
Champion System ×弱虫ペダル シクロクロス東京2023

 開催日:2023/2/12(日)

コース:東京都立お台場海浜公園特設コース

MM1
招集エリア集合 11:50

スタート 12:05

BodyNo AJOCC Code Name カナ名 Team
1 CXK-212-0037 中島 由裕 ナカシマ ヨシヒロ なし

2 UCX-167-0051 生田目 修 ナマタメ オサム イナーメ信濃山形&大幸ハーネス
3 CHB-189-0016 松尾 遊 マツオ ユウ Champion System Japan Test Team
4 CCM-167-0141 太田 好政 オオタ ヨシマサ AX cyclocross team
5 CCM-000-9923 山本 誠一 ヤマモト セイイチ DEVOTION
6 CXK-189-0031 松山 則貴 マツヤマ ノリタカ SNEL
7 CHB-201-0082 紫藤 仁 シトウ ヒトシ ARCCレーシングチーム
8 CCM-000-9144 遠藤 勝博 エンドウ マサヒロ 042 SYNDICATE
9 UCX-156-0083 松川 大作 マツカワ ダイサク イマイシクロケッツ

10 CXK-000-0245 横田 正美 ヨコタ マサミ リベルタス TBC
11 GPM-000-1854 羽鳥 和重 ハトリ カズシゲ Cycleclub3UP.
12 TKI-156-0127 山中 真 ヤマナカ シン GT Bicycles/人力車
13 TCX-167-0018 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ エルドラード東北

14 SHN-156-0020 福永 祐二 フクナガ ユウジ 福

15 CCM-000-9915 岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ アルゼンチンペソしかないよ

16 XTK-000-1161 森 久 モリ ヒサシ frieten
17 KNS-190-0187 城谷 隆宏 ジョウヤ タカヒロ HEYM8CYCLE/遊輪クラブ
18 CXK-156-0112 賀来 成能 カク シゲヨシ AX cyclocross team
19 KNS-000-4577 加藤 哲 カトウ テツ Infinity_K10s
20 CCM-000-0310 佐々木 正 ササキ タダシ CICADA UNITED
21 MBS-178-0064 齋藤 信人 サイトウ ノブト Glanzen YAMAGATA
22 CXK-156-0099 佐藤 大輔 サトウ ダイスケ チームさといち

23 CXK-178-0070 上野 渉 ウエノ ワタル ペルジタ

24 CCM-000-7090 瀬戸 幸正 セト ユキマサ ベーグルワン

25 CXK-190-0020 阿部 一人 アベ カズト
26 TKI-156-0248 高橋 富士夫 タカハシ フジオ MilePost BMC Racing
27 XTK-000-1492 増田 謙一 マスダ ケンイチ SHIDO-WORKS
28 CXK-167-0085 秋山 純一 アキヤマ ジュンイチ -
29 KNS-156-0183 室 慎也 ムロ シンヤ KIZOK
30 CCM-000-6741 小田島 貴弘 オダジマ タカヒロ maillot SY-Nak
31 SHN-000-0183 山本 敦 ヤマモト アツシ 竹芝サイクルクロスレーシング

32 KNS-000-1751 赤井 宏充 アカイ ヒロミツ masahikomifune.com
33 TCX-178-0008 及川 修 オイカワ オサム ADVANCE仙台
34 CCM-000-9251 古郡 今日史 フルコオリ キヨシ minzuuBike
35 KNS-000-0142 巳波 一郎 ミナミ イチロウ ユーロワークス

36 XTK-000-1521 塩見 学 シオミ マナブ B・B・Q  Masters
37 KNS-000-0092 余語 賢司 ヨゴ ケンジ ＮＣＦＲ

38 KNS-000-3874 後藤 謙太郎 ゴトウ ケンタロウ ヴィルベルヴィント

39 SHN-167-0023 斎藤 誠 サイトウ マコト ベーグルワン

40 TKI-156-0187 助川 修 スケガワ オサム 三菱電機(株) 郡山工場
41 GPM-000-1874 牧野 元 マキノ ハジメ BBQ Masters
42 CXK-178-0069 平光 竜志 ヒラコウ リュウジ サンクスサイクルラボ

43 TKI-156-0022 山崎 諭 ヤマザキ サトシ 松邨柔道クラブ

44 GPM-000-1096 横山 健太郎 ヨコヤマ ケンタロウ 竹芝サイクルクロスレーシング

45 TKI-156-0293 上原 正憲 カミハラ マサノリ
46 GPM-000-2046 鈴木 克幸 スズキ カツユキ 042SYNDICATE
47 CHB-201-0051 細田 素弘 ホソダ モトヒロ FAST LANE Racing
48 CCT-000-1101 三谷 長生 ミタニ チョウセイ ダランネーケ白山ＣＸ-NONDEMO
49 XTK-000-1088 黄田 昭彰 コウダ アキテル LUCKY TIGER T-serv
50 CCM-000-5313 矢野 大介 ヤノ ダイスケ Rapha Cycling Club
51 XTK-189-0049 影森 信一郎 カゲモリ シンイチロウ TRYCLE.ing
52 KNS-000-2985 綾野 真 アヤノ マコト シクロワイアード

53 XTK-000-0063 小寺 知之 コデラ トモユキ sunday-riders
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