第12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：2014年7月26日～27日

会場：岡山国際サーキット（1周3.703km）

【 10時間 チーム MIX 】
Rank. No.

StartTime : 20:00:00
Laps

チーム名／メンバー

1

4520

ち～む☆のざき BOMA

2

4510

チームダックスフンド・いっちゃん

3

4519

ち～む☆のざき MIX

4

4509

チームダックスフンド・ＭＩＸ１

5

4516

ちゅう吉ロード部

6

4524

フラミンゴ ドラミンゴ

7

4521

クマーマンracingMIX

8

1565

スネークバイト・ち～む

9

4518

カンパニョーロ岡山

10

4525

FCH2

11

4501

TICファイヤー

12

4522

ハピガルRT feat.すなっち観光

13

4506

チームサエラ-レッドブル-

14

4507

チームサエラ-メシア-

15

4517

カンパニョーロ岡山 ＵＰＵＰ

16

4504

ＴｅａｍＦＲＥｘ Ａ

17

4508

チーム ゆとりろ

18

4513

チーム新幹線

19

4505

ＴｅａｍＦＲＥｘ Ｚ

20

4511

チームダックスフンド・女子部

21

4514

Ｓａｂｕｒｉ-Ｎａ

22

4502

ぷるぷるイワシ

23

4503

RUN WITH THE WIND Ribbon Re

24

4515

チーム テイクワン

25

4523

Team 住田家

川端 晃/山口 啓路/久保木 美代子/吉田 徹/林 宏明/酒井 伴行/野崎 天我
造田 優一/葛西 逸美/国貞 淳/佐野 彰/溝原 誠
伊井 ちなみ/前田 悟志/横山 勝也/湯田 賢次/宇川 幹夫/浪本 祐介/野崎 拓海
中山 雅弘/坪井 靖幸/森 高志/金本 優/真野 恵美子/田中 義晃
村田 芳幸/佐伯 知明/河合 範征/瀬良 一輝/笠原 祥史/井上 直樹/下江 麻依子/森久 明幸
村上 譲治/奥山 理恵/石川 俊一/荒木 順子/柳田 博樹/筆野 留美/原田 裕子/鈴木 清人
大黒 哲也/北村 誠司/刈谷 文昭/藤田 沙織
佐藤 農/小菅 一徳/福留 智史/川 充雄/藤井 聖也/岩井 亜理沙/吉田 勝彦
井狩 吉雄/居樹 秀明/桐野 和彦/伊藤 嘉朗/大森 一宏/川本 浩子/林 鉄也/月本 晋二
佐々木 政弘/中原 正道/座間 美穂子
木下 昇/髙橋 佳之/久延 美紀/勝又 勇貴/月森 俊輔/小出石 光貢/松本 友希
山本 嘉代/平林 楓輝/櫻叉 隆宏/高本 祐子/熊本 有加/中川 みづほ/山本 直樹/渡部 勝廣
玉井 美里/小野 美也子/松井 利起/小林 奈央/三宅 梨沙/宇田川 萌乃香
持田 博美/関口 晴華/嶋村 優/石井 颯人/三浦 菜月
武本 洋典/安田 憲太/小西 智之/難波 達也/齋藤 弘志郎/藤田 善徳/河上 哲芳/山本 雅恵
米田 拡二/加藤 聖二/浅野 幸平/井上 真梨子/井上 由介/綿谷 啓介
草塲 大輔/草塲 奈津子/浅田 剛/寺嶋 麻希
岸本 大輔/岸本 武/岸本 健二/坂口 達也/梶川 昌樹/簾長 真宏/元林 巧/岡野 みづほ
柳井 正隆/白神 英之/葛原 徳之/菱川 哲也/中原 佳子/瀬尾 嘉
中山 絹子/久山 桃代/永田 裕子/吉村 香映/景山 真有/内藤 加代子/赤坂 真里
田口 政利/佐藤 由実/亀高 由佳里/渡辺 健太郎/安達 優樹/湊 健司/藤田 英里/小野 貴行
松本 真俊/松本 真美
近藤 大典/裏野 正治/廣田 清志/永井 百合子
竹本 偉斉勇/入江 達也/蒲原 尚子/橋本 寿晴/大月 知徳
住田 義克/住田 二美栄/住田 義斗/住田 義仁

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
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Time

+TOP

101周 10:02:58.508

km/h
37.21 km/h

96周 10:00:12.498

-5 Lap

35.53 km/h

95周 10:02:58.327

-6 Lap

35.00 km/h

94周 10:03:52.034

-7 Lap

34.58 km/h

92周 10:01:03.041

-9 Lap

34.00 km/h

92周 10:01:10.564

-9 Lap

34.00 km/h

90周 10:00:13.827

-11 Lap

33.31 km/h

86周 10:05:54.738

-15 Lap

31.53 km/h

85周 10:03:44.597

-16 Lap

31.28 km/h

84周 10:01:35.448

-17 Lap

31.02 km/h

83周 10:00:02.165

-18 Lap

30.73 km/h

83周 10:01:16.946

-18 Lap

30.66 km/h

80周 10:06:52.765

-21 Lap

29.28 km/h

78周 10:08:32.884

-23 Lap

28.47 km/h

76周 10:05:05.896

-25 Lap

27.90 km/h

74周 10:07:49.797

-27 Lap

27.04 km/h

73周 10:00:22.139

-28 Lap

27.01 km/h

73周 10:04:16.569

-28 Lap

26.84 km/h

73周 10:04:23.605

-28 Lap

26.83 km/h

71周 10:09:14.512

-30 Lap

25.89 km/h

70周 10:06:10.884

-31 Lap

25.65 km/h

70周 10:07:12.637

-31 Lap

25.61 km/h

69周 10:03:41.808

-32 Lap

25.39 km/h

65周 10:01:04.074

-36 Lap

24.02 km/h

59周 10:01:51.366

-42 Lap

21.78 km/h

