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☆ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ志木店 

☆輪工房 

☆ﾊﾞｲｼｸﾙｾｵ新松戸店 

☆じてんしゃｺﾑRin 

☆ﾄﾚｯｸｽﾄｱ六本木 

☆Beeｻｲｸﾙ 

☆GIRAFFE 

☆BikeShopSPIRITO 

☆BOUNCE 

☆Y'sﾛｰﾄﾞ越谷店 

☆ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞつくば店 

☆ｻｲｸﾙﾊｳｽWISH 

☆ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 

☆ﾛｰﾄﾞｷﾞｬﾗﾘｰﾐﾗﾉ 

☆（有）芝川ｻｲｸﾙﾓｰﾀｰｽ 

☆ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ守谷店 

☆ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟﾎﾎﾞ 

☆みさかｻｲｸﾙ 

☆BIKE&HIKE 

☆Cycle Shop ONE 

☆KMCycle 

☆ｱﾙﾍﾟﾝ学園東大通店自転車館 

☆ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ 

☆ｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ 

☆杉山ｻｲｸﾙ 

☆中山創輪塾 

☆2015 春の８耐 22th！ 

筑波春８耐 22th 2015                                               ＪＣＣＥＲＣ プレジャー スプリング No.9 

 ＰＬＥＡＳＵＲＥ     Spring 

☆春８耐 シリーズ第１戦 

5月3日 気温度20・晴れ、絶好のﾚｰｽ日和。 

春の８耐は312ﾁｰﾑ（個人含む）参加。 

≪２耐・４耐同時開催≫ 

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）のﾁｰﾑも加わり全ﾁｰﾑがｸﾞﾘｯﾄに並ぶ。ﾁｱﾘｰ

ﾀﾞｰのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ後ｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝが始まり10：00にｽ

ﾀｰﾄ。1時間経過（22°）1位周回数21周（40ﾁｰﾑ

同周回数）ﾗｯﾌﾟ2分42秒、2時間経過（23°）1位

周回数42周（14ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分46秒【41周12ﾁｰ

ﾑ】、3時間経過（24°）1位周回数61周（8ﾁｰﾑ）

ﾗｯﾌﾟ2分45秒【60周9ﾁｰﾑ】、4時間経過（25°）1

位周回数82（1ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分45秒【80周10ﾁｰ

ﾑ】、5時間経過（26°）1位周回数101（2ﾁｰﾑ）ﾗｯ

ﾌﾟ2分45秒【100周2ﾁｰﾑ】、6時間経過（24°）1位

周回数120（1ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分45秒【119周3ﾁｰﾑ】、

7時間経過（24°）1位周回数140（1ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2

分45秒。1位・EquipoDeSueno、2位・ﾁｰﾑｻｰﾗ、3

位・駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞA、4位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ、5位・ﾁｰﾑｺ

ﾑﾘﾝｽﾞ。 残り1時間ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞが慌ただしくなる、

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2位3位

が激戦。ﾁｪｯｶｰﾌﾗｯｸﾞが振られ春８耐が終了し

た。 

恒例のｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ曲でｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝが始まる。各ﾁｰ

ﾑｴｰｽﾗｲﾀﾞｰ達はｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝﾗｲﾀﾞｰﾀｵﾙ振りﾒｲﾝｽ

ﾄﾚｰﾄに入って来る、笑顔と拍手での出迎えと花

火が祝福する光景はいつも輝いている。恒例と

なったｺｰｽ上での記念撮影があちらこちらで行

われる。表彰はｺｰｽ上で華やかに行われた。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。今年の春８耐閉幕・・・第2戦夏

８耐で逢いましょう。 

■ﾃﾞｰﾀから見た総合優勝争い 

《１時間経過》 

1位・toRideｲｹｲｹ、2位9秒遅れてZEROtoTOP

豹、12秒遅れて3位・EquipoDeSuenoを先頭に10

ﾁｰﾑﾄﾚｲﾝ走行。 

4位・APEX忍その壱、5位・徳野 修一 

《２時間経過》 

1位・EquipoDeSuenoは2位・ｾﾏｽ新松戸-A、3

位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰに35秒の差をつける。 

4位・Lightning、5位・愛和総合病院A 

《３時間経過》  
1位・EquipoDeSuenoは2位・駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞA、3

位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰに１分26秒差をつけ、逃げ切り態勢

に入る。4位・Lightning、5位・愛和総合病院A 
《４時間経過》 

2位・駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞA、3位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ、4位・ﾁｰﾑ

ｻｰﾗを1Lap差をつけ、1位82周・EquipoDeSueno

は独走態勢に入る。5位・愛和総合病院A 

《５時間経過》  
1位101周・EquipoDeSueno 、2位・駒沢ｻｲｸ

ﾙｸﾗﾌﾞAが同じ周回に入る、1Lap差で3位・

ﾁｰﾑｻｰﾗ、4位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ、5位・愛和総合

病院A 

《６時間経過》 

1位120周・EquipoDeSueno、1Lap差で2位・

駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞA 、3位・ﾁｰﾑｻｰﾗ、4位・ｲﾝ

ﾊﾞｽﾀｰ、5位・愛和総合病院A 

 《７時間経過》 

1 位 140 周・EquipoDeSueno、  2Lap 差 で 2

位・ﾁｰﾑｻｰﾗ、3位・駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞA、4位・

ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ、4Lap差で他に6ﾁｰﾑが追う。 

5位・愛和総合病院A  
《ｺﾞｰﾙ・ﾄｯﾌﾟ10》 

総合１位・EquipoDeSueno、２位・ﾁｰﾑｻｰ

ﾗ、３位・駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞA、４位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ、

５位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、６位・愛和総合病院A、

７位・Lightning、８位・teamAPEX白海山、９

位・teamAPEX甲州赤、10位・teamAPEX黒

霧島 

◇総合優勝 EquipoDeSueno 

 ｽﾀｰﾄ後38周目のﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞからｺﾞｰﾙの160

周までﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞを取り続け独走態勢で見事

優勝を飾った。ｽﾀｰﾄ後1回目のﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞ

から1人が7周～9周でのﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼを行う

ﾁｰﾑ力があり6人の走力で他ﾁｰﾑを圧倒し

た。安定したﾚｰｽ運びをしての完全優勝で

ある。  
◇2位3位勝負  

ﾁｰﾑｻｰﾗと駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞAはともに141周

回（7h09′58″）ﾀｲﾑ差無し、但し、ﾁｰﾑｻｰ

ﾗはﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞ14回をｸﾘｱｰして残り１回の

み、駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞAはﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞ12回をｸ

ﾘｱｰして残り3回を残す。この時点で両ﾁｰﾑ

ともﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞ閉鎖まで残り約20分。ﾁｰﾑｻｰ

ﾗは146周回でﾋﾟｯﾄｲﾝし残り約35分をｴｰｽに

託す。駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞAは142・143・144周と

続けてﾋﾟｯﾄｲﾝし144周で2位・ﾁｰﾑｻｰﾗに1分

引き離されて残り約40分ｴｰｽに託す、2位を

目指し互いに最後まであきらめないﾚｰｽ展

開をしたがﾁｰﾑｻｰﾗが2位を確保する。ｺﾞｰ

ﾙでの2位3位のﾀｲﾑ差は2秒と白熱した。 

■参加ｼｮｯﾌﾟ（車検協力ｼｮｯﾌﾟ） 

☆BEX ISOYA 川崎 

☆表彰 
総合優勝   EquipoDeSueno 

ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ賞    じてんしゃｺﾑRin 

２位       ﾁｰﾑｻｰﾗ 

３位       駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ 

ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ 小張ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ      

 (2’39”170) 

ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ    EquipoDeSueno (126周)  

RM/1位    EquipoDeSueno 

RX/1位    ｽﾋﾟﾘｰﾄ＆ﾆｺﾀﾏ 

OM/1位   ZEROtoTOP 豹 

OX/１位   Team閃風脚ﾉ閃 

OL/１位   ﾁｰﾑｻｰﾗ女子A 

AB/１位   TEAM1 

AM/１位   teamAPEX 八海山 

AA/１位     teamAPEX甲州赤 

100ﾗﾝｸ/1位  TeamｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽⅠ 

200ﾗﾝｸ/1位  ﾁｰﾑﾎﾟﾚﾎﾟﾚ 

H2/１位    徳野 修一 

H4/1位  まんてーとﾊｹﾞと大将  

ﾋﾟｯﾄｸﾙｰ  ﾁｰﾑｻｰﾗ 

2015 筑波８耐 開催日！ 

筑波夏の８耐  7月11日（土） 

筑波秋の８耐 10月10日（土） 
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《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 20ﾁｰﾑ   ☆周回数160周 

126回≫EquipoDeSueno 

 5回≫Lightning 

 4回≫ﾁｰﾑｻｰﾗ 

 3回≫SIMPLEX 

 2回≫Team閃風脚ﾉ風、小張ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ、 

    愛和総合病院A、teamAPEX十勝白、 

    toRideｲｹｲｹ、筑波大学ｼｸﾘﾝｸﾞ部1 

 1回≫ﾁｰﾑ･Y彩湖ﾏｽﾀｰｽﾞ、Vivid&BLADE、ﾁｰﾑ

BOSCH-1、愛和総合病院B、APEX忍そ

の壱、NKCSCｻﾙ、ｾﾏｽ新松戸-A、ｾﾏｽ

新松戸-B、ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ獣神、BEXﾅﾏｹﾓﾉ 

◆ ﾁｰﾑ紹介（春ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ） 

☆夏参加予定ﾁｰﾑ 

（ﾁｰﾑ員募集は募・hpあり・春８耐目標・ﾁｰﾑｶﾗｰ） 

◇ Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 

  3位以内・年寄りの健康管理ﾁｰﾑ 

◇ はすだ支援隊ﾏﾙｽ （募） 

入賞・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ＆ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 

◇ はすだ支援隊ﾕﾋﾟﾃﾙ （募） 

入賞・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ＆ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 

◇ はすだ支援隊ﾌﾟﾙﾄ （募） 

入賞・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや地域貢献するｽﾎﾟｰﾂ仲間 

◇ はすだ支援隊ﾃﾙｽ （募） 

入賞・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや地域貢献するｽﾎﾟｰﾂ仲間 

◇NOC RACING （募）（hp） 3位以内 

◇ｾﾏｽ新松戸ｰF （募）（hp） 

ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ、ﾚｰｽを頑張るﾁｰﾑが有る 

◇ﾅｲｽ!日本の心 （hp） 

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾁｰﾑでがんばってる、各年代のｴｰｽを

集めました 

◇B.Y.C.C. 楽しむ・全員40歳以上明るく楽しく 

◇愛和総合病院A （募）（hp） 

入賞・救護班やってます 

◇愛和総合病院B （募）（hp） 

入賞・救護班やってます 

◇国℃好2走 楽しむ・ｼﾞｬｰｼﾞだけ決まってる 

◇CLIOS(A) 入賞 

◇CLIOS(B) 入賞 

◇NAK A  楽しむ・なんちゃってｱｽﾘｰﾄ感 

◇ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ （hp） 

3位以内・楽しく勝利を目指す 

◇JAL自転車ｸﾗﾌﾞA 楽しむ・会社に創ったﾁｰﾑ、

夏はﾕﾆﾌｫｰﾑで出場します 

☆春ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ 

⇒Team Parc 椿・桜・菫 （募） 

楽しむ・ﾜｲﾝを楽しむ 

⇒ﾗﾌﾞﾊﾞｲｸ! 楽しむ・代表以外独身です 

⇒ ちゃりんｼﾞｬｰ白 

楽しむ・職場の自転車好きﾁｰﾑ、昨年秋からﾁｰ

ﾑｼﾞｬｰｼﾞお披露目 

⇒ ちゃりんｼﾞｬｰ朱 （募） 楽しむ 

⇒ ﾋﾞｰﾝとゆかいな仲間たち 

楽しむ・速さよりも走る楽しさを求めて、毎年参

加やはり筑波8耐最高 

⇒ ﾁｰﾑSR600北関東 

楽しむ・山岳ﾌﾞﾙﾍﾞで鍛えた健脚がｻｸﾚﾂするは

ず．． 

⇒ ﾁｰﾑSR600Fuji  

    3位以内・反射ﾍﾞｽﾄ着用 

⇒ teamAPEX 八海山 （募） 

3位以内・輪工房のﾁｰﾑ毎年春参加 

⇒Shigeru 楽しむ・ｴﾝｼﾞｮｲ自転車 

 

☆表彰 

RM/2位       ﾁｰﾑｻｰﾗ 

RM/3位       駒沢ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞA 

RM/4位    ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ 

RM/5位    ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

RM/6位    愛和総合病院A 

RM/7位    Lightning 

RM/8位            teamAPEX黒霧島 

RM/9位    筑波大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部1 

RM/10位    ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

RX/2位       APEXﾉﾝｱﾙｺｰﾙ 

RX/3位       OneWay緑 

RX/4位    ｾﾏｽ新松戸ーB 

RX/5位    筑波大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部2 

RX/6位    ﾁｰﾑSR600Fuji 

RX/7位            ﾁｰﾑｻｰﾗGu 

RX/8位    BEXﾁｰﾀｰ 

RX/9位    ﾁｰﾑ杉山ｾﾞﾛﾜﾝ 

RX/10位    安藤整形外科 古河 

OM/2位    Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 

OM/3位    STT EAST 

OX/2位    BOUNCE Cﾁｰﾑ 

OX/3位    輪工房APEXありんこ 

OL/2位    ﾁｰﾑ･Y彩湖筋熱 

OL/3位    ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾌｫｰ 

AM/2位     総合愛和病院B 

AM/3位       toRideちょい悪おやじ 

AB/2位       ｾﾏｽ新松戸-D 

AB/3位    NMSﾃﾞﾌｫﾙﾏﾝｽ 

AA/2位    teamAPEX 十勝    

AA/3位    ｾﾏｽ新松戸-A 

AA/4位    Team閃風脚ノ風 

AA/5位    ﾁｰﾑBOSCH-1 

AA/6位    APEX忍その壱 

AA/7位    PLUS1bicycle 

AA/8位            BEXｿﾞｰｽ 

AA/9位      APEX忍その弐 

AA/10位    暗黒技研A   

100ﾗﾝｸ/2位    JAL自転車ｸﾗﾌﾞA 

100ﾗﾝｸ/3位    NKCSCｻﾚ 

200ﾗﾝｸ/2位    lelehuna 

200ﾗﾝｸ/3位    toRideゆるゆる 

H2/2位     AP学園東大通店 

H4/2位         ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ風 

H4/3位     鯰RacingWorks 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞2h ﾁｰﾑﾐﾗﾉ還暦’s 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h ｵﾘｰﾅ･ﾓﾘｿﾞｰ 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞6h TEAM  RCC 

ｺｽﾁｭｰﾑ賞   No57 増戸潤弥   
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☆春ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ 

⇒TEAM1 （hp） 

楽しむ・初めての耐久ﾚｰｽ参加 

⇒OKAPI 

楽しむ・楽しく、元気よく、笑顔で 

⇒ ﾁｰﾑ･Y彩湖 ﾄﾆｾﾝ 

3位以内・ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞｼｮｯﾌﾟﾁｰﾑ 

⇒ Team閃風脚ﾉ閃・ﾉ風 （募） 

入賞 

⇒ ZEROtoTOP 羊・兎・豹・狼 （募）（hp） 

入賞 

⇒ 芝川COOLSかるがも （募） 

楽しむ 

⇒ APEX忍その壱 （募）（hp） 

入賞 

⇒teamAPEX 甲州赤 

3位以内 

⇒teamAPEX 八海山 （募） 

3位以内・輪工房のﾁｰﾑ毎年春参加 

⇒同盟☆明日来龍 （募） 

楽しむ・誕生日の人がいる 

⇒NOKYS 2 （募） 

楽しむ 

⇒ ﾁｰﾑｻｰﾗ女子A 

入賞・ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ 

⇒ﾛｰﾄﾞﾛ中年 （hp） 

楽しむ・自由な感じ 

⇒ﾌﾞﾘﾝｶｰ 

楽しむ・友達同士のﾁｰﾑ 

⇒APEX忍その参 （ｈｐ） 

楽しむ 

⇒みさかﾌﾞﾙｰ （hp） 

楽しむ 

⇒TeamGB1 

入賞・会社の未公認ｸﾗﾌﾞ8耐で存分に走る 

⇒ﾛｰﾄﾞﾛ おっさん組 （募）（hp） 

入賞 

⇒ｺｸﾛｳ 

楽しむ・おじさんの集まり 

⇒APEXﾉﾝｱﾙｺｰﾙ （募）（hp） 

入賞 

⇒ｾﾏｽ新松戸ｰB （募）（hp） 

入賞・ｻｲｸﾘﾝｸﾞも楽しんでいます 

⇒ｾﾏｽ新松戸ｰC （募）（hp） 

楽しむ・ﾌｧﾝﾗｲﾄﾞ 

⇒ｾﾏｽ新松戸ｰG （募）（hp） 

楽しむ 

⇒MARK （募） 

楽しむ 

⇒ｸﾛﾛﾎﾙﾑ蓬 

楽しむ・長く続けたい 

⇒toRideｲｹｲｹ・ﾉﾘﾉﾘ・ちょい悪おやじ （hp） 

楽しむ・会社内のﾁｰﾑ 

⇒toRideゆるゆる （hp） 

楽しむ・会社内ﾁｰﾑ 

⇒team-AIRS 

楽しむ 

⇒筑波大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部1 （ｈｐ） 

入賞 

⇒筑波大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部2・3 （ｈｐ） 

楽しむ 

⇒Lightning 

楽しむ・ﾚﾍﾞﾙに合った自由な活動 

⇒OneWay緑 

入賞・ゆるゆる、ﾀﾞﾗﾀﾞﾗ、でも速く 

⇒TEAM･Bee④ （hp） 

楽しむ 

⇒ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ獣神 （募）（hp） 

3位以内・山ﾒｲﾝ 

⇒ﾁｬﾘ走配信中 

楽しむ・楽しく 

⇒BEXｶﾓﾉﾊｼ （募）（hp） 

入賞 

⇒team S-wind （募） 

楽しむ・平均年齢が高いﾁｰﾑ、若い人求む 

⇒C3 teamA・B （募） 

楽しむ・社内のﾚｰｽ・ｻｰｸﾘﾝｸﾞを楽しむﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰなﾁｰﾑ 

⇒ﾁｰﾑJam かかあ天下 （hp） 

楽しむ 

⇒BOUNCE Aﾁｰﾑ （募）（hp） 

入賞・とにかく楽しむ 

⇒BOUNCE B・Cﾁｰﾑ （募）（hp） 

楽しむ・明るく、楽しく 

⇒ｼｬｰ専用 ZAKO 

楽しむ・普段MTBｻｲｸﾘﾝｸﾞ里山を走る、ﾋﾞｰﾙ

大好き45歳同級生ﾁｰﾑ 

⇒Team 6ﾋﾟﾀ 

楽しむ・素人集団ﾀﾞｲｴｯﾄ＆健康の為にがんば

る 

⇒TEAM RCC 

3位以内・機械じゃなくて気合い 

⇒温泉ﾗｲﾄﾞ 温玉・48 

3位以内・温泉ﾗｲﾄﾞ仲間 

⇒Lelehuna 

3位以内・雨男のﾁｰﾑ 

⇒CyBOZU 

3位以内・楽しく 

⇒人生片道切符(特急) 

3位以内・耐久ﾚｰｽ初参加、練習はできなかっ

たが寄集めの雑草魂でｶﾊﾞｰ 

⇒ｸﾘｴｲﾄ･ﾕﾆｵﾝ 

3位以内・安全第一 

⇒まこちゃんず 

3位以内・会社の上司先輩後輩の混合ﾁｰﾑ、

全員初参加で楽しみたい 

⇒ｻﾝｸｽｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ （hp） 

楽しむ 

⇒ｻﾝｸｽﾌﾞﾙｰﾏｳﾝﾃﾝ （hp） 

楽しむ・老若男女 

⇒飲み吉8 

楽しむ・安全第一 

⇒ｴﾙﾚﾎﾞﾙﾃｨｰﾎ 

楽しむ・寄せ集めﾁｰﾑ 

⇒ﾗｯｷｰﾘﾊﾞｰ1 

会社ｽﾀｯﾌの同好会 

⇒ﾗｯｷｰﾘﾊﾞｰ2 

無事故無違反 

 

◇ 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。 


