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周）。4h・5h・6hとも約1.6周とﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ

ｽﾞﾂｰに離される。7hで約1周遅れまで

牛久愛和総合病院Aが縮める。両ﾁｰﾑ

とも141周目で最後のﾋﾟｯﾄｲﾝ、この時点

で約3分差でﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰが前にい

る。残り約30分、牛久愛和総合病院A

は3位を目指すが及ばなかった。ｺﾞｰﾙ

はお互い153周、1分45秒差をつけﾁｰﾑ

ｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰが安定した走りで3位となる。 

☆2016夏の８耐 30th！ 

筑波夏８耐 30th 2016                                               ＪＣＣＥＲＣ プレジャー サマー No.13 

 ＰＬＥＡＳＵＲＥ       Summer 

☆夏８耐 シリーズ第２戦 

7月9日前半雨・後半曇りと１日風が吹くﾚｰｽ。 

今年１年THE HAPPINESS YEAR30 

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、今年は逆走のﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ、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。 

ｽﾀｰﾄ前、大粒の雨の中、東洋大学附属牛久高等

学校ﾀﾞﾝｽ部の演技が行われ選手に力を与えて！ 

10：00ｽﾀｰﾄ（23.2°）。 

1時間経過（22.8°）風が吹く1位周回数20周（31

ﾁｰﾑ同周回数）ﾗｯﾌﾟ2分54秒 

2時間経過（21.5°）1位周回数39周（6ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2

分52秒【38周10ﾁｰﾑ】 

3時間経過（21.9°）風が強く吹く1位周回数58周（5

ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分51秒【57周4ﾁｰﾑ】 

4時間経過（22.2°）1位周回数77（4ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分

51秒【76周3ﾁｰﾑ】 

5時間経過（22.3°）1位周回数97（4ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分

50秒【96周1ﾁｰﾑ】 

6時間経過（22.5°）風が収まる1位周回数117（2

ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分50秒【116周1ﾁｰﾑ】 

7時間経過（22.5°）1位周回数136（3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1ﾁｰﾑ】

残り1時間ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞ閉鎖に向けて慌ただしくなる、

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1位2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（1

位と2位の差0°753）。 

 今年のｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝは参加者にもﾌﾗｯｸﾞが配られ30

周年を祝っている。各ﾁｰﾑのｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝﾗｲﾀﾞｰがﾀｵ

ﾙ振りﾒｲﾝｽﾄﾚｰﾄに着く、ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝの特別ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ

で花火が上がり祝福する。恒例となった各ﾁｰﾑの

記念撮影が輝いている。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・ｸﾞﾙｯﾎﾟｼｴｽﾀえ、2位11秒遅れteam thesloth 

、3位19秒遅れ・黒澤軍団本所工高自転車部 

、25秒遅れ4位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、5位39秒遅れﾁｰﾑ

ｺﾑﾘﾝを先頭に10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3秒遅れ・黒澤軍団本所工

高自転車部、3位10秒遅れ・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、4位・ﾁｰ

ﾑｺﾑﾘﾝ、5位12秒遅れ・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、6位2′

15″遅れ・牛久愛和総合病院A。 

《３時間経過》  
1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、3位・ﾁｰﾑ

ｺﾑﾘﾝ、4位2秒遅れ・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、 

5位1′45″遅れ・黒澤軍団本所工高自転車部、6

位1Lap差・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ。 

《４時間経過》 

1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、2位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、3位・

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、4位1′15″遅れ・ﾁｰﾑｺﾑﾘ

ﾝ、5位1Lap差・牛久愛和総合病院A、6位・ﾁｰ

ﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ、7位・黒澤軍団本所工高自転

車部。 

《５時間経過》  
1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、3位7

秒遅れ・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、4位3分差・ﾁｰﾑｺﾑﾘ

ﾝ、5位1Lap差・黒澤軍団本所工高自転部、 

6位2Lap差・牛久愛和総合病院A。 

《６時間経過》 

1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、2位1分遅れ・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯ

ﾄﾞ 、3位1Lap差・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、4位2Lap差・

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、5位・牛久愛和総合病院A、6位・

黒澤軍団本所工高自転車部、7位・

Bermuda、8位3Lap差・ちゃりーず、9位4Lap

差・みんくる千住Z。 

 《７時間経過》 

1位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、3位

3′20″差・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、4位1Lap差・牛

久愛和総合病院A、5位2Lap差・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、6

位・Bermuda、7位3Lap差・黒澤軍団本所工

高自転車部、8位4Lap差・ちゃりーず、9位・み

んくる千住Z、10位5Lap差・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ、

残り30分に向けて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・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、

３位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、４位・牛久愛和総合病

院A、５位・Bermuda、６位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、７位・

黒澤軍団本所工高自転車部、８位・ちゃりー

ず、９位・team thesloth、10位・みんくる千住Z 

◇総合優勝 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ おめでとう！ 

  ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞvsJ-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ 

総合優勝ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞと総合3位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ

ﾂｰ、総合6位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝはｽﾀｰﾄから3ﾁｰﾑで

ﾚｰｽ運びをしていたが4hでﾁｰﾑｺﾑﾘﾝは遅れ

だし2ﾁｰﾑ体制となる。6hでﾁｰﾑｺﾑﾘﾝﾂｰが

1Lap遅れ、ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞが単独でJ-ｶﾜｻｷ･ﾚｯ

ﾄﾞと優勝を争う展開となる。J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞは、

J-ｶﾜｻｷﾁｰﾑ内にﾄﾚｲﾝ組む有力ﾁｰﾑがいな

い。両ﾁｰﾑともﾋﾟｯﾄｲﾝは同周回か前後で入っ

てﾗｲﾊﾞﾙを見ながらのﾚｰｽ運びをする。16回

目のﾋﾟｯﾄｲﾝ（144周目）、残り30分を最後のﾗｲ

ﾀﾞｰ勝負に総合優勝を託す。145・146周は前・

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、147周は前・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、

148・149周は前・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、150～153周は

前・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、ｺﾞｰﾙ（154周）一周勝負で

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞが先着し総合優勝を飾る。又、ｼ

ﾘｰｽﾞ戦春夏も1位獲得。惜しくも、0″753差で

J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞは総合2位となった。 

 ◇総合3位 

  ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰvs牛久愛和総合病院A 

ｽﾀｰﾄ後1h経過、両ﾁｰﾑともﾄｯﾌﾟ10に入る安定

した競争をする。2h（39周）でﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ

に約2分の遅れで牛久愛和総合病院A。3hﾁｰ

ﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ（58周）・牛久愛和総合病院A（57

☆表彰 

総合優勝       ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ（154周） 

ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ賞    じてんしゃｺﾑRin 

２位            J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ（154周） 

３位           ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ（153周） 

ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ    team thesloth      

     (2’50”693) 

ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ (68周)  

RM/1位        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

RX/1位         ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ 

OM/1位        ちゃりーず 

OX/１位        Bracketsまなみ 

OL/１位        雛子とゆかいな下撲たち 

AB/１位        ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松戸 

AM/１位        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

AA/１位         NOC RACING 

H2/１位        大里 尚之 

H4/1位      team颯51鮮 

ﾋﾟｯﾄｸﾙｰ      大塚 政男 

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 愛和総合病院A 

ｼﾘｰｽﾞ春夏 ３位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 
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《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 18ﾁｰﾑ   ☆周回数154周 

68回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

39回≫J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ 

17回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ 

 9回≫黒澤軍団本所工高自転車部 

 6回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

 2回≫OneWay緑 

 2回≫愛和総合病院A 

 1回≫ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽＡ、ｸﾞﾙｯﾎﾟｼｴｽﾀえ、 

 みんくる千住 Z、ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞLE、 

 ﾀﾙﾀﾙｰｶﾞ、ｽﾉｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ、Fe-2、 

 ろーたすﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ、ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞ新松戸、 

 Bermuda、ﾁｰﾑDSJ-B 

☆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 

◇ はすだ支援隊ﾏﾙｽ  入賞 

◇ はすだ支援隊ﾕﾋﾟﾃﾙ  入賞 

◇ はすだ支援隊ﾌﾟﾙﾄ  楽しむ 

◇ はすだ支援隊ﾃﾙｽ  楽しむ 

◇小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝA  楽しむ 

◇NOC RACING （募）（hp） 入賞 

◇牛久愛和総合病院A （募）（hp） 入賞 

◇牛久愛和総合病院Ｂ （募）（hp） 入賞 

◇JAL自転車ｸﾗﾌﾞB  楽しむ  みんなで楽しく 

◇TEAM遊SwitchⅠ  楽しむ 

◇TEAM遊SwitchⅡ  楽しむ 

◇OiKaze-AKD  入賞楽しむ Bestをつくす 

◇ﾁｰﾑくりす  （募）（hp） 入賞 

  東京三多摩地区中心のﾁｰﾑです 

☆夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ 

⇒ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰ青  楽しむ 

  おもしろく自転車を楽しむ大人！ 

⇒ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰ黄  楽しむ  

⇒ Strong Wil  入賞 強者ぞろい 

⇒ Team釧路  楽しむ 北海道釧路出身者のﾁｰ

ﾑ、寒さに強いが暑さに弱い 

⇒ｽｸｰﾃﾞﾘｱﾊﾟｯｼｮﾅｰﾄ  楽しむ  

  高校生～おじさんまで幅広いﾒﾝﾊﾞｰで走ります 

⇒ ｽｸｰﾃﾞﾘｱｶﾝﾀｰﾋﾞﾚ  楽しむ  

 筑波８耐常連ﾒﾝﾊﾞｰで楽しく走ります 

⇒ ｽｸｰﾃﾞﾘｱﾙﾊﾟｰﾄ  楽しむ 

 東京・青森の若手ﾒﾝﾊﾞｰでﾊﾟﾜﾌﾙに走ります 

⇒UGA八海山⑧  楽しむ 

  UGA20回参加、毎年８～10ﾁｰﾑ参加 

⇒UGA一ノ蔵①  楽しむ 

⇒UGA十四代④  楽しむ 

⇒JvClub16はやぶ  楽しむ 

⇒黒澤軍団本所工高自転車部  入賞 

  高校OBの集まりです 

⇒ｽﾉｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ  楽しむ ﾁｬﾗﾝﾎﾟﾗん 

⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾐ  入賞  

  とっても早い！かも・・・ 

⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾗ  入賞 入賞目標 

⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑｲ  入賞楽しむ 

⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾄ  楽しむ 

⇒ ﾁｰﾑｸﾞﾛｰﾋﾞｽ②  楽しむ 中年 

⇒ROUTE148Red  楽しむ  

  色々な人の混合ﾁｰﾑ 

⇒千代の藤 楽しむ 藤田とゆかいな仲間たち 

⇒ﾁｰﾑ酒鍋会  楽しむ のんびり 

⇒ﾁｰﾑ・KYODO 楽しむ 気心知れた仕事仲間 

⇒FE-01  楽しむ 

⇒Fe-2  楽しむ 特攻！ 

☆表彰 

4hﾘﾐｯﾄ賞3人 1位 UGA八海山⑧ 

                     2位 TEAM KOMATU 

                     3位 UGA大五郎⑤ 

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 

            3位 黒澤軍団本所工高自転車部 

4hﾘﾐｯﾄ賞5人 1位 J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ 

                     2位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ 

                     3位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ 

4hﾘﾐｯﾄ賞6人 1位 牛久愛和総合病院A 

                     2位 team thesloth 

                     3位  J-ｶﾜｻｷ･ｲｴﾛｰ 

RM/2位        J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ 

RM/3位        ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ 

RM/4位        牛久愛和総合病院A 

RM/5位        Bermuda 

RM/6位      黒澤軍団本所工高自転車部 

RM/7位            みんくる千住 Z 

RM/8位            Fe-2 

RM/9位            はすだ支援隊ﾏﾙｽ 

RM/10位          はすだ支援隊ﾕﾋﾟﾃﾙ 

RX/2位        Yahoo!JAPAN CT 

RX/3位        J-ｶﾜｻｷ･ｲｴﾛｰ 

RX/4位       ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞLE 

RX/5位      ろーたすﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ 

RX/6位      T-serv 

RX/7位      ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽＦ 

RX/8位      ひたち野ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 

RX/9位      構造計画研究所 

RX/10位     Team Avancer 

OM/2位       OneWay緑 

OM/3位       ﾀﾙﾀﾙｰｶﾞ 

OX/2位       Bracketsなおこ 

OX/3位       JvClub16はやぶさ 

AB/2位        ﾁｰﾑe・s・p1 

AA/2位        ｸﾞﾙｯﾎﾟｼｴｽﾀえ 

AA/3位         ろーたすﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/総30位  Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/RM30位 桃 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/RＸ30位   ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰ黄 

H2/2位        山崎 僚大 

H2/3位       内海 和則 

H4/2位           ﾁｰﾑ東部・東北 

H4/3位        team颯51丼 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞2h   ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾗ 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h 黒澤軍団本所工高自転車部 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞6h   J-ｶﾜｻｷ･ﾎﾜｲﾄ 

ｺｽﾌﾟﾚ・ｺｽﾁｭｰﾑ賞  日本写真判定㈱         
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☆夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ 

⇒滑  楽しむ 

名前は滑るですがすべらないようがん

ばります！ 

⇒桃  楽しむ 

  職場の仲間から広がってきました 

⇒ﾄｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ  楽しむ 

ｸﾛ・ｼﾛ連合ｴﾝｼﾞｮｲ筑８、玄・素 

⇒ NAK JAPAN  入賞 

⇒ NAK JAPAN ２  楽しむ 良いﾁｰﾑ 

⇒ Chuppers140 楽しむ GoodTeamWork! 

⇒ Chuppers110  楽しむ enjoy! 

⇒ ﾍﾟﾀﾞﾙﾀﾞﾃﾞｨ  （募） 楽しむ 

 お気楽ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 

⇒ ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞﾛｰｽﾞ木村屋  楽しむ 

常陸太田お菓子の木村屋が大好きです 

⇒ ｻｲｽﾞﾐｯｸｽ  楽しむ 

ﾁｰﾑ歴20年みんな利とってしまった！ 

⇒ TOR  （hp） 楽しむ 

楽しむ・会社の仲間で楽しく！ 

⇒ ﾁｰﾑｸﾘｵｽ(A)  楽しむ 

⇒ﾁｰﾑｸﾘｵｽ(B)  楽しむ 

⇒JAL自転車ｸﾗﾌﾞD  楽しむ 

会社の仲間で作ったﾁｰﾑです 

⇒OneWay緑  3位以内 

みんな仲良く‼ 

⇒あゆみ会  楽しむ 

入賞・激ﾏﾌﾞな人がいる！ 

⇒ Bermuda  （募） 入賞 

楽しく時々真剣に走っています 

⇒ｽｸｱﾄﾞﾗﾙｵｰﾀA  （募）（hp） 入賞 

多摩ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ走ってます 

⇒救護班ですﾖ  （hp） 楽しむ 

⇒Scrach  （募） 楽しむ 

⇒ちゃりーず  （募） 

⇒ﾁｰﾑDSJーA  楽しむ 会社内ｻｰｸﾙ 

⇒ﾁｰﾑDSJーB  楽しむ 

⇒FlammeRougeC  楽しむ 

建設会社のﾁｰﾑ 

⇒ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞ  楽しむ 

楽しむ・会社の仲間ﾁｰﾑ 

⇒黒田ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ  （募） 楽しむ 

世界を旅する仲間 

⇒TTT-Sanchu  （募） 楽しむ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 

⇒MOS自転車部Aﾁｰﾑ  楽しむ 

⇒雛子とゆかいな下僕たち  入賞 

入賞・千葉工大ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部OBﾁｰﾑ 

⇒HVRL-CCC  楽しむ 

⇒走賛会 （募） 楽しむ  

  ｽﾀﾐﾅ不足、実力不足 

⇒構造計画研究所 入賞 

  会社の同僚 

⇒Yahoo!JAPAN CT  3位以内 

⇒Yahoo!JAPAN 2nd  3位以内 

⇒Yahoo!JAPAN ゆるふわ  楽しむ 

⇒Legare Aﾁｰﾑ  楽しむ 

 

◇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。 

夏といえばスイカと言う事で 

30周年を祝し無料ｻｰﾋﾞｽしました。 

参加者も応援者も一般の方にも甘いと言っ

て食べて頂きました。又、ﾚｽﾄﾗﾝ・食べ物店

の100円引きも行い好評でした。  

■ 参加ｼｮｯﾌﾟ（車検協力ｼｮｯﾌﾟ） 

◆ ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ 

◆ Plus1bicycles   
◆ 川崎乗物ﾃﾞﾊﾟｰﾄ  
◆ じてんしゃｺﾑRin  
◆ ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｸﾛｻﾜ  
◆ 大浦輪業  
◆ ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｲﾏｲ  
◆ Hi-Bike 

◆ ﾀｷｻｲｸﾙ  
◆ ﾊﾞｲｼｸﾙｾｵ新松戸店  
◆ energy  

☆夏８耐もJAL景品の提供受ける 

ｱﾆﾊﾞｻﾘｰ賞･ｺｽﾁｭｰﾑ賞・抽選に配布 

☆THE HAPPINESS YEAR30  

秋８耐でもｵﾘｼﾞﾅﾙ記念品販売します 

入浴剤・珈琲豆ﾁｮｺﾚｰﾄ・ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ 


