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< 聖地巡礼2013 ⑬ まとめ動画！

聖地巡礼2013 ⑭ 我々が成し遂げた記録
2013/9/27(金) 午後 7:15

作品No.012 らくだK3さん >
クリップ追加

修正

ツーリング・性能評価動画

削除

移動

オートバイ
1

KELLERMANN ケラーマン B…
￥8,748

はちまる
男性 / 非公開
人気度

プロフィールの編集

友だち(86)
今年の聖地巡礼、みんなで成し遂げた記録はいかほどか？

友だち一覧

ゲストブック
すべての記事(742)
画像一覧
TOP
プロローグ その他
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
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
金属カム導入と維持記録
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
投票

走行距離
ザッキー1400ccさん（群馬県） 903.7km
はちまる（兵庫県） 790km
さいばばさん(埼玉県) 781km
KSKさん(富山県)
757.1km
ふもももさん（千葉県） 745.1km
リョウキチ（神奈川県） 672.6km
マルチマウントさん（東京都） 659.8km
８８さん（福井県） 602.3km
choisantaさん（大阪府） 595.9km
fastさん(三重県)
350.7km
まめぞうさん（神奈川県） 240km
らくだK3さん（愛知県） 228.0km
まめぞう父さん（神奈川県） 192km
ムーミンさん（愛知県） 158km
mtstさん（愛知県） 125km
メキシカンオレンジさん（愛知県） 97km
ぱぶちゃん（愛知県） 95km
あきさん（愛知県） 91.7km
ハッチさん（愛知県） 71.0km
ザッキーさんすげえ、神記録だぜこれ
チョイノリ走行なしの参加
RX78jwさん（三重県） 0km 車載参加
デュークさん（静岡県） 0km 前泊地訪問
だいさん（愛知県） 0km 前泊地でのお手伝い参加
K原さん（愛知県） 0km 撮影班 カブでの参加
掲示板応援などでの参加チョイノリスト
koroさん（佐賀県）
あんちゃんさん（兵庫県）
さんちゃんさん（鳥取県）
まつきちさん（大阪府）

やっくんさん（九州）
JILLさん（東京都）
JILL嫁さん（東京都）

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
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スマートフォンで見る

みなさんありがとうございました
総走行距離は合計で

7927.9km！
になりました。
前年度を大きく離してのこの記録。どうだ！チョイノリの底力みせつけたりゥィィィ！

この記事に
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スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス！

2019

3月

日 月 火 水 木 金 土
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（26）

以前のコメントを読み込む
確かに少ないとは思いました(汗)
去年が158kmだったので、キャンプ地スタートとして考えた場合140km位が妥当なところかな？
定かでないので去年と同じ158kmでよいですかね？f^_^;

最新のコメント

定かでない原因としてメータートラブル！？

- 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

すべて表示

- 聖地巡礼の旅2013(その8：聖地巡礼旅2...

てか、ほとんどＫ原さんと同じなんですね！(笑)
2013/9/28(土) 午後 6:04 [

ﾑ-ﾐﾝ ]

返信する

訂正お手数かけましたm(_ _)m
去年の走行距離を今回給油した約３リッターで燃費を再計算した場合、ザクッと５０キロ位になり去
年と同じ位の燃費で、辻褄が合いますね…(汗)
更には実速も怪しくなってきます
メータートラブルの可能性が濃厚で、メーターやらなんやら交換して検証する必要がありそうです
ね…

すべて表示

訪問者履歴
ブログリンク
Yahoo!からのお知らせ
・初めての方へ

しかし、去年の聖地巡礼の記録がトラブル発見に繋がり、性能や整備記録を残す重要性を思いし
らされる事になるとは思いませんでした
2013/9/29(日) 午前 5:11 [

ﾑ-ﾐﾝ ]

返信する

みんな凄い距離だ！
９００キロ越えって・・・
mtstさんから報告がありました、１２５キロだそうです。
メキシカンオレンジは９７キロです、文字通りチョイノリですね

開設日: 2010/12/1(水)
他のメンバーは一度確認とってみます。
2013/9/29(日) 午後 10:09 [

メキシカンオレンジ ]

返信する

自分は745.1kmでした
11年聖地巡礼では皆さん無茶するなぁ、本気で行くの？かなり無茶だよ？
と半ば呆れ…もとい感心していたのですが
今年は約600km超の人が２桁に達しそうな勢いで、とんだド変態ですね（←褒め言葉）
当日は多分殆どの方が、26000kmオーバーでカム無交換とは気付かなかったはず（笑）
2013/9/30(月) 午前 3:29 [

ふももも ]

返信する

ぱぶちゃんです。
総走行距離 ９５キロ。
こんなチョロチョロで、申し訳ないです。
遠くから命がけで走破されてる方々、、
あなた方、、、やはり変態です。
2013/9/30(月) 午前 8:54 [

ぱぶちゃん ]

返信する

KSKさん
記録サンクス
ノーマルギア比でがんばりましたね。
富山はやっぱり遠い！
2013/9/30(月) 午後 2:56

液晶ガラスフィルム i
phone …

SUPER NATTO スー
パーナ…

￥1,580

￥6,280

iPhone ⽤強化ガラス
フィルム＜b…
送料無料

■商品番号＜br＞STX
20L-BS_…
送料無料

(8件)

(3件)

返信する

＞らくだK3さん
どうやら片道だったみたいです。
訂正うけてなおしておりますよ
2013/9/30(月) 午後 2:57

返信する

＞koroさん
九州は遠いですよね～
フェリー使ったら、実際の走行距離は1000km以下で抑えられるのでは？
2013/9/30(月) 午後 2:58

返信する

＞K原さん
さすがカブですね。
パワーが断然あるのに、おんなじような燃費です
2013/9/30(月) 午後 2:59

春秋 メンズ ファッ
ション ズボン…

花咲かG タンククリ
ーナー 1リッ…

￥2,730

￥3,500

※画像のベルトは付属
しません。＜br＞…

バイクのガソリンタン
ク内にできた錆を浮…

(3件)

(63件)

返信する

>fastさん
目的は無事に現地到着ですから、あまり無茶な大回りはお勧めできませんが。
全員合わせて10000kmとか切りよくてすごいですね
2013/9/30(月) 午後 3:00

返信する

＞choisantaさん
いろんなコースを変えて、毎年の思い出が変わるのもいいですね
このたびの一番の目的は長距離を焦らずのんびりですから
観光しつつ現地入りが理想。
仕事との兼ね合いで、自分は大急ぎ旅ですが…
2013/9/30(月) 午後 3:01

よしもとブログランキング
1

2

小川菜摘

浅香あき恵

もっと見る

3

もっと見る

☆飯塚雅弓のまーちゃん日和☆
飯塚雅弓

チーム森田の“天気で斬る！”
チーム森田

＞ムーミンさん
三河方面隊には優秀なメカニックが多数おられますので
ばっちり整備を相談してみてください！
2013/9/30(月) 午後 3:03

Love Me Do

オフィシャル

返信する

返信する

＞ふもももさん
ふもももさんの実績が、「一回カム換えたら、チョイノリ一生もの」
という安心感を生みます。
ちゃんとした維持整備が原則ですが
2013/9/30(月) 午後 3:04

返信する

＞ぱぶちゃん
帰路の相談した時に、「家に泊めてやってもいいんやけどな～」
の後に続いた言葉に大爆笑しました。
走行95kmでも十分、チョイノリ想定外の遠距離だと思いますよ！
2013/9/30(月) 午後 3:06

返信する

＞メキシカンオレンジさん
あとはハッチさんとあきさんの走行距離です
わかるようなら、コメントお願いいたします！
2013/9/30(月) 午後 3:07

返信する

三河方面隊の残りのメンバーの記録です。
あきさんは自宅→ピアゴ→聖地→うなぎ→自宅で９１．７キロ
ハッチさんは自宅→キャンプ地→キャノンボウル→自宅で７１．０キロでした
（ハッチ機はオド無しメータの為Google地図でトレースして距離を算出しました）
よろしくおねがいします。
2013/10/1(火) 午前 0:45 [
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！

メキシカンオレンジ ]

返信する

メキシカンオレンジさん
取りまとめ、ありがとうございます
おかげさまで総走行距離が算出できました！！
2013/10/1(火) 午前 9:02

返信する

すごいすごい！すごい記録ですね！
チョイノリって良いですね～！
チョイノリ仲間っていいですね～～！
2013/10/1(火) 午前 11:46

返信する

＞koroさん
同じ特殊趣味をもつ仲間です。
ボランティア精神の豊かなおもてなし野郎たちばかりで
景品から、現地の案内、機材搬入から、記念品まで。。。
みんなで支える巡礼旅でした。
2013/10/1(火) 午前 11:51

返信する

私だけ県名不明ですがKCN48(九州ﾁｮｲﾉﾘ仲間48)の代表と言う事で御理解下さいm(_ _)m
2013/10/1(火) 午後 7:37 [

やっくん ]

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

投稿されたコメントはブログ開設者の承認後に公開されます。

内緒
トラックバック（1）

< 聖地巡礼2013 ⑬ まとめ動画！

作品No.012 らくだK3さん >

宴会会場 ユニオン東館 | 二次会・同窓会・歓送迎会・着席200人OK
union.owst.jp

Ads by Yahoo! JAPAN

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…

買い替えは東急リバブルへお任せ

www.livable.co.jp

充実のサポートでスムーズな買い替えをバックアップ！まずは６０秒で査定依頼

姫路市で不動産売却をお考えなら

www.questhome.co.jp

「株式会社クエストホーム」へ地域密着でお客様をサポートします
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう
ムーミン 埼玉県

連携サービス

[PR]お得情報

やっくん

埼玉県 静岡県

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

K3

チョイノリ

