第14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：2016年7月23日～24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

4528

valmoto

2

4516

ち～む☆のざき MIX-A

3

4526

ShoLow's

4

4527

Peanuts Racing KCW

5

4514

Campagnolo-岡山HIROKO！

6

4524

コソレンジャー

7

4517

ち～む☆のざき MIX-B

8

4525

マッスルボンバーズ

9

4504

チャリ恋de♡福山

10

4502

すいすいアイナメ

11

4522

HARIMA BIKE FELLOWS

12

4513

TeamFREx ★ゆかちゃん★

13

4506

MGCT

14

4509

Zスポーツ サイクリングの人達

15

4508

佐用YKB

16

4520

CLOUD9

17

4503

チームよせなべ

18

4521

Team OPED-B

19

4512

TeamFREx ★よしこちゃん★

20

4515

Campagnolo-岡山オコノシュウ！

21

4519

よいこの集いB

22

4529

KCW健全組

23

4510

TEAM なかまもりとくよし

24

4511

TeamFREx ★まりこちゃん★

25

4507

伊達軍～チャリの陣～

26

4523

自転車操業 人材投資課

27

4505

カス虫の集い

舟知 真理/Valsecchi Flavio/坂口 ﾌｧｳﾞｨｵﾛﾍﾟｽ/Mochzuki Hideki junior/Sakaguchi Ivo Akira/大河内 将泰

平松 章治/湯田 賢次/浪本 祐介/横田 尚亮/市場 淳二/久保木 美代子/安藤 勘太
山本 桂司/吉岡 努/錫木 淳/小谷 道子/橋本 卓雄/中村 暁雄
水谷 元彦/岩下 秀和/宮口 直之/柏野 祥重/山田 正大/河村 拓真
井狩 吉雄/中井 健二/長谷川 恵介/桐野 和彦/鶴屋 孝/伊藤 嘉郎/齋藤 弘志郎/川本 浩子
山本 淳二/山本 恵子/松吉 佑樹/尾崎 麻美

野崎 拓海/二宗 拓実/小竹 幹太/安藤 理加/小福田 濃
小松 竜太/長行司 研太/鵜飼 知春/範國 茉里/三木 智世

三山 克之/岩本 一成/作田 和夫/岡野 真人/岡野 好美/荒木 一哉/佐藤 憲史
松本 真俊/松本 真美/西田 昇平/河尻 武士
大橋 裕文/森黒 恭幸/谷川 陽子/池田 祐樹/原 崇/藏元 敏裕/中原 一成/小村 敏男
角野 有香/葛原 徳之/白神 英之/瀬尾 嘉
奥 侑樹/迎 直樹/小野田 宏昭/浅野 絵美/森田 雄大/平光 佑也/久戸 康平

窪田 賢司/猪上 美由紀/坂本 光/向山 直樹
川本 治邦/国広 大樹/高見 浩樹/押田 晃英/西田 暁史/松坂 美貴/木南 智/山本 智子
篠崎 直緒/佐伯 勝/村上 順也/長井 悠佳里/渡邉 直人/渡邉 小百合
丸田 孝和/吉津 千尋/吉津 未佳/塩野 延尊/松本 伸介
中塚 透/中嶋 千順/千葉 剛郎/木村 眞由美/三井 照男

中原 佳子/井上 由介/加藤 聖二/前田 純
武本 洋典/安田 憲太/林 鉄也/藤田 善徳/小西 智之/河上 哲芳/大森 一宏/山本 雅恵

伊達 秀樹/高下 正/川上 可博/松本 謙二/森 久智/井上 優子/上田 哲也
岡野 泰輔/西 剛宏/西 瞳美/水谷 佳紀/薮田 純平/薮田 梨瑛
真鍋 靖男/中島 豊/森本 彩太/石原 得世/吉岡 慎也
柳井 正隆/菱川 哲也/井上 真梨子/青野 達人
田原 康太郎/平野 仁菜/松浦 瑞穂/米津 美香/伊達 信太郎/金子 志津/佐伯 博昭

金井 宏和/佐藤 佳子/荻野 健太/笹岡 昌弘/柴崎 一輝/池村 悠太郎/藤井 克也
中原 範人/阪本 晃好/町田 大樹/大長 健一/河手 健志/坂元 徹/奥村 浩二/宗定 穂佳

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

2016/7/24 6:21:58 POWERTAG by Matrix-Inc
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Time

+TOP

106周 10:03:56.614

km/h
38.99 km/h

101周 10:04:51.772

-5 Lap

37.09 km/h

98周 10:00:13.413

-8 Lap

36.27 km/h

97周 10:07:32.016

-9 Lap

35.47 km/h

91周 10:02:43.158

-15 Lap

33.54 km/h

90周 10:00:09.567

-16 Lap

33.31 km/h

88周 10:07:46.269

-18 Lap

32.16 km/h

87周 10:00:09.880

-19 Lap

32.20 km/h

87周 10:02:22.336

-19 Lap

32.08 km/h

86周 10:04:15.145

-20 Lap

31.62 km/h

85周 10:03:02.246

-21 Lap

31.31 km/h

83周 10:04:32.212

-23 Lap

30.50 km/h

82周 10:00:29.365

-24 Lap

30.33 km/h

80周 10:02:02.049

-26 Lap

29.52 km/h

80周 10:04:47.144

-26 Lap

29.38 km/h

79周 10:00:18.653

-27 Lap

29.23 km/h

79周 10:06:22.266

-27 Lap

28.94 km/h

77周 10:06:11.351

-29 Lap

28.22 km/h

76周 10:00:09.237

-30 Lap

28.13 km/h

75周 10:00:48.550

-31 Lap

27.73 km/h

74周 10:00:31.281

-32 Lap

27.37 km/h

73周 10:01:53.115

-33 Lap

26.94 km/h

72周 10:02:09.551

-34 Lap

26.56 km/h

70周 10:08:05.761

-36 Lap

25.57 km/h

70周 10:10:46.603

-36 Lap

25.46 km/h

69周 10:01:07.312

-37 Lap

25.50 km/h

68周 10:00:47.501

-38 Lap

25.14 km/h

【 10時間 チーム MIX 】
Rank. No.
28

4518

第14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

おもひでづくり

65周 9:56:42.915

柚木 光浩/山手 洋範/瀬野 利之/金子 聡/松村 誠志/四ツ谷 弘子/張 哲/岡本 菜那

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

2016/7/24 6:21:58 POWERTAG by Matrix-Inc
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Time

+TOP

km/h

-41 Lap

24.20 km/h

