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☆2018夏の８耐 32th
☆夏の８耐 シリーズ第２戦
夏の８耐８月開催に戻る 8月11日ｺﾞｰﾙ気温28.8°
今年は、
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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。
9：00ｽﾀｰﾄ（28.8°）
1時間経過（29.1°）1位周回数21周（26ﾁｰﾑ同周
回数）ﾗｯﾌﾟ2分41秒【20周16ﾁｰﾑ】
2時間経過（30.5°）1位周回数42周（3ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分40秒【41周11ﾁｰﾑ】
3時間経過（32.0°）1位周回数62周（2ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分40秒【61周1ﾁｰﾑ】【60周9ﾁｰﾑ】
4時間経過（31.3°）1位周回数83（2ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分
39秒【81周1ﾁｰﾑ】【80周10ﾁｰﾑ】
5時間経過（32.1°）1位周回数103（2ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分46秒【100周2ﾁｰﾑ】【99周8ﾁｰﾑ】
6時間経過（32.1°）1位周回数122（2ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分46秒【118周2ﾁｰﾑ】【117周4ﾁｰﾑ】
7時間経過（30.18°）1位周回数142（2ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2
分46秒【138周1ﾁｰﾑ】【137周1ﾁｰﾑ】【136周3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2位は、EVERFiTｷｽﾞﾅ、EVERFiT+順大、
EVERFiT2ﾁｰﾑの激戦。最後の1周でｷｽﾞﾅは順大
に争い勝ってﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞを受け、夏の８耐は終了
した。 （1位2位と3位の差4Lap）
今年32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る、炎・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。雨も上がり、表彰はﾎｰﾑｽﾄ
ﾚｰﾄ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

DEF Touring

シリーズ春夏

２位

IMEレーシング

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・ﾁﾊﾞﾎﾞﾝｽﾞ☆塩沢組、2位15秒差・EVERFiT+
BRTを先頭に3ﾁｰﾑ、3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、4位・IME
ﾚｰｼﾝｸﾞ、5位・EVERFiT+順大、6位・EVERFiTｷｽﾞ
ﾅ、7位ﾄｯﾌﾟ差28秒・黒澤軍団本所工高自転車部。
《２時間経過》
1位・EVERFiTｷｽﾞﾅ、2位15秒差・EVERFiT+順大、
3位1′49″差・EVERFiT+BRT、4位1Lap差・J-ｶﾜ
ｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、5位・ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ、6位・ﾁｰﾑSR
600Fuji、7位・ﾁﾊﾞﾎﾞﾝｽﾞ☆塩沢組。
《３時間経過》
1位・EVERFiTｷｽﾞﾅ、2位・EVERFiT+順大、3位
1Lap差・ﾁﾊﾞﾎﾞﾝｽﾞ☆塩沢組、4位2Lap差・ろーたす
ﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ、5位・IMEﾚｰｼﾝｸﾞ、6位・EVERFiT+BRT

、7位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、8位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ。
《４時間経過》
1位・EVERFiT+順大、2位・EVERFiTｷｽﾞﾅ、
3位2Lap差・DEF Touring、4位3Lap差・ろーた
すﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ、5位・ﾁｰﾑSR 600Fuji、
6位・はすだ支援ﾏﾙｽ、7位・EVERFiT+BRT。
《５時間経過》
1位・EVERFiT+順大、2位・EVERFiTｷｽﾞﾅ、
3位3Lap差・ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ、4位・DEF
Touring、5位4Lap差・ﾁｰﾑSR600Fuji、6位・
EVERFiT+BRT、７位・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ。
《６時間経過》
1位・EVERFiTｷｽﾞﾅ、2位・EVERFiT+順大 、
3位4Lap差・ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ、4位・DEF
Touring、5位5Lap差・はすだ支援ﾏﾙｽ、6位･
IMEﾚｰｼﾝｸﾞ、7位・EVERFiT+BRT。
《７時間経過》
1位・EVERFiTｷｽﾞﾅ、2位・EVERFiT+順大、
3位4Lap差・ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ、4位5Lap
差・DEF Touring、5位6Lap差・IMEﾚｰｼﾝｸﾞ、
6位・はすだ支援ﾏﾙｽ、7位・EVERFiT+BRT
、8位7Lap差・J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ、9位・ﾁｰﾑSR
600Fuji、10位・黒澤軍団本所工高自転車部
残り30分に向けての駆け引きが始まる。

をつけEVERFiTｷｽﾞﾅ総合優勝を飾る
(161周LapBest2′28″233）。
≪総合3位ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ≫
ｽﾀｰﾄから4時間・ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ4
位、約1Lap差で3位DEF Touring。総合
3位入賞目指しての2ﾁｰﾑの競争とな
る。5時間・ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ3位で
DEF Touring4位に1′12″差をつける
走りでﾘｰﾄﾞする。7時間・ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞ
ｽﾃｰｷ3位はDEF Touring4位に約1Lap
差とし総合3位を確実にしてｺﾞｰﾙする。
《総合ﾄｯﾌﾟ10》
総合1位 EVERFiTｷｽﾞﾅ（161周）
2位 EVERFiT+順大（161周）
3位 ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ（157周）
4位 DEF Touring（156周）
5位 EVERFiT+BRT（155周）
6位 IMEﾚｰｼﾝｸﾞ（155周）
7位 はすだ支援ﾏﾙｽ（154周）
8位 黒澤軍団本所工高自転車部(154)
9位 ﾁｰﾑSR600Fuji（154周）
10位 J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ（153周）
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筑波秋の８耐 10月6日（土） 第３戦
TeamBattleMatch 2019年1月5日（土）
◇総合優勝 総合2位 総合5位
EVERFiTﾁｰﾑ / 他ﾁｰﾑを圧倒する走り
ｽ ﾀ ｰ ﾄ 後 2h で EVERFiT3ﾁ ｰ ﾑ は 他 の ﾁ ｰ ﾑ を
1Lap差とする。4h後EVERFiTｷｽﾞﾅ・順大は他
ﾁｰﾑを2Lap差とする。5hで3Lap差、6hで4Lap
差を広げる走りで他ﾁｰﾑを寄せ付けない。
≪総合優勝EVERFiTｷｽﾞﾅ≫
≪総合2位EVERFiT+順大≫
ｽﾀｰﾄから2時間・ｷｽﾞﾅ1位・順大2位・BRT3
位、4位5位を1Lap差とした。3時間・ｷｽﾞﾅ1位・
順大2位、3位に1 Lap,4位に2Lap(9ﾁｰﾑ）とし
万全の体制とする。4時間・順大1位・ｷｽﾞﾅ2位
他を寄せ付けない走り、3位2Lap差、4位3Lap
差（10ﾁｰﾑ）とし他を寄せ付けない走り。
5時間・順大1位・ｷｽﾞﾅ2位はこの時点でｱｸｼﾃﾞ
ﾝﾄがない限り総合1位2位独占を確実とする。
3位4位に3Lap差、5位は4Lap差（8ﾁｰﾑ）。6時
間・ｷｽﾞﾅ1位・順大2位、3位4位4Lap差とし、
総合優勝はｷｽﾞﾅ・順大仲間2ﾁｰﾑの争いとな
る。7時間・ｷｽﾞﾅ1位・順大2位0″177差。
ｽﾀｰﾄからのﾋﾟｯﾄｲﾝ回数は16回で2ﾁｰﾑ一緒
にﾋﾟｯﾄｲﾝしﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞをしている。
最後のﾋﾟｯﾄｲﾝは149周で最後ﾗｲﾀﾞｰ勝負とな
る。150周ｷｽﾞﾅ1位、151周152周順大1位、
153周～158周ｷｽﾞﾅ1位、159周160周順大1
1
位、161周ｷｽﾞﾅ1位で順大2位に15″049の差

☆表彰
総合優勝 EVERFiTｷｽﾞﾅ（161周）
総合２位 EVERFiT+順大（161周）
ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ賞 ﾀｷｻｲｸﾙ
総合３位

ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ(154周)

ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ

EVERFiTｷｽﾞﾅ

ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ

EVERFiTｷｽﾞﾅ (75回)

OM/1位

EVERFiTｷｽﾞﾅ

OL/１位

ﾊﾞｲｽｸﾙﾌｪﾛｰﾄﾞ

(2’38”233)

OML/1位

IMEﾚｰｼﾝｸﾞ

OLM/１位

TORteamT

OE/１位
AB/１位

ろーたすﾌｨﾚ
城北埼玉自転車部ﾁｰﾑ

AM/１位

ﾁｰﾑ斎藤

AA/１位

EVERFiT+BRT

H2/１位

伊藤 侑也

H4/1位

heitanhonpo2

《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 10ﾁｰﾑ
☆周回数161周
75回≫EVERFiTｷｽﾞﾅ
71回≫EVERFiT+順大
4回≫IMEﾚｰｼﾝｸﾞ
2回≫ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ
2回≫ﾁﾊﾞﾎﾞﾝｽﾞ☆塩沢組
2回≫EVERFiT+BRT
2回≫ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
1回≫はすだ支援隊ﾏﾙｽ
1回≫DEF Touring

◇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。

1回≫ｸﾗﾌﾞｳｪﾙﾀﾞﾝ

☆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）

◇ Team閃風脚ノ閃
（募） ｸﾗｽ入賞
◇ うなぎーぬA
楽しむ
◇ Vivid&BLADE
ｸﾗｽ入賞
◇ ROUTE148RED
楽しむ 安全第一
◇ FlammeRouge2
（募） （hp） ｸﾗｽ入賞
◇ｽｸｱﾄﾞﾗ ﾙｵｰﾀM
検索
総合10位以内
◇ｸﾛﾀﾞﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ
（募） （hp） 自転車に愛
◇NAK JAPAN
楽しむ
◇SSKK+
楽しむ 毎回参加してます！！
◇牛久愛和総合病院A （募） （hp） ｸﾗｽ入賞
◇Gﾎｰﾑ とねがわ
楽しむ
◇NOC ﾚｰｼﾝｸﾞA
（募） ｸﾗｽ入賞
◇ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
楽しむ
◇ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ
楽しむ
☆夏ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ
⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾐ （募） ｸﾗｽ入賞
⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾗ （募） 楽しく走って、美味
しいﾓﾉを食べる事をﾓｯﾄｰとしています
（募） ｸﾗｽ入賞
（募） 総合10位以内
（募） （hp） ｸﾗｽ入賞
総合10位以内 あわよくば表彰台
⇒結城自転車部 楽しむ ﾁｰﾑｼﾞｬｰｼﾞがっこいい
⇒ ｸﾘﾅｯﾌﾟ自転車競技部 楽しむ
⇒FlammeRouge1
ｸﾗｽ入賞 入賞目指し
て頑張るぞ！
⇒ｽｸｱﾄﾞﾗ ﾙｵｰﾀ
楽しむ
⇒Strong Will
楽しむ
8年連続夏参加の経験をいかします！
⇒ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞ桃色
総合10位以内
⇒ﾊﾞﾆｰｶﾞｰﾙｽﾞ水色
総合10位以内
⇒IMEﾚｰｼﾝｸﾞB
（募） （hp） 楽しむ
⇒TEMSｻｲｸﾘﾝｸﾞ
ｸﾗｽ入賞
⇒Squallﾚｰｼﾝｸﾞ
（募） ｸﾗｽ入賞
⇒ﾁｬﾘ野郎ｼﾞｬﾊﾟﾝ
（募） 楽しむ ﾁｬﾘ万歳
⇒H.C.C （hp）要ﾁｪｯｸ！ 検索 総合10位以内
⇒ｵﾗﾄﾗ①
楽しむ 暑いの大好き！
⇒ｵﾗﾄﾗ②
楽しむ 皆でﾄﾗｲｱｽﾛﾝ大
会に出ています、でもこの夏の８耐も好きです
⇒ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾌｫｰ
楽しむ
⇒初心者の集い
楽しむ
初心者だけど強いはず
⇒ｸﾗﾌﾞｳｪﾙﾀﾞﾝ
検索 ｸﾗｽ入賞
⇒TEAM宗仁会
楽しむ
取手市内の病院です、宜しくお願いします
⇒ﾊﾞｲｼｸﾙﾌｪﾛｰF
（hp） 検索 ｸﾗｽ入賞
普段はﾋﾙｸﾗｲﾑ中心、平地ﾚｰｽも参加したい

⇒ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑｲ
⇒ ArcobalenoⅣ
⇒ DEF Touring

2

☆表彰
4hﾘﾐｯﾄ賞3人 1位 ﾁｰﾑ斎藤
2位 ﾐﾗｲﾄ自転車部ﾁｰﾑﾗ
3位 Strong Will
4hﾘﾐｯﾄ賞4人 1位 獨協大学自転車部Aﾁｰﾑ
2位 ｸﾗﾌﾞｳｪﾙﾀﾞﾝ
3位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
4hﾘﾐｯﾄ賞5人 1位 EVERFiT+順大
2位 EVERFiTｷｽﾞﾅ
3位 ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ
4hﾘﾐｯﾄ賞6人 1位 DEF Touring
2位 EVERFiT+BRT
3位 J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ
OM/2位
EVERFiT+順大
OM/3位
ろーたすﾎﾞﾝﾄﾞｽﾃｰｷ
OM/4位
DEF Touring
OM/5位
はすだ支援隊ﾏﾙｽ
OM/6位
黒澤軍団本所工高自転車部
OM/7位
ﾊﾞｲｽｸﾙﾌｪﾛｰ
OM/8位
獨協大学自転車部Aﾁｰﾑ
OM/9位
ﾀﾙﾀﾙｰｶﾞ
OM/10位
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ
OML/2位
ﾁｰﾑSR 600Fuji
OML/3位
ﾁﾊﾞﾎﾞﾝｽﾞ☆塩沢組
OML/4位
ｸﾗﾌﾞｳｪﾙﾀﾞﾝ
OML/5位
ろーたす朝練部
OML/6位
ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ・ｽｲｶ
OML/7位
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾌｫｰ
OML/8位
初ﾄﾗC
OML/9位
TORteamT
OML/10位
IMEﾚｰｼﾝｸﾞB
AB/2位
城北埼玉自転車部Bﾁｰﾑ
AM/2位
ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ
AM/3位
ろーたすﾊﾗﾐ
AA/2位
J-ｶﾜｻｷ･ﾚｯﾄﾞ
AA/3位
ろーたすｻｰﾛｲﾝ
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/総合32位
C-tra
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/ｸﾗｽOM32位 Strong Will
ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/ｸﾗｽOML32位 ﾁｬﾘ野郎ｼﾞｬﾊﾟﾝ
H2/2位
森榮 晃彦
H2/3位
浅岡 宏充
H4/2位
ｸﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾊﾟｰﾙD
H4/3位
heitanhonpo1
ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞2h ｽﾌﾟﾛｹｯﾂ・麦茶
ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h 上越教育大学
ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞6h
みんくる深川
ｺｽﾌﾟﾚ・ｺｽﾁｭｰﾑ賞 Teamうり坊
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ1位 EVERFiTｷｽﾞﾅ(2′37″）
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ2位
EVERFiT+順大(2′40″）
ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ3位 EVERFiT+BRT(2′42″）

☆The Enjoy Year32
春夏秋８耐 ｵﾘｼﾞﾅﾙ記念品販売
ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｬﾗｸﾀｰの皿・茶碗

■ 参加ｼｮｯﾌﾟ（車検協力ｼｮｯﾌﾟ）

◆ (有)サイド商会
◆ ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ
◆ かふぇだいにんぐろーたす
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟイマイ
ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟクロサワ
ｻｲｸﾙプラス
じてんしゃコムRin
セカンドウィンド
タキｻｲｸﾙ
ﾊﾞｲｼｸﾙセオ新松戸店
ﾋﾟｯﾄツルオカ
川崎乗物ﾃﾞﾊﾟｰﾄ

☆無料サービス

今年の夏はバナナ

■ﾏｯｻｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ
千葉・柏ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院

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。
■出展無料サービス

◆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。
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