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周・109 周・121 周・131 周・141 周・152 周

（7h19分最後のﾋﾟｯﾄｲﾝ・計15回）安定した

走りで1h経過をﾄｯﾌﾟ6位以内で通過。2h

経過から1位2位3位独占が始まる。以降

3h/4h/5h/6h/7h経過とﾄｯﾌﾟ3を独占。ﾗｯ

ﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数167回の内3ﾁｰﾑで137回を獲

得する実力で他を圧倒する強さでﾚｰｽを

支配し春3連覇を達成する。 

 昨年の春は周回数161回で優勝を飾っ

たが、今年は167周回と更にﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟし

ている。2019年春の８耐に4連覇を阻む

ﾁｰﾑが現れるのか楽しみである。 

◎ｺﾞｰﾙまで約40分最終ﾗｲﾀﾞｰ優勝争い 

△ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒（153・154周1位、155

周2位、156～158周1位、159周2位、160

～163周1位、164・165周2位、166・167周

総合1位） 

△ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女（153～155周3位、

156周2位、157周3位、158周2位、159周1

位、160 周2 位、161・162 周3 位、163 周2

位、164周1位、165周3位、166・167周総

合2位） 

△ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉（153・154周2位、155

周1位、156周3位、157周2位、158～160

周3位、161・162周2位、163・164周3位、

165周1位、166・167周総合3位） 

◇４位AW・Aﾁｰﾑ ５位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

△AW・Aﾁｰﾑ（昨年3位）5h経過でﾄｯﾌﾟと

の差1lapになるが最後のﾋﾟｯﾄｲﾝも一緒に

入りｺﾞｰﾙまでﾄｯﾌﾟﾁｰﾑと一緒のﾄﾚｲﾝ走行

でｺﾞｰﾙする。5位との差も1Lap、早い段階

で4位を確実にした。 

△ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ（昨年6位）〔昨年ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ

ｽﾞ4位〕5h経過でﾄｯﾌﾟとの差2Lap。7hで

1Lap差まで追い上げる。最後のﾋﾟｯﾄｲﾝも

一緒に入りﾄｯﾌﾟﾁｰﾑのﾄﾚｲﾝ走行で単独5

位を確実にする走行をする。 

☆2018 春の８耐 25th！ 
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5月3日9時・気温18.3・前日5時頃から雨が降り

出し3日・7時には雨も上がり曇り空、25回を祝う

ように天候が回復した。 

春の８耐初のﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ開催、上位10ﾁｰﾑとﾌﾟﾗ

ｲｵﾘﾃｨｽﾀｰﾄ（先頭ｽﾀｰﾄ優先権・昨年春夏秋10

位以内）のﾁｰﾑが先頭に入る。全ﾁｰﾑがｸﾞﾘｯﾄに

並ぶ。ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝによりｽﾀｰﾄ 

 9：00ｽﾀｰﾄ（８耐・４耐・２耐同時ｽﾀｰﾄ） 

1時間経過（18.0°）1位周回数21周（53ﾁｰﾑ同

周回数）ﾗｯﾌﾟ2分47秒 

2時間経過（19.6°）1位周回数42周（16ﾁｰﾑ）ﾗｯ

ﾌﾟ2分44秒【41周25ﾁｰﾑ】【40周17ﾁｰﾑ】 

3時間経過（21.2°）1位周回数63周（6ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ

2分41秒【62周7ﾁｰﾑ】【61周18ﾁｰﾑ】 

4時間経過（23.8°）1位周回数84（4ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2

分38秒【83周4ﾁｰﾑ】【82周4ﾁｰﾑ】 

5時間経過（24.2°）1位周回数105（3ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2

分38秒【104周2ﾁｰﾑ】【103周5ﾁｰﾑ】 

6時間経過（25.2°）1位周回数125（3ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2

分43秒【124周1ﾁｰﾑ】【123周2ﾁｰﾑ】 

7時間経過（24.5°）1位周回数146（3ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2

分46秒【145周2ﾁｰﾑ】【143周1ﾁｰﾑ】 

残り1時間ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞ閉鎖30分前、ﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞを

いつにするべきか？最後のﾗｲﾀﾞｰに何分走らせ

るのか、勝敗を左右する時間に入る。 

16：30分ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞ閉鎖（残り30分） 

総合1位2位3位が激戦。 

ﾌｧｲﾅﾙﾗｯﾌﾟ（7h59分41秒）残り1周。 

ｺﾞｰﾙ（23.8°）8h02分20秒にﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞ。 

 恒例のED曲でｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝが始まり各ﾁｰﾑのｴｰ

ｽﾗｲﾀﾞｰはｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝﾀｵﾙを振りﾒｲﾝｽﾄﾚｰﾄに入

る。笑顔と拍手で出迎え祝福の花火と炎が華を

添える。各チームの記念撮影が行われる。 

 表彰は音楽とﾑｰﾋﾞﾝｸﾞﾗｲﾄで８耐の文字が浮か

び上がるなか、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。ｼﾘｰｽﾞ初戦“春の８耐”閉幕・・・第2戦夏の

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・かねこれーしんぐﾒｶﾞ、2位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴﾆｮ

女、3位・teamAPEX忍その壱、4位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴ

ﾆｮ肉、5位・RinRinRacing、6位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴﾆｮ酒 

《２時間経過》 

1位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴﾆｮ酒、2位・10秒差でｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴ

ﾆｮ肉、3位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴﾆｮ女、 

4位・DEF Touring、5位・teamAPEX頂、 

《３時間経過》  
1位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女、2位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴﾆｮ

酒、3位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、 

4位・DEF Touring、5位・AW・Aﾁｰﾑ 
《４時間経過》 

1位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒、2位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴﾆｮ

肉、3位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女、4位・ﾄｯﾌﾟから

2′33″差AW・Aﾁｰﾑ、5位・ﾄｯﾌﾟから1Lap

差DEF Touring、6位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ・ｳﾌﾞﾛ 

《５時間経過》  
1位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、2位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴ

ﾆｮ酒、3位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女、4位・ﾄｯﾌﾟか

ら1Lap差AW・Aﾁｰﾑ、5位・DEF Touring、6

位・ﾄｯﾌﾟから2Lap差ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

《６時間経過》 

1位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、2位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴ

ﾆｮ女、3位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴﾆｮ酒、4位・ﾄｯﾌﾟから

1Lap差AW・Aﾁｰﾑ、5位・ﾄｯﾌﾟから2Lap差

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、6位・IMEﾚｰｼﾝｸﾞ 

 《７時間経過》 

1位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、 2位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴ

ﾆｮ女、3位・ｴｷｯﾎﾟﾃﾞｽｴﾆｮ酒、4位・ﾄｯﾌﾟから

1Lap差AW・Aﾁｰﾑ、5位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、6位・

ﾄｯﾌﾟから3Lap差DEF Touring  
《ｺﾞｰﾙ・ﾄｯﾌﾟ11》 

1位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒、2位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴ

ﾆｮ女、3位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、4位・AW・A

ﾁｰﾑ、5位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、6位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ・ｳﾌﾞ

ﾛ、7位・teamAPEX頂、8位・RinRinRacing、

9位・DEF Touring、10位・teamAPEX黒霧

島、11位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

◇総合優勝 ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒  

      ２位  ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女 

     ３位 ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉 

◎春３連覇達成（今年は3ﾁｰﾑ体制で参加）

ﾋﾟｯﾄｲﾝを3ﾁｰﾑ一緒にする・13周・31周・40

周・50周・61周・71周・79周・87周・95周・103
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筑波夏の８耐 8月11日（祝） 第２戦 

筑波秋の８耐 10月6日（土） 第３戦 
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◆ ﾁｰﾑ紹介（春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） 

2018夏秋参加予定のﾁｰﾑ 

◇Team閃風脚ﾉ閃      （募） ｸﾗｽ入賞 
◇Team乗錬脚         （募） 入賞 楽しく走ります 
◇ ﾏﾘｱﾛｰｻﾞnextA      楽しむ 
◇Gﾎｰﾑ とねがわ     ｸﾗｽ入賞 
◇輪工房APEX忍その参  楽しむ   
◇NOC ﾚｰｼﾝｸﾞ A       （募） （hp）  楽しむ 
◇ﾁｰﾑBOSCH-1        ｸﾗｽ入賞 
◇ｵﾘｰﾅｳｫｯﾁｰ         楽しむ 
◇牛久愛和総合病院A・B・C・D   ｸﾗｽ入賞  

                             救護班やってます 
◇TeamGB1         （募） 楽しむ 
◇TeamGB3         楽しむ 年よりですが頑張ります 
◇Team美しが丘      楽しむ 
◇ｾﾏｽ新松戸-金木犀 （募） （hp） 楽しむ 
◇ｾﾏｽ新松戸-菖蒲   （募） （hp） ｸﾗｽ入賞 
                               中高年ﾗｲﾀﾞｰで頑張ります 
◇結城自転車部       楽しむ   
                 今年で結成4年目ﾁｰﾑｼﾞｬｰｼﾞ作りました 
◇TEAM栄北OB       総合3位以内 
◇PENGUINRIDER   ｸﾗｽ入賞  自転車から離れ       

てしまっての復帰戦！入賞目指します 
◇SIMPLEX速ﾁｰﾑ1   （募） 楽しむ 
◇SIMPLEX楽ﾁｰﾑ1    総合3位以内 
◇NAK JAPAN       ｸﾗｽ入賞 
◇ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･そうか     総合3位以内 頑張ります 
◇MMK-1・2・3      楽しむ  
◇C'estla Vie             楽しむ  
◇ﾁｰﾑｵﾔｼﾞ朝練ﾏｼﾏｼ （hp） ｸﾗｽ入賞 
◇ｻｲｸﾚｽﾀｰE       総合3位以内 
◇ﾍﾞﾙﾆｸｽﾌﾞﾙｰ      楽しむ 
◇ﾁｬﾘ野郎ｼﾞｬﾊﾟﾝ    楽しむ  目立つ 
◇Mesange        （募） ｸﾗｽ入賞 
◇昭和化成自転車部 楽しむ 会社の仲間 
◇TTT・TTT/              楽しむ 
◇ｼﾅﾌﾟｽ         （募） （hp） ｸﾗｽ入賞  
◇SSKK+         楽しむ   
                     ITｴﾝｼﾞﾆｱﾁｰﾑです。ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 
◇HVRL-CCC-B         楽しむ 
◇freee自転車部B   楽しむ 
◇MHCT-A・D      楽しむ 
◇MHCT-B        楽しむ 安全第一 
◇MHCT-C        楽しむ ｷｰﾌﾟﾗｲﾄ 
◇ﾁｰﾑ･ﾏｸﾞﾅ       楽しむ 
               小学生が入った即席ﾁｰﾑです 

◇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。 

■千葉柏リハビリテーショ学院47.人による無料マッ

サージサービスを実施。順番を待つ人が出る盛

況、延べ300人以上施術と好評を博する。 

夏８耐も実施予定 

■タイムサービスとしてバナナ配布（夏も実施します） 

《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 20ﾁｰﾑ ☆周回数167周 

53回≫ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒 

45回≫ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女 

39回≫ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉 

 5回≫DEF Touring 

     ≫RinRinRacing 

3回≫teamＡＰＥＸ忍その壱 

2回≫AW・Aﾁｰﾑ 

     ≫FLECHA A 

     ≫結城 光 

1回≫teamAPEX炎のｷﾑﾁ鍋 

≫ﾁｰﾑY・彩湖ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 

≫teamAPEX頂 

≫かねこれーしんぐﾒｶﾞ 

≫ｾﾏｽR新松戸-A 

≫BEXﾓｽﾏｽ 

≫BEXｽｶｲﾌｨｯｼｭ 

≫Flyaway B 

≫ﾁｰﾑﾊﾞｰﾆｱA 

≫ｲﾝﾊﾞｽﾀｰｳﾌﾞﾛ 

≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ 

■協賛 (参加者全員に配布）８耐必需品 

◆株式会社H+Bライフサイエンス 

  ハンガーノックに！ 

 アスリート専用「粉飴マルトデキストリン」 

  ≪エネルギー切れを防ぎ最高のフォー

マンスを発揮する≫粉飴と粉飴ジェル 

  ﾊｰﾄﾞなｽﾎﾟｰﾂ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの際に必要不

可欠でありながら以外に見落とされてい

る糖分補給。糖分が不足すると、瞬発

力・持続力を十分に発揮できない。 

◆株式会社アドバンス 

  脱水症状・塩分補給に！ 

 O．R．S 経口補水塩タブレット 

 ≪ORSはWHO(世界保健機関）の考え方

に基づいた飲料です。本製品は、ﾌﾞﾄﾞｳ

糖、ﾐﾈﾗﾙ＆電解質を最適な状態で補給

する為の、経口補水塩ﾀﾌﾞﾚｯﾄです。 

☆表彰 
総合優勝     ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒 

２位         ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女 

３位         ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉 

ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ賞    ――― 

ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ MMK-3 (2’37”655) 

ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ      ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒(53周)  

ﾋﾟｯﾄｸﾙｰ     ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒 

RM/1位      ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒 

RX/1位      ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ 

OM/1位     ﾁｰﾑ・Y彩湖ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 

OX/１位     BEXﾈｯｼｰ 

OL/１位      AW・Girlﾁｰﾑ 

AB/１位      FLECHA A 

AM/１位     teamAPEX龍Q仲間 

AA/１位       teamＡＰＥＸ頂 

H2/１位        結城 光 

H4/1位      Plus1bicycle 

ﾘﾐｯﾄ賞3人/1位 NOCﾚｰｼﾝｸﾞ A 

ﾘﾐｯﾄ賞4人/1位 AW・Aﾁｰﾑ 

ﾘﾐｯﾄ賞5人/1位 ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ・ｳﾌﾞﾛ 

ﾘﾐｯﾄ賞6人/1位 ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒 
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■参加ｼｮｯﾌﾟ（車検協力ｼｮｯﾌﾟ） 

車検・ﾒﾝﾃﾅﾝｽはﾌﾟﾛｼｮｯﾌﾟで！ 

ﾄﾚｲﾝ走行はｼｮｯﾌﾟ走行会で 

技術を磨きましょう。 

☆ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸｽ   

☆Beeｻｲｸﾙ 

☆BEX ISOYA   

☆BOUNCE 

☆GIRAFFE   

☆over-do 

☆Plus1bicycles   

☆ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｲﾏｲ 

☆さいくるしょっぷかねこ  

☆ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ 

☆ｻｲｸﾚｽﾀ   

☆ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 

☆じてんしゃｺﾑRin   

☆ｾｵｻｲｸﾙ初石店 

☆ﾀｷｻｲｸﾙ   

☆なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 

☆ﾊﾞｲｼｸﾙｾｵ新松戸店  

☆ﾋﾟｯﾄﾂﾙｵｶ 

☆みさかｻｲｸﾙ        

☆りんりん自転車館一之江店 

☆ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ志木             

☆ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ新宿ﾋﾞｷﾞﾅｰ 

☆ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ大宮             

☆(有)芝川ｻｲｸﾙﾓｰﾀｰｽ 

☆杉山ｻｲｸﾙ   

 
☆表彰 

RM/2位          ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女 

RM/3位          ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉 

RM/4位          AW・Aﾁｰﾑ 

RM/5位          ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

RM/6位          ｲﾝﾊﾞｽﾀｰｳﾌﾞﾛ 

RM/7位          RinRinRacing 

RM/8位          DEF Touring 

RM/9位          ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

RM/10位         ﾁｰﾑ・Y彩湖ｱｹﾞｱｹﾞ 

RX/2位          IMEﾚｰｼﾝｸﾞ 

RX/3位          呑みﾄﾗﾏﾝｴｰｽ 

RX/4位           ｻｲｸﾚｽﾀA 

RX/5位           チーム・Y彩湖ｴﾝｼﾞｪﾙ 

RX/6位           ﾁｰﾑSR600Fuji 

RX/7位           ACRCﾁｰﾑBSP 

RX/8位           かねこれーしんぐﾃﾗ 

RX/9位           かねこれーしんぐﾒｶﾞ 

RX/10位         みやたちえWith B 

OM/2位          BEXﾓｽﾏｽ 

OM/3位          ZEROtoTOP101 

OX/2位          みさかﾚｰｼﾝｸﾞ 

OX/3位          Team閃風脚ノ閃 

OL/2位          ﾁｰﾑ・Y彩湖BLAST 

OL/3位          輪工房ＡＰＥＸ女子部 

AM/2位          ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ 

AM/3位          AW・SOLUNA-dos 

AB/2位          teamAPEX炎のｷﾑﾁ鍋 

AB/3位           チーム・Y彩湖ﾏｰﾁｬﾝ 

AA/2位           teamAPEX黒霧島 

AA/3位           teamAPEX忍その壱 

AA/4位           荒錬初石Kenter 

AA/5位           ｾﾏｽR新松戸－A 

AA/6位           呑みﾄﾗﾏﾝﾀﾛｳ 

AA/7位               さんくすちゅーりっぷ組 

AA/8位               荒錬初石Attacker 

AA/9位               暗黒技術研究所Ａ 

AA/10位             なるしまﾌﾚﾝﾄﾞA        

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/総合32位   ACRCﾁｰﾑBSP 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/RM32位     芝川COOLS 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/RX32位     なるしまﾌﾚﾝﾄﾞS 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/AA32位     みさか未知数                                                                                                                    

H2/2位            鈴木 光広 

H2/3位            田子 伸明 

H4/2位              飯田GLT 

H4/3位            KGS 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞2h     ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h     同盟☆明日来龍 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞6h     Team美しが丘 

ｺｽﾌﾟﾚ・ｺｽﾁｭｰﾑ賞 Team乗錬脚 

ﾘﾐｯﾄ賞3人/2位    KettaMachine 

ﾘﾐｯﾄ賞3人/3位    MOS自転車部－山★海 

ﾘﾐｯﾄ賞4人/2位    ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

ﾘﾐｯﾄ賞4人/3位    FLECHA A 

ﾘﾐｯﾄ賞5人/2位    ﾁｰﾑY彩湖ｱｹﾞｱｹﾞ 

ﾘﾐｯﾄ賞5人/3位    teamAPEX龍Q仲間 

ﾘﾐｯﾄ賞6人/2位    ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉 

ﾘﾐｯﾄ賞6人/3位    ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ女 


