
第6回 Champion System 稲城クロス

開催⽇:2022/2/12(⼟)

コース:稲城北緑地公園 河川敷特設コース

招集エリア集合 12:15
スタート 12:30 備考 12:30-13:00

BodyNo AJOCC Code Name カナ名
1 TKI-201-0067 瀧⼝ 吉郎 タキグチ ヨシロウ
2 CHB-190-0039 川南 保夫 カワミナミ ヤスオ
3 CXK-167-0127 ⿊葛原 俊⼀ ツヅラハラ シュンイチ
4 SHN-178-0036 ⻑ 裕 オサ ユタカ
5 XTK-167-0069 ⽴神 ⼀樹 タツカミ イッキ
6 CXK-167-0109 沓澤 秀樹 クツザワ ヒデキ
7 SHN-190-0057 杉⼭ 学 スギヤマ ガク
8 CXK-201-0007 花井 貴浩 ハナイ タカヒロ
9 CHB-212-0093 阿部 健 アベ タケシ

10 CXK-000-0321 ⼩野 勝之 オノ カツユキ
11 CHB-201-0039 渋川 修⼀ シブカワ シュウイチ
12 CXK-212-0036 駒崎 透 コマサキ トオル
13 GPM-000-1081 波多野 健志 ハタノ ケンジ
14 SHN-167-0075 姫井 新 ヒメイ アラタ
15 MBS-212-0027 吉村 健央 ヨシムラ タケオ
16 SHN-178-0118 ⻄岡 純治 ニシオカ ジュンジ
17 XTK-189-0125 寺⾨ 智 テラカド サトシ
18 XTK-201-0038 柴⼭ ⼤輔 シバヤマ ダイスケ
19 XTK-190-0044 川⼝ 良成 カワグチ ヨシナリ
20 CHB-167-0063 伊藤 達也 イトウ タツヤ
21 XTK-000-1062 後藤 雅和 ゴトウ マサカズ
22 CCM-212-0028 松崎 圭 マツザキ ケイ
23 XTK-167-0068 池⽥ 顕⼠ イケダ ケンジ
24 MBS-189-0054 黛 敏治 マユズミ トシハル
25 XTK-000-0021 藤村 英司 フジムラ エイジ
26 SHN-178-0004 ⼤倉 宏⼀郎 オオクラ コウイチロウ
27 CCM-212-0010 ⾹川 洋 カガワ ヒロシ
28 XTK-189-0036 新福 ⻯郎 シンプク タツロウ
29 CCM-000-7132 安⻄ 勉 アンザイ ツトム
30 XTK-000-1077 松⽥ 光司 マツダ コウジ
31 XTK-190-0115 鈴⽊ ⼀⽣ スズキ カズタカ
32 XTK-190-0132 ⽊村 太 キムラ トオル
33 XTK-212-0062 伊藤 拓 イトウ タク
34 MBS-167-0023 ⽥中 祐紀 タナカ ユウキ
35 SHN-167-0044 岸 昭浩 キシ アキヒロ
37 MBS-167-0039 ⽥上 英治 タガミ エイジ
36 CHB-201-0109 太⽥ 真 オオタ マコト
38 XTK-212-0058 与儀 達久 ヨギ タツヒサ
39 XTK-189-0042 ⻘⽊ 宏之 アオキ ヒロユキ
40 XTK-212-0076 細川 雅司 ホソカワ マサシ
41 XTK-201-0067 真⽥ 珠樹 サナダ タマキ
42 CXK-212-0110 ⼩野寺 誠司 オノデラ セイジ
43 XTK-190-0141 湯野川 徹 ユノカワ トオル
44 SHN-178-0067 前島 聡 マエジマ サトシ
45 GPM-000-2034 会⽥ 剛⼠ アイダ タケシ
46 XTK-190-0039 久留宮 智仁 クルミヤ トモヒト
47 GPM-000-1090 間野 友輔 マノ ユウスケ
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