
1. 2 嘉瀬 峻介 かせ　しゅんすけ 山形県 LinkTOHOKU 33:49.680 -

2. 12 齊藤 雅仁 さいとうまさひと 南相馬市 ストラバいいね 34:26.530 +00:36

3. 13 宮本 賢一 みやもとけんいち 栃木県 LinkTOHOKU 34:39.780 +00:50

4. 11 遠藤 裕太 えんどう ゆうた 喜多方市 FROG 35:01.990 +01:12

5. 4 木田 光一 きだ こういち 浅川町 Ｂ．Ｂ．Ｒ 35:19.830 +01:30

6. 20 渡邊　友一 わたなべともかず 神奈川県 LinKTOHOKU 35:28.050 +01:38

7. 8 吉田 篤洋 よしだあつひろ 宮城県 Crucible仙台 35:35.370 +01:45

8. 15 高橋 智明 たかはしともあき 宮城県 ZJRT 36:15.410 +02:25

9. 18 下山　和也 しもやまかずや 宮城県 LinKTOHOKU 36:18.060 +02:28

10. 16 生田目 修 なまためおさむ 栃木県 イナーメ信濃山形 36:24.230 +02:34

11. 3 小山 和隆 こやまかずたか 東京都 TEAM FITTE 36:25.680 +02:36

12. 7 吉川 勇介 よしかわゆうすけ 茨城県 NEMOTO.iso 36:42.720 +02:53

13. 6 片倉 大 かたくらたけし 宮城県 Crucible仙台 37:05.050 +03:15

14. 19 吉岡 拓哉 よしおかたくや 栃木県 38:19.280 +04:29

15. 1 長島 教之 ながしまのりゆき 栃木県 天照CST 38:35.030 +04:45

16. 14 岩崎 晶雲 いわさきしょううん 福島市 Team ヨシノ 38:39.670 +04:49

17. 5 菅野 文雄 かんの　ふみお 神奈川県 RPC 41:58.460 +08:08

18. 9 太田 博 おおた　ひろし 山形県 チーム万吉 42:02.340 +08:12

19. 17 香野　祐一 こうのゆういち いわき市 LinKTOHOKU 42:24.720 +08:35

20. 10 平田 二郎 ひらたじろう 東京都 Rafale-T 45:09.730 +11:20

出走 20  人　Commissaire Panel /

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result アスリートクラス

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1



1. 114 南川 航 みなみかわ わたる 埼玉県 天照CST 36:44.340 -

2. 110 佐々木 航洋 ささき こうよう 宮城県 Crucible仙台 37:31.440 +00:47

3. 111 齋藤 亨 さいとうとおる 山形市 Teamぷしゅ 37:39.570 +00:55

4. 117 佐藤 拓海 さとうたくみ 千葉県 FROG喜多方サイクリング 38:23.280 +01:38

5. 112 矢尾 健行 やお たけゆき 宮城県 38:41.600 +01:57

6. 126 堀江 一葉 ほりえ かずは 茨城県 flecha 40:18.930 +03:34

7. 119 本田 圭吾 ほんだけいご 富久山町 Crucible仙台 41:17.440 +04:33

8. 123 加藤 快介 かとうかいすけ 新潟県 山潟中学校 42:22.620 +05:38

9. 113 齋藤 光陽 さいとう　こうよう 福島市 42:23.000 +05:38

10. 107 大山 智也 おおやま　ともや 山形県 チャリゾウ 43:20.120 +06:35

11. 115 五月女 拓生 そうとめ たくお 山形県 45:14.370 +08:30

12. 121 須賀 龍稀 すがりゅうき 山形県 九里学園高等学校 46:14.950 +09:30

13. 120 國分 逸生 こくぶんいつき 山形県 九里学園高等学校 46:59.420 +10:15

14. 127 大関 宙 おおぜきそら 福島県 TEAM AIBE 47:55.050 +11:10

15. 122 情野 大河 せいのたいが 山形県 九里学園高等学校 48:39.660 +11:55

16. 108 田中 優樹 たなか　ゆうき 新潟県 TANAKAファミリー 53:50.850 +17:06

17. 125 佐藤 玲温 さとうれお 宮城県 Club ciclista kesennuma 55:09.750 +18:25

18. 104 村上 優真 むらかみゆうま 山形県 58:02.320 +21:17

19. 124 Pham ファン・ヒユン・ナム 会津若松市PHAM.GIA 58:54.620 +22:10

20. 109 茂木 佑一 もてきゆういち 郡山市 日本大学工学部 1:03:45.320 +27:00

21. 116 吾妻 義尚 あづまよしなお 新潟県 Aero 1:04:34.210 +27:49

22. 10101飯澤　詢 いいざわ　じゅん 1:06:14.010 +29:29

23. 106 石井 裕 いしい ゆたか 郡山市 1:18:33.560 +41:49

出走 23  人　Commissaire Panel /

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result 男子A (中学生～24才)

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1



1. 217 斎藤 拓歩 さいとう たくほ 二本松市 36:37.500 -

2. 203 及川 茂樹 及川茂樹 埼玉県 ReVelo 36:38.550 +00:01

3. 206 中嶋 諒 なかじま　りょう 埼玉県 ReVelo 36:44.660 +00:07

4. 280 工藤 俊平 くどう しゅんぺい 宮城県 エルドラード東北 37:24.240 +00:46

5. 255 齋藤 航 さいとうわたる 埼玉県 team Physaris 38:16.410 +01:38

6. 271 成田 元晴 なりた もとはる 郡山市 プレシャス 38:17.580 +01:40

7. 205 五十嵐 和輝 いがらしかずき 南会津町 38:28.030 +01:50

8. 237 長谷部 純 はせべ　じゅん 山形県 38:28.410 +01:50

9. 201 猪股 洋一郎 いのまた よういちろう 会津若松市 チーム栄優 39:07.820 +02:30

10. 245 佐藤 徹矢 さとうてつや 福島市 チーム玄米 39:26.140 +02:48

11. 225 渡邊 嵩博 わたなべ たかひろ 相馬市 ストラバいいね 39:28.090 +02:50

12. 219 古川 修 ふるかわ おさむ 栃木県 チームALL矢板(仮) 39:44.820 +03:07

13. 231 高久 拓也 たかくたくや 福島県 40:14.570 +03:37

14. 275 長嶋 茂樹 ながしま しげき 山形県 イーシーエフ 40:46.080 +04:08

15. 207 安齋 達也 あんざいたつや 郡山市 TakuBotti R&B 40:54.000 +04:16

16. 262 角田 篤史 つのだあつし 郡山市 41:17.440 +04:39

17. 273 田村 岳彦 たむらたけひこ 郡山市 チーム週末ライド 41:57.390 +05:19

18. 260 河野 大器 かわのたいき 大分県 42:18.960 +05:41

19. 257 今野 敦司 コンノアツシ 福島県 42:29.970 +05:52

20. 220 菊地 紀宏 きくちのりひろ 茨城県 Paddy 42:31.810 +05:54

21. 270 石川 広章 いしかわ　ひろあき 宮城県 42:35.760 +05:58

22. 244 鈴木 貴士 すずき たかし 福島市 43:09.000 +06:31

23. 236 原 良多 はら りょうた 福島市 43:42.220 +07:04

24. 274 瀧音 亮介 たきおと　りょうすけ 宮城県 44:54.860 +08:17

25. 221 佐竹 洋介 さたけ　ようすけ 山形県 45:15.630 +08:38

26. 208 稲山 貴明 いなやまたかあき 東京都 パワフルパンダ 45:44.340 +09:06

27. 265 蒔苗 豊 まかなえ　ゆたか 青森県 Aero Racing 45:57.850 +09:20

28. 284 柴田 敦史 しばたあつし 郡山市 超カルレーシング 46:45.000 +10:07

29. 239 佐藤 智典 さとうとものり 伊達市 チーム トレイン 46:58.070 +10:20

30. 279 長尾 颯太 ながお そうた 宮城県 東北大学 47:24.140 +10:46

31. 254 小檜山 貴志 こびやま たかし 会津坂下町 Top Speed 48:10.730 +11:33

32. 218 西川 正隼 にしかわ　まさとし 栃木県 チームALL矢板(仮) 48:16.710 +11:39

33. 230 三本菅 紘和 さんぼんすげ　ひろかず 茨城県 弱め界磁 48:21.840 +11:44

34. 268 鈴木 亮平 すずきりょうへい 郡山市 team  Physalis 48:24.290 +11:46

35. 229 五十嵐 敦 いがらし　あつし 喜多方市 teamFROG 48:40.290 +12:02

36. 246 増子 雄大 ましこゆうた いわき市 49:11.020 +12:33

37. 276 市田 裕樹 いちたひろき 郡山市 チーム玄米 49:14.240 +12:36

38. 204 鈴木 新治 すずきしんじ 山形県 個人 49:25.020 +12:47

39. 267 佐藤 良則 さとう  よしのり 福島市 チームヨシノ 49:53.270 +13:15

40. 251 加藤 祐馬 かとう ゆうま 山形県 50:04.650 +13:27

41. 242 乾 誠人 いぬい まさと 郡山市 チーム玄米 50:10.060 +13:32

42. 266 西山 博信 にしやまひろのぶ 郡山市 50:17.520 +13:40

43. 238 吉田 賢一郎 よしだけんいちろう 福島市 Yoshiken 50:25.920 +13:48

44. 285 児玉　渉 こだま　わたる 50:26.190 +13:48

45. 241 根内 昌幸 こんない　まさゆき 郡山市 51:02.000 +14:24

46. 263 岩瀬 真一 いわせしんいち 栃木県 Divertire 51:26.220 +14:48

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result 男子B (25-39才)

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1



47. 249 澤田 広久 さわだ ひろひさ 茨城県 52:18.810 +15:41

48. 250 松谷 昂毅 マツタニコウキ 東京都 52:55.820 +16:18

49. 269 大庭 嘉久 おおば よしひさ 福島県 53:11.460 +16:33

50. 278 片桐 優亮 かたぎり　ゆうすけ 会津若松市 53:43.400 +17:05

51. 210 小松 明 こまつ あきら 本宮市 54:43.860 +18:06

52. 216 渡部 雅文 わたなべ　まさふみ 会津若松市 AKAN BICYCLE 55:00.040 +18:22

53. 202 大森 純一 おおもりじゅんいち 東京都 55:35.350 +18:57

54. 272 杉山 翔 すぎやましょう 桑折町 55:39.760 +19:02

55. 213 村木 浩二 むらき こうじ 神奈川県 ロードロ 56:10.230 +19:32

56. 227 大塚 智広 おおつかともひろ 福島県 56:53.020 +20:15

57. 247 芳賀 俊昭 はがとしあき いわき市 56:53.980 +20:16

58. 228 大竹 芳成 おおたけ　よしなり 喜多方市 teamFROG 57:46.640 +21:09

59. 235 大河内 徹 おおこうち とおる 郡山市 57:57.480 +21:19

60. 248 中崎 瞬 なかざきしゅん 東京都 58:15.050 +21:37

61. 258 清水 諒一 しみずりょういち 茨城県 59:04.690 +22:27

62. 233 保住 寛紀 ほずみひろき 郡山市 59:34.060 +22:56

63. 259 高野 修一 たかのしゅういち 会津若松市 TopSpeed 1:00:57.090 +24:19

64. 211 遠藤 桂輔 えんどう けいすけ 山形県 YSK 1:02:39.940 +26:02

65. 226 大河内 淳 おおこうちじゅん いわき市 1:03:31.980 +26:54

66. 264 岩津 潤 いわつじゅん 宮城県 Aero 1:03:57.950 +27:20

67. 223 武井 克朗 たけい　あつあき 茨城県 HITACHI CERASUS 1:04:46.870 +28:09

68. 232 森田 昌之 もりた　まさゆき 郡山市 1:07:22.960 +30:45

69. 277 浅妻 将斗 あさづままさと 郡山市 aero 1:07:36.170 +30:58

70. 243 中井 智也 なかいともや 白河市 1:11:27.250 +34:49

71. 214 中澤 克敏 なかざわかつとし 北塩原村 1:12:52.250 +36:14

72. 222 福島 昌行 ふくしままさゆき 福島県 TakuBotti R&Ｂ 1:16:22.790 +39:45

73. 261 瀬谷 雅彦 せや　まさひこ 郡山市 1:17:10.490 +40:32

出走 73  人　Commissaire Panel /

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result 男子B (25-39才)

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差
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1. 398 志田 佳成 シダ ヨシナリ 新潟県 アクシートライアスロ 36:55.220 -

2. 375 佐藤 寿典 さとう　としのり 田村市 大福屋 37:18.070 +00:22

3. 407 中瀬 雄介 なかせゆうすけ 北塩原村 37:31.930 +00:36

4. 420 小幡 諭史 おばたさとし 伊達市 Ride or Die 37:50.940 +00:55

5. 370 長谷川 吉宏 はせがわ よしひろ 北塩原村 マルコバ山岳会自転車 38:43.620 +01:48

6. 378 田崎 昭一 たさき　しょういち 茨城県 JX磯原大盛塾NEMOTO 39:42.890 +02:47

7. 409 今福 正幸 いまふく まさゆき いわき市 39:54.000 +02:58

8. 317 大平 明洋 おおひらあきひろ いわき市 サタアリ 40:25.000 +03:29

9. 377 渡辺 晃教 わたなべあきのり 宮城県 40:36.910 +03:41

10. 323 緑川 貴仁 みどりかわ　たかのり 棚倉町 40:59.960 +04:04

11. 347 千野 崇 ちのたかし 福島県 41:43.750 +04:48

12. 388 藤盛 智広 ふじもり ともひろ 山形県 42:06.780 +05:11

13. 381 八巻 章 ヤマキアキラ 福島県 42:16.900 +05:21

14. 386 鈴木 貴光 すずき　たかみつ 宮城県 42:21.480 +05:26

15. 390 澤口 卓弘 さわぐちたかひろ 三重県 鈴鹿ターミネーターＲ 43:00.260 +06:05

16. 348 平松 二郎 ひらまつじろう 兵庫県 43:02.590 +06:07

17. 425 遠藤 喜敬 えんどうよしたか 郡山市 チーム玄米 43:03.880 +06:08

18. 336 斎藤 明 さいとう あきら 郡山市 43:16.290 +06:21

19. 319 小石川 コイシカワ トシオ 郡山市 43:18.510 +06:23

20. 334 五十嵐 裕人 いがらしひろと 福島市 チーム マリリン 43:24.090 +06:28

21. 421 河内 亮 かわうち　りょう 山形県 43:37.430 +06:42

22. 372 佐久間 智彦 さくまともひこ 福島市 サギポタ 44:01.710 +07:06

23. 394 山田 清人 やまだきよと 伊達市 44:09.120 +07:13

24. 428 今村 文博 いまむらふみひろ 栃木県 チームスガワラ 44:15.150 +07:19

25. 376 橘内 和也 きつないかずや 伊達市 チームトレイン 44:21.940 +07:26

26. 399 渡辺 和生 わたなべ　かずお 福島県 こぎこぎ 44:22.280 +07:27

27. 308 山岸 徹 やまぎしとおる 二本松市 ペンション木になる家 44:44.900 +07:49

28. 343 小柳 桂太 こやなぎ けいた 新潟県 44:49.500 +07:54

29. 353 尾太 宏治 おた　こうじ 新潟県 デンカ生研 45:05.500 +08:10

30. 325 佐藤 満 さとう　みつる 郡山市 チーム玄米 45:12.140 +08:16

31. 309 古川 修一 ふるかわしゅういち 郡山市 VIVA☆ZAPPEI 45:13.790 +08:18

32. 401 狗飼 英明 いぬかい ひであき 福島県 45:15.200 +08:19

33. 313 神田 幸人 かんだ ゆきと 新潟県 45:18.730 +08:23

34. 326 小野崎 敦 おのざき　あつし 福島市 Teamヨシノ 45:40.200 +08:44

35. 332 武田 勝 たけだ まさる 郡山市 郡山サイクルフレンズ 46:00.760 +09:05

36. 304 荒井 健介 あらい けんすけ 埼玉県 Rafale-T 46:03.150 +09:07

37. 316 秋山 亮 あきやま りょう 東京都 46:05.630 +09:10

38. 403 小林 洋之 こばやしひろゆき 会津若松市 TopSpeed 46:28.620 +09:33

39. 391 鈴木 考 すずきこう 宮城県 46:33.000 +09:37

40. 369 佐久間 宏幸 さくま ひろゆき 本宮市 チーム玄米 46:37.820 +09:42

41. 330 播磨 憲一郎 はりま　けんいちろう いわき市 ペンション木になる家 47:14.980 +10:19

42. 368 穂刈 正樹 ほがり　まさき 郡山市 ESCALADE 47:18.460 +10:23

43. 355 星 光太郎 ほしこうたろう 北塩原村 TEAM TAKATA 47:28.220 +10:33

44. 423 黒澤 光吉 くろさわみつよし いわき 47:46.640 +10:51

45. 331 内山 直也 うちやま　なおや 飯坂町 projectk 47:48.960 +10:53

46. 335 立花 憲誠 たちばな　けんせい 福島県 48:00.640 +11:05

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result 男子C (40-49才)

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1



47. 351 高田 貴文 たかだ　たかふみ 宮城県 48:33.180 +11:37

48. 392 佐藤 俊介 さとうしゅんすけ 福島県 サギポタ 48:33.860 +11:38

49. 329 齋藤 勇一 さいとうゆういち 喜多方市 會津ほまれ 48:55.850 +12:00

50. 314 日景 武 ひかげ　たける 茨城県 JX磯原 48:57.660 +12:02

51. 338 八巻 和喜 やまき　かずよし 神奈川県 Ｇｒｕｐｅｔｔｏ 49:18.590 +12:23

52. 384 佐藤 貴之 さとう たかゆき 福島市 49:27.100 +12:31

53. 302 薄井 仁弥 うすい じんや 郡山市 49:34.770 +12:39

54. 311 八重樫 賢 やえがしさとし 神奈川県 Rafale-T 49:34.990 +12:39

55. 364 筒井 真也 つつい　しんや 会津若松市 teamFROG 49:41.780 +12:46

56. 346 急式 克則 きゅうしき かつのり 埼玉県 49:47.340 +12:52

57. 422 遠藤 保治 えんどうやすじ 宮城県 49:55.570 +13:00

58. 340 川口 清志 かわぐち　きよし 山形県 DRC 50:08.640 +13:13

59. 418 佐藤 信行 さとう のぶゆき 伊達郡桑折 ライドオアダイ 50:14.430 +13:19

60. 354 瀬野 正樹 せの　まさき 山形県 モリゾー 50:22.470 +13:27

61. 306 大堀 由人 おおほり  よしひと 会津坂下町 無し 50:25.850 +13:30

62. 393 上之原 義朗 うえのはら　よしろう 埼玉県 TEAM SALUTE川越 50:37.180 +13:41

63. 312 西牧 和也 にしまき かずや 石川町 BBR 50:41.050 +13:45

64. 387 村上 光祐 むらかみ みつまさ 山形県 50:53.680 +13:58

65. 396 大越 伸浩 おおごしのぶひろ 国見町 Top Speed 51:22.910 +14:27

66. 345 古川 義博 ふるかわ　よしひろ 新潟県 39×27 51:29.070 +14:33

67. 310 相馬 正博 そうままさひろ 福島市 51:32.080 +14:36

68. 414 須田 浩一 すだ　ひろひと 山形県 51:38.330 +14:43

69. 350 大竹 賢太郎 おおたけ けんたろう 神奈川県 Rafale 51:41.630 +14:46

70. 320 佐藤 剛 さとう　つよし 会津若松市 9NINE 51:58.120 +15:02

71. 371 二瓶 正則 にへいまさのり 福島県 52:32.810 +15:37

72. 385 紺頼 良彰 こんらいよしあき いわき市 チームアヴィッド 52:45.700 +15:50

73. 405 大高 文一 おおたかぶんいち 須賀川市八 52:50.000 +15:54

74. 366 高橋　 真志 たかはし　まさし 喜多方市 teamFROG 52:56.690 +16:01

75. 341 三浦 泰一 みうら たいいち 宮城県 53:00.890 +16:05

76. 344 兎本 勇雄 うもといさお 北塩原村 53:17.560 +16:22

77. 427 橘内 隆 きつないたかし 伊達市 なぢ 53:23.740 +16:28

78. 360 松澤 敏揮 まつざわ　としき 喜多方市 teamFROG 53:28.480 +16:33

79. 413 伊藤 孝男 いとうたかお 須賀川市 一平伊藤商店 53:39.430 +16:44

80. 367 田中 秀典 たなか　ひでのり 山形県 53:59.910 +17:04

81. 301 阿部 竜二 あべりゅうじ 三春町 54:19.810 +17:24

82. 307 上野山 大輔 うえのやま　だいすけ 福島市 ZKサイクリングチーム 54:34.510 +17:39

83. 339 若木 孝裕 わかき たかひろ 山形県 54:46.790 +17:51

84. 327 坂下 和義 さかした　かずのり 福島県 54:49.080 +17:53

85. 395 橋詰 昌洋 はしづめ まさひろ 茨城県 54:52.490 +17:57

86. 359 加藤 貴志 かとう　たかし 埼玉県 teamFROG 54:56.810 +18:01

87. 357 仙坂 猛 せんざかたけし いわき市 55:12.050 +18:16

88. 333 菅野 外守 かんの　そともり 伊達市 Adil 55:15.480 +18:20

89. 362 武藤 正樹 むとう　まさき 会津若松市 teamFROG 55:24.880 +18:29

90. 356 根本 一己 ねもと　かずみ 茨城県 HITACHI CERASUS 55:41.040 +18:45

91. 305 阿部 宏 あべひろし いわき市 エフテーサービス 56:01.980 +19:06

92. 322 冨樫 渡 とがし わたる 山形県 冨樫製作所 56:03.180 +19:07
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93. 400 本田 光芳 ほんだみつよし 山形県 九月堂 56:04.390 +19:09

94. 408 佐藤 勝幸 さとうかつゆき 須賀川市 チームかつお人間 56:22.710 +19:27

95. 358 永井 達樹 ながい　たつき 山形県 56:54.010 +19:58

96. 337 山崎 亨 やまざきとおる 山形県 チームFuu 57:45.030 +20:49

97. 415 亀井 雅明 かめいまさあき 福島市 チャリエン 58:13.910 +21:18

98. 397 吉田 健 よしだ　たけし 宮城県 クラブシクリスタ気仙 58:22.340 +21:27

99. 402 井上 誠 いのうえ　まこと 山形県 チームパイン 58:59.710 +22:04

100. 380 三浦 博史 みうら　ひろふみ 栃木県 59:25.550 +22:30

101. 352 織田 伸也 おだしんや 山形県 59:32.300 +22:37

102. 389 高波 弘一 たかなみ　こういち 会津若松市 Top Speed 1:00:11.240 +23:16

103. 324 澤目 宏志 さわめひろし 青森県 1:00:11.530 +23:16

104. 404 伊藤 隆 いとう たかし 山形県 1:00:11.640 +23:16

105. 382 沼田 友和 ぬまたともかず 福島県 山輪車 1:00:12.520 +23:17

106. 406 大高 幸二 おおたかこうじ 須賀川市八 1:00:33.870 +23:38

107. 417 齋藤 重徳 さいとう　しげのり 福島県 1:01:12.930 +24:17

108. 361 高橋 守 たかはし　まもる 喜多方市 teamFROG 1:02:35.000 +25:39

109. 315 郷間 一貴 ごうまかずたか 郡山市 1:02:45.850 +25:50

110. 342 平山 智也 ひらやま　ともや 郡山市 1:03:10.990 +26:15

111. 318 松原 正裕 まつばら まさひろ 楢葉町 1:04:48.550 +27:53

112. 426 太田 裕治 おおたゆうじ 山形県 ラブライブ CX 1:05:28.600 +28:33

113. 303 村上 康浩 むらかみ　やすひろ いわき市 redbecoiwaki 1:05:39.250 +28:44

114. 349 小山 賢 こやま けん 北塩原村 Rafale☆T 1:06:02.190 +29:06

115. 374 Pham ファン・トウアン・アン 会津若松市 PHAM.GIA 1:06:13.190 +29:17

116. 411 邉見 剛 へんみ つよし 白河市 チームしらかONE 1:06:53.400 +29:58

117. 328 城崎 千之 じょうざき　ちゆき 神奈川 1-2-3-DA 1:06:54.670 +29:59

118. 416 舘川 佳典 たてかわ　よしのり 須賀川市 1:08:11.310 +31:16

119. 363 小野木 章 おのぎ　あきら 郡山市 teamFROG 1:13:00.010 +36:04

120. 412 金子 淳永 かねこきよなが 猪苗代町 自転車倶楽部BANDAI 1:16:01.800 +39:06

121. 321 齊藤 悟 さいとう　さとる 会津若松市 9NINE 1:20:48.430 +43:53

122. 410 鈴木 純 すずき じゅん 白河市 チームしらかONE 1:22:18.540 +45:23

123. 419 諸井 啓明 もろい ひろあき 青森県 Aero Racing 1:33:32.440 +56:37

124. 424 安斎 透 あんざい　とおる 本宮市 ハンドバイク 1:35:00.990 +58:05
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1. 501 新田 弘信 にった　ひろのぶ 宮城県 an loop 39:17.190 -

2. 530 伊達 丈二 だて　じょうじ 新潟県 チームフィンズ 40:15.530 +00:58

3. 540 齋藤 清春 さいとうきよはる 福島県 針道駆楽部 40:57.000 +01:39

4. 591 斉藤 利幸 さいとう　としゆき 茨城県 GEZELLIG 40:59.640 +01:42

5. 553 安西 清一 あんざい　せいいち 会津若松市 teamFROG 41:10.940 +01:53

6. 523 松田 広則 まつだ　ひろのり 北塩原村 Team Grupetto 41:35.440 +02:18

7. 551 助川 修 すけがわ　おさむ 郡山市 三菱電機（株）郡山工場 42:13.340 +02:56

8. 583 庄司 一儀 しょうじ  かずよし 青森県 42:32.960 +03:15

9. 586 佐藤 尚宏 さとう　なおひろ 北塩原村 シクロパル壱番館 43:18.990 +04:01

10. 581 秋本 良一 あきもと　りょういち 茨城県 43:54.760 +04:37

11. 505 山田 英夫 やまだひでお 群馬県 ミカボクラブ 44:01.000 +04:43

12. 570 小野 高夫 おの　たかお 伊達市 Ride or Die 44:16.340 +04:59

13. 593 藤田 秀樹 ふじた　ひでき 広野町 44:19.810 +05:02

14. 596 大泉 宗章 おおいずみ　むねあき 山形県 チーム義三 44:44.850 +05:27

15. 521 片平 浩昭 かたひら　ひろあき 宮城県 TEAM山輪車 44:55.480 +05:38

16. 503 佐藤 義幸 さとうよしゆき 宮城県 45:04.240 +05:47

17. 541 菊池 俊朗 キクチトシロウ 茨城県 NEMOTO.iso 45:10.010 +05:52

18. 556 西川 直人 にしかわ なおと 郡山市 45:16.680 +05:59

19. 557 猪瀬 孝則 いのせたかのり 郡山市 エスカレード 45:45.500 +06:28

20. 574 藤沢 正則 ふじさわ　まさのり いわき市 いわき七浜レーシング 45:57.570 +06:40

21. 520 佐藤 昌義 さとうまさよし 南相馬市 原町港湾運送? 45:59.800 +06:42

22. 577 伊藤 達也 いとう　たつや 栃木県 360レーシング 46:54.870 +07:37

23. 550 稲毛 岳洋 いなげ　たけひろ 山形県 山形市役所 47:13.150 +07:55

24. 565 柏谷 拓伸 かしたに　ひろのぶ 東京都 Firstbikes 47:15.850 +07:58

25. 506 鳥羽 伸雄 とばのぶお 北塩原村 ペンション木になる家 47:43.870 +08:26

26. 532 菅野 誠 かんの　まこと 福島市 teamEMU 48:13.390 +08:56

27. 538 相澤 武彦 アイザワタケヒコ 宮城県 チーム山輪車 48:22.680 +09:05

28. 588 末永 雅敏 すえながまさとし 宮城県 ダイシャリンレーシング 48:28.930 +09:11

29. 584 小林 史明 こばやしふみあき 会津若松市 TopSpeed 49:07.350 +09:50

30. 535 田近 裕志 たぢかひろし 神奈川県 ペンション木になる家 49:52.240 +10:35

31. 510 高橋 貞雄 たかはし さだお 茨城県 JX金属 50:07.590 +10:50

32. 568 西村 克彦 にしむら　かつひこ 東京都 YOU CAN　八王子 50:11.180 +10:53

33. 534 屋島 治光 やしま　はるみつ 磐梯町 自転車?楽部ばんだい 50:12.300 +10:55

34. 582 橋本 祐之 はしもと　ひろゆき 福島県 ナノだ！ 50:22.410 +11:05

35. 533 広野 正明 ひろのまさあき 茨城県 チームNEMOTOiso 50:27.330 +11:10

36. 531 大槻 隆志 おおつき　たかし 猪苗代町 SJS自転車部 51:11.960 +11:54

37. 558 遠藤 孝 えんどう　たかし 猪苗代町 けやきレーシングOTR 51:12.530 +11:55

38. 514 伊藤 仁 いとう ひとし 山形県 YSK 51:48.860 +12:31

39. 547 藁谷 実 わらがいみのる いわき市 avanti 51:50.150 +12:32

40. 544 平井 隆大 ひらい　たかひろ 耶麻郡北塩 グルペット 51:52.760 +12:35

41. 508 木村 昭宏 きむら　あきひろ 山形県 52:00.570 +12:43

42. 528 村本 武則 むらもとたけのり 埼玉県 かねこれーしんぐ 52:00.840 +12:43

43. 560 齋藤 英俊 さいとう　ひでとし いわき市 recovery 52:05.020 +12:47

44. 522 関口 彰 せきぐち あきら 東京都 52:13.340 +12:56

45. 592 片野 直樹 かたの なおき 新潟県 52:35.260 +13:18

46. 578 本田 昭彦 ほんだ あきひこ 福島市 52:38.800 +13:21
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47. 525 瀬野 高之 せのたかゆき 山形県 53:04.500 +13:47

48. 537 千葉 雄一 ちばゆういち 宮城県 フォルミガRC 53:34.550 +14:17

49. 543 関根 敏生 せきね　としお 福島市渡利 53:36.620 +14:19

50. 563 田中 強 たなか　つよし 新潟県 TANAKAファミリー 53:41.550 +14:24

51. 527 出井 克幸 いでい かつゆき 神奈川県 チームロハス大倉山 54:22.140 +15:04

52. 580 菊池一夫 きくちかずお 郡山市 54:25.190 +15:08

53. 587 森谷 満広 もりやみつひろ 宮城県 54:33.350 +15:16

54. 595 近野 正 こんの　ただし 茨城県 54:50.270 +15:33

55. 513 古川 潔 ふるかわきよし 須賀川市 鏡石レーシング 55:04.090 +15:46

56. 519 田沢 真二 たざわしんじ 山形県 チームパイン 55:29.160 +16:11

57. 539 制野 勝 セイノ　マサル 茨城県 塙山くらぶ 55:37.600 +16:20

58. 590 井出 正行 いでまさゆき 郡山市 Team-CLICK 56:09.380 +16:52

59. 507 宍戸 佳昭 ししど　よしあき 伊達市 Ride　Or　Die 56:17.930 +17:00

60. 572 本間 秀則 ほんまひでのり 福島県 TEAM ハムストリングス 56:30.640 +17:13

61. 562 田地野 崇宏 たじのたかひろ 福島県 南東北福島病院 56:59.930 +17:42

62. 536 大森 武志 おおもりたけし 福島市 ＡｄｉＬ 57:27.340 +18:10

63. 504 木村 英夫 きむらひでお 山形県 ６DHQ 57:45.050 +18:27

64. 524 赤澤 正人 あかざわ まさと 北塩原村 57:59.000 +18:41

65. 589 柴田 日出男 しばたひでお 栃木県 58:11.250 +18:54

66. 569 箭内 裕二郎 やないゆうじろう 福島市 58:24.050 +19:06

67. 567 内田 功 うちだ　いさお 猪苗代町 59:37.290 +20:20

68. 546 佐藤 幸一 さとうこういち 山形県 無し 59:46.050 +20:28

69. 654 平野 貢市 ひらのこういち 栃木県 1:00:03.700 +20:46

70. 518 小林 功 こばやし　いさお 埼玉県 １・２・ウアン・ダア！ 1:00:48.130 +21:30

71. 585 池浦 仁久 いけうらよしひさ 郡山市 やまだや 1:00:57.850 +21:40

72. 529 千葉 勝博 ちば かつひろ 宮城県 もみじが丘AC 1:01:52.010 +22:34

73. 571 田口 直人 たぐちなおと 福島県 TEAM ハムストリングス 1:02:29.640 +23:12

74. 561 立原 正人 たちはら　まさひと いわき市 recovery 1:02:30.020 +23:12

75. 594 大和田 茂 おおわだ しげる 北塩原村 1:03:40.510 +24:23

76. 526 大沼 正浩 おおぬままさひろ 宮城県 チームごまお 1:04:43.150 +25:25

77. 516 嶋村 俊夫 しまむら　としお 東京都 SEKURIT 1:06:37.690 +27:20

78. 576 小林 賢 こばやし けん 会津若松市 チーム キタサカ 1:06:49.570 +27:32

79. 509 平野 勝明 ひらの　かつあき 檜枝岐村 1:07:18.070 +28:00

80. 573 渡邉 正成 わたなべ  まさなり 二本松市 美保里 1:07:32.760 +28:15

81. 512 村上 和也 むらかみ　かずや 福島市 福島赤十字病院 1:07:35.710 +28:18

82. 548 檜山 昭信 ひやまあきのぶ 茨城県 Paddy Hitachinaka 1:07:37.800 +28:20

83. 517 古川 英樹 ふるかわ　ひでき 福島県 チーム木になる家 1:12:36.750 +33:19

84. 545 本田 雅人 ほんだ まさひと 会津若松市 1:16:12.440 +36:55

85. 502 横山 森彦 よこやまもりひこ 東京都 ＹＩＤ 1:17:04.590 +37:47

86. 1050 飯澤 徹 いいざわとおる 1:17:56.260 +38:39

87. 515 堀 雅智 ほり まさとし 神奈川県 1:19:32.840 +40:15

88. 566 深井 清治 ふかいせいじ 郡山市 桜心乱舞 1:21:12.390 +41:55

89. 552 藤間 一郎 ふじま いちろう 北塩原村 1:23:22.960 +44:05

90. 579 武田 宣輝 たけだ  のりあき 宮城県 SEKIみちのく 1:28:22.660 +49:05
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1. 643 杉本 正寿 すぎもとまさとし 秋田県 まっこちゃんレーシング 43:46.470 -

2. 653 横田 光史 よこた　てるふみ 茨城県 WE LOVE O2 44:40.770 +00:54

3. 628 平岩 秀夫 ヒライワ ヒデ 須賀川市 ウイレック 45:33.720 +01:47

4. 647 瀬川 雅紀 せがわ　まさのり 宮城県 ベルエキップしびれ隊 46:11.560 +02:25

5. 616 中村 宗哲 ナカムラソウテツ 東京都 シクロクラブ 46:15.830 +02:29

6. 612 吉田 昌隆 よしだ　まさたか いわき市 常磐マイペース 46:52.840 +03:06

7. 639 平地 幸一 ひらちこういち 二本松市 ラボランナーズ 47:01.110 +03:14

8. 619 山本 利幸 やまもととしゆき 福島市 チームまげでらんに 47:08.620 +03:22

9. 626 木本 佳秀 きもと　よしひで いわき市 湯の岳仙人 47:53.770 +04:07

10. 645 横山 敏 よこやまさとし 会津若松市 TopSpeed 48:42.170 +04:55

11. 617 神保 一郎 じんぼ　いちろう 宮城県 49:00.190 +05:13

12. 609 飯田 敏明 いいだ　としあき 東京都 ノロッサＲＣ 49:11.600 +05:25

13. 650 倉田 喜代司 くらた　きよし 茨城県 イマイ・スプロケッツ 49:41.840 +05:55

14. 601 荻野 浩 おぎの ひろし 東京都 Escalede 50:28.700 +06:42

15. 620 山田 貢市 やまだこういち 福島市 ベロクラブ福島 50:29.010 +06:42

16. 646 猪俣 隆史 いのまたたかし 会津美里町 TopSpeed 50:38.010 +06:51

17. 602 辺見 恒男 へんみつねお 西郷村 50:46.540 +07:00

18. 615 藤田 達夫 ふじた　たつお 福島市 スピードクルーズ 51:09.170 +07:22

19. 642 黒澤 喜久夫 くろさわ きくお 福島市 チームまげでらんに 51:37.300 +07:50

20. 607 志賀 一美 しが　かつみ いわき市 53:11.840 +09:25

21. 608 遠藤 正明 えんどう　まさあき 山形県 チャリゾウ 53:15.050 +09:28

22. 631 村山 政光 むらやままさみつ 東京都 サンレンショーシニア 53:31.930 +09:45

23. 638 佐藤 功 さとういさお 伊達市 チーム トレイン 53:34.940 +09:48

24. 605 遠藤 光弘 えんどう　みつひろ いわき市 54:36.780 +10:50

25. 636 笹川 泰 ささかわ　ひろし いわき市 Lost　Cat 54:42.400 +10:55

26. 652 佐藤 正人 さとう　まさと 福島市 ベンファミリー 55:56.600 +12:10

27. 640 鈴木 恒二 すずきつねじ 白河市 56:55.940 +13:09

28. 627 高橋 善弥 たかはしぜんや 福島市 57:37.650 +13:51

29. 630 石井 徹 いしい　とおる 宮城県 ＳＥＫＩみちのく 58:21.100 +14:34

30. 655 越後 雅宜 えちごまさのり 青森県 うみねこ学園 58:30.070 +14:43

31. 634 鈴木 孝一 すずき　こういち いわき市 Lost　Cat 59:10.830 +15:24

32. 614 矢吹 充 やぶきミーティング いわき市 AVANTI 1:00:07.310 +16:20

33. 637 佐藤 陽一 さとうよういち 宮城県 Club ciclista kesennuma1:01:25.540 +17:39

34. 604 小島 愼一 こじましんいち いわき市 avanti 1:02:08.210 +18:21

35. 622 横尾 功 よこお いさお 宮城県 柴田銀輪会 1:02:53.360 +19:06

36. 606 佐藤 拙雄 さとう　せつお いわき市 FFFC 1:03:31.790 +19:45

37. 633 大里 幸生 おおさとゆきお 岩手県 1:04:19.880 +20:33

38. 603 高橋 由一 たかはしよしかず 白河市 1:04:29.980 +20:43

39. 635 小野 厚 おの　あつし いわき市 Lost　Cat 1:04:55.660 +21:09

40. 632 小磯 一信 こいそかずのぶ 茨城県 1:06:58.560 +23:12

41. 613 菊地 進 きくち　すすむ 福島県 チームキタサカ 1:08:36.020 +24:49

42. 651 相澤 利武 あいざわ　としたけ いわき市 エアロレーシング 1:11:36.250 +27:49

43. 623 佐藤 雄二郎 さとうゆうじろう 宮城県 シクリスタ気仙沼 1:12:20.050 +28:33

44. 625 池田 光義 いけだ　みつよし 山形県 1:12:59.120 +29:12

45. 610 佐原 茂 さはらしげる いわき市 AVANTI 1:15:08.050 +31:21

46. 618 江渕 邦彦 えぶちくにひこ 神奈川県 GRUPETTO 1:18:36.780 +34:50

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result 男子E (60才以上)

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1



47. 649 永谷 照夫 ながや　てるお 神奈川県 チームあんだんて 1:19:13.840 +35:27

48. 624 加藤 一郎 かとういちろう 小野町 1:24:26.210 +40:39

49. 629 高橋 大二郎 たかはしだいじろう 山形 林輪クラブ 1:31:44.010 +47:57

出走 49  人　Commissaire Panel /

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result 男子E (60才以上)

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 2



1. 701 堀川 倫子 ほりかわみちこ 南相馬市 けやきレーシング 45:05.870 -

2. 706 向井 菜見子 むかいなみこ 東京都 45:37.760 +00:31

3. 707 渡邊　瑛里 わたなべ　えり 神奈川県 LinkTOHOKU 47:29.320 +02:23

4. 702 三谷 典子 みたに のりこ 耶麻郡北塩原村 50:30.800 +05:24

5. 704 原 睦 はら むつみ 福島市 52:22.630 +07:16

6. 708 小関 杏実 こせきあみ 山形県 九里学園高等学校 53:37.390 +08:31

7. 705 鈴木 紗穂 すずきさほ 東京都 54:49.470 +09:43

8. 709 横山 美瑞生 よこやま　みずき 山形県 チーム・ホシ 59:58.750 +14:52

出走 8  人　Commissaire Panel /

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result 女子A (中学生-34才)

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1



1. 703 寺井 敦子 てらい　あつこ 新潟県 チームfins 50:28.480 -

2. 801 鈴木 亜希 すずき あき 山形県 チームホシ 50:55.430 +00:26

3. 805 清水 知佳 しみず　ちか 喜多方市 teamFROG 51:07.700 +00:39

4. 809 佐藤 進美 さとうすみ 宮城県 51:09.150 +00:40

5. 804 橘川 紀子 きつかわ のりこ 伊達市 R ide  or die 51:58.670 +01:30

6. 802 鈴木 尚代 すずきたかよ 群馬県 ユニテックRC 55:50.720 +05:22

7. 811 増子 美和 ましこ　みわ 郡山市 エンドレス 56:38.120 +06:09

8. 812 町田 弥生 まちだ　やよい 群馬県 1:01:30.710 +11:02

9. 807 三代 幸子 みよさちこ 東京都 1:05:16.230 +14:47

10. 806 菅野 幸枝 かんの　ゆきえ 福島県 ベロクラブ福島 1:07:06.550 +16:38

11. 803 松田 冴子 まつだ　さえこ 北塩原郡 Team Grupetto 1:10:41.880 +20:13

12. 810 永谷 みち子 ながや　みちこ 神奈川県 チームあんだんて 1:20:27.940 +29:59

出走 12  人　Commissaire Panel /

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result 女子B (35才以上)

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1



1. 902 角屋 晃孝 すみや てるたか 山形県 チーム白猿 42:44.820 -

2. 901 千葉 秀樹 ちばひでき 伊達市 njk 45:15.180 +02:30

3. 909 渡辺 源 わたなべ　げん 埼玉県 BOUNCE 45:16.610 +02:31

4. 908 武田 成巳 たけだ なるみ 山形県 銀輪タケキミおっさんず 52:44.020 +09:59

5. 911 甲斐 麗温 かい　れおん 喜多方市 FROG 54:17.560 +11:32

6. 907 齋藤 公彦 さいとうきみひこ 福島市 1:02:17.440 +19:32

7. 903 小松 圭吾 こまつけいご 大玉村 バックペイン 1:07:47.030 +25:02

8. 904 寺木 新一 てらき しんいち 福島県 会津 玄武隊 1:07:49.670 +25:04

9. 912 遠藤 昭一 えんどう しょういち 福島県 チーム キタサカ 1:12:57.780 +30:12

10. 906 小檜山 誉哉 こびやまたかや 会津若松市 1:18:00.760 +35:15

11. 905 重野 龍勇 しげの　たつお 福島市 フ－ライダ－ズ 1:23:16.680 +40:31

出走 11  人　Commissaire Panel /

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result MTB男子

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1



1. 1001 千葉 純子 ちばじゅんこ 伊達市 njk 56:13.880 -

2. 1004 東海林 友子 とうかいりんともこ 会津若松市 TopSpeed 57:07.200 +00:53

3. 1005 甲斐 ゆみ かい　ゆみ 喜多方市 FROG☆ゲレンデ逆走マラ 1:04:38.020 +08:24

4. 1003 西藤 美智子 さいとう　みちこ 須賀川市 郡山サイクルフレンズ 1:13:53.440 +17:39

5. 1002 二丹 明子 にたんあきこ 栃木県 1:20:42.460 +24:28

出走 5  人　Commissaire Panel /

第14回裏磐梯スカイバレーヒルクライム大会2019 開催日 2019-09-08

Result MTB女子

順位 BIB 名前 ふりがな 都道府県 チーム名 タイム タイム差

DNS/DNFを除く完走者 www.link-tohoku.co.jp 1
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