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車輪サイズ    記    録   記    録   記    録   記    録    氏      名 年　齢    所         属

参考記録 M-X -42 ** 12:50:0012:50:0012:50:0012:50:00 従来の記録 R・ウィリアムス アメリカ

埼玉県森林公園 M-X -42 11:26:0711:26:0711:26:0711:26:07 1980/5/4 ハルペン・ジャック 33 東京都
埼玉県森林公園 M-X -42 11:27:1011:27:1011:27:1011:27:10 1980/5/4 深沢　鋭多 12 東京都
埼玉県森林公園 M-X -42 11:42:1411:42:1411:42:1411:42:14 1980/5/4 井上　定武 27 大阪府

札幌豊平川 M-X -42 12:25:2012:25:2012:25:2012:25:20 1982/9/15 漆山　栄　 53 北海道・札幌市

札幌豊平川 M-X -42 11:34:3511:34:3511:34:3511:34:35 1985/9/15 和田　謙一 17 北海道・江別市

北海道支笏湖畔 M-X -42 7:49:127:49:127:49:127:49:12 1986/9/16 小池　隆行 16 やまとくらぶ
北海道支笏湖畔 M-X -42 9:36:129:36:129:36:129:36:12 1986/9/16 半田　義明 13 神奈川・平　塚
北海道支笏湖畔 M-X -42 9:51:589:51:589:51:589:51:58 1986/9/16 井上　定武 32 大阪府
北海道支笏湖畔 M-X -42 10:55:3010:55:3010:55:3010:55:30 1986/9/16 佐藤　真吾 19 北海道
参考記録 M-X -42 ** 7:53:537:53:537:53:537:53:53 フロイド・ビューティ 33 アメリカ
参考記録 M-X -42 ** 9:20:539:20:539:20:539:20:53 ジョニー・セバリン アメリカ

宮城県名取市 M-X -42 ギネスギネスギネスギネス 6:44:216:44:216:44:216:44:21 1987/8/91987/8/91987/8/91987/8/9 小池小池小池小池　　　　隆行隆行隆行隆行 17171717 やまとくらぶやまとくらぶやまとくらぶやまとくらぶ
宮城県名取市 M-X -42 6:59:106:59:106:59:106:59:10 1987/8/9 フロイド・ビューティ 34 アメリカ
宮城県名取市 M-X -42 7:33:057:33:057:33:057:33:05 1987/8/9 半田　義明 15 神奈川・平　塚
宮城県名取市 M-X -42 7:42:427:42:427:42:427:42:42 1987/8/9 小池　茂 14 やまとくらぶ
宮城県名取市 M-X -42 9:58:529:58:529:58:529:58:52 1987/8/9 石井　秀雄 12 神奈川・湘　南

札幌豊平川 M-X -20 9:36:249:36:249:36:249:36:24 1982/9/15 浅野目　憲良 10 北海道・札幌市
札幌豊平川 M-X -20 10:32:4010:32:4010:32:4010:32:40 1982/9/15 帯刀　貴 11 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -20 11:49:1811:49:1811:49:1811:49:18 1982/9/15 小野寺　敦 11 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -20 13:08:1913:08:1913:08:1913:08:19 1982/9/15 佐藤　真司 10 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -27 9:50:409:50:409:50:409:50:40 1982/9/15 漆山　栄 51 北海道・札幌市
札幌豊平川 M-X -27 8:24:518:24:518:24:518:24:51 1982/9/15 和田　謙一 15 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -24 10:05:4010:05:4010:05:4010:05:40 1982/9/15 福田　三郎 11 北海道・江別市

札幌豊平川 M-X -24 8:49:388:49:388:49:388:49:38 1985/9/15 浅野目　憲良 14 北海道・札幌市

北海道支笏湖畔 M-X -24 7:32:097:32:097:32:097:32:09 1986/9/16 半田　秀明 11 神奈川・平　塚
北海道支笏湖畔 M-X -20 7:32:117:32:117:32:117:32:11 1986/9/16 小池　茂 12 やまとくらぶ
北海道支笏湖畔 M-X -20 8:14:368:14:368:14:368:14:36 1986/9/16 加藤　雄一郎 10 神奈川・湘　南
北海道支笏湖畔 M-X -24 8:38:008:38:008:38:008:38:00 1986/9/16 芝崎　一夫 53 東京都
北海道支笏湖畔 W-X -24 女子 80km 1986/9/16 中丸　美香 13 やまとくらぶ
北海道支笏湖畔 M-X -27 7:54:317:54:317:54:317:54:31 1986/9/16 福田　剛 16 北海道・江別市

M-X -20 ** 14:00:0014:00:0014:00:0014:00:00 1979/8/30 石川　晴夫 20 北海道・美 　幌

          一輪車を始めて一ヶ月半の練習で8月30日、100kmにチャレンジ。朝6時半に美幌をスタート
          10時10分に網走へ到着。20分休憩。　1時10分原生花園着、10分休憩。網走着４時20分。20分休憩。

          ここから来た道を引き返して美幌へ向け出発、20時美幌着・１４時間のチャレンジが終わった。

　　　　１００１００１００１００km   　　　km   　　　km   　　　km   　　　クランクは、「 24インチ・125ミリ」、「20インチ・112ミリ」　を使用している

1982/9/15　　　　　　　　札幌豊平川サイクリングロード　　                           　　第二回一輪車記録挑戦会

1984/9/15　　　　　　　　札幌豊平川サイクリングロード                                   第三回一輪車記録挑戦会

1986年9月16日　　　　北海道支笏湖畔サイクルロード　 　                           　　第四回一輪車記録挑戦会

参考記録
美幌　←→　原生花園　往復　    50km × 2＝100km

　　　　100100100100マイルマイルマイルマイル((((160160160160....9344934493449344kmkmkmkm))))

1987年8月9日　　　　　　宮城県名取市サイクルスポーツセンター

1986年9月15日　　　　北海道支笏湖畔サイクルロード　　朝5時30分スタート　　　 　第四回一輪車記録挑戦会

1980年5月4日　　　　　埼玉県森林公園自転車道路

1982年9月15日　　　　　札幌豊平川サイクリングロード                                      第二回一輪車記録挑戦会

1984年9月15日 　 　　　札幌豊平川サイクリングロード　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三回一輪車記録挑戦会

一輪車長距離一輪車長距離一輪車長距離一輪車長距離のののの記録記録記録記録



記録会開催地 車輪サイズ    記    録   記    録   記    録   記    録    氏      名 年　齢    所         属

宮城県名取市 M-X -42 ギネスギネスギネスギネス 6:44:216:44:216:44:216:44:21 1987/8/09 小池　隆行 17 やまとくらぶ
宮城県名取市 M-X -42 6:59:106:59:106:59:106:59:10 1987/8/09 フロイド　ビューティ 34 アメリカ
宮城県名取市 M-X -42 7:33:057:33:057:33:057:33:05 1987/8/09 半田　義明 15 神奈川・平　塚
宮城県名取市 M-X -42 7:42:427:42:427:42:427:42:42 1987/8/09 小池　茂 14 やまとくらぶ
参考記録 M-X -42 9:20:539:20:539:20:539:20:53 ジョニー　セバリン アメリカ
北海道支笏湖畔 M-X -42 9:51:589:51:589:51:589:51:58 1986/9/16 井上　定武 32 大阪府
宮城県名取市 M-X -42 9:58:529:58:529:58:529:58:52 1987/8/09 石井　秀雄 12 神奈川・湘　南
北海道支笏湖畔 M-X -42 10:55:3010:55:3010:55:3010:55:30 1986/9/16 佐藤　真吾 19 北海道
埼玉県森林公園 M-X -42 11:26:0711:26:0711:26:0711:26:07 1980/5/04 ハルペン・ジャック 33 東京都
埼玉県森林公園 M-X -42 11:27:1011:27:1011:27:1011:27:10 1980/5/04 深沢　鋭多 12 東京都
札幌豊平川 M-X -42 11:34:3511:34:3511:34:3511:34:35 1985/9/15 和田　謙一 17 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -42 12:25:2012:25:2012:25:2012:25:20 1982/9/15 漆山　栄　 53 北海道・札幌市
従来の記録 M-X -42 12:50:0012:50:0012:50:0012:50:00 従来の記録 R ウィリアムス アメリカ

記録会開催地 車輪サイズ    記    録   記    録   記    録   記    録    氏      名 年　齢    所         属

北海道支笏湖畔 M-X -20 7:32:117:32:117:32:117:32:11 1986/9/16 小池　茂 12 やまとくらぶ
北海道支笏湖畔 M-X -20 8:14:368:14:368:14:368:14:36 1986/9/16 加藤　雄一郎 10 神奈川・湘　南
札幌豊平川 M-X -20 9:36:249:36:249:36:249:36:24 1982/9/15 浅野目　憲良 10 北海道・札幌市
札幌豊平川 M-X -20 10:32:4010:32:4010:32:4010:32:40 1982/9/15 帯刀　貴 11 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -20 11:49:1811:49:1811:49:1811:49:18 1982/9/15 小野寺　敦 11 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -20 13:08:1913:08:1913:08:1913:08:19 1982/9/15 佐藤　真司 10 北海道・江別市

記録会開催地 車輪サイズ    記    録   記    録   記    録   記    録    氏      名 年　齢    所         属

北海道支笏湖畔 M-X -24 7:32:097:32:097:32:097:32:09 1986/9/16 半田　秀明 11 神奈川・平　塚
北海道支笏湖畔 M-X -24 8:38:008:38:008:38:008:38:00 1986/9/16 芝崎　一夫 53 東京都
札幌豊平川 M-X -24 8:49:388:49:388:49:388:49:38 1985/9/15 浅野目　憲良 14 北海道・札幌市
札幌豊平川 M-X -24 10:05:4010:05:4010:05:4010:05:40 1982/9/15 福田　三郎 11 北海道・江別市
北海道支笏湖畔 W-X -24 女子 80km 1986/9/15 中丸　美香 13 やまとくらぶ

記録会開催地 車輪サイズ    記    録   記    録   記    録   記    録    氏      名 年　齢    所         属

北海道支笏湖畔 M-X -27 7:54:317:54:317:54:317:54:31 1986/9/16 福田　剛 16 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -27 8:24:518:24:518:24:518:24:51 1982/9/15 和田　謙一 15 北海道・江別市
札幌豊平川 M-X -27 9:50:409:50:409:50:409:50:40 1982/9/15 漆山　栄 51 北海道・札幌市

　　　　１００１００１００１００km 　km 　km 　km 　27272727インチ  ランキングインチ  ランキングインチ  ランキングインチ  ランキング

　　　　１００１００１００１００km 　km 　km 　km 　20202020インチ ランキングインチ ランキングインチ ランキングインチ ランキング 　　 　　 　　 　　クランクは112ミリ

　　　　100100100100マイルマイルマイルマイル（（（（１１１１60606060....9344 9344 9344 9344 kmkmkmkm）　　  ）　　  ）　　  ）　　  ランキングランキングランキングランキング 2005200520052005　　　　作成作成作成作成

　　　　１００１００１００１００km 　km 　km 　km 　24242424インチ ランキングインチ ランキングインチ ランキングインチ ランキング  　　  　　  　　  　　クランクは125ミリ


