第15回 ミッドナイトエンデューロ in 岡山国際サーキット
開催日：2017年7月29日～30日

会場：岡山国際サーキット（1周3.703km）

【 8時間 チーム MIX 】
Rank. No.

StartTime : 21:00:00

チーム名／メンバー

Laps

85周 8:01:15.072

1

5515

eNShare Team-A

2

5531

ち～む☆のざき MIX-A

3

5529

ちゅう吉ロードMIX

4

5516

eNShare Team-B

5

5503

女帝Mとゆかいな下僕たち

6

5532

ち～む☆のざき MIX-B

7

5514

チーム不夜城

8

5506

みんチャリ

9

5508

Da.nikarni

10

5511

MGCT

11

5510

ECWとゆかいな仲間たち Smile組

12

5512

すいすいアイナメ

13

5522

ShoLow's

14

5513

チーム夜行性

15

5527

Campgnolo-岡山HIROKO！

16

5502

レッドハリケーンズ

17

5519

Sfida CT MIX

18

5518

美男☆美女

19

5520

岡山ポタリングの会MIX

20

5509

CLOUD9

21

5530

SSRT+青蛙REBORN！

22

5526

チーム田渕

23

5507

チームよせなべ

24

5524

各駅停車BC-HIMEJI

25

5528

よいこのつどい

26

5501

ブルーサンダース

27

5504

shadow☆3％

宮口 直之/河内 一晟/小関 寛/柏野 祥重
久保木 美代子/平松 章治/湯田 賢次/安藤 勘太/野崎 天我
山下 勝司/藤井 なつみ/山口 健吾/宮川 卓磨/橋本 美穂/園田 健太郎
山田 正大/西川 浩太郎/片山 直美/砂田 夏恵/鹿内 勇佑
市川 寛/木下 泰博/若月 拓哉/中本 典子/田中 美香
安藤 理加/山口 啓路/浪本 祐介/市場 淳二/小福田 濃
中村 真己/猪原 哲明/宇野 真理子/瀬尾 嘉/髙橋 慎也/中村 昌子/宇野 光司
三山 克之/岩本 一成/横山 延幸/岡野 真人/曽根 正典/大橋 英司/岩本 みどり
福田 修司/大峠 信彦/戸谷 倫之/板持 宏美/黒田 将広
奥 侑樹/迎 直樹/太刀川 晃爾/平光 佑也/久戸 康平/藤枝 優果/今川 涼/猪木 祐希
西尾 仁美/白石 卓也/馬越 綾造/井上 雅人/野尻 尚良/金澤 功
松村 隆史/松本 真美/松本 真俊/斎藤 群志/西田 昇平
山本 桂司/吉岡 勉/福田 孝彦/小谷 道子/錫木 淳
井上 琢己/杉本 周/岡崎 和義/蟹江 広幸/安田 昭久/丸山 由起子/末久 朗子/池上 優佳
井狩 吉雄/山内 清美/鶴屋 孝/重成 忍/伊藤 嘉朗/桐野 和彦/川本 浩子
森橋 恭子/松木 洋介/角野 孝幸/小村 哲哉
秀島 健太/安間 隆裕/大西 秀典/小野 聡子/古川 智宏
窪田 賢司/坂本 光/田中 徹/吉田 准
藤原 薫/岸本 博子/門田 芳恵/大西 良夫/守屋 純一郎/大西 俊輔
篠崎 直緒/荒井 慎也/渡邉 直人/佐伯 勝/阿部 浩一/小森 由衣
牧野 宏是/西村 俊昭/北川 恵美/平識 正範/原 健浩/三澤 拓弥/李 宗厚
中津 竜二/中津 竜之介/田渕 雅士/今田 徳之/新島 陽次/普天間 智子/新井 邦雄/中津 秀弥
丸田 孝知/松本 伸介/岡本 兼逸/松涛 寛/吉津 千尋/吉津 未佳/濱端 敦/塩野 延尊
駒田 貞樹/下川 和志/山本 亨/室井 雄達/加古 ひとみ/戸田 浩介
吉田 謙一/秋元 弦/中川 信一/森 久智/正木 京/上田 哲也
篠崎 篤史/箱崎 恵子/津村 香奈/畠田 剛志/岡田 磨
原 愛姫/佐久間 靖/古家 正秀/安井 信明/佐藤 麻美

主催 ： ミッドナイトエンデューロ 実行委員会
協賛 ： 岡山国際サーキット 株式会社 隼
後援 ： 株式会社マトリックス

主管 ： 岡山県サイクルスポーツ協議会
協力 ： アシスト モータリストクラブ･アイダクラブ

2017/7/30 5:34:15 POWERTAG by Matrix-Inc
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Time

+TOP

km/h
39.24 km/h

82周 8:04:07.796

-3 Lap

37.63 km/h

78周 8:00:28.232

-7 Lap

36.06 km/h

78周 8:00:50.778

-7 Lap

36.04 km/h

78周 8:06:32.807

-7 Lap

35.61 km/h

76周 8:00:51.656

-9 Lap

35.11 km/h

76周 8:01:51.793

-9 Lap

35.04 km/h

76周 8:05:10.204

-9 Lap

34.80 km/h

75周 8:03:33.020

-10 Lap

34.46 km/h

74周 8:02:44.023

-11 Lap

34.05 km/h

74周 8:04:06.204

-11 Lap

33.96 km/h

74周 8:07:40.392

-11 Lap

33.71 km/h

73周 8:00:44.411

-12 Lap

33.73 km/h

72周 8:03:44.774

-13 Lap

33.06 km/h

72周 8:05:52.649

-13 Lap

32.92 km/h

71周 8:01:01.639

-14 Lap

32.79 km/h

71周 8:06:17.545

-14 Lap

32.43 km/h

70周 8:04:11.870

-15 Lap

32.12 km/h

69周 8:01:17.918

-16 Lap

31.85 km/h

69周 8:07:26.663

-16 Lap

31.45 km/h

68周 8:02:35.666

-17 Lap

31.30 km/h

68周 8:05:11.501

-17 Lap

31.13 km/h

68周 8:06:21.982

-17 Lap

31.06 km/h

67周 8:01:13.935

-18 Lap

30.93 km/h

66周 8:02:53.214

-19 Lap

30.36 km/h

66周 8:07:37.185

-19 Lap

30.07 km/h

65周 8:01:48.579

-20 Lap

29.97 km/h

【 8時間 チーム MIX 】
Rank. No.

第15回ミッドナイトエンデューロ in OKAYAMA international circuit

チーム名／メンバー

Laps

28

5525

チーム かめさんず

29

5517

東京流星会

30

5521

TeamFREx☆超ゆるゆる隊

31

5505

チームキサブ

32

5523

Team HIKASA

小若 絵美/今井 宏行/小出 実/浮田 和弘
岡崎 康伸/岡本 圭祐/岡本 将志/池田 勝利/池田 美江/瀧口 元仁/丑田 天将
柳井 正隆/角野 有香/中原 佳子
関根 慎一/関根 敦子/結石 達也/太田 成嵩/上田 萌/塩貝 健一/柳瀬 雅之
藤永 亮平/玉田 亨太/藤川 博文/橋本 英之/京谷 晋/堀部 陽子

主催 ： ミッドナイトエンデューロ 実行委員会
協賛 ： 岡山国際サーキット 株式会社 隼
後援 ： 株式会社マトリックス

主管 ： 岡山県サイクルスポーツ協議会
協力 ： アシスト モータリストクラブ･アイダクラブ

2017/7/30 5:34:16 POWERTAG by Matrix-Inc
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Time

+TOP

km/h

64周 8:02:25.286

-21 Lap

29.47 km/h

62周 8:00:30.136

-23 Lap

28.66 km/h

56周 8:01:50.884

-29 Lap

25.82 km/h

55周 8:04:24.983

-30 Lap

25.22 km/h

54周 8:00:38.968

-31 Lap

24.96 km/h

