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◇総合３位 ACRCﾁｰﾑ水 

（ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ新宿ﾋﾞｷﾞﾅｰ）  
7時間経過後3位争いは上位3ﾁｰﾑに絞

られる。3位ACRCﾁｰﾑ水、38秒差で

teamAPEX 八海山、teamAPEX黒霧

島。147周目3位ACRCﾁｰﾑ水、51秒差

でteamAPEX 八海山、teamAPEX黒霧

島。148週目3ﾁｰﾑ共ﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞしｴｰｽ

の勝負に賭ける。152周目（7時間46分）

でteamAPEX2ﾁｰﾑが追いつく。153周目

からｺﾞｰﾙまで3ﾁｰﾑで先頭が入れ代わ

る激戦。最後は直線のｽﾌﾟﾘﾝﾄ勝負で

ACRCﾁｰﾑ水が3位を決めた。 

4位teamAPEX 八海山の差（00″066）。 

（ﾋﾟｯﾄｲﾝ15回・ﾍﾞｽﾄﾀｲﾑ2′41″521） 

☆2015 秋の８耐 6th！ 

筑波秋８耐 6th 2015                                               ＪＣＣＥＲＣ プレジャー オータム No.11 

 ＰＬＥＡＳＵＲＥ       Autumn 

☆秋８耐 Series Final 
10月10日（土）≪１耐・２耐・４耐同時開催≫ 

7時気温13度・秋晴れ、絶好のﾚｰｽ日和。 

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・今年春夏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

ﾝにより10：00ｽﾀｰﾄ（18.9°）ｱｽﾌｧﾙﾄ上は体感温

度＋5°。1時間経過（20.2°）1位周回数21周

（62ﾁ ｰﾑ 同 周 回 数）Lap2 分55 秒、2 時 間 経 過

（20.1°）1位周回数41周（22ﾁｰﾑ）Lap2分45秒

【40周22ﾁｰﾑ】、3時間経過（20.5°）1位周回数

61周（12ﾁｰﾑ）Lap2分45秒【60周14ﾁｰﾑ】、4時間

経過（20.3°）1位周回数81（7ﾁｰﾑ）Lap2分47秒

【80周8ﾁｰﾑ】、5時間経過（19.5°）1位周回数

101（2ﾁｰﾑ）Lap2分47秒【100周6ﾁｰﾑ】、6時間経

過（19°）1 位 周 回 数 120（1ﾁ ｰ ﾑ）Lap2 分 47 秒

【119周3ﾁｰﾑ】、7時間経過（18.4°）1位周回数

140（1ﾁｰﾑ）Lap2分47秒【139周2ﾁｰﾑ】【138周3

ﾁｰﾑ】【137周4ﾁｰﾑ】。 残り1時間ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞが慌

ただしくなる時間が迫る、各ﾁｰﾑともｴｰｽがﾗｲ

ﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞを待つ。16：30分ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞ閉鎖。残り30

分、総合3位は3ﾁｰﾑﾀｲﾑ差無しの激戦。17：01

分（17.1°）ﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞが振られ秋８耐が終了

した。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、

各ﾁｰﾑのｴｰｽﾗｲﾀﾞｰはｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝﾗｲﾀﾞｰﾀｵﾙを振

りｽﾄﾚｰﾄに入って来る。出迎えのｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ曲と

花火が祝福する。参加者誰もが輝いている。恒

例となったﾁｰﾑ仲間とｺｰｽ上での記念撮影が行

われる。表彰はｺｰｽ上で華やかに行われる。ﾗｲ

ﾀﾞｰのｼｬﾝﾊﾟﾝﾌｧｲﾄで観客も一緒になって喜び合

う。秋8耐は終了。今年の８耐３戦も閉幕した。 

2016年筑波８耐３戦は30周年記念大会になる。 

■ﾃﾞｰﾀから見た総合優勝争い（LAPは1位を基準） 

《１時間経過》 

1位・PLUS1bicycle2先頭に4ﾁｰﾑﾄﾚｲﾝ、2位・ﾁｰ

ﾑSR600Fuji、3位・PLUS1bicycle1、4位・ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞ

ﾊﾟｰﾙ A、・約7秒遅れて・5位・なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ先頭

にﾄﾚｲﾝ走行、6位・JAL自転車ｸﾗﾌﾞA、 

7位・Blanche Air、8位・ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽZ、 

9位・Hi-Bike-01、10位・ﾁｰﾑ・Y×閃風脚。 

《２時間経過》 

1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ先頭3ﾁﾑﾄﾚｲﾝ、2位・はすだ支援

隊ﾏﾙｽ、3位・ACRCﾁｰﾑ水、11秒遅れ4位・Hi-

Bike-01、10秒遅れ5位・teamAPEX 黒霧島 

、6位・teamAPEX八海山、7位・ﾁｰﾑ・Y彩湖ｶﾐｾ

ﾝ、8位・ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松戸、9位・牛久愛和総合

病院A、10位・ｾﾏｽ新松戸-F。 

《３時間経過》  
1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、39秒遅れ2位・Hi-Bike-01、約1

分遅れ3位・牛久愛和総合病院A先頭にﾄﾚｲﾝ、4

位・ACRCﾁｰﾑ水、5位・POWER-KIDS A、6位・は

すだ支援隊ﾏﾙｽ、7位・ｾﾏｽ新松戸-F、8位・ﾌﾗﾑ

ﾙｰｼﾞｭA、9位・teamAPEX 黒霧島、 

10位・teamAPEX八海山。 
《４時間経過》 

1位・Hi-Bike-01、1分遅れ2位・ACRCﾁｰﾑ水、2

位から1分遅れ3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ先頭に3ﾁｰﾑﾄﾚｲ

ﾝ、4位・teamAPEX 黒霧島、5位・

teamAPEX八海山、6位・ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松

戸、7位・牛久愛和総合病院A、1位から

1Lap差で8位・POWER-KIDS A、9位・はす

だ支援隊ﾏﾙｽ、10位・ﾌﾗﾑﾙｰｼﾞｭA。 

《５時間経過》  
1位・Hi-Bike-01、1分39秒遅れ2位・ﾁｰﾑｺ

ﾑﾘﾝ、1Lap差で3位・teamAPEX八海山、 

4位・ACRCﾁｰﾑ水、5位・ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松

戸、6位・牛久愛和総合病院A、 

7位・POWER-KIDS A、8位・teamAPEX 黒

霧島、9位・ﾌﾗﾑﾙｰｼﾞｭA、10位・はすだ支援

隊ﾏﾙｽ。 

《６時間経過》 

1位・Hi-Bike-01、1Lap差で3ﾁｰﾑ2位・ﾁｰﾑ

ｺﾑﾘﾝ 、3位・ACRCﾁｰﾑ水、4位・牛久愛和

総合病院A、2Lap差で4ﾁｰﾑ5位・

teamAPEX 黒霧島、6位・teamAPEX八海

山、7位・ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽZ、8位・ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新

松戸、3Lap差で9ﾁｰﾑ9位・ﾌﾗﾑﾙｰｼﾞｭA、10

位・はすだ支援隊ﾏﾙｽ、4Lap差で9ﾁｰﾑ。 

 《７時間経過》 

1位・Hi-Bike-01、1Lap差で2ﾁｰﾑ2位・ﾁｰﾑ

ｺﾑﾘﾝ、3位・ACRCﾁｰﾑ水、2Lap差で3ﾁｰﾑ

4 位・teamAPEX 八 海 山、5 位・teamAPEX 

黒霧島、6位・牛久愛和総合病院A、3Lap

差で7位・ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽZ、8位・ﾁｰﾑY彩湖ｶﾐｾ

ﾝ、9位・ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松戸、10位・ﾌﾗﾑﾙｰ

ｼﾞｭA、4Lap差で9ﾁｰﾑ。 

◇総合優勝 Hi-Bike-01（Hi-Bike） 

ｽﾀｰﾄから上位に付ける、70周目（3時間30

分）からｺﾞｰﾙまでﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞを独占。5時間経

過した時点でﾁｰﾑｺﾑﾘﾝに1分39秒差とし、６

時間経過で1Lap差として優勝を確実なもの

とする。ﾍﾟﾅﾙﾃｨは有ったものの、安定した

走りで8時間159周回のうち95回をﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ

で飾る見事なﾚｰｽ運びで優勝に輝いた。 

（ﾋﾟｯﾄｲﾝ15回・ﾍﾞｽﾄﾀｲﾑ2′47″850） 

 ◇総合２位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ（じてんしゃｺﾑRin） 

ｽﾀｰﾄから上位でﾚｰｽを展開。39周目（1時

間56分）から69周目までﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞを独占す

る。71周目ﾋﾟｯﾄｲﾝしての72周目でHi-Bike-

01に1分離される。95周目から111周目で2

分から3分と離された。1Lap差は免れてい

たが、ﾋﾟｯﾄｲﾝしての112周目（5h38′）で

1Lapとなった。しかし強豪のﾁｰﾑｺﾑﾘﾝは、3

位に隙を見せない確実な走りで2位とする。 

（ﾋﾟｯﾄｲﾝ15回・ﾍﾞｽﾄﾀｲﾑ2′45″643） 

 

☆総合優勝    Hi-Bike-01（159周） 

★ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ・ﾋﾟｯﾄｸﾙｰ賞    Hi-Bike 

２位            ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ（159周） 

３位           ACRCﾁｰﾑ水（157周） 

★ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ ACRCﾁｰﾑ水      

   (2’45”823) 

★ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ        Hi-Bike-01 (95回)  

P3/1位         牛久愛和総合病院A 

P4/1位         Hi-Bike-01 

P5/1位         teamAPEX黒霧島 

P6/１位        Hi-Bikeﾄﾞﾏ6 

O1/１位        ﾌﾗﾑﾙｰｼﾞｭA 

O2/１位        ﾁｰﾑSR600Fuji 

O3/１位        なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 

AB/１位         ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松戸 

AM/１位         teamAPEX八海山 

AA/１位         ｾﾏｽ新松戸-F 

100ﾗﾝｸ/1位     ﾁｰﾑ･Y彩湖どんぐり 

200ﾗﾝｸ/1位     GIANTｽﾄｱﾁｰﾑC 

H1/１位        浅川 佑哉 

H2/１位        高山 茂喜 

H4/1位      鈴木 勝利  

ﾋﾟｯﾄｸﾙｰ      髙橋 哲夫 

ｼﾘｰｽﾞ春夏秋 

優勝 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

２位 牛久愛和総合病院A 

３位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

2016年の筑波８耐 

30周年 記念大会 
春８耐(5/3) 

夏８耐(7/9)         秋８耐(10/8) 
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《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 20ﾁｰﾑ   ☆ｺﾞｰﾙ周回数159周 

95回≫Hi-Bike-01 

32回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

  5回≫なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 

   3回≫綾瀬自転車競技部、teamAPEX八海山、 

牛久愛和総合病院A、ACRCﾁｰﾑ水 

 2回≫ﾌﾗﾑﾙｰｼﾞｭA、PLUS1bicycle1 

 1回≫ﾁｰﾑY彩湖ｶﾐｾﾝ、ﾁｰﾑ・Y×閃風脚、THE 

AVENGERS、ｽﾜｯﾁ･ﾄｰﾏｽ、ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新

松戸、POWER-KIDS H、POWER-KIDS I、

PLUS1bicycle2、ﾎﾜｲﾄ ﾛｰｶｽ、ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ

ｽﾞ、ACRCチームB 

■参加ｼｮｯﾌﾟ（車検協力ｼｮｯﾌﾟ） 

◆ BS鈴木 

◆ Cycle Shop ONE 

◆ Hi-Bike 

◆ PLUS1bicycle 

◆ POWER-KIDS 

◆ SPORTSCYCLESHOPSwacchi  
◆ ｱﾙﾍﾟﾝ学園東大通店自転車館   

◆ ｻｲｸﾙﾃﾗｽ 

◆ ｻｲｸﾙﾊｳｽWISH 

◆ ｻｲｸﾙﾊｳｽｼﾞﾛ 

◆ ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ  

◆ じてんしゃｺﾑRin  
◆ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱ各店 

◆ ｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ  
◆ ﾀｷｻｲｸﾙ 

◆ ﾄﾚｯｸｽﾄｱ六本木 

◆ ﾊﾞｲｼｸﾙｾｵ新松戸店  

◆ ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ志木店 

◆ ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ新宿ﾋﾞｷﾞﾅｰ 

◆ 中山創輪塾  
◆ 輪工房 

◆ なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 

■ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ （秋８耐 約100m） 

 1位  セマスR新松戸－G 

 2位  老害への第一歩 

 3位  ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽZ 

 4位  ＥＧＧＰＬＡＮＴ楽団ｰD 

 5位  POWER-KIDS I 

 6位  横浜緑ヶ丘高校陸上部OB 

 7位  POWER-KIDS A 

 8位  HVRL-CCCﾁｰﾑA 

 9位  ﾀﾞﾑ研究会 

10位  HVRL-CCCﾁｰﾑB  
＊10位までは先頭ｽﾀｰﾄ優先権獲得 

☆表彰 

4hﾘﾐｯﾄ賞3人 1位 愛和総合病院A 

                     2位 ﾎﾜｲﾄ ﾛｰｶｽ 

                     3位 理論ﾌﾞﾂﾘｰｽﾞ 

4hﾘﾐｯﾄ賞4人 1位 Hi-Bike-01 

                     2位 ACRCﾁｰﾑ水 

                     3位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

4hﾘﾐｯﾄ賞5人 1位 teamAPEX黒霧島 

                     2位 はすだ支援隊ﾏﾙｽ 

                     3位 ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽＺ 

4hﾘﾐｯﾄ賞6人 1位 Hi-Bikeﾄﾞﾏ6 

                     2位 CUCCｳｻｷﾞﾁｰﾑ 

                     3位  Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 

P3/2位        ﾎﾜｲﾄ ﾛｰｶｽ 

P3/3位        悠人とゆかいな仲間たち 

P4/2位       ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

P4/3位       ACRCﾁｰﾑ水 

P4/4位            PLUS1bicycle1 

P4/5位            TEAM GIRO A 

P4/6位            TEAM GIRO B 

P4/7位            BEXﾅﾏｹﾓﾉ 

P4/8位            ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

P4/9位       千葉工業大学Aﾁｰﾑ 

P4/10位       Hi-Bike-02 

P5/2位            ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽＺ 

P5/3位      はすだ支援隊ﾏﾙｽ 

P5/4位      千葉工業大学Bﾁｰﾑ 

P5/5位            老害への第一歩 

P5/6位            TEAM GIRO C 

P5/7位            ｽﾜｯﾁ･ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ 

P5/8位            はすだ支援隊ﾕﾋﾟﾃﾙ 

P5/9位       HCC45代 

P5/10位      OiKaze 

P6/2位       CUCCｳｻｷﾞﾁｰﾑ 

P6/3位       Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 

O1/2位       ﾁｰﾑ･Y彩湖ｶﾐｾﾝ 

O1/3位       ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ 

O1/4位       ｾﾏｽ新松戸-G 

O1/5位       Blanche Air 

O1/6位       なるしまﾌﾚﾝﾄﾞMAX 

O1/7位       PLUS1bicycle2 

O1/8位       THE AVENGERS 

O1/9位       Catteni 

O1/10位      A.R.C.C.全力疾走！ 

O2/2位       ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ A 

O2/3位       小江戸川越ﾚｰｼﾝｸﾞ 

O3/2位       ﾁｰﾑ･Y×閃風脚 

O3/3位       ﾁｪﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 

AM/2位        ﾁｰﾑ･Y彩湖ﾄﾆｾﾝ 

AM/3位        ﾁｰﾑ･Y彩湖ﾏｽﾀｰｽﾞ 

AB/2位        横浜緑ヶ丘高校陸上部OB 

AB/3位        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ 

AA/2位        ﾁｰﾑBOSCH-1 

AA/3位         みんくる深川 ｴﾘｰﾄ 

100ﾗﾝｸ/2位     POWER-KIDS H 

100ﾗﾝｸ/3位     ﾌﾗﾑﾙｰｼﾞｭB 

200ﾗﾝｸ/2位     奏龍ﾏﾆｱ+Wりつこ 

200ﾗﾝｸ/3位     63482ﾚｰｼﾝｸﾞ 

H1/2位        渡邉 洋平 

H2/2位        内海 和則 

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   ACTY 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h   ﾍﾞﾙﾆｸｽﾌﾞﾙｰ 
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☆夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ 
⇒Team Parc 椿  

ﾁｰﾑ員募集・ﾚｰｽを楽しむ  
⇒Team Parc 桜  

ﾁｰﾑ員募集・ﾚｰｽを楽しむ  
⇒ Team Parc 菫  

ﾁｰﾑ員募集・ﾚｰｽを楽しむ  
⇒ ﾁｰﾑ・Y×閃風脚  

ﾁｰﾑ員募集・ｸﾗｽ入賞  
⇒ ちゃりんｼﾞｬｰ白  

ﾚｰｽを楽しむ  
⇒ THE AVENGERS  

入賞  
⇒ うなぎーぬA  

ﾚｰｽを楽しむ  
⇒うなぎーぬB  

ﾚｰｽを楽しむ  
⇒Hi-Bikeﾄﾞﾏ４  

ﾁｰﾑ目標入賞  
⇒Hi-Bikeﾄﾞﾏ６  

ﾁｰﾑ員募集・3位以内  
⇒みんくる深川 ｴﾘｰﾄ  

ｸﾗｽ3位以内  
⇒ みんくる深川 ｸﾞﾚｰﾄ  

ﾚｰｽを楽しむ  
⇒ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽZ  

hp有ﾁｰﾑ名で検索できる・3位以内  
⇒ｽｽﾞﾊﾞﾝ自転車愛好会  

初参戦、このｻｰｷｯﾄは車のﾚｰｽで走っ
ている、4輪から2輪、ﾌﾙﾀｲﾌﾟのつなぎか
らｵｰﾊﾞｰｵｰﾙで参加（ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ）  

⇒ｽｰﾊﾟｰｼﾞｬﾝﾌﾟ  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒ｾﾏｽR新松戸-G  
ﾁｰﾑ員募集・hp有・3位以内  

⇒HVRL-CCCﾁｰﾑB  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒荒川ﾀｲｶﾞｰｽ  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒TEAM零  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒TPMﾚｰｼﾝｸﾞ A  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒TPMﾚｰｼﾝｸﾞ B  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒Flecha A  
ﾁｰﾑ員募集・hp有ﾁｰﾑ名で検索できる・
3位以内、茨城県南中心に活動、発足
6ヶ月、ﾋﾙｸﾗｲﾑをﾒｲﾝに楽しんでいる  

⇒Flecha B  
ﾁｰﾑ員募集・hp有ﾁｰﾑ名で検索できる・
入賞、ﾚｰｽだけではなくﾌﾞﾙﾍﾟﾝもﾒｲﾝ  

⇒TeamZATO人力班  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒NOC RACING  
hp有・ﾚｰｽを楽しむ  

⇒TEAM ﾊｲ合意志S  
入賞・ﾚｰｽを楽しむ  

⇒ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ A  
hp有・ﾚｰｽを楽しむ  

⇒ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ B  
hp有・ﾚｰｽを楽しむ  

⇒ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙ C  
hp有・ﾚｰｽを楽しむ  

⇒牛久愛和総合病院A  
ﾁｰﾑ員募集・hp有ﾁｰﾑ名で検索できる・
入賞、筑波８耐の救護班やっています
気軽に声掛けてください  

⇒TEAM DAIHO  
ﾚｰｽを楽しむ・ｾﾞﾈｺﾝの力見せます  

⇒JAL自転車ｸﾗﾌﾞA  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒TEAM下剋上  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒YMTｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒ぶっちぎんないⅡ  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒電通大ﾁｬﾘ部OB2  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒FBS-Aﾁｰﾑ  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒FBS-Bﾁｰﾑ  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒ｽｸｱﾄﾞﾗﾙｵｰﾀB 
hp有ﾁｰﾑ名で検索できる・入賞  

⇒ｽｸｱﾄﾞﾗﾙｵｰﾀC  
 hp有ﾁｰﾑ名で検索できる・ﾚｰｽを楽しむ  

⇒PLUS1bicycle1  
3位以内  

⇒ﾁｰﾑﾊﾞﾅﾅ  
ﾚｰｽを楽しむ 

⇒ﾁｰﾑくりす･ﾄﾞﾗｺﾞﾝ  
ﾁｰﾑ員募集・hp有ﾁｰﾑ名で検索できる・
入賞 

⇒ﾁｰﾑくりす･ｳﾙﾃｨﾓ  
hp有ﾁｰﾑ名で検索できる・3位以内  

⇒ﾁｰﾑ6ﾊﾞﾘｭｰ  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒激しく頑張る海上ﾁｰﾑ  
ﾚｰｽを楽しむ   

⇒TME  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒TEAM KID-A  
ﾚｰｽを楽しむ  

⇒TEAM KID-B 
ﾚｰｽを楽しむ 

⇒小径でもﾎﾟﾀﾘﾝｸﾞｩ~!  
ﾚｰｽを楽しむ 

⇒CCEJP自転車部茨城A 
ﾚｰｽを楽しむ 

⇒G田中 
ﾚｰｽを楽しむ 

⇒ｻｲｸﾙﾃﾗｽ 
hp有・ﾚｰｽを楽しむ 

⇒悠人とゆかいな仲間たち 
3位以内 

⇒ﾁｰﾑ名 
4耐 ﾚｰｽを楽しむ 

⇒ﾁｰﾑSR600北関東 
ﾚｰｽ初参加の中1、春８耐でお父さん達
ががんばっている姿を見て参加した、入
賞めざしてがんばる                   

◇ ﾁｰﾑ員募集のﾁｰﾑに興味がありました

ら、筑波８耐ﾚｰｽ場で直接お声をお掛

けください。 


