第13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：2015年8月1日～2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

チーム名／メンバー

Laps

93周 10:01:05.393

1

4514

ち～む☆のざき MIX

2

4518

チーム新市

3

4505

ｓｈａｋａｒｉｋｉエース

4

4509

Muscle bombers

5

4517

ちゅう吉ロード部２組

6

4504

サエラteam風樂

7

1548

HARIMA BIKE FELLOWS

8

4513

高知工科大学サイクリング部 C

9

4510

Team FREx PowerMAKKS

10

4516

Campagnolo-岡山 HIROKO！

11

4507

ミヤタポタリスト

12

4511

Team FREx

13

4519

よいこの集いB

14

4515

Campagnolo岡山 オコノシュウ！

15

4503

ハピガルwithすなっち観光

16

4502

チーム ゆとりろ

17

4512

Team FREx 1軍

18

4501

三度の飯より米が好き

19

4508

SKY･Amacyclingﾞ

20

4506

有限会社 自転車操業 人材投資課

市場 淳二/前田 悟志/宇川 幹夫/伊井 ちなみ/石坂 直也/水島 昌和/山口 啓路
檀田 徳光/水成 公治/杉浦 大介/坂本 浩子
野村 盛三/杉本 公成/城水 義成/尾崎 敏哉/谷口 子子
山本 淳二/山本 恵子/小松 竜太/山本 知佳/長行司 研太
山下 勝司/井上 直樹/石原 賢治/髙橋 芳輝/木村 広夫/山根 千文/常国 聖也/守屋 貴弘
伊丹 沙弥香/大森 悠真/片上 風樂/松浦 生
池田 祐樹/森黒 恭幸/中原 一成/山本 裕章/大橋 裕文/原 崇/大国 裕子/蔵元 敏裕
髙田 雄哉/小栗 佑斗/大西 裕治/尾﨑 珠子/藤原 匠/藤川 洋徳/土居 良太
角野 有香/加藤 聖二/青野 達人/瀬尾 嘉/前田 純
河上 哲芳/桐野 和彦/鶴屋 孝/長谷川 恵介/伊藤 嘉朗/小西 智之/大森 一宏/川本 浩子
三山 克之/三山 由紀/宮田 信彦/細川 隆文/渡邉 昌幸/作田 和夫/鳴輪 将治/松本 吉典
柳井 正隆/中原 佳子/葛原 徳之/井上 由介
吉田 謙一/吉田 英司/高下 正/野田 健一/森 久智/井上 優子
武本 洋典/安田 憲太/月本 晋二/林 鉄也/藤田 善徳/斎藤 弘志郎/難波 達也/山本 雅恵
山本 直樹/渡部 勝廣/中島 弘道/高本 祐子/藤本 明日香/荒木 美保子/松本 美代子
藤村 勇/草塲 奈津子/浅田 剛/吉田 麻美/竹内 和城/八鍬 秀俊
米田 拡二/菱川 哲也/白神 英之/井上 真梨子/富田 勝
田原 康太郎/金子 志津/松浦 瑞穂/平野 仁菜/岩戸 崇文/市川 勤
岡本 圭祐/赤木 稔明/池田 勝利/小越 尚浩/古宮 剛/伊藤 満男/池田 美江/瀧口 元仁
浜 広太/躍場 由記/星野 翔/佐藤 大貴/湊 文美/山本 将崇

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

2015/8/2 6:32:19 POWERTAG by Matrix-Inc
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Time

+TOP

km/h
34.37 km/h

92周 10:05:30.263

-1 Lap

33.75 km/h

89周 10:03:25.868

-4 Lap

32.76 km/h

89周 10:06:10.281

-4 Lap

32.62 km/h

88周 10:02:11.881

-5 Lap

32.46 km/h

86周 10:02:03.760

-7 Lap

31.73 km/h

86周 10:06:19.754

-7 Lap

31.51 km/h

83周 10:06:38.813

-10 Lap

30.39 km/h

81周 10:05:59.957

-12 Lap

29.69 km/h

80周 10:00:44.557

-13 Lap

29.58 km/h

78周 10:02:58.818

-15 Lap

28.74 km/h

75周 10:00:03.122

-18 Lap

27.77 km/h

75周 10:05:56.597

-18 Lap

27.50 km/h

73周 10:06:14.530

-20 Lap

26.75 km/h

72周 10:07:21.144

-21 Lap

26.33 km/h

71周 10:09:14.485

-22 Lap

25.89 km/h

69周 10:07:24.994

-24 Lap

25.23 km/h

67周 10:01:20.731

-26 Lap

24.75 km/h

66周 10:04:57.487

-27 Lap

24.23 km/h

57周 10:06:55.873

-36 Lap

20.86 km/h

