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記事検索

こんにちは、hachimaru93さん マイページ ▼ マイブログ ▼

はちまるの日常。（チョイノリブログ）

新規投稿

ブログ設定 メッセージ ログアウト Yahoo! JAPAN

ｘ
新規投稿・設定はこちらから行えます！

チョイノリサイトあります http://suzuki-choinori.com/

全体表示

[ リスト ]

< 巡礼ニューーッス！

聖地巡礼2013 ① 巡礼前走行 姫路→… >

聖地巡礼2013 連絡掲示板

クリップ追加

2013/9/19(木) 午前 8:46

修正

ツーリング・性能評価動画

削除

移動

オートバイ

0
とうとうこの日がやってきました。
本日12:00、はちまるの前走行がスタートしまっす。

本日、天気晴朗ナレドモ波タカシ
巡礼の日程は21日～23日となっていますが、
遠距離組は前走行やら20日夜間強行軍など日程外行動される方も多く、
すでに作戦は始まっていると言っても過言ではない。
ということで巡礼期間中のはちまる及び皆さんの行程連絡のための掲示板を用意しました。
この記事のコメントに、はちまるの進行状況を記入していきます。皆さんも気が向いたら進行状況を入れてくださ
い、全体の把握ができるのでありがたいです。
応援大歓迎。
では頑張っていきましょう！

この記事に

はちまる
男性 / 非公開

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ

人気度

プロフィールの編集

コメント（223）

以前のコメントを読み込む
友だち(86)

生姜ライス、意外とイケますよ！
あと少し、安全運転で頑張ってください。
2013/9/23(月) 午後 7:32 [

メキシカンオレンジ ]

返信する

おっ！旗艦到着間近か？
choisantaさんが被弾の模様！
頑張って！
友だち一覧

ゲストブック

2013/9/23(月) 午後 7:49 [

らくだ少佐 ]

返信する

ＫＳＫ＠ばすさん、まめぞうさん無事な帰宅なによりです
はちまるさんも、もう帰宅された頃でしょうか
choisantaさんはまだまだ暗い中奮闘中のようですね

0

すべての記事(742)
画像一覧

多分自宅までもう少しの所までは来ていると思いますが、choisantaさんの健闘応援しています
よ！！！

TOP

2013/9/23(月) 午後 7:55 [

プロローグ その他

ﾑ-ﾐﾝ ]

返信する

チョイノリ連合艦隊 旗艦はちまる 帰投しました
ライダー、乗機ともに損傷なく最後まで絶好調で疾走しました
往路での迂回が効いたのか、今年の総走行距離は790km使用ガソリン13.88L 燃費56.9でした

チョイノリの基本と初級整備
足回り・フレーム・外装
電装・メーター系

まだ帰路最中なのは
choisantaさんですね
あと、ザッキーさんの帰投コメントないようですが
どうか御無事で旅を完遂されますように

吸排気系・燃料装置
エンジン分解・組上げ・脱着・補修
型式（前後期の違いなど）
サラダ油・廉価オイル投入記録

2013/9/23(月) 午後 8:06

金属カム導入と維持記録

返信する

はちまるさん、お疲れ様でした。
無事で帰宅されたとのことでほっとしています。
自分は２回ガス欠しました（汗）

もっと速く！という無駄な抵抗
ツーリング・性能評価動画
チョイノリ林道走破プロジェクト

2013/9/23(月) 午後 8:11 [

投票

さいばば ]

返信する

皆様ありがとうございました。

チョイノリ写真館

訪問者
ブログリンク
コメント
トラックバック

17:30 無事、車で帰福。
ガレージにチョイノリ格納しました。

今日

全体
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さ、Blog書かなきゃ。。。
2013/9/23(月) 午後 8:18

返信する

おぉっと！続々と到着ですね～！
choisanaさんがんばれ～～

スマートフォンで見る

さいばばさんネタ出しまくり～
2013/9/23(月) 午後 8:34

返信する

みなさんお疲れ様です。家についてこそ聖地巡礼
の完遂です。
ＫＳＫさん、今年はなぜか不運に見舞われ（汗）
昨年、後厄は終わったのですが（笑）
2013/9/23(月) 午後 8:43 [

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス！
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返信する

すみませ～ん、さきほど20：20、群馬支部伊勢崎基地に無事帰還しました。
私は明日まで夏休みなので、今日はあちこちふらふらしてたのでこんな時間に。
総走行距離は903.7Kmでした。
皆さん、来年も集まってひれ伏しましょう(笑)
2013/9/23(月) 午後 9:02 [

ザッキー 1400cc ]

返信する

ザッキーさんおつかれ～！
オーバー９００！！すごいっっ！

31

最新のコメント

さいばばさん、

- 丁寧な回答ありがとうございます！ そもそ...
- K3前期型だと思われます。 板金キックス...
- アース線の線付きワッシャ？が破断していま
し...
- ここまで積み上げてきた技術系情報は、チョ
イ...
- 5月9日から別ブログに引っ越せるようにな
る...

最新のトラックバック

さいばば ]

すべて表示

- 聖地巡礼の旅2013(その8：聖地巡礼旅2...

今年"も"では！？
それを乗り切るさいばばさんがステキだぜ
2013/9/23(月) 午後 9:09

返信する

そっか、最後満タンにしないと総合燃費が計算出来ないんですね…
今、入れて来よっ(^o^)v
2013/9/23(月) 午後 9:09 [

ザッキー 1400cc ]

返信する

ザッキーさんの走行距離が903.7Km！！！
これを超えれるチョイノリストっているんでしょうか？(汗)
さいばばさんのネタを超えれるチョイノリストもいないでしょうねｗ

すべて表示

訪問者履歴
ブログリンク
Yahoo!からのお知らせ

さいばばさん来年もよろしくお願いいたします(笑)
2013/9/23(月) 午後 9:21 [

ﾑ-ﾐﾝ ]

返信する

みなさま！おつかれさまです！
２５０overのファイルから厳選して動画作成中ｗ
週末には出来上がると思いますので少々お待ち下さい♪

チョイノリ欲しいなぁ～・・・でも撮影が困難になるし
悩みどころですｗ

・初めての方へ

2013/9/23(月) 午後 9:28

開設日: 2010/12/1(水)

返信する

午後9時55分、帰投しましたヾ(＠⌒ー⌒＠)ノ
人員、機械とも異常なし(^O^)／
距離、燃費計算はご飯とお風呂のあとでσ^_^;
2013/9/23(月) 午後 9:59 [

choisanta ]

返信する

choisantaさん
ご無事に帰還され何よりです
お疲れ様でした^ ^
K原さん
膨大なデータの中からの選択は悩みますよね^_^;
youtube楽しみにしてます
次回は超速いチョイノリでの撮影・・・はムリか^_^;

よしもとブログランキング
1

2

もっと見る

一度はチョイノリで行きましょう！聖地へ‼
3
はちまるさん
こんな時間にコメすいませんm(_ _)m
やたら楽しい時間をありがとうございました

小川菜摘

浅香あき恵

Love Me Do

オフィシャル

もっと見る

やっぱ来年も集まりたいですね
よろしくお願いしますよ^_^

☆飯塚雅弓のまーちゃん日和☆
飯塚雅弓

マイチョイの不調見抜かれたのもさすがです^_^;
次回は完調にて前泊もお願いします

チーム森田の“天気で斬る！”
チーム森田

長旅お疲れ様でした
メキシカンオレンジさん
今回の聖地巡礼の旅はやはり仕切り役のメキシカンオレンジさんがいなければ成り立たなかった
のも事実だと思います
よろしけば普段からのお遊びにも誘ってくださいね^ ^
最後までお疲れ様でした
2013/9/23(月) 午後 10:58 [

fast ]

返信する

総走行距離 602.3km
ガソリン 11.38L
平均燃費 52.92km/L
Yahoo!ブログアクセス解析はマイページから
ブログを書いてTポイントを山分け！
アフィリエイトブログを始めよう！

コレとは別に車でほぼ同じ距離走ってますが。。。
ボチボチBlogあげていきます。
ボチボチ皆さんのBlog拝見させていただきます。
今日はもう何だか眠いや。。。ｚｚｚ
2013/9/23(月) 午後 11:12

返信する

皆様お疲れさまでした
choisantaさんが帰宅された時点で、全機体 各基地に帰投完了
巡礼旅は終了となりました
今年は巡礼史上初の損傷による脱落機が出ましたが、
事故はなく、全員元気で旅を終えられ、良かったです
参加チョイノリストさん のみならず
全国各地で応援してくれたチョイノリストさんにも大感謝。
ありがとうございました
また、これから1年、維持整備していきましょう！
2013/9/23(月) 午後 11:16

返信する

ビールを呑みながら燃費計算σ^_^;
全走行距離 595.9キロメーター
給油 8回 15.37リッター（予備1リッター含む）
リッター当り 38.77キロ
理由
過積載（ライダー 87キログラム＋荷物約25キログラム）
往復山岳アタック
最高速アタック

高速巡航
以上
2013/9/23(月) 午後 11:26 [

choisanta ]

返信する

choisantaさんはお疲れ様でした
全員無事に帰宅され、今年の巡礼も大成功ですねV(^-^)V
2013/9/23(月) 午後 11:55 [

ﾑ-ﾐﾝ ]

返信する

皆様、お疲れ様でした(^^)/
続々と記事がアップされてますね。楽しい！
見てると、来年こそはどんな卑怯な手を使ってでも参加しようという気になりました。
2013/9/24(火) 午前 9:37

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

聖地巡礼2013 連絡掲示板
について思ったことをコメントしてみよう

内緒
トラックバック（0）

< 巡礼ニューーッス！

聖地巡礼2013 ① 巡礼前走行 姫路→… >

無料ラウンジで快適な空の旅を | 国内旅行にはｄカードGOLD国内28の空港ラウンジが無料で利
用可能
d-card.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

ドコモのdカードGOLD

d-card.jp

dカードGOLDご入会＆ご利用で最大13,000円相当プレゼント

のぼり・懸垂幕・横断幕の専門

www.kenchiku-sheet.net

建築シート工房なら特別価格にてお見積りデータ作成、大量発注もお任せ下さい。

姫路駅のカラオケ・宴会

union.owst.jp

パーティーを盛り上げる演出多数 数々の二次会や貸切パーティーを実施してきた…
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう
遠距離 連絡

連携サービス

[PR]お得情報

天気 掲示板

日程 行程

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

波 天気

遠距離 期間

