
令和４年度宮城県高体連自転車競技専門部　第７１回宮城県高校総合体育大会自転車競技大会

種　目　別　個　人　成　績 ロード競技：５月２０日（金）二本松市エビスサーキット

トラック競技：５月２８日（土）２９日（日）宮城県自転車競技場

種　　　　　　　　目 第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位 第 6 位

金子　　颯 阿部　天晴 庄子　琢心 吉野　瑠人 平　寅次郎 菅原　陽斗

1 スプリント 東北 仙台商 仙台商 東北 東北 東北

10秒756 11秒172 11秒006 11秒200 11秒562 11秒449

東北 仙台商

菅原　陽斗 阿部　天晴

2 4kmチーム・パーシュート 新宮　颯太 荒川　久耀

金子　　颯 庄子　琢心 （出場２チーム）

上戸 伸之輔 齋藤　大悟

4分29秒067 5分25秒867

東北A 仙台商 東北B

菅原　陽斗 齋藤　大悟 平　寅次郎

3 男子チーム・スプリント 上戸 伸之輔 阿部　天晴 吉野　瑠人 （出場３チーム）

金子　　颯 庄子　琢心 新宮　颯太

1分06秒685 1分08秒391 1分08秒864

新宮　颯太 菅原　陽斗 金子　　颯 上戸 伸之輔 平　寅次郎 吉野　瑠人

4 3kmインディヴィデュアル 東北 東北 東北 東北 東北 東北

パーシュート 3分34秒228 3分34秒977 3分43秒475 3分43秒582 3分51秒932 3分59秒202

金子　　颯 菅原　陽斗 新宮　颯太 庄子　琢心 上戸 伸之輔 吉野　瑠人

5 1kmタイム・トライアル 東北 東北 東北 仙台商 東北 東北

1分08秒311 1分09秒588 1分10秒028 1分10秒299 1分10秒499 1分12秒150

阿部　天晴 金子　　颯 庄子　琢心 菅原　陽斗 吉野　瑠人 新宮　颯太

6 男子ケイリン 仙台商 東北 仙台商 東北 東北 東北

12秒731

新宮　颯太 上戸 伸之輔 金子　　颯 吉野　瑠人 平　寅次郎

7 スクラッチ 東北 東北 東北 東北 東北 （完走者５名）

10分18秒839

菅原　陽斗 新宮　颯太 上戸 伸之輔 金子　　颯 吉野　瑠人

8 4km速度競走 東北 東北 東北 東北 東北 （完走者５名）

5分06秒870

新宮　颯太 平　寅次郎 上戸 伸之輔 菅原　陽斗

9 16kmポイント・レース 東北 東北 東北 東北 （完走者４名）

61点 -6点 -19点 -20点

金子　　颯 庄子　琢心 阿部　天晴 吉野　瑠人 新宮　颯太 菅原　陽斗

10 男子200mフライング 東北 仙台商 仙台商 東北 東北 東北

タイム・トライアル 10秒756 11秒006 11秒172 11秒200 11秒356 11秒449

髙橋　功成 菅野　瑛太 片桐　柊真

11 ロードレーサー 仙台商 仙台商 仙台商 （出場３名）

1kmタイム・トライアル 1分24秒689 1分25秒922 1分26秒643

ロードレーサー 髙橋　功成 菅野　瑛太 片桐　柊真

12 2kmインディヴィデュアル 仙台商 仙台商 仙台商 （出場３名）

パーシュート 3分00秒493 3分05秒862 3分29秒026

濱　　彩春 後藤　美咲

13 女子200mフライング 東北 古川工 （出場２名）

タイム・トライアル 12秒652 12秒823

濱　　彩春 後藤　美咲

14 女子500mタイム・トライアル 東北 古川工 （出場２名）

38秒986 40秒355

後藤　美咲 濱　　彩春

15 女子2kmインディヴィデュアル 古川工 東北 （出場２名）

パーシュート 2分45秒290 2分54秒738

新宮　颯太

16 男子個人ロード・レース 東北 （完走者１名）

1時間02分05秒33

濱　　彩春 後藤　美咲

17 女子個人ロード・レース 東北 古川工 （完走者２名）

17分45秒64 17分57秒84

学校対抗 東北 仙台商 仙台青陵 宮城工 - -

トラックの部 157点 75点 0点 0点 0点 0点

学校対抗 東北 仙台商 仙台青陵 宮城工 - -

ロードの部 10点 0点 0点 0点 0点 0点

東北 仙台商 仙台青陵 宮城工 - -

167点 75点 0点 0点 0点 0点
学校対抗総合成績

大会新記録

大会新記録

大会新記録

大会新記録大会新記録



県総体 自転車競技 ５/２８（１日目） 宮城県自転車競技場（大和町） 

 

◉ ４km チーム・パーシュート（男子） 

 優勝 東 北 （菅原陽斗③、新宮颯太③、金子 颯②、上戸伸之輔②）  ４分２９秒０６７ （大会新記録） 

 ２位  仙台商 （荒川久耀③、阿部天晴③、庄子琢心②、齋藤大悟①） ５分２５秒８６７ 

◉ ２km インディヴィデュアル・パーシュート（女子）  

 優勝 後藤美咲③（古川工） ２分４５秒２９０ 

 ２位 濱 彩香③（東 北） ２分５４秒７３８ 

◉ ロードレーサー２km インディヴィデュアル・パーシュート 

 優勝 髙橋功成①（仙台商）３分００秒４９３ 

 ２位 菅野瑛太①（仙台商）３分０５秒８６２ 

 ３位 片桐柊真①（仙台商）３分２９秒０２６ 

◉ ２００mフライングタイム・トライアル（男子） 

 優勝 金子 颯②（東 北） １０秒７５６ （大会新記録） 

 ２位 庄子琢心②（仙台商） １１秒００６ 

 ３位 阿部天晴③（仙台商） １１秒１７２ 

◉ ２００mフライングタイム・トライアル（女子） 

 優勝 濱 彩香③（東 北） １２秒６５２ 

 ２位 後藤美咲③（古川工） １２秒８２３ 

◉ １km タイム・トライアル（男子） 

 優勝 金子 颯②（東 北） １分０８秒３１１ 

 ２位 菅原陽斗③（東 北） １分０９秒５８８ 

 ３位 新宮颯太③（東 北） １分１０秒０２８ 

◉ ケイリン（男子・予選） 

 ［１組］１着 金子 颯②（東 北） １２秒０６５ 

２着 新宮颯太③（東 北）  

３着 阿部天晴③（仙台商） 

 ［２組］１着 菅原陽斗③（東 北） １２秒４５０ 

２着 吉野瑠人③（東 北）  

３着 庄子琢心②（仙台商） 

  以上、決勝進出 

◉スプリント１/２決勝 

 ［１組］金子 颯②（東 北）  

 ［２組］阿部天晴③（仙台商） 

  以上、決勝進出 

◉ スクラッチ（８km） （男子） 

 優勝 新宮颯太③（東 北） １０分１８秒８３８ 

 ２位 上戸伸之輔②（東 北） 

 ３位 金子 颯②（東 北） 

 

 *◯に数字は、学年 

 



県総体 自転車競技 5/29（最終日） 宮城県自転車競技場（大和町） 

 

◉ チーム・スプリント（男子） 

 優勝 東北 A（菅原陽斗③、上戸伸之輔②、金子 颯②） １分０６秒６８５ 

 ２位 仙台商（庄子琢心②、阿部天晴③、齋藤大悟①） １分０８秒３９１ 

 ３位 東北 B（平寅次郎②、吉野瑠人③、新宮颯太③） １分０８秒８６４ 

◉ ５００m タイム・トライアル（女子） 

 優勝 濱 彩香③（東 北） ３８秒９８６（大会新記録） 

 ２位 後藤美咲③（古川工） ４０秒３５５ 

◉ ロードレーサー１km タイム・トライアル 

 優勝 髙橋功成①（仙台商）１分２４秒６８９ 

 ２位 菅野瑛太①（仙台商）１分２５秒９２２ 

 ３位 片桐柊真①（仙台商）１分２５秒６４３ 

◉ ３km インディヴィデュアル・パーシュート（男子） 

 優勝 新宮颯太③（東 北）３分３４秒２８８（大会新記録） 

 ２位 菅原陽斗③（東 北）３分３４秒９７７（大会新記録） 

 ３位 金子 颯②（東 北）３分４３秒４７５ 

◉ ４km 速度競走（男子） 

 優勝 菅原陽斗③（東 北）５分０６秒８７０ 

 ２位 新宮颯太③（東 北） 

 ３位 上戸伸之輔②（東 北） 

◉ スプリント（男子） 

 優勝 金子 颯②（東 北）１０秒７５６ 

 ２位 阿部天晴③（仙台商） 

 ３位 庄子琢心②（仙台商） 

◉ ケイリン（男子）  

 優勝 阿部天晴③（仙台商） 

 ２位 金子 颯②（東 北） 

 ３位 庄子琢心②（仙台商） 

◉ ポイント・レース（１6km） 

 優勝 新宮颯太③（東 北）６１点 

 ２位 平寅次郎②（東 北）−６点 

 ３位 上戸伸之輔②（東 北）−１９点 

 

◉ 学校対抗（トラックの部） 

 優勝 東 北 １５７点 

  

 ２位 仙台商 ７５点   

◉ 学校対抗（総合の部） 

 優勝 東 北 １６７点 

 ２位 仙台商 ７５点 

  

 


