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 ： 2013年7月27日～28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

4504 三菱電機姫路ZERO+α
有山 朋男/濱中 康志/小林 裕幸/佐野

2

クボッキーと素敵な親父達
4513 ち～む☆のざき
久保木 美代子/川端 晃/小林 利美/平松 章治/田中 滋照/安藤

3

ドラミンゴ
4522 FLAMINGO
村上 譲治/奥山 理恵/小寺 潤/鈴木

4

MIX
4515 クマーマンCT
山川 直人/町田 雅俊/乗貞

裕/大黒 哲也/藤田 沙織

5

とれぱんだ
4516 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/菊池 哲也

6

NOKO
4521 JIJI
岡田 雅昭/北野

7

思春期
4507 GOODTROUBLE
水野 宏美/岡田 直樹/白石 泰清/橘

8

PLEASE MIX
4514 FAIR
追鳥 恭子/越智 裕暢/藤原 政宏/鶴田

9

4502 ブルーサンダーズ
篠崎 篤史/堀内 篤/森橋

恭子/松木 洋介

10

4518 スネークバイト
佐藤 農/平野 達也/石本

健一/福留 智史/岩井 亜理沙/名兒耶 敏也/中村 慎吾/高田 夏希

11

STAR
4523 FLAMINGOじゅんALL
荒木 順子/野口 裕子/永田 善幸/谷本

12

4503 レッドハリケーンズ
岡田 磨/畠田 剛志/奥澤 朋子/田代

13

ファイヤァー
4506 ティーアイシー
髙橋 佳之/木下 昇/平山 義之/小出石

光貢/月森 俊輔/久延 美紀

14

4517 サエラB－Messiah－
持田 博美/山井 皓貴/清原 健汰/大室

祐斗/嶋村 優

15

FREX
4508 Team
柳井 正隆/中原 佳子/米田

16

Red Cross C
4509 Okayama
黒﨑 貴雅/橘 大輔/髙本 亜希子/橋本

17

4512 よいこの安全運転
吉田 謙一/川上 可博/河口

和彦/伊達 秀樹/塩塚 弘幸/田中 梨絵/田中 美里/野田 健一

18

4519 OKAMOTO’S
岡本 修一/津田 和博/津田

里沙/田中 亮次/小牧 英義

19

4511 ミナミの帝王
河島 隆貴/佐藤 宏樹/鷲田

明広/宇根 美里/橋爪 奏子/河本 佑子/花岡 彩/南 晃平

20

4505 中村の手下。。
筒井 泰貴/川渕 泉/谷崎

21

4501 割烹ぱっとりOPEN前
山川 俊紀/中島 弘毅/藤川 耕/宮村

22

レンタカー
4520 北浜non-dacrez
長栄 浩二/風浦 さとこ/前 有咲/吉田 幸加/大村

23

4510 しぃくゎ～さぁ☆WiLLs
中村 尚志/高原 健佑/森分 努/森分

史和/松岡 宏昌/今泉 雄祐/鹿毛 利枝/田中 典行
彰浩

清人/柳田 博樹/石川 俊一/金森 孝憲/加藤 高生

久枝/小林 秀樹/井原 健太郎/山口 伸正/西川 浩太郎/平井 潤/井原 晃文
真一/徳永 雄哉
雅和/山本 尚矢

久美子/本村 浩一/筆野 留実/亀井 美紀/佐藤 洋子

純也

拡二/菱川 哲也/浅野 幸平/加藤 聖二/葛原 徳之/白神 英之
今日子/片岡 昌樹/西井 和也/妹尾 一範/上村 慎一

史典
卓/大部 春香/白川 奈知/服部 英津子/岩本 勇樹
洋二/浦内 智久/佐藤 公輝

志保

Time

+TOP

km/h

103周 10:03:25.366

37.92 km/h

101周 10:05:39.282

-2 Lap 37.05 km/h

99周 10:02:38.760

-4 Lap 36.49 km/h

96周 10:03:21.375

-7 Lap 35.35 km/h

95周 10:02:41.258

-8 Lap 35.02 km/h

95周 10:05:46.230

-8 Lap 34.84 km/h

90周 10:06:21.647

-13 Lap 32.97 km/h

87周 10:06:58.025

-16 Lap 31.84 km/h

85周 10:04:42.320

-18 Lap 31.23 km/h

85周 10:04:54.719

-18 Lap 31.21 km/h

83周 10:05:39.529

-20 Lap 30.44 km/h

80周 10:06:14.502

-23 Lap 29.31 km/h

80周 10:07:08.809

-23 Lap 29.27 km/h

80周 10:08:33.534

-23 Lap 29.20 km/h

78周 10:08:57.619

-25 Lap 28.45 km/h

77周 10:00:29.422

-26 Lap 28.48 km/h

76周 10:03:11.748

-27 Lap 27.99 km/h

74周 10:00:44.487

-29 Lap 27.36 km/h

74周 10:02:37.531

-29 Lap 27.28 km/h

74周 10:07:17.915

-29 Lap 27.07 km/h

73周 10:02:15.883

-30 Lap 26.93 km/h

65周 10:00:44.588

-38 Lap 24.03 km/h

61周 10:03:18.180

-42 Lap 22.46 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 株式会社隼
後援 ： 株式会社マトリックス

協力 ： アシスト モータリストクラブ･アイダクラブ
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