
Champion System 稲城クロス

 開催日:2022/12/4(日)

コース:稲城北緑地公園 河川敷特設コース 
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BodyNo AJOCC Code Name カナ名 Team
1 UCX-189-0005 土井 泰太郎 ドイ ヤスタロウ curtis Japan
2 CHB-212-0093 阿部 健 アベ タケシ チームBMインドカレーサーラF(t)麒麟山
3 GPM-000-2046 鈴木 克幸 スズキ カツユキ 042SYSDICATE
4 CCM-000-6682 篠永 春彦 シノナガ ハルヒコ かめ風船

5 TKI-201-0067 瀧口 吉郎 タキグチ ヨシロウ スマートコーチング

6 SHN-156-0018 島中 弘輔 シマナカ コウスケ evina/Team轍屋
7 KNS-156-0001 松本 功二 マツモト コウジ チームBMインドカレーサーラ
8 MBS-178-0076 関口 誠 セキグチ マコト 僕らは駆け抜ける

9 CXK-212-0035 本田 雅昭 ホンダ マサアキ SHIDO-WORKS
10 CHB-201-0082 紫藤 仁 シトウ ヒトシ ARCCレーシングチーム
11 CCM-000-6741 小田島 貴弘 オダジマ タカヒロ maillot SY-Nak
12 CHB-190-0039 川南 保夫 カワミナミ ヤスオ 臼杵レーシング

13 CHB-212-0037 深澤 夏樹 フカサワ ナツキ springwind 230
14 CXK-212-0129 丸山 智司 マルヤマ サトシ いちごさいくる

15 CXK-000-0313 渡辺 航 ワタナベ ワタル 総北高校自転車競技部OB
16 CXK-212-0036 駒崎 透 コマサキ トオル
17 SHN-156-0017 相良 希善 サガラ キヨシ
18 XTK-189-0036 新福 竜郎 シンプク タツロウ Team轍屋
19 XTK-223-0090 ラズイン グレゴリー ラズイン グレゴリー SoCal Cross
20 CHB-167-0063 伊藤 達也 イトウ タツヤ NAMIBIA  PROJECT CX TEAM
21 CCM-000-9945 寺本 直純 テラモト ナオズミ SoftMaterChem
22 XTK-000-1088 黄田 昭彰 コウダ アキテル LUCKY TIGER T-serv
23 XTK-000-1065 佐間田 崇 サマダ タカシ リベルタスクラブ

24 CXK-212-0007 宮田 啓太郎 ミヤタ ケイタロウ チームBMインドカレーサーラ
25 CCM-000-0348 小林 浩幸 コバヤシ ヒロユキ HADANO Cyclocross Team
26 XTK-190-0141 湯野川 徹 ユノカワ トオル アトリエ フルーブ
27 XTK-189-0121 五十嵐 伸二 イガラシ シンジ Pas Normal Studios Japan
28 CXK-201-0109 中島 透 ナカジマ トオル ALPHALK
29 SHN-178-0118 西岡 純治 ニシオカ ジュンジ team AST
30 XTK-190-0044 川口 良成 カワグチ ヨシナリ
31 CHB-212-0011 海老名 弘一 エビナ コウイチ Random Variable
32 SHN-156-0019 小川 鐘司 オガワ ショウジ たかだフレンド

33 XTK-000-1077 松田 光司 マツダ コウジ CRIMSON
34 XTK-167-0115 羽山 智康 ハヤマ トモヤス チームリオン

35 CCM-000-5265 多田 尚史 タダ ナオフミ acu-power Racing Team
36 XTK-223-0124 大竹 剛 オオタケ ツヨシ atelier FLEUVE
37 XTK-223-0135 岡本 馨 オカモト カオル
38 XTK-190-0140 平田 義和 ヒラタ ヨシカズ アトリエフルーブ

39 XTK-223-0134 いまだ としかず イマダ トシカズ RX&CO;
40 SHN-178-0058 鈴木 直人 スズキ ナオト 熔岩戦隊

41 CCM-000-0154 鈴木 浩史 スズキ ヒロフミ 自由おじさん同盟

42 XTK-223-0148 高橋 真人 タカハシ マサト
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