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 ： 2012年7月28日～29日

会場 ： 岡山国際サーキット(1周 3.702km)

【 10時間 チーム MIX 】
Rank. No.

スタート : 20:00:00
周回数

チーム名

1

4515 ------越えられない壁------山田 正大/川田 泰大/河村 拓真/岩下 秀和/河村

2

馬車馬
4523 ち～む☆のざき
平松 章治/小林 利美/倉永 克彦/山本

真也/岡野 悦子/三宅 大樹/田中 慈照

3

4526 FLAMINGOドラミンゴ
村上 譲治/本村 浩一/石川 俊一/石井

美穂/柳田 博樹

4

4508 ν兒島NasuFanClub
省吾/浦谷 登/船越

5

ポニー
4524 ち～む☆のざき
前田 浩志/玉木 孝典/野崎 拓海/野崎

6

R.T.
4506 ウラヌス
岩本 龍太郎/藤本

7

トレパンダ
4507 yeah!
金光 孝幸/平井 智也/鮓本

隆宏/金光 友加/平井 仁章/児玉 隆司

8

4502 チーム大永山MIX
鈴木 博宣/森賀 俊二/高橋

勇登/高橋 洋毅/大浜 敏司/兵等 充

9

Z
4509 NasuFanClub
上月 敏弘/福江 惠康/木下

正大/井上 和人/竹田 美保

10

K
4519 チームフジワラ
北村 輝夫/佐藤 彰紀/本安

裕之/赤松 克也/藤岡 君夫/小西 秀幸/小西 美和

11

4527 FLAMINGOスーミンゴ
奥山 理恵/小寺 潤/荒木 順子/新田

12

di Polpo まったりみっくす
4510 Palla
瀧田 八大/山岡 正朋/吉田 裕/山元 健一/田村

13

Time

+TOP

km/h

96周 10:04:56.443

35.25 km/h

95周 10:05:07.561

-1 Lap 34.88 km/h

94周 10:04:17.528

-2 Lap 34.56 km/h

94周 10:05:23.433

-2 Lap 34.49 km/h

93周 10:02:05.129

-3 Lap 34.31 km/h

92周 10:02:52.543

-4 Lap 33.90 km/h

92周 10:04:15.305

-4 Lap 33.82 km/h

92周 10:04:18.071

-4 Lap 33.82 km/h

85周 10:05:26.649

-11 Lap 31.19 km/h

84周 10:00:47.779

-12 Lap 31.06 km/h

80周 10:01:54.189

-16 Lap 29.53 km/h

80周 10:03:40.988

-16 Lap 29.44 km/h

マーキュリー
4513 カワサキ
比嘉 敏夫/武田 周作/鈴鹿 淳一/鈴鹿 偉都子

80周 10:07:02.524

-16 Lap 29.28 km/h

14

PLEASE MIX
4528 FAIR
追鳥 恭子/大鳥 善教/大鳥 奈津子/藤原

78周 10:07:46.978

-18 Lap 28.51 km/h

15

4511 ブルーサンダーズ
畠田 剛志/箱崎 恵子/岡田

磨

78周 10:07:53.072

-18 Lap 28.50 km/h

16

ぴょん吉
4521 SSRT+
北川 恵美/西村 俊昭/高橋

敏幸

77周 10:00:47.364

-19 Lap 28.47 km/h

17

4520 ミナミの帝王☆
南 晃平/上杉 敦美/河島

77周 10:02:16.718

-19 Lap 28.40 km/h

18

de l'est duex
4517 soleil
竹内 宏/新木 俊一/齋藤 緑/税所

77周 10:05:24.724

-19 Lap 28.25 km/h

19

M
4518 チームフジワラ
藤原 啓代/守安 克之/難波

76周 10:09:11.669

-20 Lap 27.71 km/h

20

よいこの集い
4505 FWEST
吉田 謙一/西村 康/中西 健太/三宅

75周 10:01:57.213

-21 Lap 27.68 km/h

21

TROUBLE 煌
4504 GOOD
立石 健文/倉橋 宏岳/水野 宏美

75周 10:02:51.390

-21 Lap 27.64 km/h

22

4512 レッドハリケーンズ
篠崎 篤史/山内 智之/森橋

75周 10:04:04.830

-21 Lap 27.58 km/h

23

4501 ピヨピヨ
岩本 洋一/岩本

75周 10:08:11.417

-21 Lap 27.39 km/h

24

チームＢ
4503 秘密結社ぽたぽた団
武智 充/小林 宏光/吉田 雄一/高橋 克則/増田

72周 10:01:22.669

-24 Lap 26.60 km/h

25

4514 サエラＢ
倉西 佐知/大谷

72周 10:06:09.246

-24 Lap 26.39 km/h

26

4516 京都にわかサイクリスト
中村 改司/宮本 弥生/中野 祐二/山崎

70周 10:01:02.099

-26 Lap 25.87 km/h

27

左側いきま～す!!
4522 FWEST
髙下 正/野田 健一/伊達 秀樹/武居

68周 10:05:47.669

-28 Lap 24.93 km/h

28

Aチーム
4529 トヨタレンタリース岡山
前原 由紀/前島 昌斉/黒田 正継/片岡 大輔/政狩

60周 10:06:57.645

-36 Lap 21.96 km/h

29

王様ゲーム
4525 財団法人
中川 勝之/星野 法昭/藤山 幸志/小川

59周 10:00:33.192

-37 Lap 21.82 km/h

俊輔/藤原 弘子/小原 健司/樋上 亮

禎久/中村 道明/生田 朱美
天我/多曽田 陽子/吉田 徹/林 宏明/福西 泰宏

剛/柳田 諭/栗本 幸政/栗本 千鶴/外村 銘啓

智美/鈴木 清人
有賀里/三橋 令奈

政宏/入江 恭行

隆貴/佐藤 宏樹/河本 佑子/鷲田 明広/吉村 学/横山 友徳

真奈美/宮本 隆司

秋広/中西 正悟/前田 大介/渕上 智/鍛治尾 哲
裕之/田中 梨絵/田中 美里

恭子

紀子
竜太/河野 一典/福島 さやか

智子/藤村 麻里愛/持田 博美/三上 大輔/岡野 貴生
秀代/小関 淳/菊山 昭彦/中村 ひとみ

仁美/甲野 義久/塩塚 弘幸
弘典

純吾/永田 麗子/今井 哲也/秋岡 秀典

主催 ： ミッドナイトエンデューロ 実行委員会 主管 ： 岡山県サイクルスポーツ協議会
協賛 ： 岡山国際サーキット 協力 ： アシスト モータリストクラブ･アイダクラブ
後援 ： 株式会社マトリックス
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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 ： 2012年7月28日～29日

会場 ： 岡山国際サーキット(1周 3.702km)

【 10時間 チーム MIX 】
Rank. No.
30

スタート : 20:00:00
周回数

チーム名

Bチーム
4530 トヨタレンタリース岡山
則武 宏昭/上西 雄一郎/磨田 竜馬/稲田 拓也/橋本

華奈

Time

59周 10:01:09.816

+TOP

km/h

-37 Lap 21.80 km/h

主催 ： ミッドナイトエンデューロ 実行委員会 主管 ： 岡山県サイクルスポーツ協議会
協賛 ： 岡山国際サーキット 協力 ： アシスト モータリストクラブ･アイダクラブ
後援 ： 株式会社マトリックス
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