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2022 年 6 月 15 日(水)〜6 月 25 日(土) 中石 湊君は第 28 回ジュニア・アジアトラック選手権（イ

ンド・ニューデリー）派遣選手団として参加、男子スプリント 1 位、男子ケイリン 2 位、男子 1 ㎞ TT3 位

となりました。 

 

◎第 77 回 国民体育大会自転車競技北海道ブロック予選結果（7/3）函館市(敬称略) 

少年の部                                        成年の部 

１km タイムトライアル                            １km タイムトライアル 

第１位 杉浦 颯太   （1 分 09秒 96）               第１位 相野 晴    （1分 10秒 10）    

第２位 佐藤 后嶺   （1 分 13秒 00）               第２位 居城 拓真   （1分 11秒 23）    

第３位 四倉 来翔   （1 分 13秒 96）               第３位 西尾 憲人   （1分 13秒 15）    

ケイリン                                      ケイリン 

第１位 杉浦 颯太    （13 秒 52）                  第１位 居城 拓真    （12秒 08）    

第２位 四倉 来翔                             第２位 今 裕 

第３位 吉原 康平                             第３位 駒谷 修 

スクラッチ                                     スクラッチ 

第１位 佐藤 后嶺   （8分 35秒 88）                第１位 西尾 憲人   （7分 57秒 20）    

第２位 渡邊 一気                             第２位 相野 晴 

第３位 梅津 飛羽                             第３位 中川 拳 

ポイントレース                                 ポイントレース 

第１位 渡邊 一気 33点                         第１位 西尾 憲人 33点 

第２位 梅津 飛羽 30点                         第２位 相野 晴 16点 

第３位 島崎 将男 23点                         第３位 池邊 刀那 1点 
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スプリント                                    スプリント 

第１位 杉浦 颯太    （10 秒 90）                  第１位 居城 拓真    （11秒 45）    

第２位 佐藤 后嶺                             第２位 長谷川幹彦 

第３位 四倉 来翔                             第３位 今 裕 

３km個人追抜                             ４km個人追抜 

第１位 渡邊 一気   （3 分 42秒 63）              第１位 西尾 憲人   （4分 53秒 17）    

第２位 梅津 飛羽   （3 分 54秒 05）              第２位 中川 拳    （5分 08秒 12）    

第３位 佐藤 后嶺   （3 分 59秒 22）              第３位 池邊 刀那   （5分 19秒 47）    

女子の部 

500m タイムトライアル 

第１位 左古 香織    （43 秒 03） 

2km 個人追抜 

第１位 左古 香織   （3 分 05秒 35） 

 

 

 

◎全国地域別大会入賞者及び昇格者(敬称略) 

エリート：1位 小橋 勇利、2位 牧野 郁斗、3位 臼井 一雅 

S－2：1位 宇津味 健太(エリート昇格)、2位 成田 巧、3 位 伊藤 想大 

S－3：1位 松橋 拓也(S－2昇格)、2位 濱崎 小太郎、3位 村井 柊介 

S－4：1位 吉田 豊（S－3 昇格）、2 位 落合 隆太、3位 山下 裕太 

S－5：1位 須藤 公貴(S－4昇格)、2位 山口 知一、3位 鈴木 孝寿 

Ⅿ－1：1位 岡村 賢一、2 位 田中 正実、3位 長谷川 勝仁 

Ⅿ－2：1位 駒谷 修、2位 田中 健夫、3位 林  泉 

Ⅼ：1位 米田 和美、2位 成田 聖子、3位 佐藤 礼子 

J： 1位 島崎 将男、2位 佐藤 后嶺、3位 梅津 飛羽 

C－1： 1位 永留 優、2位 大黒 巧翔、3位 高橋 葉月 

C－L：1位 丹場 遥音 
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地域別チーム（成人）： 

1 位 YURIFitCyclingTEAM B 

地域別チーム(高校生男子)： 

1 位 HOKKAIDO ESPOIR PROJECT、2位 北海道帯広南商業高等学校 

 

◎ 第 77回 とちぎ国体派遣選手団確定 

成年男子 
  

少年男子 
  

監督 薮下 昌也 
 

監督 大森 芳明 
 

選手 西尾 憲人 ポイント・ロード 選手 中石 湊 １ｋｍTT・チームスプリント 

選手 小堀 敢太 ケイリン・チームスプリント・ロード 選手 渡辺 一気 ポイント・ロード 

   
選手 杉浦 颯太 スプリント・チームスプリント 

総務 假谷 豊 
    

 

 


