
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

エンデューロ	(page1/2)

招集エリア集合 9:30

スタート 9:45

BodyNo チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4
1 SHIDO-WORKS にぼしチーム 服部 絢⼦ 滋野 春紀 ⼭⼝ 航輝 安藤 光平
2 SHIDO-WORKS こんぶチーム ⽵村 舞葉 沓澤 秀樹 ⾬⾙ 祐輔 ⾹川 宏太
3 ウマい棒 藤岡 絢也 藤平 悠介 ⼭⼝ 直也
4 SHIDO-WORKS かつおチーム 河村 ゆき⼦ 伊藤 信裕 中曽 佑⼀ 本⽥ 雅昭
5 影⼭輪業 横浜杉⽥店 難波江 啓 ⽥中 宏昌 ⽥⼝ 政良 佐藤 元⼰
6 Team36Cycling〜筋⾁は正直〜 柴⽥ 晋 秋本 啓輔 武笠 展⼤
7 オンザロード 影⼭ 善明 福⽥ こずえ ⾕⼝ 慎吾
8 Team36Cycling〜勢いが全て ⼩川 修 三橋 允耶 清⽔ 洋介
9 Team36Cycling〜⼟⾷い星⼈ 髙橋 寿樹 ⾼橋 和⼤ 新藤 守

10 MailPost BMC Racing ⾼橋 ⿇由美 北川 恵⼦ ⾼橋 佑介
11 ホネオリゾンタル ⽯井 公宏 成松 祥⼀
12 EMU SPEEDC LUB ⽊村 宗嗣 ⾼畑 ⾼ 阿久津 瑠璃 ⽊村 美咲
13 虹⾊屋 澤地 博之 齋藤 主税 ⾼橋 英克
14 ゼルコバサイクリングチーム ⽥中 ⾹津也 佐藤 晴彦 荘 ⼀樹 ⼭⽥ 武
15 TEAM MAPPEI ⽯政 徹 ⻩⽥ 昭彰 ⿊葛原 俊⼀ 豊川 沙⼸
16 おだえり⾛ってます！！！！！ ⼩⽥ 恵利花 ⾈⼭ 祥弘
17 スマートコーチングCX部 川端 誠司 川嶋 修平 瀧⼝ 吉郎 ⾚松 洋⼀郎
18 Team36Cycling〜砂遊びお作法研究会 堀川 範幸 望⽉ 和真 我妻 鉄治
19 Team36Cycling~前転の伝道師~ ⽒原 真之介 菊池 航 鈴⽊ 雄介
20 042 SYNDICATE ⽊⼭ 孝輔 遠藤 勝博
21 瑞穂&聡⼦ 美並 聡⼦ ⼭⼝ 瑞穂
22 シクロマーモット 中村 俊秋 宮⽥ 雅則
23 彗星のタヌキ 多⽥ 尚史 宮川 啓⼰
24 FSR Cyclocross Team 藤村 英司 井川 ⻯⼆ 原⽥ 丈
25 team ⾃転⾞処⾵輪 落合 雅哉 ⼩池 るみ⼦
26 BEARBELL 川島 昭次 ⼭本 篤史 ⼩川 光⼀
27 NB会 遠藤 績穂 ⽯井 由⾏ ⼋重澤 明広
28 たやまるレーシング 江川 樹⼀郎 ⻄村 和洋 和⽥ ⼀輝
29 メイドさん学科⾃転⾞部 ⾼柴 元 塩⽥ 哲哉 秋葉 ⿓之介
30 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会 早瀬 憲太郎 早瀨 久美
31 46494946 ⼭⽥ 貴⼀ ⼩⽥ のぞみ 本⽥ 啓仁
32 WINSPACE VELONUTS CYCLING CLUB ⼭⼝ 優⼦ ⽯倉 ⿓⼆ ⽶澤 ふみこ ⻘⼭ ⿇⾐⼦
33 SNEL 藤⽥ 拓海 斎藤 剛
34 Flecha 宗像 剛 南野 道宏 ⼭⽥ 賢太郎
35 Death Becomes Her 落合 拓郎 川上 悠介 ⾦⼦ 尚代
36 Team Nipopo CX ⼭崎 雅典 佐藤 淳 ⼭崎 裕⼦
37 Team Style ⽯⽥ 紀幸 佐々⽊ 秋久 松岡 伴実
38 シモーネ ⼤⼭ 隆 河野 雄輝 辻本 ⼤輔 藤森 祐輔
39 YOKOSUKA UNO RACING ⻑澤 和樹 関 純夫
40 Live More 松⽥ 英裕 松⽥ 珠弥 ⽯津 晃⼀
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41 Team ⾃転⾞処 ⾵輪 倉持 和弘 峯岸 祐太
42 横転(ヨコテン)マスター 古澤 修平 阿久澤 森 ⻄村 将 今井 裕愛
43 RX&Co ペア 城野 謙次 安⽥ 朋⼦
44 RX&CO 川内 ⼀史 宮⽥ 和⽂ 野妻 翔也
45 シモーネ 伊藤 英⼀ 豊⽥ 栄右 堤 健智 中原 拓哉
46 マウンテンバイカーズ 村松 康⼀ 安本 裕
47 Bicycle Academy 酒井 ⼤介 酒井 昴 浦⾥ 隆⼀ 浦⾥ 隆太
48 ZERO to TOP 黛 洋⼸ 坂本 晃⼀ ⼩⽥ 敏之
49 チームコグ ⽥中 博紀 深沢 晃司 井上 コウジ
50 MilePost BMC Racing ⾼橋 富⼠夫 鈴⽊ 説澄 代⽥ よしあき
51 TeamSOLA ⾦井 古都美 嶋⽥ 望美 林 佑駿 杉⼭ 健太
52 TeamSOLA 齋藤 和也 秋間 海希 佐藤 岳
53 チーム・インドカレーサーラ 髙橋 仁 阿部 健
54 スターライト学園⾃転⾞部 武藤 桜 仲 美明 渡部 誠 北村 達也
55 相模⽼輪会 ⻑ 裕 ⽯川 隆 ⽩⽯ ⽣夫
56 ぼく、ドラえもん＆のび太 ⽻⼭ 智康 宇賀神 善之
57 チームBMインドカレーサーラ⽫洗い 鈴⽊ 博之 鈴⽊ 隆之 稲村 博 相⾺ 洋之
58 桂⼦と美穂⼦でPink Lady 森 美穂⼦ 綾野 桂⼦
59 アトリエ フルーブ ＣＸ 湯野川 徹 平⽥ 義和 真⽥ 珠樹 ⽯原 智美
60 曽我くんフレンドレーシング ⼩澤 拓⼈ 曽我 啓⼀郎
61 総北⾼校⾃転⾞競技部OB 渡辺 航 東堂 尽⼋
62 Champion System Japan Test Team 松尾 遊 ⾼⽥ 慧 根本 了慈 平尾 学
63 ガチンコサイクルチーム ⽯井 みかん ⼭⼝ 博久


