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順調に推移、6位teamAPEX黒霧島は先

頭から1分の遅れ、2位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞから

は22秒の差がつく。ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞは59周

目（約3時間）のﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞからﾄｯﾌﾟとの

差が開いていく。4時間（78周）で1位2位

のﾁｰﾑに1周遅れの4位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、3位

teamAPEX黒霧島にも2分16秒離される。

5時間でteamAPEX黒霧島に約1分まで差

を縮める。6時間で逆転し3位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ

ｽﾞ、37秒差をつけて4位teamAPEX黒霧島

になる。7時間経過で3位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞは4

位 teamAPEX黒霧島に1分の差をつけ

る。ﾋﾟｯﾄﾛｰﾄﾞ閉鎖残り9分・141周でお互い

ﾋﾟｯﾄｲﾝし最後のﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞをした。この

時点でﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞはteamAPEX黒霧島

に約1分30秒の差をつける。お互いに13

周して154周でｺﾞｰﾙとなる。 

☆2016 春の８耐 23th！ 

筑波春８耐 23h 2016                                              ＪＣＣＥＲＣ プレジャー スプリング No.12 

 ＰＬＥＡＳＵＲＥ     Spring 

 ☆春８耐 シリーズ第１戦 

お祝いの１年 THE HAPPINESS YEAR 30 

5月3日10時気温度21.7・晴れ、絶好のﾚｰｽ日

和。2耐・4耐合わせて351ﾁｰﾑ同時ｽﾀｰﾄ。 

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。恒例のﾁｱﾘｰ

ﾀﾞｰ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

ﾄﾀﾞｳﾝにより日章旗が振られ10：00にｽﾀｰﾄ。1時

間経過（23.1°）1位周回数21周（59ﾁｰﾑ同周回

数）ﾗｯﾌﾟ2分42秒、2時間経過（24.2°）1位周回

数40周（25ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分49秒【39周17ﾁｰﾑ】、3

時間経過（24.4°）1位周回数60周（10ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ

2分42秒【59周13ﾁｰﾑ】、4時間経過（24°）1位周

回数79（3ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分48秒【78周8ﾁｰﾑ】、5時

間経過（22.4°）1位周回数98（2ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分48

秒【97周2ﾁｰﾑ】、6時間経過（21.9°）1位周回数

118（2ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分48秒【117周2ﾁｰﾑ】、7時間

経過（20.8°）1位周回数137（2ﾁｰﾑ）ﾗｯﾌﾟ2分42

秒。1位・ﾁｰﾑｻｰﾗ、2位・EquipoDeSueno、3位・

ﾁ ｰ ﾑ ｺ ﾑ ﾘ ﾝ ｽ ﾞ、4 位・teamAPEX 黒 霧 島、5 位・

teamAPEX龍Q館練。 残り1時間各ﾁｰﾑともﾗｲ

ﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞを何時にするか？勝負がかかるｴｰｽ

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位が激戦。ﾁｪｯｶｰﾌ

ﾗｯｸﾞが振られｺﾞｰﾙ（20.°）春８耐が終了した。 

恒例のED曲でｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝが始まる。各ﾁｰﾑのｴｰ

ｽﾗｲﾀﾞｰはｳｲﾆﾝｸﾞﾗﾝﾗｲﾀﾞｰﾀｵﾙを振りﾒｲﾝｽﾄﾚｰﾄ

に入って来る、出迎えの参加者は会場で配られ

た30周年記念の旗、笑顔と拍手で出迎え、ﾌｨﾅｰ

ﾚの花火が上がる光景はいつも輝いている。恒

例となるｺｰｽ上での記念撮影が行われる。表彰

は日本航空のCAさんに協力頂き華やかに行わ

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・ﾁｰﾑｻｰﾗ、2位・7秒遅れてｲﾝﾊﾞｽﾀｰ･ｳﾌﾞﾛ、 

3位・Team閃風脚ﾉ風、4位・ﾁｰﾑY彩湖ﾊﾟﾝﾁｬｰ 

5位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞﾂｰ、6位・EquipoDeSueno 

《２時間経過》 

1位・佐川祐太（H2）、2位・22秒差で

EquipoDeSueno、3位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｰ、 

4位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、5位・teamAPEX黒霧島 

《３時間経過》  
1位・ﾁｰﾑｻｰﾗ、2位・38秒差でﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、 

3位・EquipoDeSueno、4位・ﾄｯﾌﾟから1分差で

TEAM・Bee①、5位・teamAPEX龍Q館練 
《４時間経過》 

1位・EquipoDeSueno、2位・1′36″差でﾁｰﾑｻｰ

ﾗ、3位・ﾄｯﾌﾟから2′09″差でteamAPEX黒

霧島、4位・ﾄｯﾌﾟから1Lap差でﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、

5位・4位から約1分差でTEAM・Bee①先頭

に5ﾁｰﾑﾄﾚｲﾝ、6位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ・ｳﾌﾞﾛ 

《５時間経過》  
1位・EquipoDeSueno 、2位・2′23″差で

ﾁｰﾑｻｰﾗ、ﾄｯﾌﾟから1Lap差で3位・

teamAPEX黒霧島、4位・3位から約1分差

でﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、5位・ﾄｯﾌﾟから2Lap差で

TEAM・Bee①、6位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ・ｳﾌﾞﾛ 

《６時間経過》 

1位120周・EquipoDeSueno、53秒差で2位・

ﾁｰﾑｻｰﾗ、3位・ﾄｯﾌﾟから1Lap差でﾁｰﾑｺﾑﾘ

ﾝｽﾞ、4位・teamAPEX黒霧島、5位・ﾄｯﾌﾟから

2Lap差でteamAPEX龍Q館練 

 《７時間経過》 

1位・ﾁｰﾑｻｰﾗ、 2位・0″026差で

EquipoDeSueno、3位・ﾄｯﾌﾟから1Lap差で

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、4位・ﾄｯﾌﾟから2Lap差で

teamAPEX黒霧島、5位・4位から57秒差で

teamAPEX龍Q館練、6位・TEAM・Bee①  
《ｺﾞｰﾙ・ﾄｯﾌﾟ10》 

総合１位・EquipoDeSueno、２位・ﾁｰﾑｻｰ

ﾗ、３位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ、４位・teamAPEX黒霧

島、５位・TEAM・Bee①、６位・teamAPEX

龍Q館練、７位・ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ・ｳﾌﾞﾛ、 

８位・ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ、９位・TEAM、MILANO、 

１０位・PLUS1 01 

◇総合優勝 EquipoDeSueno （初制覇） 

      ２位 ﾁｰﾑｻｰﾗ (惜しくも3連覇逃す） 

 2014春・2015年春２連覇のﾁｰﾑｻｰﾗと同2

年とも2位と苦杯を味わったEquipoDeSueno

が今年も激突した、強豪ﾁｰﾑの対戦！ 

 EquipoDeSuenoは今年こそ優勝を狙う！

互いにﾏｰｸしてのﾚｰｽ運びとなる。 

ｽﾀｰﾄしてすぐにﾄﾚｲﾝ走行で周回を重ねる。

常にﾄｯﾌﾟ10に位置し3時間経過の60周から

EquipoDeSuenoとﾁｰﾑｻｰﾗは1位・2位をほ

とんど独占して、ﾚｰｽを主導する。勝負の

行方は、何処でﾋﾟｯﾄｲﾝするかにかかってく

る。EquipoDeSuenoはｽﾀｰﾄから4時間まで

に7回ﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞをする。対するﾁｰﾑｻｰﾗ

はﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞを9回し、早めにﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼﾞ

回数をｸﾘｱして、後半に主導権を取る作戦

と思われる。両ﾁｰﾑとも6人体制で135周回

（6h55分）共にﾋﾟｯﾄｲﾝしてﾗｲﾀﾞｰﾁｪﾝｼを行

い、お互い7周して142周回で最後のﾗｲﾀﾞｰ

ﾁｪﾝｼﾞをし残り約42分をｴｰｽの勝負にかけ

る。EquipoDeSuenoは7時間33分経過の147

周目のﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞからｺﾞｰﾙ156周までﾗｯﾌﾟﾘｰ

ﾄﾞを取り続ける独走態勢で見事初優勝を

飾った。初制覇おめでとう！ 

◇３位争い  ３位ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

        ４位teamAPEX黒霧島 

ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞはｽﾀｰﾄから3時間までは2位と

☆表彰 
総合優勝   EquipoDeSueno 

２位       ﾁｰﾑｻｰﾗ 

３位       ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

ｺﾝｽﾄﾗｸﾀｰｽﾞ賞    じてんしゃｺﾑRin  

ﾌｧｽﾃｽﾄﾗｯﾌﾟ ﾁｰﾑｻｰﾗ  (2’42”713) 

ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ    EquipoDeSueno (77周)  

ﾋﾟｯﾄｸﾙｰ   EquipoDeSueno 

RM/1位    EquipoDeSueno 

RX/1位    ｻｲｸﾚｽﾀA 

OM/1位    Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 

OX/１位   Team閃風脚ノ閃 

OL/１位   ｼｬｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞ柚子 

AB/１位   ｼｬｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞ葡萄 

AM/１位  teamAPEX龍Q館練 

AA/１位     teamAPEXﾄﾞﾗｺﾞﾝ 

H2/１位      佐川 祐太 

H4/1位    底辺ﾎﾘﾎﾘとPｲｻｵ 

ﾘﾐｯﾄ賞3人/1位 TEAM 輪持久業 B 

ﾘﾐｯﾄ賞4人/1位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

ﾘﾐｯﾄ賞5人/1位 teamAPEX黒霧島 

ﾘﾐｯﾄ賞6人/1位 EquipoDeSueno 

THE HAPPINESS YEAR 30  

筑波夏の８耐  7月9日（土） 第2戦 

筑波秋の８耐 10月8日（土） 第3戦 
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《ﾗｯﾌﾟﾘｰﾄﾞ回数》 11ﾁｰﾑ   ☆周回数156周 

77回≫EquipoDeSueno 

50回≫ﾁｰﾑｻｰﾗ 

 9回≫佐川祐太 

 8回≫PLUS1 01 

 5回≫teamAPEX黒霧島 

 2回≫TEAM・Bee① 

 1回≫Team閃風脚ﾉ関、Team閃風脚ﾉ風、 

かねこれーしんぐAM、ｾﾏｽR新松戸-A、 

ｾﾏｽ新松戸-B、ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

◆ 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・特色） 

2016夏秋参加予定のﾁｰﾑ 

◇ Gﾎｰﾑとねがわ あやめ 3位以内 

◇ 小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝA 楽しむ 

◇ はすだ支援隊ﾏﾙｽ・ﾕﾋﾟﾃﾙ・ﾌﾟﾙﾄ・ﾃﾙｽ（募）入賞 

◇ﾁｰﾑＢＯＳＣＨ－１・－２ 入賞 

◇Team閃風脚ノ閃・風 （募）  

  3位以内 全力で走る 

◇Team風輪 （募）入賞 自転車処風輪ｼｮｯﾌﾟﾁｰﾑ 

◇ﾅｲｽ!日本の心 （hp） 楽しむ 

年代別のｴｰｽを集めました、楽しみます 

◇愛和総合病院A・B・C （募）（hp） 

入賞・救護班やってます 

◇ｾﾏｽR新松戸－A・B・C・D・E・F （募） （hp）   

  3位以内 入賞 楽しむ 

  楽しく走り頑張るときは頑張るﾁｰﾑです！ 

◇うなぎーぬA 楽しむ 

◇TEAM・Bee①・② 楽しむ 

◇ｱﾙｶﾃﾞｨｱ ﾁｬﾘ部 楽しむ 

◇ﾁｰﾑｸﾘｵｽ 楽しむ ｸﾘﾅｯﾌﾟのｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾁｰﾑ 

◇ﾍﾞﾙﾆｸｽﾌﾞﾙｰ 楽しむ 

◇NOC RACING （hp）  入賞 

  若人から老人までがんば 

◇Team Parc 春麗・女豹・野猿 （募） 入賞 

  渋谷宇田川町のWineBsrのTeam 

◇ちゃりんジャー白・朱 楽しむ 

◇TeamGB2 楽しむ Enjoy８耐 

◇山登り決死隊♡ 楽しむ  

  弱虫ﾍﾟﾀﾞﾙでﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸ始めた「弱ﾍﾟﾀﾞ」女子 

◇ドラグーン ゼットン （hp） 入賞 

◇三幸エステート 楽しむ 

◇坂馬鹿一家 楽しむ  

  坂が好きな変なﾁｰﾑ（遅いけど） 

◇チームYレイクA 楽しむ 

  安全第一でｴﾝｼﾞｮｲ、ﾋﾟﾝｸのｼﾞｬｰｼﾞｰでﾃﾞﾋﾞｭｰ 

◇TEAM 輪持久業 A・B （募）（hp） 入賞 

◇チーム千虎流Ⅱ 楽しむ 

◇チーム・ケッタマシーンＡ 楽しむ 

◇温泉ライド 温玉 楽しむ 

◇チーム殿さま 楽しむ 

◇TEAM DAIHO-SP 楽しむ 

◇IR-TeamD・E 楽しむ ｴﾝﾀｰﾃｨﾅｰ 

◇モルゲンロート 楽しむ  

  普段は登山を楽しむﾁｰﾑです 

◇トヨタ東京自動車大学校α （hp） 

  1級2級自動車整備士板金塗装の専門学校ﾁｰﾑ 

◇VELOLIENS α・β 楽しむ 

  ｶﾞﾁじゃない！ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 

◇ 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。 

 
☆表彰 
RM/2位       ﾁｰﾑｻｰﾗ 

RM/3位       ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞ 

RM/4位     team APEX黒霧島 

RM/5位     TEAM・Bee① 

RM/6位     ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ・ｳﾌﾞﾛ 

RM/7位     TEAM MILANO 

RM/8位     PLUS1 01 

RM/9位     ｼｬｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞ木苺 

RM/10位   牛久愛和総合病院A 

RX/2位       BEXｵﾆﾔﾝﾏ 

RX/3位       ｾﾏｽR新松戸－B 

RX/4位     Team風輪 

RX/5位     かねこれーしんぐRX 

RX/6位     ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝｽﾞｽﾘｰ 

RX/7位     ﾁｰﾑｻｰﾗGu 

RX/8位     ﾁｰﾑ杉山ｾﾞﾛﾜﾝ 

RX/9位     PLUS1 02 

RX/10位   ｻｲｸﾚｽﾀB 

OM/2位     BEXﾄｹﾞﾄｹﾞ 

OM/3位     SHIBAMIYA 

OX/2位     Noea racing1 

OX/3位     輪工房APEXありんこ 

OL/2位     ﾁｰﾑ･Y彩湖ﾌﾟﾘﾝｾｽ 

OL/3位     ﾁｰﾑｻｰﾗ女子A 

AM/2位    ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

AM/3位      牛久愛和総合病院B 

AB/2位      JAL自転車ｸﾗﾌﾞB 

AB/3位    ﾁｰﾑSR600NihonAlps 

AA/2位    ｾﾏｽR新松戸-A 

AA/3位    APEX忍その壱 

AA/4位    ﾁｰﾑY彩湖ｽﾋﾟﾘｯﾂ 

AA/5位    TEAM DAIHO－SP 

AA/6位    NOC RACING 

AA/7位          Team Parc 春麗 

AA/8位          暗黒技術研究所 

AA/9位          はすだ支援隊ﾌﾟﾙﾄ 

AA/10位        やまくら自転車部 大福         

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ/総合30位 かねこれーしんぐRX 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/RM30位  綾瀬自転車競技部 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/RX30位  ﾁｰﾑY彩湖ﾏﾝﾎﾞｳ 

ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ賞/AA30位  ｵﾘｰﾅｳｯﾁｰ 

H2/2位     内海 和則 

H2/3位     吉村 甲斐 

H4/2位         ﾁｰﾑDSJ-A 

H4/3位     ﾁｰﾑﾎｲｻ 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞2h ｻｲｸﾚｽﾀC 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞4h KMCC-COSMO 

ｼﾞｬｽﾄﾀｲﾑ賞6h 綾瀬自転車競技部 

ﾘﾐｯﾄ賞3人/2位 悠人とゆかいな仲間たち 

ﾘﾐｯﾄ賞3人/3位 BDLives 

ﾘﾐｯﾄ賞4人/2位 TEAM・Bee① 

ﾘﾐｯﾄ賞4人/3位 ﾁｰﾑｺﾑﾘﾝ 

ﾘﾐｯﾄ賞5人/2位 team APEX龍Q館練 

ﾘﾐｯﾄ賞5人/3位 TEAM MILANO 

ﾘﾐｯﾄ賞6人/2位 ﾁｰﾑｻｰﾗ 

ﾘﾐｯﾄ賞6人/3位 ｲﾝﾊﾞｽﾀｰ・ｳﾌﾞﾛ 
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■日本航空 JAL ｻﾎﾟｰﾄ 

◇JALｵﾘｼﾞﾅﾙｺｰﾋｰを参加者および応援者の方

に無料ｻｰﾋﾞｽ。無料ｻｰﾋﾞｽには列ができるほど

の盛況。 

◇抽選賞品提供 JALﾋｺｰｷのぬいぐるみ等多数 

◇表彰のお手伝い CAさんが協力 

★春８耐から→ｻﾎﾟｰﾄありがとうございました。 

■参加ｼｮｯﾌﾟ（車検協力ｼｮｯﾌﾟ） 

☆(有)芝川ｻｲｸﾙﾓｰﾀｰｽ    ☆Beeｻｲｸﾙ 

☆BEX ISOYA                  ☆BOUNCE 

☆CycleShopONE             ☆GIRAFFE 

☆over-do                       ☆Plus1bicycles 

☆ｱﾙﾍﾟﾝ学園東大通店自転車館 

☆ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞつくば店         ☆ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ守谷店 

☆さいくるしょっぷかねこ    ☆ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ 

☆ｻｲｸﾚｽﾀ                       ☆ｻｲﾄﾞ商会 

☆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      ☆ｾｵｻｲｸﾙ西千葉店 

☆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               ☆ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ赤坂 

☆ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ東大和            ☆細沼自転車店 

☆自転車処風輪               ☆杉山ｻｲｸﾙ 

☆大福屋                         ☆輪工房 

 ☆春ｱﾝｹｰﾄに答えたﾁｰﾑ 

◇芝川COOLSかるがも・燕 （募） 楽しむ 

◇シャークアイランド檸檬 楽しむ 

◇みさかブルー・ゴールド （hp） 楽しむ 

◇ブリンカー 楽しむ 純粋にﾚｰｽを楽しむﾁｰﾑです 

◇NOKYS 1  入賞 

◇APEX忍その壱・その参 楽しむ 3位以内 

  元気です！・まじめ 

◇チームラフリバー （募）（hp） 楽しむ 

  荒川メインで走ってます 

◇FlyawayB 楽しむ 安全第一・Enjoy‼ 

◇ON YOURMARK （募） 入賞 

◇ロシナンテ 楽しむ 完走が目標！ 

◇チームサーラ・B（募） 3位以内 楽しむ 

  ｶﾚｰが大好きな仲間達 

◇チームサーラ東女体・女子C 楽しむ 

  元気・やる気・ｷﾞﾗｷﾞﾗの女子大生・！赤い集団 

◇安藤整形外科 古河 楽しむ 

◇チーム茶羅にゃん 楽しむ 一歩前へ 

◇セマスR新松戸－B・－C・－D・－E・－F 

 （募）（hp） 3位以内 入賞 楽しむ 

楽しく走り頑張るときは頑張るﾁｰﾑです！ 

◇FlyawayB 楽しむ 安全第一・Enjoy‼ 

◇ON YOURMARK （募） 入賞 

◇ロシナンテ 楽しむ 完走が目標！ 

◇SNI自転車部埼玉 （募）（hp） 楽しむ 

  自転車から平和を‼ 

◇静岡チャリンコ暴走族 楽しむ 

  高校時代と職場の仲間が集まっている 

◇ＢＥＸカミキリムシ・ゲンゴロウ・オニヤンマ 

  （hp） 3位以内 入賞 楽しむ 

◇オンザロード布袋・恵比寿・大黒天・毘沙門天 

  （募）（hp） 入賞 楽しむ 

  ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ守谷店ｴｰｽﾁｰﾑ・ｴﾝｼﾞｮｲ・ 

  影の実力者 

◇TEAM MARU ③ 楽しむ みんなﾄﾗｲｱｽﾘｰﾄ 

◇ABK RIDER2 楽しむ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ仲間 

◇BOUNCE Aチーム （hp） 楽しむ 

◇teamAPEX龍Q館練 （募）（hp） 入賞 

  teamAPEXはﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸで楽しい事は何でも！ 


