
第3回 泉ヶ岳ヒルクライム大会 クラス別エントリーリスト
2018年9月2日（日）

A 男子19歳以下 5名

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

4 高橋 城太郎 たかはし じょうたろう 仙台市若林区

51 高野 陽太 たかの ようた TEAM山輪車 仙台市若林区

98 塙 龍也 はなわ たつや CAMEL CYCLE CLUB 仙台市泉区

166 砂子 雅樹 いさご　まさき AZ照井道場 仙台市泉区

201 李 裕弦 い ゆうげん 仙台市青葉区

B 男子20～29歳 20名

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

2 真木 亮 まき あきら YBBUSH 仙台市青葉区

10 松本 浩史朗 まつもと こうしろう 東京都日野市

14 長尾 颯太 ながお そうた 東北大学 仙台市青葉区

38 杉山 良幸 すぎやま よしゆき 仙台市若林区

57 三浦 拓朗 みうら たくろう チームのぼっちゃ 宮城県宮城郡利府町

59 野地 亮平 のじ りょうへい MTB99 仙台市青葉区

85 加藤 純也 かとう じゅんや 仙台市泉区

113 守 秀哉 もり　しゅうや 岩沼市役所自転車同好会 宮城県岩沼市

117 西塚 直寿 にしづか なおとし 宮城県角田市

122 西崎 太郎 にしざき たろう 仙台市青葉区

128 梶原 悠平 かじわら ゆうへい 栃木県小山市

129 柴田 恭平 しばた きょうへい 仙台市泉区

132 石崎 健太 いしざき けんた 仙台市青葉区

161 西村 雅人 にしむら まさと 仙台市宮城野区

164 遠藤 麟太郎 えんどう りんたろう 黒文鳥 仙台市青葉区

175 鈴木 政司 すずき せいじ 宮城県南サイクリングクラブ 宮城県柴田郡大河原町

191 神田 翔平 かんだ しょうへい Teamヨシノ 宮城県名取市

194 小林 和輝 こばやし かずき 仙台市若林区

205 島山 悠 しまやま ゆう 仙台市泉区

210 岡島 壮汰 おかじま そうた 仙台市青葉区

C 男子30～39歳 45名

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

1 下山 和也 しもやま かずや 東北スケートクラブ 仙台市青葉区

3 山口 哲矢 やまぐち てつや Tailwind Cycling Team 宮城県多賀城市

6 鈴木 啓司 すずき けいし 山形県鶴岡市

8 石川 広章 いしかわ ひろあき 仙台市泉区

11 国分 択磨 こくぶん たくま AIM racing team 仙台市青葉区

13 伊藤 浩司 いとう こうじ 仙台市泉区

17 佐藤 盛一 さとう せいいち ADVANCE仙台 宮城県柴田郡柴田町

26 笠原 清貴 かさはら　きよたか 仙台市青葉区

28 佐々木 崇 ささき たかし New痛家 仙台市宮城野区

29 西條 光 にしじょう ひかる 仙台市泉区

31 黒沢 竜也 くろさわ たつや Gaudente Ciclista 仙台市若林区

33 小見山 淳志 こみやま あつし 仙台市泉区

40 高津 容介 たかつ　ようすけ 仙台市青葉区

41 馬場 政彦 ばば　まさひこ 福島県南相馬市

53 鳴海 健 なるみ　けん Vitalize 仙台市泉区

55 星 大地 ほし だいち 仙台市若林区

58 清水 聖也 しみず せいや 丸木医科器械（株） 宮城県名取市

61 半澤 和樹 はんざわ　かずき 半澤家 宮城県登米市

64 井上 俊也 いのうえ しゅんや 仙台市太白区
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C 男子30～39歳

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

69 太田 伸之 おおた のぶゆき 伊達の路 仙台市青葉区

74 煙山 造 けむりやま はじめ 福島県福島市

80 大友 淳平 おおとも じゅんぺい 仙台市泉区

87 吉本 幸平 よしもと こうへい 仙台市泉区

95 晒名 陽介 さらしな ようすけ 宮城県東松島市

99 高橋 正明 たかはし  まさとし ベルエキップしびれ隊 宮城県加美郡加美町

101 森谷 保貴 もりや　やすたか chicca jifunita 岩手県滝沢市

102 金井 聡 かない さとし 柴田銀輪会 宮城県柴田郡柴田町

104 須藤 昌亮 すどう よしあき 山形県新庄市

107 大西 将夫 おおにし まさお 仙台市青葉区

110 尾形 拓也 おがた たくや 宮城県迫町

118 芹沢 秀樹 せりざわ ひでき 仙台市泉区

127 佐藤 友治 さとう ともはる 仙台市泉区

130 斎藤 孝二 さいとう こうじ ヴァンロード 仙台市宮城野区

131 伊藤 清道 いとう きよみち ヴァンロード 仙台市青葉区

150 三浦 聖太 みうら せいた 仙台市太白区

155 後藤 寿幸 ごとう としゆき 宮城県多賀城市

157 佐藤 理 さとう さとる 仙台市泉区

160 山鹿 康平 やまが こうへい 宮城県多賀城市

177 小川 勇太 おがわ　ゆうた 仙台市太白区

182 霜山 真 しもやま まこと チーム テッド 仙台市太白区

186 佐藤 卓 さとう　すぐる 仙台市宮城野区

189 庄司 敦 しょうじ あつし 五十幡財団 仙台市宮城野区

204 渥美 孝 あつみ たかし 仙台市泉区

207 國井 厚嘉 くにい　あつよし 東洋刃物（株） 仙台市太白区

208 高橋 正嗣 たかはし まさつぐ 仙台市泉区

D 男子40～49歳 70名

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

5 渡辺 晃教 わたなべ　あきのり 仙台市泉区

7 藤盛 智広 ふじもり ともひろ 山形県山形市

9 小原 誠悟 おばら せいご AIM racing team 仙台市泉区

12 岡部 隆幸 おかべ たかゆき 仙台市青葉区

15 及川 聡 おいかわ　ただし Team K 仙台市泉区

16 石井 章彦 いしい あきひこ チームマリリン 福島県福島市

19 高橋 佳宏 たかはし よしひろ Tailwind Cycling Team 仙台市青葉区

22 佐藤 善武 さとう よしたけ 宮城県富谷市

23 小野寺 正彦 おのでら　まさひこ ベルエキップしびれ隊 宮城県名取市

24 村木 剛 むらき ごう 仙台市泉区

25 高橋 恵一郎 たかはし　けいいちろう 仙台市若林区

27 石川 徳則 いしかわ とくのり 宮城県黒川郡大和町

30 今野 宏 こんの　ひろし AIM Racing Team 宮城県富谷市

32 佐野 望 さの　のぞむ Team468+1 win 仙台市宮城野区

34 鈴木 史裕 すずき ふみひろ 太陽の村CC 宮城県柴田郡柴田町

36 高橋 久満 たかはし ひさみつ 仙台市青葉区

37 松本 健一 まつもと けんいち 福島県南相馬市

39 及川 智啓 おいかわ ともひろ 宮城県大崎市

43 篠井 潔 ささいきよし 宮城県黒川郡大和町

44 新井 俊英 あらい　としひで レジスタンス 仙台市泉区

46 高林 雄 たかばやし　たけし ３Ｍ 仙台市青葉区
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D 男子40～49歳

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

49 大久保 圭吾 おおくぼ けいご 宮城県塩竈市

50 高野 晴希 たかの はるき TEAM山輪車 仙台市若林区

54 櫻井 遊 さくらい ゆう 仙台市青葉区

60 佐々木 文昭 ささき ふみあき 仙台市青葉区

62 佐藤 淳 さとう　あつし 宮城県富谷市

67 二瓶 孝弘 にへい　たかひろ Team Strong 仙台市泉区

68 遠藤 友和 えんどう ともかず TEAM山輪車 宮城県東松島市

71 田中 誠 たなか　まこと あいおい接骨院 仙台市泉区

72 市川 慎一 いちかわ　しんいち しんぽんかずぽん 仙台市若林区

73 藤原 哲史 ふじわら さとし 仙台市太白区

76 岡安 潤一 おかやす　じゅんいち 仙台市泉区

77 佐藤 淳也 さとう じゅんや 仙台市泉区

78 斎藤 孝也 さいとう　こうや INFINITY 長野県長野市

81 菅井 民雄 すがい たみお 仙台市泉区

83 山内 茂人 やまうち しげと 仙台市青葉区

84 早坂 明彦 はやさか あきひこ PaPa Cycling Club 仙台市太白区

86 板橋 光彦 いたばし みつひこ チームのぼっちゃ 宮城県多賀城市

92 大川 章 おおかわ　あきら 仙台市青葉区

93 河村 太一 かわむら　たいち 道草屋お茶飲み隊 仙台市青葉区

97 服部 正行 はっとり まさゆき チームマリリン 福島県福島市

100 藤村 伸 ふじむら　しん 仙台市宮城野区

105 佐藤 正太郎 さとう しょうたろう 岩手県気仙郡

108 菅野 和重 すがの かずしげ 桂マッサージセンター 仙台市泉区

111 藤岡 康裕 ふじおか　やすひろ こげこげ 仙台市青葉区

112 古川 航也 こがわ　こうや 山形県天童市

114 斎田 喜孝 さいた　よしたか Health Enhancer 仙台市泉区

120 宮原 聡 みやはら　さとる 仙台市太白区

126 井内 竜洋 いうち　たつひろ 宮城県名取市

135 大沼 一史 おおぬま かずし 仙台市青葉区

136 安部 貢二 あべこうじ 宮城県遠田郡美里町

137 阿部 晃 あべ あきら 宮城県遠田郡美里町

138 滝上 陽 たきがみ　よう 岩手県一関市

142 白鳥 孝則 しらとり たかのり 宮城県亘理郡山元町

143 村上 光祐 むらかみ みつまさ 山形県山形市

144 笠原 恒美 かさはら　つねみ 山形県東村山郡山辺町

147 太田 篤 おおた あつし ニコンレーシング 宮城県柴田郡村田町

148 山田 栄 やまだ さかえ SHOWA.R.F 秋田県横手市

153 石井 健吾 いしい けんご VENGA 秋田県横手市

158 高田 典幸 たかだ のりゆき 仙台市若林区

159 正木 孝志 まさき たかし 仙台市宮城野区

162 伊藤 宏樹 いとう ひろき 黒文鳥 仙台市太白区

170 成田 孝行 なりた たかゆき 仙台市青葉区

172 相原 健一 あいはら けんいち TEAM山輪車 宮城県名取市

181 山市 祐樹 やまいち　ひろき 仙台市宮城野区

190 小林 一之 こばやし　かつゆき HKU 福島県南相馬市

195 高橋 洋典 たかはし　ひろのり 宮城県大崎市

198 河合 賢朗 かわい　まさあき 仙台市青葉区

200 小林 亮 こばやし　りょう 仙台市青葉区

209 石倉 正幸 いしくら まさゆき 山形県飽海郡遊佐町
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E 男子50～59歳 56名

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

20 佐々木 裕之 ささき ひろゆき SYATENZ仙台 仙台市太白区

21 片平 浩昭 かたひら　ひろあき 山輪車&OCC自転車部 宮城県白石市

35 熊谷 貢 くまがい　みつぎ 株式会社　東海新報社 岩手県大船渡市

42 小川 雅司 おがわ まさし 仙台市泉区

45 石橋 基吉 いしばし もとよし メーカーエンジニア 仙台市太白区

48 大瀧 圭介 おおたき けいすけ 仙台市若林区

52 須栗 裕樹 すぐり ひろき 仙台市泉区

56 齋藤 昇 さいとう のぼる チームのぼっちゃ 宮城県石巻市

63 佐藤 昌義 さとう まさよし 原町港湾運送㈱ 福島県南相馬市

65 齋藤 靖夫 さいとう やすお 宮城県黒川郡大和町

66 澤田 裕一 さわだ ゆういち onara-kaze 仙台市宮城野区

70 建尾 義文 たてお よしふみ AIM racing team 仙台市泉区

79 佐藤 義幸 さとう よしゆき T-Kankan 宮城県岩沼市

82 庄司 一儀 しょうじ  かずよし 八戸GSVC 青森県八戸市

88 佐藤 敏之 さとう　としゆき Team Gear 仙台市泉区

89 青沼 寛明 あおぬま ひろあき 宮城県大崎市

90 大野 和隆 おおの かずたか 仙台市宮城野区

91 及川 英樹 おいかわ  ひでき 仙台市泉区

94 野口 睦 のぐち むつみ 宮城県東松島市

96 山崎 教雄 やまざき　のりお 仙台市泉区

103 井上 和俊 いのうえ かずとし 岩手県盛岡市

109 鴇田 眞一 ときた しんいち 仙台市太白区

115 勝俣 裕 かつまた  ゆたか エルドラド  アンビシオン 仙台市泉区

116 鈴木 信久 すずき のぶひさ 宮城県亘理郡亘理町

119 片山 敦 かたやま あつし 仙台市太白区

121 矢倉 貴 やぐら　たかし 東北電子計算センター 仙台市宮城野区

123 永田 直利 ながた なおとし 泉パークタウンサービス 仙台市泉区

124 吉川 伊織 よしかわ いおり 仙台市泉区

125 制野 勝 せいの まさる 塙山くらぶ 茨城県日立市

133 尾形 重夫 おがた しげお Team Ble Bosco 青森県八戸市

134 佐々木 章 ささき　あきら 仙台速度滑氷研究所 仙台市青葉区

139 伊藤 太 いとう　ふとし 仙台市泉区

140 齋藤 浩司 さいとう　こうじ 岩手県宮古市

141 後藤 幸太 ごとう　こうた チーム伽羅 岩手県奥州市

146 木村 英夫 きむら ひでお 山形県村山市

151 丸岡 源太郎 まるおか　げんたろう 仙台市泉区

152 下川原 輝忠 しもかわら　てるただ 仙台市泉区

154 Welch Kevin ケビン ウェルチ 仙台市泉区

156 藤本 修 ふじもと おさむ 仙台市泉区

163 佐藤 重宗 さとう しげむね 黒文鳥 仙台市太白区

165 小林 智則 こばやし とものり 山輪車 仙台市太白区

167 宮川 孝安 みやかわ　のりやす 宮城県石巻市

168 植田 昌之 うえだ　まさゆき チーム山輪車 宮城県白石市

169 加藤 道義 かとう　みちあき 歩いたっていいじゃない。人間だもの。。。 仙台市青葉区

173 八巻 純雄 やまき　すみお 福島県伊達郡

174 岩間 栄二 いわま えいじ 仙台市青葉区

176 小川 年夫 おがわ　としお 仙台市太白区

178 熊谷 和佳 くまがい かずよし チームフッジティーボ 岩手県盛岡市

179 岡田 信司 おかだ　しんじ 仙台市宮城野区

180 梁瀬 清 やなせきよし 山形県最上郡真室川町
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E 男子50～59歳

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

183 佐々木 秀隆 ささき　ひでたか 宮城県大崎市

188 鈴木 弘二 すずき こうじ 初心者 宮城県黒川郡大和町

196 瀬野 高之 せの たかゆき 山形県東根市

197 松本 英哉 まつもと　ひでや 福島県南相馬市

199 佐藤 博幸 さとう ひろゆき くるんくるんサイクル 岩手県一関市

203 千葉 勝博 ちば　かつひろ 宮城県黒川郡大和町

F 男子60歳以上 14名

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

18 瀬川 雅紀 せがわ　まさのり ベルエキップしびれ隊 仙台市青葉区

47 石井 徹 いしい とおる ＳＥＫＩみちのく 仙台市泉区

75 山田 久志 やまだ ひさし 個人 宮城県名取市

106 木本 佳秀 きもと　よしひで 福島県いわき市

145 小山 明彦 おやま あきひこ 岩手県一関市

149 遠藤 勇三 えんどう ゆうぞう 腰椎ヘルニア 仙台市泉区

171 熱海 和司 あつみ　かずし 個人 仙台市青葉区

184 宮澤 三郎 みやざわ　さぶろう 一関チャリンコクラブ 岩手県一関市

185 村田 正和 むらた まさかず 仙台市泉区

187 佐藤 久義 さとう ひさよし 一関チャリンコ剛脚男 宮城県栗原市

192 細川 清美 ほそかわ　きよみ 岩手県岩手郡

193 鈴木 確治 すずき　かくじ 岩手県盛岡市

202 三浦 弘 みうら　ひろし 仙台市青葉区

206 國井 英壽 くにい　ひでとし 東洋刃物（株）OB 仙台市太白区

G 女子（高校生以上） 9名

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

221 市川 和代 いちかわ　かずよ しんぽんかずぽん 仙台市若林区

222 桑原 友里 くわばら　ゆり 仙台市泉区

223 山崎 聡美 やまざき　さとみ 仙台市泉区

224 鈴木 亜希 すずき あき 山形県米沢市

225 古川 明美 こがわ　あけみ 山形県天童市

226 半澤 純子 はんざわ　じゅんこ 半澤家 宮城県登米市

227 半澤 有美 はんざわ　ゆみ 半澤家 宮城県登米市

228 小林 麻美 こばやしあさみ 山輪車 仙台市太白区

229 小国 麻那 おぐに まな ガレージ一本杉 山形県最上郡舟形町

H 中学生以下男女(小学5年生～中学3年生) 4名

No. 氏名 ふりがな チーム名 住所

231 蝦名 海 えびな　かい 仙台市若林区

232 田山 遥貴 たやま　はるき Team　BLAZE 仙台市青葉区

233 大野 洸 おおの ひかる 仙台市宮城野区

234 佐々木 啄人 ささき　たくと ベルエキップしびれ隊 仙台市青葉区


