 第27回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 男子181kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

157 山本元喜 H23.6.25 岩手 第80回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 男子U23/170.5kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

158 木村亜美 H23.8.21 滋賀 第13回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子14.7kmｸﾘﾃﾘｳﾑ

159 黒枝士揮 H23.8.21 滋賀 第13回全日本学生選手権ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 男子42kmｸﾘﾃﾘｳﾑ

160 前田佳代乃 H23.9.2 長野 第67回全日本大学対抗選手権大会 女子500mTT(大会新)

161 上野みなみ H23.9.2 長野 第67回全日本大学対抗選手権大会 女子16kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

162 近藤・前田 H23.9.2 長野 第67回全日本大学対抗選手権大会 女子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ(予選・決勝共：333m大会新)

163 上野みなみ H23.9.3 長野 第67回全日本大学対抗選手権大会 女子3km個人追抜(予選：日本学生新・大会新)

164 高宮･野口･山本・長瀬 H23.9.3 長野 第67回全日本大学対抗選手権大会 男子4km団体追抜(予選・学生共：日本学生新・大会新)

165 前田佳代乃 H23.9.3 長野 第67回全日本大学対抗選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

166 上野みなみ H23.9.4 長野 第67回全日本大学対抗選手権大会 女子50.4kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

－ 鹿屋体大 H23.9.4 長野 第67回全日本大学対抗選手権大会 【学校対抗女子総合】8年連続9回目

167 黒枝士揮 H23.9.19 北海道 第25回ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道 U23個人総合（国内選手対象）

168 吉田･野口･山本･他 H23.10.8 山口 第66回国民体育大会 混成4km団体追抜競走【奈良選抜】

169 吉田隼人 H23.10.9 山口 第66回国民体育大会 成年男子144.1kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

170 前田･他 H23.10.14 静岡 第14回全日本ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ(日本新)

171 上野･他 H23.10.14 静岡 第14回全日本ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子3km団体追抜(日本新)

172 前田佳代乃 H23.10.14 静岡 第14回全日本ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT(大会新)

173 前田佳代乃 H23.10.15 静岡 第14回全日本ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

174 塚越さくら H24.2.19 東京 第6回明治神宮外苑学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 女子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

175 黒枝士揮 H24.2.19 東京 第6回明治神宮外苑学生ｸﾘﾃﾘｳﾑ大会 男子ｸﾘﾃﾘｳﾑ

176 前田佳代乃 H24.4.22 群馬 第1回トラック・タイムトライアル・チャレンジ 女子200mﾌﾗｲﾝｸﾞTT(日本新)

177 前田佳代乃 H24.4.22 群馬 第1回トラック・タイムトライアル・チャレンジ 女子250mTT
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178 前田佳代乃 H24.4.22 群馬 第1回トラック・タイムトライアル・チャレンジ 女子500mTT

179 橋本英也 H24.4.22 群馬 第1回トラック・タイムトライアル・チャレンジ 男子4km個人追抜

180 奥村諭志 H24.5.27 長崎 第81回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 男子ｹｲﾘﾝ

181 長瀬幸治 H24.5.27 長崎 第81回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 男子ｵﾑﾆｱﾑ

182 橋本英也 H24.5.27 長崎 第81回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 男子4km個人追抜

183 橋本英也 H24.5.27 長崎 第81回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 混成4km団体追抜競走【岐阜選抜】

184 塚越さくら H24.5.27 長崎 第81回全日本ｱﾏﾁｭｱ選手権大会ﾄﾗｯｸﾚｰｽ 女子3km個人追抜

185 上野みなみ H24.6.9 長野 第28回全日本学生選手権個人ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 女子100kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

186 原田裕成 H24.7.1 宮城 第53回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 男子4km個人追抜

187 木村亜美 H24.7.1 宮城 第53回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

188 塚越さくら H24.7.1 宮城 第53回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子500mTT

189 上野みなみ H24.7.1 宮城 第53回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 3km個人追抜

190 上野みなみ H24.7.1 宮城 第53回全日本学生ﾄﾗｯｸ選手権大会 女子15kmﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ


