第17回ミッドナイトエンデューロ in OKAYAMA International Circuit
開催日：2019/07/20-21

会場：岡山国際サーキット（1周3.703km）

【 8時間 チーム MIX 】
Rank. No.

StartTime : 21:00:00
+TOP

チーム名／メンバー

Laps

76周 8:02:24.262

1

5512

ち～む☆のざき MIX-A

2

5503

ちゅう吉ロード部MIX8H

3

1524

BZ

4

5501

Hyper Night Club

5

5511

ち～む☆のざき 劇場版

6

5513

ち～む☆のざき MIX-B

7

5509

無職のspeedtest.net

8

5505

Campagnolo-岡山レジェンド！！

9

5506

チーム田渕

10

5508

もきゅもきゅわっふるわんだーらんど

11

5514

Ｅｉｎｓ１

12

5510

老師

13

5507

日光スキークラブ

14

5515

Ｅｉｎｓ２

15

5504

Campagnolo-岡山オコノシュウ！

16

5502

ライドステーション神戸

小山 卓己/湯田 賢次/二宗 拓実/稲田 吉映/杉本 周/高橋 亨
井上 直樹/宮川 卓磨/山口 健吾/小原 匡博/小林 太郎/郷坪 理絵/安藤 知紘/三宅 元気
大西 俊輔/久城 直樹/須藤 航/滝澤 宏行/西井 翔太郎/新田 雄大/門田 芳恵
神原 龍二/日下 剛/高橋 英徳/山本 満哉/畑野 陽/立岩 真衣
河井 慎治/中山 誠/森藤 祥裕/竹大 一平/中山 典彦/島 健葵/中尾 真由美
久保木 美代子/小山 ここあ/白石 忠男/平松 章治/浪本 祐介/市場 淳二/江國 健太郎/小福田 濃
足羽 篤/中島 啓/三村 有香/大谷 祐基/長島 諒
井狩 吉雄/鶴屋 孝/伊藤 嘉朗/桐野 和彦/居樹 秀明/安部 俊幸/山内 清美
中津 竜二/中津 竜之介/田渕 雅士/新島 陽次/普天間 智子/中津 秀弥/中津 季悠
藤原 佑介/山本 貴久/宮田 嘉人/安田 明弘/村林 真衣/中原 花奈/乃生 将也
佐々木 肇/免田 将弘/中村 早織
足羽 節子/明樂 五月/足羽 和明/吉田 久夫/土井原 敏郎/石井 聡
中野 敏寛/遠藤 葵恵/内藤 颯一郎/中島 海斗/丸山 倖芽/田邉 希來
大川 英敏/古市 智弘/久世 紗矢香/坂根 恭平
武本 洋典/安田 憲太/林 鉄也/齋藤 弘志郎/藤田 善徳/重成 忍/井上 敬一郎/山本 雅恵
石川 佐知子/今西 一聡/石川 雅大

Time

km/h
35.00 km/h

75周 8:00:32.723

-1 Lap

34.67 km/h

75周 8:04:47.714

-1 Lap

34.37 km/h

72周 8:03:47.265

-4 Lap

33.06 km/h

68周 8:02:18.931

-8 Lap

31.32 km/h

66周 8:02:38.754

-10 Lap

30.38 km/h

65周 8:00:07.890

-11 Lap

30.07 km/h

65周 8:02:51.547

-11 Lap

29.90 km/h

61周 8:02:19.292

-15 Lap

28.09 km/h

59周 8:07:54.873

-17 Lap

26.86 km/h

59周 8:09:38.074

-17 Lap

26.77 km/h

58周 8:04:49.050

-18 Lap

26.57 km/h

55周 8:09:56.117

-21 Lap

24.94 km/h

53周 8:01:31.618

-23 Lap

24.45 km/h

45周 8:02:51.489

-31 Lap

20.70 km/h

15周 4:28:18.335

-61 Lap

12.42 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 株式会社キャットアイ 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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