筑波春８耐

24h 2017
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Spring

☆2017 春の８耐 24th！
☆春８耐 シリーズ第１戦
今年 The Shining Year 31
5月3日10時気温17.8・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
10位以内）のﾁｰﾑが先頭に入る。恒例の東洋大
学附属牛久高等学校ﾀﾞﾝｽ部のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ後、
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
10：00ｽﾀｰﾄ（８耐・４耐・２耐同時ｽﾀｰﾄ）
1時間経過（19.3°）1位周回数21周（58ﾁｰﾑ同
周回数）ﾗｯﾌﾟ2分47秒
2時間経過（21.2°）1位周回数42周（7ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ
2分46秒【41周17ﾁｰﾑ】
3時間経過（21.7°）1位周回数62周（5ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ
2分44秒【61周7ﾁｰﾑ】
4時間経過（22.1°）1位周回数82（5ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分44秒【81周1ﾁｰﾑ】
5時間経過（21.9°）1位周回数102（5ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分44秒【101周1ﾁｰﾑ】
6時間経過（21.5°）1位周回数122（4ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分44秒【121周1ﾁｰﾑ】
7時間経過（19.6°）1位周回数142（3ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分44秒【141周2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（7h58分48秒）残り1周。
ｺﾞｰﾙ（18°）8h01分38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が華を添え
る。ｺｰｽ上で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。初戦春の８耐閉幕・・・第2戦夏の８耐で逢
いましょう！

《３時間経過》
1位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、2位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、
3位・ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ、4位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ
酒、
5位・ﾄｯﾌﾟから52秒差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・ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞ
ﾑ、3位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、4位・ﾄｯﾌﾟから
1′27″差AW・Aﾁｰﾑ、5位・ﾄｯﾌﾟから1′
50″差ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、6位・1Lap差ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
《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、ﾄｯﾌﾟから1′55″差3位・ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞ
ﾑ、4位・ﾄｯﾌﾟから2′01″差AW・Aﾁｰﾑ、5
位・ﾄｯﾌﾟから2′47″差ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、6位・
ﾄｯﾌﾟから1Lap差ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
《６時間経過》

2ﾁｰﾑ体制で優勝飾る：ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ
肉・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒
2ﾁｰﾑはｽﾀｰﾄからｺﾞｰﾙまﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞ回
数15回を一緒にﾋﾟｯﾄｲﾝ・ﾋﾟｯﾄｱｳﾄする。ﾗｯ
ﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数も161回中ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒
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 54回・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉44回2ﾁｰﾑ合計
ﾆｮ肉、3位・ﾄｯﾌﾟから1′28″差AW・Aﾁｰﾑ、 98回と他ﾁｰﾑを圧倒した。
4位・ﾄｯﾌﾟから2′55″差ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、5位・ ◇３位争い ３位AW・Aﾁｰﾑ
ﾄｯﾌﾟから1Lap差ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ
４位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
《７時間経過》
AW・Aﾁｰﾑは28周からﾄｯﾌﾟ10を維持する
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 走りで、38周～44周・１位、45周～81周・5
ﾆｮ酒、3位・ﾄｯﾌﾟから8″差AW・Aﾁｰﾑ、4位・ 位、4h・82周～102 周4位（3回5位）、5h・
ﾄｯﾌﾟから1Lap差ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ、5位・ﾁｰﾑｺ
103周～7h・143 周3位、144 周～147 周1
ﾑﾘﾝｽﾞ、6位・ﾄｯﾌﾟから2Lap差ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
位、148周3位、149周～160周1位、161周
《ｺﾞｰﾙ・ﾄｯﾌﾟ10》
ｺﾞｰﾙ（3位）144周目でAW・Aﾁｰﾑは先行
総合１位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒、２位・ｴｷｯﾎﾟ
逃げ切りの優勝を狙う？が最後の1周で
ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、３位・AW・Aﾁｰﾑ、４位・ﾁｰﾑｺﾑ 惜しくも3位となった。（1位との差0″507）
ﾘﾝｽﾞ、５位・ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ、６位・ﾁｰﾑｺﾑﾘ
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞはｽﾀｰﾄから上位に入る。2h・
ﾝ、７位・ｾﾏｽR新松戸‐A、
42周～7h・148周（5位以内）、149周～160
８位・RinRinRacing、９位・teamAPEX黒霧
周ｺﾞｰﾙ（4位）。（1位との差1lap）
島、１０位・牛久愛和総合病院C
◇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 ｽｴﾆｮ肉
春２連覇達成。今年は2ﾁｰﾑ体制で参加。
1h過ぎの23周1位を取ってから2ﾁｰﾑで安定
した走りでﾄｯﾌﾟ８位以内を走る。2h過ぎ43周
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10月7日（土）

第３戦

から2ﾁｰﾑとも4位以内・77周から3位以
内、94 周 ～ 143 周 は 1・2 独 占、144 周 ～
147周（2・3位）148周（1・2位）149周～160
周（2・3位）の位置でAW・Aﾁｰﾑが1～2位
を取る。ｺﾞｰﾙ161周（1位・2位）
今年も激突した、強豪ﾁｰﾑの対戦！
AW・Aﾁｰﾑは144周目～147周・149周～
160周と1位をｷｰﾌﾟし最後の1周に賭ける
が2ﾁｰﾑ体制のｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮﾁｰﾑは、2
位3位に付け最後のﾌｧｲﾅﾙﾗｯﾌﾟ残り1周
に狙いを定め見事ﾜﾝﾂｰﾌｨﾆｭｯｼｭする。

■ﾃﾞｰﾀから見た総合優勝争い
《１時間経過》
1位・NOC RACING、2位・なるしまﾌﾚﾝﾄﾞＳＨ、
3位・ZEROtoTOP-①、4位・ﾏﾘｱﾛｰｻﾞnextA
5位・ﾁｰﾑｻﾞｽﾛｰｽ、6位・かねこれーしんぐAB
《２時間経過》
1位・AW・Aﾁｰﾑ、2位・21秒差でｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ、
3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、4位・ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉、5位・
ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒、6位・RinRinRacing

1

春の８耐でスマートフォンでレースデータが
見られるシステムをテスト導入しました。
夏の８耐ではライブでレースデータが見ら
れるようテスト導入します。ご期待ください

《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 22ﾁｰﾑ
☆周回数161周
54回≫ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒
44回≫ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉
27回≫AW・Aﾁｰﾑ
9回≫ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ
8回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
4回≫RinRinRacing
2回≫ｽﾀｰﾌﾟﾚｯｸｽの達人1、FlyawayB
1回≫KLTｱﾙﾌｧ、teamAPEX忍その壱、にゃんこ
ふ、ｵｯﾃｨﾓﾄﾗ班D、ｵｯﾃｨﾓ手賀沼～ず、
ｾﾏｽR新松戸-A、かねこれーしんぐAB、
BEXﾊﾟｲﾅﾎﾟｰ、BEXﾄﾞﾘｱﾝ、NOC RACING、
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、ﾄﾞﾘｰﾏｰGSSYK、なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ
LR、ﾁｰﾑｻﾞｽﾛｰｽ

◆ 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・練習場所）

◇ride to fun1・fun2 入賞 楽しむ 鬼怒川
◇ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾐ 入賞
企業の自転車部の方、一緒に練習しよう

◇MHMX TeamC 楽しむ
◇C3 TEAM A 楽しむ
◇ｻﾝｸｽﾌﾝﾜﾘ （hp） 楽しむ
◇GRACEE-1・2 楽しむ
◇笠原町ﾚｰｼﾝｸﾞ 楽しむ 水戸
◇JAL自転車ｸﾗﾌﾞB 入賞
◇HOL 楽しむ 多摩川ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ
元気です！・まじめ
◇なるしまﾌﾚﾝﾄﾞSH 楽しむ 都内
◇ｻﾝｸｽﾌﾝﾜﾘ （hp） 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。

2017夏秋参加予定のﾁｰﾑ

◇ ﾏﾘｱﾛｰｻﾞnextA 入賞
◇ Gﾎｰﾑ とねがわ 入賞
◇ ﾁｰﾑBOSCH-1 入賞
◇やまくら自転車部大福屋 入賞 物見山・秩父
◇ﾁｰﾑﾄﾗとら親子・β （募） （hp） 楽しむ
◇同盟☆明日来龍 （募） 楽しむ
◇はすだ支援ﾏﾙｽ・ﾕﾋﾟﾃﾙ・ﾏﾙｽ （募） （hp） 入賞
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと自転車・ｽﾎﾟｰﾂを楽しむ仲間

◇RinRinRacing 入賞
◇牛久愛和総合病院A・B・D 入賞
救護班やってます

◇ｵﾘｰﾅﾀｹ・ｳｯﾁｰ・ﾓﾘｿﾞｰ 楽しむ 土浦 同僚
◇白門会国際経済研究会支部 楽しむ
◇ﾄﾗｰｽﾞ 楽しむ
◇MG-XPOWER-RT 楽しむ
◇うなぎーぬA 楽しむ
◇ｻｲｶｲﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ 楽しむ
皆でﾜｲﾜｲ楽しく 渡有瀬遊水池

◇ﾁｰﾑ・Y彩湖ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 3位以内 彩湖
◇TeamGB1・2・3 楽しむ
◇Team閃風脚ﾉ閃・風・脚 （募） 3位以内
◇GranDiver （募） （hp） 入賞 千駄ヶ谷
◇輪工房APEX ｴﾋﾞｽ （募） 楽しむ 江戸川
◇OiKaze-Y 楽しむ 大井埠頭
◇ｾﾏｽ新松戸-B （募） （hp） 入賞
◇ﾁｰﾑｸﾘｵｽ（A）・（B） 入賞 楽しむ
ｸﾘﾅｯﾌﾟ㈱ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾁｰﾑ

◇MMK-1 楽しむ 三浦半島
◇NOC RACING （募） 入賞
◇友遊倶楽部 （募） 入賞 大平山（栃木）
◇ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ・ｽﾘｰ 入賞 楽しむ 埼玉
◇MOS自転車部-山海・太陽 楽しむ
◇ZEROtoTOP-①・②・③ （募） （hp） 入賞
◇YASATIST 楽しむ 筑波山
◇TEAM DAIHO・SP 楽しむ
◇InitialK 入賞 彩湖
◇TOR teamO・teamT （募） （hp） 楽しむ
◇ｽｸｱﾄﾞﾗ・ﾙｵｰﾀ 入賞 多摩川～飯能
◇NAK JAPAN・2 楽しむ 入賞 多摩川
◇TeamCarolina 3位以内
◇IpucyclingOB 楽しむ
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☆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 ｽｴﾆｮ肉
３位
AW・Aﾁｰﾑ
ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ賞 ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸｽ
ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ AW・Aﾁｰﾑ (2’41”545)
ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ

ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒(51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

輪工房APEXﾀｲｶﾞｰ

OM/1位

ﾁｰﾑ・Y彩湖ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

OX/１位

Team閃風脚ノ閃

OL/１位

ﾁｰﾑ・Y彩湖ﾐﾙｷｰ

AB/１位

かねこれーしんぐAB

AM/１位

牛久愛和総合病院C

AA/１位

ｾﾏｽR新松戸－A

H2/１位

中田 誠人

H4/1位

ﾁｰﾑｻﾞｽﾛｰｽ

ﾘﾐｯﾄ賞3人/1位 NOKYS 1
ﾘﾐｯﾄ賞4人/1位 ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ
ﾘﾐｯﾄ賞5人/1位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ
ﾘﾐｯﾄ賞6人/1位 ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ酒

■参加ｼｮｯﾌﾟ（車検協力ｼｮｯﾌﾟ）

☆表彰

☆(有)芝川ｻｲｸﾙﾓｰﾀｰｽ

☆Beeｻｲｸﾙ

RM/2位

☆BOUNCE

RM/3位

AW・Aﾁｰﾑ

☆CycleShopONE

☆GIRAFFE

RM/4位

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ

☆GranDiver

☆Plus1bicycles

RM/5位

ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ

☆ｵｯﾃｨﾓ

RM/6位

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ

RM/7位

RinRinRacing

RM/8位

team APEX黒霧島

RM/9位

はすだ支援隊ﾏﾙｽ

RM/10位

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ

RX/2位

APEXｶﾙｰｱﾐﾙｸ

RX/3位

IMEﾚｰｼﾝｸﾞA

RX/4位

ﾁｰﾑSR600Fuji

RX/5位

BEX ﾄﾞﾘｱﾝ

☆BEX ISOYA

☆ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸｽ
☆さいくるしょっぷかねこ

☆ｶﾒﾀﾞｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

☆ｻｲｸﾚｽﾀ

☆ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟｽﾌｨｰﾀﾞ

☆ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ

☆じてんしゃｺﾑRin

☆ｽﾀｰﾌﾟﾚｯｸｽｻｲｸﾙ

☆ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ

☆ﾊﾞｲｼｸﾙｾｵ新松戸店

☆ｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ

☆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

☆ｽﾃﾗｻｲｸﾙ

☆ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ東大和

☆なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ

☆中山隆行創輪塾

ｴｷｯﾎﾟ ﾃﾞ ｽｴﾆｮ肉

RX/6位

ACRCﾁｰﾑBSP

☆杉山ｻｲｸﾙ

RX/7位

かねこれーしんぐRX

☆大福屋

☆輪工房

RX/8位

ｻｲｸﾚｽﾀA

☆ﾋﾟｯﾄﾂﾙｵｶ

☆ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱ坂橋

RX/9位

ｾﾏｽR新松戸－B

RX/10位

AW・Gu

OM/2位

ZEROtoTOP-①

OM/3位

ﾁｰﾑ･Y彩湖ﾄﾞﾗｺﾞﾝ

☆ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱ聖蹟桜ヶ丘

OX/2位

佐倉TOP TUBERS

OL/2位

AW・Eﾁｰﾑ

OL/3位

AW・Hﾁｰﾑ

AM/2位

輪工房APEXｵﾘｵﾝ

AM/3位

ｵｯﾃｨﾓ手賀沼～ず

AB/2位

JAL自転車ｸﾗﾌﾞA

AB/3位

ﾁｰﾑｻﾜｲｽﾞﾐ

AA/2位

teamAPEX忍その壱

AA/3位

輪工房APEXﾗｲｵﾝ

AA/4位

ﾁｰﾑY彩湖ｴﾝｼﾞｪﾙ

AA/5位

暗黒技術研究所A

AA/6位

ｻﾝｸｽｺﾞｯﾂﾘ

AA/7位

NOC RACING

AA/8位

ﾁｰﾑ・Y彩湖ｽﾋﾟﾘｯﾂ

AA/9位

なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ1

AA/10位

Team Parc 春雷

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/総合31位 TEAM・Bee①
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/RM31位

ｾﾏｽR新松戸－C

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/RX31位

ﾁｬﾘﾝｼﾞｬｰ

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/AA31位

NAK JAPAN 2

H2/2位

鈴木 美智夫

H2/3位

田子 伸明

H4/2位

大将ﾃｽﾄﾁｰﾑ

H4/3位

Plus1BicycleA

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞2h

ﾁｰﾑｻﾜｲｽﾞﾐ

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h

TeamGB3

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞6h

ﾁｰﾑﾄﾗ親子

ｺｽﾌﾟﾚ・ｺｽﾁｭｰﾑ賞 ZEROtoTOP-③

3

ﾘﾐｯﾄ賞3人/2位

AW･SOLUNA-dos

ﾘﾐｯﾄ賞3人/3位

IpucyclingOB

ﾘﾐｯﾄ賞4人/2位

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ

ﾘﾐｯﾄ賞4人/3位

ACRCﾁｰﾑBSP

ﾘﾐｯﾄ賞5人/2位

ｾﾏｽR新松戸－A

ﾘﾐｯﾄ賞5人/3位

ｵｯﾃｨﾓ手賀沼～ず

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

AW・Aﾁｰﾑ

