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和総合病院Aが振り切ての3位。ﾗｽﾄ1

周の勝負であった。           

■参加ｼｮｯﾌﾟ（車検協力ｼｮｯﾌﾟ） 

◆ GIRAFFE  

◆ Pluslbicycles  
◆ POWER-KIDS  
◆ ｱﾙﾍﾟﾝ学園東大通店自転車館  

◆ ｱﾙﾍﾟﾝ自転車館鹿嶋店  

◆ ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｲﾏｲ  

◆ 川崎乗物ﾃﾞﾊﾟｰﾄ  
◆ ｻｲｸﾙﾃﾗｽ  

◆ じてんしゃｺﾑRin  
◆ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱつくば  

◆ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱ二子玉川  

◆ ｾｵｻｲｸﾙ練馬旭丘店  

◆ ｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ  
◆ ﾄﾚｯｸｽﾄｱ六本木  
◆ ﾊﾞｲｼｸﾙｾｵ新松戸店  

◆ 杉山ｻｲｸﾙ  

◆ 中山創輪塾 

◆ ｻｲｸﾙﾊｳｽWISH 

◆ ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ  

☆2015 夏の８耐 29th！ 

筑波夏８耐 29th 2015                                               ＪＣＣＥＲＣ プレジャー サマー No.10 

 ＰＬＥＡＳＵＲＥ       Summer 

☆夏８耐 シリーズ第２戦 

7月11日 気温度20・晴れ、絶好のﾚｰｽ日和。 

夏の８耐は239ﾁｰﾑ（２耐４耐含む）参加。 

≪２耐・４耐同時開催≫ 

ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨｽﾀｰﾄ（先頭ｽﾀｰﾄ優先権・昨年春夏秋

今年春10位以内、ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ10位以内）のﾁｰﾑ

も加わり全ﾁｰﾑがｸﾞﾘｯﾄに並ぶ。ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝが始

まり10：00ｽﾀｰﾄ（26°）ｱｽﾌｧﾙﾄの上は体感温

度＋5°。1時間経過（27.5°）1位周回数21周

（20ﾁｰﾑ同周回数）ﾗｯﾌﾟ2分49秒、2時間経過

（29.3°）1位周回数40周（11ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分48秒

【39周9ﾁｰﾑ】、3時間経過（30.2°）1位周回数60

周（7ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分48秒【59周4ﾁｰﾑ】、4時間経

過（30.7°）1位周回数79（6ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分49秒

【78周5ﾁｰﾑ】、5時間経過（31°）1位周回数99（6

ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分49秒【97周5ﾁｰﾑ】、6時間経過

（30.9°）1位周回数118（6ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌ ﾟ2分49秒

【116周2ﾁｰﾑ】、7時間経過（30.3°）1位周回数

136（5ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分49秒【135周1ﾁｰﾑ】【134周2

ﾁｰﾑ】【133周2ﾁｰﾑ】。 残り1時間ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞが慌

ただしくなる、各ﾁｰﾑともｴｰｽへのﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞが

迫ってくる。16：30分ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞ閉鎖。残り30分、総

合2位3位が激戦。ﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞが振られ夏８耐

が終了した（28.3°）。 

恒例のｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ曲でｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝが始まる。各ﾁｰ

ﾑｴｰｽﾗｲﾀﾞｰ達はｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝﾗｲﾀﾞｰﾀｵﾙ振りﾒｲﾝｽ

ﾄﾚｰﾄに入って来る、笑顔と拍手での出迎えと花

火が祝福する光景はいつも輝いている。恒例と

なったｺｰｽ上での記念撮影があちらこちらで行

われる。表彰はｺｰｽ上で華やかに行われた。ﾗｲ

ﾀﾞｰのｼｬﾝﾊﾟﾝﾌｧｲﾄでﾁｰﾑﾒｲﾄと観客も一緒に

なって喜び合う。今年の夏８耐閉幕・・・第3戦秋

８耐で逢いましょう。 

■ﾃﾞｰﾀから見た総合優勝争い 

《１時間経過》 

1位・ﾀﾙﾀﾙｰｶﾞ、2位10秒遅れてJ-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、

46秒遅れて3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、53秒遅れて4位・

ｾﾏｽ新松戸-Fを先頭に15ﾁｰﾑ・ﾄﾚｲﾝ走行。 

《２時間経過》 

1位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、2位・POWER-KIDS D、3位・

POWER-KIDS C、4位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、5位・ﾁｰﾑｺ

ﾑﾘﾝ、6位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、7位・愛和総合病院

A、（7位までﾄﾚｲﾝ走行）。8位・ｾﾏｽ新松戸-F（7

位との差1′20″）先頭で3ﾁｰﾑﾄﾚｲﾝ走行。 

《３時間経過》  
1位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、2位・愛和総合病院A、3位・

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、4位・POWER-KIDS C、 

5位・POWER-KIDS D、6位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ(6位までﾄ

ﾚｲﾝ走行）、7位・2′12″遅れﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ。 

1Lap差で、8位・Team Bermda、先頭に3ﾁｰﾑ。 
《４時間経過》 

1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、3位・J-

ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、4位・愛和総合病院A、 

1′22″差で5位・POWER-KIDS D、6位・

POWER-KIDS C、1Lap差で、7位・ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞ

ﾊﾟｰﾙX、8位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、9位・ｽﾌﾟﾛｹｯ

ﾂ･かみねっち、10位・Team Bermda。 

《５時間経過》  
1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、3位・J-

ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、1′10″差で4位・愛和総合病

院A、1′42″差で5位・POWER-KIDS D、 

6位・POWERKIDS C、2Lap差7位・ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞ

ﾊﾟｰﾙX、先頭に4ﾁｰﾑ。 

《６時間経過》 

1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 、3位・J

-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、4′22″差で4位・POWER-

KIDS D、5位・POWER-KIDS C、6位・愛和

総合病院A、2Lap差7位・Team Bermda、8

位・ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙX、3Lap差で9位・ｽﾌﾟﾛｹｯ

ﾂ･かみねっち、10位・ｾﾏｽ新松戸-F。 

 《７時間経過》 

1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、1′

50″差で3位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、48″差で4

位・POWER-KIDS  C、5 位・POWER-KIDS 

D、 1Lap差で6位・愛和総合病院A、2Lap差

で7位・Team Bermda、8位・ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ

X、3Lap差で9位・ｾﾏｽ新松戸-F・10位ｽﾌﾟﾛ

ｹｯﾂ･かみねっち、残り1時間の駆け引きが

始まる。 
《ｺﾞｰﾙ・ﾄｯﾌﾟ10》 

総合１位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、２位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、３

位・愛和総合病院A、４位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、

５位・POWER-KIDS C、６位・POWER-KIDS 

D、７位・Team Bermda、８位・ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ

X、９位・ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ･かみねっち、 

10位・CANALE7 

◇総合優勝 総合2位 

総合優勝ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞと総合2位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ

はｽﾀｰﾄからｺﾞｰﾙまで2ﾁｰﾑでﾚｰｽを組み立

てる計画ではないか。8h・16回全てﾋﾟｯﾄｲﾝ

を同時に入りﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞしﾋﾟｯﾄｱｳﾄする。

ﾄｯﾌﾟを明け渡したとしても、2ﾁｰﾑ体制のﾄﾚ

ｲﾝならﾚｰｽを優位に運べる。春８耐でﾁｰﾑｺ

ﾑﾘﾝｽﾞ総合5位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ14位。夏は教訓

を生かしたﾚｰｽ運びをした。ｺﾞｰﾙをﾜﾝﾂｰﾌｨ

ﾆｯｼｭ見事なﾚｰｽ運びでの優勝・準優勝で

ある。ｼﾘｰｽﾞ戦春夏も1位・2位と決めた。 

優勝おめでとう！ 

 ◇総合3位を賭けての勝負 

ｽﾀｰﾄから5h経過、J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ3位、1分

遅れて愛和総合病院A4位と遅れだした。6h

経過、3位J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ・15秒遅れ、4位

POWER-KIDS C・5位POWER-KIDS D、6位

愛和総合病院A3分の遅れ。7h経過、3位J-

ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ1分遅れ、4位POWER-KIDS C・

5位POWER-KIDS Dは2分遅れ、6位愛和総

合病院A・1周遅れ。愛和総合病院Aは142

周回で3位に追いつく。3位を賭けてのｴｰｽ

勝負。4位J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞに0″007の差で愛

☆表彰 

総合優勝       ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ（155周） 

ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ賞    じてんしゃｺﾑRin 

２位            ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ（155周） 

３位           愛和総合病院A（154周） 

ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ   ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ      

 (2’45”823) 

ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ (41周)  

RM/1位        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

RX/1位         ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ･かみねっち 

OM/1位        ﾀﾙﾀﾙｰｶﾞ 

OX/１位        Brackets ﾅｵｺ 

OL/１位        ZEROtoTOP 兎 

AB/１位        ｾﾏｽ新松戸ｰF 

AM/１位        ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ･ﾊｯｽﾙ 

AA/１位         JAL自転車ｸﾗﾌﾞA 

100ﾗﾝｸ/1位     T.PARANOiA 

200ﾗﾝｸ/1位     ｺﾏﾂｲｶﾞﾗｼﾙ 

H2/１位        小林 一博 

H4/1位      team颯51 湖  

ﾋﾟｯﾄｸﾙｰ      髙橋 哲夫 

ｼﾘｰｽﾞ春夏 １位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

ｼﾘｰｽﾞ春夏 ２位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

ｼﾘｰｽﾞ春夏 ３位 愛和総合病院A 
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《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 19ﾁｰﾑ   ☆周回数155周 

41回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

34回≫J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ 

28回≫愛和総合病院A 

26回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

 5回≫POWER-KIDS C 

 3回≫ｾﾏｽ新松戸-F、ﾀﾙﾀﾙｰｶﾞ 

 2回≫ｽﾉｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ、Pluslbicycle、

TeamBermuda 

 1回≫POWER-KIDS D、POWER-KIDS E、 

 Team Avancer、ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞA、 

 ﾅｲｽ！日本の心、CANALE7、 

 NextStage B、ﾁｰﾑｻｲｽﾞﾐｯｸｽⅡ、 

 BEXﾅﾏｹﾓﾉ 

☆22周～32周までJ-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞが主導権を取る 

☆44周～81周まで愛和総合病院Aが主導権を取る 

☆82周～117周までﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ・ﾁｰ

ﾑｺﾑﾘﾝが主導権を取る  
☆118周からｺﾞｰﾙ155周までﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ

は先頭ﾄﾚｲﾝ走行で優勝を果たす 

    
☆ｼﾘｰｽﾞ参加ﾁｰﾑ（夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ） 

（ﾁｰﾑ員募集は募・hpあり・春８耐目標・ﾁｰﾑｶﾗｰ） 

◇ Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 

  楽しむ・死ぬまで走る 

◇ はすだ支援隊ﾏﾙｽ （募） 

入賞・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ＆ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 

◇ はすだ支援隊ﾕﾋﾟﾃﾙ （募） 

入賞・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ＆ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 

◇ はすだ支援隊ﾌﾟﾙﾄ （募） 

楽しむ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや地域貢献するｽﾎﾟｰﾂ仲間 

◇うまぎーぬA  

  楽しむ 

◇NOC RACING （募）（hp） 

3位以内 

◇SSKK+ （募集） 

楽しむ・常に楽しむ、ﾁｰﾑ内がﾗｲﾊﾞﾙ 

◇TeamｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽⅠ（hp） 

楽しむ・仲良し 

◇愛和総合病院A （募）（hp） 

わきあいあい 

◇NAK A 

楽しむ・NAK Bに勝つ！ 

◇JAL自転車ｸﾗﾌﾞA 

楽しむ・ﾕﾆﾌｫｰﾑ作成中、来年にはできる 

◇JAL自転車ｸﾗﾌﾞB 

  楽しむ 

☆夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ 

⇒はすだ支援隊ﾃﾙｽ （募） 

楽しむ 

⇒みんくる深川   

   楽しむ・職場の仲間和気あいあいﾒﾝﾊﾞｰ次第、順

位を狙う 

⇒ 走賛会 （募） 

入賞・気軽ﾊﾞｲｾｺｰ 

⇒ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰW  

楽しむ・ﾏｲﾍﾟｰｽ怪我なく全員完走するのが目標 

⇒ ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰA 

楽しむ・怪我せず大人の運動会 

⇒ ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰT 

楽しむ・平均年齢もやる気もUpperです 

⇒ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰS 

楽しむ・゛山゛が入ってるﾁｰﾑ 

⇒POWER-KIDS C 

入賞 

⇒UGAﾀﾏ 

3位以内 

⇒ 日本橋のﾏﾀﾞﾑ （募） 

楽しむ・ 

⇒みんくる千住 

都営ﾊﾞｽの運転手、みんなおやじです 

☆表彰 

4hﾘﾐｯﾄ賞3人 1位 Team Bermuda 

                     2位 ﾒｲﾄﾞさん学科K 

                     3位 UGAﾀﾏ 

4hﾘﾐｯﾄ賞4人 1位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

                     2位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

                     3位 愛和総合病院A 

4hﾘﾐｯﾄ賞5人 1位 ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ･かみねっち 

                     2位 はすだ支援隊ﾏﾙｽ 

                     3位 Pluslbicycle 

4hﾘﾐｯﾄ賞6人 1位 J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ 

                     2位 ｾﾏｽ新松戸-F 

                     3位  CANALE7 

RM/2位        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

RM/3位        愛和総合病院A 

RM/4位        J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ 

RM/5位        POWER-KIDS C 

RM/6位            POWER-KIDS D 

RM/7位            Team Bermuda 

RM/8位            ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙX 

RM/9位            CANALE7 

RM/10位          Pluslbicycle 

RX/2位        ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞA 

RX/3位        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ 

RX/4位            ﾜﾝﾀﾞｰｻｲｸﾘﾝｸﾞ 

RX/5位      J-ｶﾜｻｷ･ｲｴﾛｰ 

RX/6位      NextStage B 

RX/7位            Team Avancer 

RX/8位            ｴｺﾀﾞﾗｲﾀﾞｰA 

RX/9位            ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞB 

RX/10位          ﾐﾗｲﾄ ﾁｰﾑM 

OM/2位      ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞA 

OM/3位      ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞC 

OX/2位       ﾁｰﾑDSJ-B 

OX/3位       JvClub15-B 

OL/2位       つくﾄﾗ系女子 

AM/2位        Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 

AM/3位        Vivid&BLADE 

AB/2位        ｾﾏｽ新松戸-D 

AB/3位        NMSﾃﾞﾌｫﾙﾏﾝｽ 

AA/2位        J-ｶﾜｻｷ･まっさお  

AA/3位         ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ･うかる 

100ﾗﾝｸ/2位     TTT-SHIZUNMA 

100ﾗﾝｸ/3位     茨城県庁自転車部ﾁｰﾑB 

200ﾗﾝｸ/2位     ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰON 

200ﾗﾝｸ/3位     ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰW 

H2/2位        AP学園東大通店 

H2/3位       齋藤 修太 

H4/2位           ころころﾏﾝﾁｶﾝ 

H4/3位        BBC2 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞2h   TCOCC-A 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h   つくﾄﾗ系女子 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞6h   ｽｸｰﾃﾞﾘｱﾙﾊﾞｰﾄ 

ｺｽﾌﾟﾚ・ｺｽﾁｭｰﾑ賞  みんくる深川         
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☆夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ 

⇒ｽｸｰﾃﾞﾘｱﾌﾞﾘﾗﾝﾃ 

楽しむ・華やかに輝かしく走る 

⇒ｽｸｰﾃﾞﾘｱﾙﾊﾞｰﾄ 

ﾁｰﾑ名のように自由に走る 

⇒ ｽｸｰﾃﾞﾘｱｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ 

ﾁｰﾑ名のように歌うように走る 

⇒ ｽｸｰﾃﾞﾘｱｸﾘﾊﾗ 

職場の仲間のﾁｰﾑ 

⇒ KSW 

楽しむ・体力がない 

⇒ ﾁｰﾑ・KYODO 

楽しむ・会社の仲間で楽しく！ 

⇒ ｺﾏﾂｲｶﾞﾗｼﾙ 

楽しむ・全員O型です!! 

⇒ﾃﾂｺﾞﾛｰ・ﾜﾝ 

楽しむ・ﾌｧﾐﾘｰﾁｰﾑです 

⇒滑 

楽しむ・明るい！ 

⇒桃 

楽しむ・夏のお祭りに参加、楽しく走る 

⇒Strong will （募） 

入賞・激ﾏﾌﾞな人がいる！ 

⇒ TCOCC-B （募） 

楽しむ・たのしく走る!! 

⇒TCOCC-S 

楽しむ・健康第一ﾏｲﾍﾟｰｽでﾚｰｽを楽し

む 

⇒ ﾁｰﾑﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｷﾝ 

楽しむ・おもいっきり楽しむ 

⇒ﾁｰﾑ R・R・R 

楽しむ・けがなく楽しくのんびりと 

⇒ﾄﾖﾀ東京自動車大学校α  （hp） 

3位以内・還暦過ぎで元気ﾁｰﾑ 

⇒ChuppersA120 

楽しむ・暑さにまけない 

⇒CANALE7 

3位以内 

⇒椿会Bﾁｰﾑ （募） 

楽しむ・初心者歓迎 

⇒CTC自転車部Aﾁｰﾑ 

楽しむ・平均年齢48歳ｼﾆｱﾁｰﾑ 

⇒TPMﾚｰｼﾝｸﾞ 

楽しむ・会社の仲間ﾁｰﾑ 

⇒NextStageA 

楽しむ・ﾄﾗｲｱｽﾘｰﾄ 

⇒ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞA 

3位以内・千葉工大ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部OBﾁｰﾑ 

⇒ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞB 

楽しむ・千葉工大ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部OBﾁｰﾑ 

⇒ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞC 

入賞・千葉工大ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部OBﾁｰﾑ 

⇒ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙX 

楽しむ・楽しく!! 

⇒ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙY 

楽しむ・楽しく安全に!! 

⇒ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙZ 

楽しむ・楽しく美味しく!! 

⇒CTC自転車部Bﾁｰﾑ 

楽しむ・ややガチな感じ、

楽しみたい 

⇒TTTCHIBARAGI 

楽しむ・enjoy ride! 

⇒ｽｸｱﾄﾞﾗﾙｵｰﾀA 

ﾌｧｲﾀｰ!! 

⇒TRHﾚｰｼﾝｸﾞA 

楽しむ・楽しく走るﾁｰﾑ 

⇒ZEROtoTOP 兎 （募） 

入賞・5人でかしまし隊です 

⇒Corsa 

楽しむ・仕事仲間で作ったﾁｰﾑ８耐ｲﾍﾞﾝ

ﾄを楽しみたい 

⇒鎌田寿司川崎駅前店 

楽しむ・ﾔﾝｸﾞ 

⇒坂上さんと愉快な仲間達 

楽しむ・自由奔放 

⇒ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ・ｲﾓｿﾞｰ 

入賞・ﾊﾞﾗﾊﾞﾗなﾕﾆﾎｰﾑ 

⇒Cytels 

楽しむ・初心者が多いﾁｰﾑ、持ち前の情

熱Passionで頑張る!! 

◇ 募集しているﾁｰﾑに興味がありましたら 

筑波８耐ﾚｰｽ場でお声をお掛けくださ

い。 


