
Champion System ×弱虫ペダル シクロクロス東京2023

 開催日:2023/2/11(土)

コース:東京都立お台場海浜公園特設コース

ME4-A(page1/2)
招集エリア集合 8;25

スタート 8:40

BodyNo AJOCC Code Name カナ名 Team
1 CHB-167-0082 鈴木 雄介 スズキ ユウスケ Araren8214
2 CHB-212-0064 尾島 航基 オジマ コウキ グロータック11速部
3 CHB-167-0080 梅田 佳寛 ウメダ ヨシヒロ じて吉

4 CCM-189-0009 山崎 一宣 ヤマザキ カズノリ Rapha Cycling Club
5 CHB-212-0026 澤原 翔 サワハラ ショウ Team轍屋
6 CHB-167-0078 鈴木 潤樹 スズキ ジュンキ 千葉工業大学サイクリング部OB
7 CXK-223-0029 大和久 修 オオワク オサム ウィンディー筑波シクロクロスチーム

8 CHB-223-0062 内田 灯矢 ウチダ トウヤ 午後４時座銀の人達

9 TKI-190-0104 松本 大志 マツモト ヒロシ BICI AMORE
10 XTK-201-0009 Domier Nathan ドーマイヤー ネイソン The Delez Squad
11 CCM-189-0047 池谷 富生 イケガヤ トミオ 茶まるCXチーム
12 UCX-156-0146 石川 遼 イシカワ リョウ FM730
13 XTK-223-0086 永友 宏樹 ナガトモ ヒロキ MiNERVA-asahi
14 KNS-000-4559 水野 陽介 ミズノ ヨウスケ -
15 TKI-167-0046 中村 悟 ナカムラ サトル NUCC racing
16 CHB-201-0058 渡辺 祐也 ワタナベ ユウヤ Team ASOBI
17 CXK-223-0001 城納 巌典 ジョウノウ ミネノリ なし

18 SHN-189-0022 大野木 康祐 オオノギ ヤスヒロ SNEL
19 CXK-223-0014 元良 玲央那 モトラ レオナ DEF Touring
20 CHB-212-0050 渡辺 基 ワタナベ モトイ なし

21 CHB-223-0082 丸渕 聖悟 マルブチ ショウゴ FAST LANE Racing
22 XTK-223-0131 宮川 啓己 ミヤカワ ヒロキ なし

23 CHB-223-0074 佐藤 寛朗 サトウ ヒロアキ ネオ東京

24 CXK-000-0398 福嶋 一仁 フクシマ カズヒト なし

25 CHB-223-0083 杉村 貫太 スギムラ カンタ なし

26 SHN-178-0002 山口 貴嗣 ヤマグチ ヨシツグ TEAM YOUCAN
27 TKI-223-0150 渡辺 貴仁 ワタナベ タカヒト STRIKExRACING
28 CXK-167-0020 佐藤 弘人 サトウ ヒロト Banana Works
29 CCM-223-9003 金井 優輝 カナイ ユウキ
30 CHB-178-0044 根來 邦雄 ネゴロ クニオ Team Giro CX
31 XTK-223-0113 近藤 大輔 コンドウ ダイスケ なし

32 CHB-201-0003 矢作 祐樹 ヤハギ ユウキ 芝川サイクル・モータース

33 CXK-156-0064 鈴木 博之 スズキ ヒロユキ 鈴農園

34 XTK-167-0029 田中 博紀 タナカ ヒロノリ チームコグ

35 SHN-212-0014 中原 拓哉 ナカハラ タクヤ シモーネ

36 CHB-223-0085 三浦 圭裕 ミウラ ケイスケ なし

37 CHB-223-0088 水野谷 太一 ミズノヤ タイチ なし

38 CHB-223-0064 宮川 蒼生 ミヤガワ アオイ 整備不良アオクト

39 CHB-212-0024 福田 隆 フクダ タカシ SNEL
40 XTK-000-1019 小沢 努 オザワ ツトム Dot3
41 CXK-212-0134 野妻 翔也 ノヅマ ショウヤ Rx&CO;
42 KNS-189-0242 戸谷 勇斗 トタニ ハヤト SNEL
43 CHB-223-0097 鈴木 亘 スズキ ワタル なし

44 XTK-167-0018 畠山 卓也 ハタケヤマ タクヤ 無所属新人

45 XTK-000-1130 山本 優 ヤマモト ユウ
46 XTK-156-0082 宮田 大 ミヤタ ダイ 日本ろう自転車競技協会

47 XTK-223-0447 松田 直人 マツダ ナオト
48 XTK-223-0454 吉田 茂 ヨシダ シゲル
49 CHB-223-0054 内田 紘貴 ウチダ コウキ リステリンリンロード

50 XTK-223-0452 やいた 大悟 ヤイタ ダイゴ
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51 KNS-000-1013 木村 喜久 キムラ ヨシヒサ PAXPROJECT
52 XTK-223-0467 中村 太 ナカムラ フトシ team轍屋
53 CHB-201-0013 清凉 琢己 セイリョウ タクミ AutoBahnGotemba
54 CXK-223-0062 橋本 竜侍 ハシモト リュウジ なし

55 SHN-212-0015 木守 望 キモリ ノゾム
56 XTK-201-0013 安部 與伴 アベ ヨハン Rapha Cycling Club
57 XTK-223-0449 冨田 倫太郎 トミタ リンタロウ
58 XTK-223-0455 光井 晴紀 ミツイ ハルキ
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