
種　目　別　個　人　成　績
種　　　　　　　　目 第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位 第 6 位

福　田　健　太 土　井　佑　真 沼　倉　京　佑 木　村　佑　来 菊　地　　　圭 濱　口　　　翔
1 スプリント 古川工 小牛田農 仙台商 仙台商 東北 古川工

11秒094 11秒248 11秒555 11秒114 11秒335 11秒599
東北A 東北B 古川工A 仙台商 古川工B

髙　橋　　　舜 武　山　　　凱 福　田　健　太 沼　倉　京　佑 濱　口　　　翔

2 4kmチーム・パーシュート 加　藤　拓　斗 大　泉　允　佑 永　山　　　遼 木　村　佑　来 三　浦　幸　大

菅　野　航　基 大　石　公　亮 米　澤　龍　河 吾　妻　凌　平 髙　島　秀　人

菊　地　　　圭 戸　松　友　輝 金　田　圭　斗 伊　藤　　　貴 畑　　　力　矢

4分31秒989 4分45秒313 4分59秒487 5分00秒661 5分24秒416
東北A 仙台商A 古川工A 東北B 古川工B 仙台商B

菊　地　　　圭 沼　倉　京　佑 畑　　　力　矢 武　山　　　凱 米　澤　龍　河 佐　藤　潤　弥

3 チーム・スプリント 菅　野　航　基 木　村　佑　来 濱　口　　　翔 大　石　公　亮 金　田　圭　斗 石　川　湧　生

髙　橋　　　舜 伊　藤　　　貴 福　田　健　太 加　藤　拓　斗 千　葉　銀　河 吾　妻　凌　平

1分06秒475 1分07秒802 1分08秒511 1分08秒910 1分11秒758 1分11秒800
加　藤　拓　斗 永　山　　　遼 髙　橋　　　舜 大　泉　允　佑 武　山　　　凱 菅　野　航　基

4 3kmインディヴィデュアル 東北 古川工 東北 東北 東北 東北

パーシュート 3分36秒815 3分40秒087 3分42秒345 3分50秒792 3分52秒290 3分53秒822
福　田　健　太 菅　野　航　基 髙　橋　　　舜 木　村　佑　来 土　井　佑　真 菊　地　　　圭

5 1kmタイム・トライアル 古川工 東北 東北 仙台商 小牛田農 東北

1分07秒277 1分08秒126 1分08秒968 1分09秒272 1分09秒283 1分10秒035
土　井　佑　真 木　村　佑　来 菊　地　　　圭 福　田　健　太 伊　藤　　　貴 菅　野　航　基

6 ケイリン 小牛田農 仙台商 東北 古川工 仙台商 東北

11秒913
髙　橋　　　舜 武　山　　　凱 金　田　圭　斗 加　藤　拓　斗 伊　藤　　　貴 菊　地　　　圭

7 スクラッチ 東北 東北 古川工 東北 仙台商 東北

10分47秒624
土　井　佑　真 加　藤　拓　斗 菅　野　航　基 武　山　　　凱 菊　地　　　圭 大　泉　允　佑

8 4km速度競走 小牛田農 東北 東北 東北 東北 東北

4分47秒179
髙　橋　　　舜 加　藤　拓　斗 武　山　　　凱 菅　野　航　基 土　井　佑　真 大　石　公　亮

9 24kmポイント・レース 東北 東北 東北 東北 小牛田農 東北

45点 26点 17点 16点 15点 6点
福　田　健　太 木　村　佑　来 加　藤　拓　斗 髙　橋　　　舜 土　井　佑　真 菅　野　航　基

10 200mフライング 古川工 仙台商 東北 東北 小牛田農 東北
タイム・トライアル 11秒094 11秒114 11秒148 11秒185 11秒248 11秒263

斉　藤　　　樂 高　木　　　駿 古　山　覚　理 武　　　楚　ル 伊　藤　蒼　大
11 ロードレーサー 東北 東北 東北 東北 古川工

1kmタイム・トライアル 1分18秒312 1分19秒444 1分19秒623 1分23秒410 1分25秒827
ロードレーサー 古　山　覚　理 斉　藤　　　樂 武　　　楚　ル 高　木　　　駿 伊　藤　蒼　大

12 2kmインディヴィデュアル 東北 東北 東北 東北 古川工

パーシュート 2分42秒890 2分43秒731 2分54秒432 2分55秒606 3分03秒749
菅　原　ななこ

13 女子スプリント 東北
12 秒 429
菅　原　ななこ

14 女子500mタイム・トライアル 東北
40 秒 044

菅　原　ななこ
15 女子2kmインディヴィデュアル 東北

パーシュート 2 分 41 秒 680
髙　橋　　　舜 柳　澤　　　創 加　藤　拓　斗 武　山　　　凱

16 個人ロード・レース（男子） 東北 仙台一 東北 東北

1時間38分16秒01 1時間38分16秒78 1時間42分38秒02 1時間42分41秒80
菅　原　ななこ

17 個人ロード・レース（女子） 東北

1時間06分08秒89
学校対抗 東北 古川工 仙台商 小牛田農 仙台一 仙台工

トラックの部 153点 50点 33点 25点 0点 0点
学校対抗 東北 仙台一 仙台商 古川工 小牛田農 仙台工
ロードの部 23点 8点 0点 0点 0点 0点

東北 古川工 仙台商 小牛田農 仙台一 仙台工
176点 50点 33点 25点 8点 0点

平成３０年度宮城県高体連自転車競技専門部　第６７回宮城県高等学校総合体育大会自転車競技大会 トラック競技；宮城県自転車競技場

ロード競技；エビスサーキット

5月26日(土)・27日(日)

5月30日(水)

学校対抗総合成績

大会新 

大会新 

大会新 

大会新 

大会新 


