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☆2017夏の８耐 31th！
☆夏の８耐 シリーズ第２戦
7月8日気温30°ﾚｰｽ日和。
今年は、

The Shining Year31

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。
10：00ｽﾀｰﾄ（29.6°）
1時間経過（30.2°）1位周回数21周（25ﾁｰﾑ同周
回数）ﾗｯﾌﾟ2分51秒
2時間経過（31.2°）1位周回数41周（16ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ
2分46秒【40周5ﾁｰﾑ】
3時間経過（31.9°）1位周回数60周（7ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分46秒【59周8ﾁｰﾑ】
4時間経過（32°）1位周回数79（6ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分46
秒【78周2ﾁｰﾑ】
5時間経過（32.3°）1位周回数99（4ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分
46秒【98周3ﾁｰﾑ】
6時間経過（31.8°）風が吹く、1位周回数117（5ﾁｰ
ﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分46秒【116周1ﾁｰﾑ】
7時間経過（31.1°）1位周回数135（6ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分46秒【134周1ﾁｰﾑ】【133周2ﾁｰﾑ】【132周2ﾁｰﾑ】
残り1時間ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞ閉鎖に向け慌ただしくなるなか
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～5位までが2秒以内と激戦。最後の直線
勝負でﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞが振られ夏の８耐が終了した。
（1位と2位の差0″095、1位と3位の差0″225）
今年31回を迎えた夏の8耐。ｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝﾗｲﾀﾞｰを
参加者全員で出迎える。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入って来る、花火と歓
声でみんなを祝福する。恒例となった各ﾁｰﾑの記
念撮影は、8耐を無事完走した事を喜び合う仲間
でｺｰｽ上は輝いている。表彰はﾗｲﾄに照らされた
ｺｰｽ上で華やかに行われた。受賞者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。夏の
８耐は閉幕した・・・第3戦秋の８耐で逢いましょう。
シリーズ春夏

１位

チームコムリンズ

シリーズ春夏

２位

チームコムリン

シリーズ春夏

３位

はすだ支援マルス

■ﾃﾞｰﾀから見た総合優勝争い
《１時間経過》
1位・ﾏﾘｱﾛｰｻﾞnextA、2位黒澤軍団本所工高自転
車部、3位32秒遅れ・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞを先頭に10ﾁｰﾑ・
ﾄﾚｲﾝ走行、4位・はすだ支援ﾏﾙｽ、5位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
ｽﾞﾂｰ、6位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、7位・GROVE港北ﾁｰﾑA。
《２時間経過》
1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞを先頭に6ﾁｰﾑ・ﾄﾚｲﾝ走行、2位・
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、4位・GROVE港
北ﾁｰﾑA、5位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、6位・はすだ支援ﾏﾙ
ｽ、7位・加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ、8位・NOC RACING。
《３時間経過》
1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞを先頭に4ﾁｰﾑ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、
3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、4位・加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ、
5位約6”差・GROVE港北ﾁｰﾑA、6位22”差・J-ｶﾜｻ
ｷ･ﾚｯﾄﾞ、7位1Lap差・ﾔﾌｰ自転車競技部A。

《４時間経過》
1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、
3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、4位・加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ、
5位・GROVE港北ﾁｰﾑA、6位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、
7位1Lap差・はすだ支援ﾏﾙｽ。
《５時間経過》
1位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞを先頭に5ﾁｰﾑ・ﾄﾚｲﾝ走行、
2位・GROVE港北ﾁｰﾑA、3位・加賀温泉郷ﾗｲ
ﾀﾞｰｽﾞ、4位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、5位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、
6位1Lap差・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ。
《６時間経過》
1位・加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞを先頭に5ﾁｰﾑ・ﾄﾚｲ
ﾝ走行、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 、3位・GROVE港北
ﾁｰﾑA、4位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、5位・ﾁｰﾑｺﾑﾘ
ﾝ、6位1Lap差・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、7位2Lap差・ﾔ
ﾌｰ自転車競技部A、8位・はすだ支援ﾏﾙｽ、
9位・牛久愛和総合病院A、10位・T Avancer。
《７時間経過》
1位・GROVE港北ﾁｰﾑAを先頭に5ﾁｰﾑ・ﾄﾚｲﾝ
走行、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、
4位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、5位・加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ、
6位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、7位1Lap差・ﾔﾌｰ自転車
競技部A、8位2Lap差・はすだ支援ﾏﾙｽ、9位・
牛久愛和総合病院A、10位3Lap差・黒澤軍団
本所工高自転車部、11位・ろーたすｻｰﾛｲﾝ、
残り30分に向けての駆け引きが始まる。

《総合ﾄｯﾌﾟ10》 1位周回数154（5ﾁｰﾑ）
総合1位 加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ
2位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
3位 GROVE港北ﾁｰﾑA
4位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ
5位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
6位 J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ
7位 牛久愛和総合病院A
8位 ﾔﾌｰ自転車競技部A
9位 はすだ支援ﾏﾙｽ
10位 黒澤軍団本所工高自転車部

◇総合優勝 加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ！
５ﾁｰﾑの戦い（1位～5位ﾀｲﾑ差2”195）
加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞvsﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞvsGROVE
港北ﾁｰﾑAvsﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰvsﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
≪総合優勝加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ≫総合2.4.5
位のｺﾑﾘﾝ3ﾁｰﾑと16回のﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞPitinを
同じ周回数で入る、ｺﾑﾘﾝﾁｰﾑをﾏｰｸしていた
のかも知れない。ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数は3回、仲間
のﾁｰﾑがいない為、ﾚｰｽ運びをどのようにす
るか考え抜いての作戦が功を奏したと思われ
る。筑波8耐は、ﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞ回数が有り、早い
だけでは勝てない作戦をたてる面白みが有る
ﾚｰｽになっている。加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞは残り
30分を5番手で足を貯める作戦で、最後の直
線勝負に賭けた事が優勝をもたらした。
ﾓﾆﾀｰで優勝を確認したときは歓喜に湧いた。
≪総合2位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ≫ｽﾀｰﾄから順調なﾚｰ
ｽ運びをしている。ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
ﾂｰ・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ3ﾁｰﾑでﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数が47回と
安定した走りでﾚｰｽをｺﾝﾄﾛｰﾙする。ｺﾑﾘﾝ3ﾁｰ
ﾑはお互いﾗｲﾊﾞﾙﾁｰﾑとして毎回競走している
為か、1ﾁｰﾑを勝たせる競争をしていないよう
だ。3ﾁｰﾑでﾚｰｽ支配しての2位・4位・5位は見
事。3ﾁｰﾑが協力して優勝を狙ったら強い！
≪総合3位GROVE港北ﾁｰﾑA≫
ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ賞に輝く41回でﾚｰｽを支配した。
Pitinは他のﾁｰﾑとは異なる入り方をしている。
最後のPitinが他ﾁｰﾑより１周早く入った事と
直線勝負の流れになった事で優勝を逃した
か？実力の有るﾁｰﾑなので早めの逃げを仕
1
掛けていれば勝機が有ったかもしれない。

☆表彰
総合優勝 加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ（154周）
総合２位

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
総合３位
ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ

GROVE港北ﾁｰﾑA（154周）
ﾔﾌｰ自転車競技部A
(2’45”077)

ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ

GROVE港北ﾁｰﾑA (41周)

OM/1位

加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ

OML/1位

ﾔﾌｰ自転車競技部A

OLM/１位

TORteamT

OE/１位

JvClub17ﾚﾌﾟﾚ

AM/１位

ﾁｰﾑ斎藤

AA/１位

ろーたすｻｰﾛｲﾝ

H2/１位

牛島 剛之

H4/1位

1人ﾜﾝﾃｬﾝ留年

《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 21ﾁｰﾑ
☆周回数154周
41回≫GROVE港北ﾁｰﾑA
26回≫牛嶋 剛之
19回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
17回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
11回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ
9回≫J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ
5回≫NOC RACING
3回≫ﾁｰﾑ斎藤、ﾀﾙﾀﾙｰｶﾞ、加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰ
ｽﾞ、ｽﾉｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ、岡野 聡史、
2回≫はすだ支援ﾏﾙｽ、黒澤軍団本所工高自転
車部
1回≫ﾏﾘｱﾛｰｻﾞnextA、ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞLE、Team
Avancer、牛久愛和総合病院A、桃、
ﾔﾌｰ自転車競技部A、ｽｸｱﾄﾞﾗ ﾙｵｰﾀA
☆GROVE港北ﾁｰﾑA 154周の内ﾄｯﾌﾟ10入り151回
6hの117周～ｺﾞｰﾙまでの38周を1位を24回する
☆ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 154周の内ﾄｯﾌﾟ10入り148回
4h経過～常にﾄｯﾌﾟ5に入る・6h～ｺﾞｰﾙまで1位4回
☆加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 154周の内ﾄｯﾌﾟ10入り138回
4h経過～常にﾄｯﾌﾟ5に入る・6h～ｺﾞｰﾙまで1位1回
☆ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ＆ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ6h～ｺﾞｰﾙまで1位8回

⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾗ 入賞
⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑｲ 入賞
⇒ﾄﾖﾀ東京自動車大学校α （募）（hp）
3位以内
若人と老人の集い
⇒ﾄﾖﾀ東京自動車大学校β （募）（hp）
3位以内
若さで勝負
⇒ｽｸｰﾃﾞﾘｱﾙﾊﾞｰﾄ 楽しむ
速くなくとも自分らしく走る
⇒ｽｸｰﾃﾞﾘｱﾉﾘｱｷｰ 楽しむ
速くなくとも仲間と走る
⇒ｽｸｰﾃﾞﾘｱ 楽しむ

☆表彰
4hﾘﾐｯﾄ賞3人 1位
2位
3位
4hﾘﾐｯﾄ賞4人 1位

2位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
3位 加賀温泉郷ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ
4hﾘﾐｯﾄ賞5人 1位 J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ

☆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）
◇ ﾏﾘｱﾛｰｻﾞnextA 入賞
◇ Gﾎｰﾑとねがわ 3位以内 みんなで楽しく
◇ 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
◇ Vivid&BLADE 楽しむ
◇うなぎーぬA 楽しむ
◇NOC RACING （募） 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
◇NAK JAPAN （hp） あつく生きる
◇TTT （募） 楽しむ
◇ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 入賞
◇ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 入賞
◇ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾌｫｰ 入賞
◇TEAM遊SwitchⅠ 楽しむ 楽しく
◇TEAM遊SwitchⅡ 楽しむ 楽しいです
◇OiKaze-G （募）
大井埠頭日曜朝練やってます7:00～
◇HVRL-CCC 楽しむ
◇ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾐ 入賞
自転車を愛する企業ﾁｰﾑ

☆夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ
⇒ﾁｰﾑｵﾗﾄﾗ 楽しむ 40overのおじさんﾁｰﾑ！
⇒UGAﾚｯﾄﾞｱﾛｰ号 楽しむ
⇒ みんくる千住 楽しむ
⇒ ﾁｰﾑﾐﾂﾊﾞﾁA・B 楽しむ
⇒ｸｲｴﾛｯﾄ 入賞 ｺｽﾌﾟﾚ大賞
⇒ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 楽しむ
⇒AB ROAD自転車部!! 楽しむ 昨年より上位を狙う
⇒ﾌﾚｲﾑ ﾙｰｼﾞｭ1 楽しむ 会社のつながり
⇒ﾌﾚｲﾑ ﾙｰｼﾞｭ2 楽しむ
自転車と木造住宅愛してる

⇒TCOCC-A 楽しむ
⇒TTT godere 楽しむ （募） FunRide
⇒Equipe Cent 楽しむ 仲良し
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ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
GROVE港北ﾁｰﾑA
ﾁｰﾑ斎藤
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ

2位 はすだ支援隊ﾏﾙｽ
3位 ﾔﾌｰ自転車競技部A
4hﾘﾐｯﾄ賞6人 1位 J-ｶﾜｻｷ･ｲｴﾛｰ
2位 Team Avancer
3位 ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞLE
OM/2位
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
OM/3位
GROVE港北 ﾁｰﾑA
OM/4位
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ
OM/5位
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
OM/6位
J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ
OM/7位
牛久愛和総合病院A
OM/8位
はすだ支援隊ﾏﾙｽ
OM/9位
黒澤軍団本所工高自転車部
OM/10位
ｽｸｱﾄﾞﾗ ﾙｵｰﾀA
OML/2位
Team Avancer
OML/3位
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾌｫｰ
OML/4位
J-ｶﾜｻｷ･ｲｴﾛｰ
OML/5位
ｾﾏｽﾚｰｼﾝｸﾞLE
OML/6位
自転車処風輪Team風
OML/7位
GROVE港北 ﾁｰﾑB
OML/8位
ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ・Bﾁｰﾑ
OML/9位
ろーたすﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌ
OML/10位
自転車処風輪Team輪
AM/2位
はすだ支援隊ﾕﾋﾟﾃﾙ
AA/2位
ｾﾏｽ新松戸-A
AA/3位
ｾﾏｽ新松戸-B
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/総合31位
TTT
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/ｸﾗｽOM31位 Team AvancerⅡ
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/ｸﾗｽOML31位 救護班ですﾖ!!
H2/2位
大塚 守
H2/3位
田野井 建
H4/2位
構造計画研究所 腰痛組
H4/3位
Plus1Bicycle
ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞2h ﾀﾞﾒ人間・再生
ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h ｶﾞﾝｷｬﾉﾝ（仮）
ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞6h

Cima Coppi

ｺｽﾌﾟﾚ・ｺｽﾁｭｰﾑ賞

ｸｲｴﾛｯﾄ

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ1位

自転車処風輪Team輪

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ2位

ｽﾉｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ3位

自転車処風輪Team風

☆夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ

⇒自転車意識向上委員会 楽しむ
⇒Jｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ 入賞
⇒Jｶﾜｻｷ 楽しむ
⇒ﾊﾝｽﾞCTC 楽しむ 健康一番
⇒RBﾀﾞﾌﾞﾙﾜﾝｼｯｸｽ 楽しむ
ﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸ好き
楽しむ
6ﾁｰﾑでMove to 0無事故ﾄﾚｲﾝ！
⇒ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰ 楽しむ
⇒UGAあずさ④ 楽しむ
ｹｶﾞだけは気を付ける
⇒みんくる 千住 楽しむ
⇒UGAｶｼｵﾍﾟｱ⑥ 楽しむ
毎年参加20年になる！楽しくやります！
⇒UGAﾚｯﾄﾞｱﾛｰ号⑤ 楽しむ
⇒ｱｳｸｱﾄﾞﾗ ﾙｵｰﾀB 楽しむ
⇒ UGAｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ⑦ （募） 入賞
出るからにはﾍﾞｽﾄを尽くす
⇒ ろーたすｻｰﾛｲﾝ 3位以内
肉屋さんﾁｰﾑ
⇒ ﾁｰﾑ美しが丘 楽しむ 楽しく安全に
⇒ KSW 楽しむ
20～40代で仲良くやってます
⇒ 酒と鍋の会 楽しむ 楽にやる
⇒ ﾁｰﾑﾐﾂﾊﾞﾁA・B 楽しむ
⇒CTC-Aﾁｰﾑ 楽しむ
⇒ROUTE148RED・BLUE 楽しむ
⇒ 滑 楽しむ
楽しく、無理なく、でも侮りなく！
⇒ 桃 楽しむ
会社内のﾁｰﾑが広がり計3ﾁｰﾑ
⇒ ｹﾞｼｭﾋｹﾞ海賊団 （募） 楽しむ
明るく楽しく
⇒ Strong Will 入賞 strongな心
⇒ｽﾉｰｴﾝｼﾞｪﾙｽ 楽しむ 楽しく

⇒ｽﾏｰﾄﾗｲﾀﾞｰ貨

⇒HVRL-CCC

夏といえばスイカと言う事で
今年も無料ｻｰﾋﾞｽ！
参加者も応援者も一般の方にも
甘いと喜びの声を頂きました。

楽しむ

⇒ﾔﾌｰ自転車競技部A
⇒TeamPK Aﾁｰﾑ

■ 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
FRAME
GROVE港北
ﾊﾞｲｼｸﾙｾｵ新松戸店
Ridetofun
ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞつくば
かふぇだいにんぐろーたす
ｻｲｸﾙﾊｳｽWISH
自転車処風輪

入賞
ﾔﾌｰ株式会社で構成
楽しむ

年１このﾚｰｽを楽しんでる
久喜市の地元ﾁｰﾑ
⇒TeamPK Bﾁｰﾑ 楽しむ
ﾚｰｽ後も楽しむ
⇒ﾍﾟﾀﾞﾙﾀﾞﾃﾞｨ （募）（hp） 楽しむ
中学生から75歳までの幅広いﾁｰﾑで
す、ぜひ一緒に走りましょう
⇒ MOS自転車部 楽しむ
安心！安全！健康！
⇒NAK JAPAN2 楽しむ あつく生きる
⇒救護班ですﾖ （hp） 楽しむ
⇒CIT聖十字騎士団CC 楽しむ
若さと元気
⇒初心者の集い （募） 入賞
初心者だけでﾁｰﾑを構成
⇒LEGARE Aﾁｰﾑ 楽しむ 7年目
⇒LEGARE Bﾁｰﾑ 楽しむ 7年目

◇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。
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☆The Shining Year31
春夏秋８耐でもｵﾘｼﾞﾅﾙ記念品販売します
今年限定のﾌﾟﾚｰﾄ皿
☆ｱｽﾘｰﾄ専用粉飴無料配布
ｴﾈﾙｷﾞｰ切れを防ぐﾏﾙﾄﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ
H+Bﾃﾝﾄでﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ行う

