
第7回 Champion System 稲城クロス
 開催日:2022/10/2(日) 

コース:稲城北緑地公園 河川敷特設コース 

C4-B
招集エリア集合 10:30

スタート 10:45
C4-B

BodyNo AJOCC Code Name カナ名 Team
1 CXK-223-0009 吉岡 誠一 ヨシオカ セイイチ EMU SPEED CLUB
2 SHN-189-0039 望月 和真 モチヅキ カズマ TS TECH 自転車部
3 CXK-201-0080 井原 正敏 イハラ マサトシ オンザロード
4 CXK-223-0004 赤松 政彦 アカマツ マサヒコ 泥鍛錬部
5 CXK-223-0002 本田 和愛 ホンダ カズヨシ SHIDO-WORKS
6 CXK-223-0012 堀川 範幸 ホリカワ ノリユキ 泥鍛錬部
7 CHB-201-0099 佐藤 和昭 サトウ カズアキ ELONGA
8 CXK-223-0008 滝口 輝 タキグチ ヒカル なし
9 CXK-223-0011 中畑 隆幸 ナカハタ タカユキ SHIDO-WORKS
10 CXK-223-0005 佐藤 淳 サトウ アツシ 泥鍛錬部
11 XTK-190-0014 宮脇 和也 ミヤワキ カズヤ TS TECH自転車部
12 SHN-178-0027 田中 宏樹 タナカ ヒロキ たまキャン
13 XTK-223-0115 宮地 和也 ミヤジ カズヤ
14 CXK-190-0087 沼野 貴顕 ヌマノ タカアキ なし
15 SHN-189-0027 菊地 省吾 キクチ ショウゴ TEAM YOUCAN
16 XTK-223-0105 西尾 佳明 ニシオ ヨシアキ EXTENDED VAX SAYAMA
17 CHB-212-0050 渡辺 基 ワタナベ モトイ なし
18 CHB-212-0082 松井 省吾 マツイ ショウゴ なし
19 TKI-190-0104 松本 大志 マツモト ヒロシ
20 CXK-223-0018 米田 知紀 ヨネダ トモキ -
21 XTK-223-0111 河田 了輔 カワタ リョウスケ 泥鍛錬部
22 XTK-223-0113 近藤 大輔 コンドウ ダイスケ
23 CHB-201-0018 中村 洋和 ナカムラ ヒロカズ One-Up Cerezo Racing
24 CHB-212-0026 澤原 翔 サワハラ ショウ Team轍屋
25 MBS-190-0014 長谷川 雅重 ハセガワ マサシゲ なし
26 XTK-201-0063 宮坂 勝広 ミヤサカ カツヒロ
27 CCM-189-0009 山崎 一宣 ヤマザキ カズノリ Rapha Cycling Club
28 XTK-212-0075 秋田 直樹 アキタ ナオキ
29 XTK-190-0102 中田 一覇 ナカダ イチハ
30 MBS-178-0056 日高 一明 ヒダカ カズアキ あらかわzoo racing
31 MBS-178-0060 関口 朋希 セキグチ トモキ 僕らは駆け抜ける
32 SHN-212-0016 齋藤 卓也 サイトウ タクヤ
33 CXK-167-0196 坂手 亮介 サカテ リョウスケ 横浜平坦倶楽部
34 TCX-167-0031 佐々木 啄人 ササキ タクト 宮城県泉高等学校
35 YGC-190-0026 河野 和哉 カワノ カズヤ TeamCoyote
36 CXK-212-0074 齋藤 和也 サイトウ カズヤ TeamSOLA
37 CCM-000-9602 WHITEHEAD TRISTAN ハワイトヘード トリスタン Hey, wait for me! Racing
38 XTK-212-0065 藤井 知音 フジイ トモネ ALDINA
39 CHB-212-0064 尾島 航基 オジマ コウキ グロータック　11スピード部
40 CXK-212-0116 橋本 雄大 ハシモト ユウタ オンザロード
41 CCM-000-0292 酒井 嶺 サカイ リョウ Endurelife
42 XTK-223-0093 高橋 和大 タカハシ カズヒロ RIDELIFE GIANT
43 CCM-212-0021 若林 壮伯 ワカバヤシ マサノリ AKIRUNO-Cycling Academy Project
44 CHB-212-0025 近藤 航平 コンドウ コウヘイ duckers
45 CXK-212-0013 豊田 栄右 トヨダ エイスケ シモーネ
46 XTK-223-0097 相庭 峰志 アイバ タカシ
47 XTK-223-0103 笹野 祐 ササノ ユウ チームはなまる
48 XTK-223-0110 細谷 誠 ホソヤ マコト team轍屋
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