
日本学生自転車競技連盟(2023/1/1)

学生チーム・スプリント250mx3　歴代208傑(55.0以内)
ﾗﾝｸ TIME チーム 氏名 氏名 氏名 年月日 競技場
1 45.172 明治大学 板倉　玄京 荒川　仁 隈園　郷史 180908 静岡修善寺250
2 45.381 明治大学 荒川　仁 甲斐　俊祐 塩島　嵩一朗 190916 静岡修善寺250
3 45.807 明治大学 荒川　仁 隈園　郷史 塩島　嵩一朗 180908 静岡修善寺250
4 45.932 日本大学 三神　遼矢 三浦　生誠 伊藤　京介 211210 静岡修善寺250
5 45.966 鹿屋体育大学 野上　竜太 堀　航輝 黒枝　咲哉 160826 静岡修善寺250
6 46.233 早稲田大学 田中　克尚 中野　慎詞 安倍　大成 180818 静岡修善寺250
7 46.251 日本大学 中島　詩音 治田　知也 坂本　紘規 180818 静岡修善寺250
8 46.383 早稲田大学 納家　一樹 中野　慎詞 安倍　大成 180908 静岡修善寺250
9 46.576 鹿屋体育大学 真鍋　智寛 黒瀬　浩太郎 岸田　剛 190916 静岡修善寺250
10 46.606 日本大学 沢田　桂太郎 山本　修平 坂井　洋 160826 静岡修善寺250
11 46.696 中央大学 佐伯　亮輔 橋本　壮史 梶原　大地 160826 静岡修善寺250
12 46.717 中央大学 山根　将太 梶原　大地 梶原　海斗 180818 静岡修善寺250
13 46.740 朝日大学 長谷部　龍一 相馬　義宗 小原　佑太 160826 静岡修善寺250
14 46.832 法政大学 鈴木　陸来 上野　恭哉 五味　大征 180818 静岡修善寺250
15 46.853 日本大学 中島　詩音 沢田　桂太郎 山本　修平 160827 静岡修善寺250
16 46.898 鹿屋体育大学 真鍋　智寛 岸田　剛 阿部　将大 180818 静岡修善寺250
17 46.965 中央大学 東矢　圭吾 梶原　大地 梶原　海斗 180908 静岡修善寺250
18 46.970 鹿屋体育大学 野上　竜太 堀　航輝 山口　大貴 150411 静岡修善寺250
19 47.132 早稲田大学 中井　琢 手嶋　将大 後藤　悠 160826 静岡修善寺250
20 47.144 明治大学 板倉　玄京 隈園　郷史 橋本　瑠偉 160826 静岡修善寺250
21 47.169 鹿屋体育大学 真鍋　智寛 山根　慶太 岸田　剛 180908 静岡修善寺250
22 47.303 日本体育大学 松本　京太 荒川　達郎 桑名　僚也 180818 静岡修善寺250
23 47.373 朝日大学 上遠野　拓馬 松本　貴治 小原　佑太 150411 静岡修善寺250
24 47.390 鹿屋体育大学 堀　航輝 柴崎　俊祐 山口　大貴 140829 静岡修善寺250
25 47.405 同志社大学 末廣　快理 島　奨乃 宇佐美　元基 180818 静岡修善寺250
26 47.472 明治大学 板倉　玄京 曽我　圭佑 橋本　瑠偉 160412 静岡修善寺250
27 47.535 日本大学 坂本　佳哉 高橋　築 安里　優太 140720 静岡修善寺250
28 47.582 日本大学 中島　詩音 山本　修平 坂井　洋 160416 静岡修善寺250
29 47.646 中央大学 佐伯　亮輔 栗本　尚宗 宮本　隼輔 140829 静岡修善寺250
30 47.67 法政大学 鈴木　陸来 鈴木　玄人 荒井　佑太 160806 静岡修善寺250
31 47.685 明治大学 板倉　玄京 小林　和希 橋本　瑠偉 140829 静岡修善寺250
32 47.688 朝日大学 木下　怜也 長谷部　龍一 相馬　義宗 160827 静岡修善寺250
33 47.779 明治大学 荒川　仁 甲斐　俊祐 隈園　郷史 171203 静岡修善寺250
34 47.834 明治大学 田川　翔琉 荒川　仁 甲斐　俊祐 180408 静岡修善寺250
35 47.869 日本大学 邊見 竜馬 林 佳宗依 町田 颯 220717 千葉千葉250
36 47.870 朝日大学 棚瀬　義大 森田　一郎 山元　大夢 211210 静岡修善寺250
37 47.988 日本大学 中島　詩音 照井　拓成 山本　修平 170409 静岡修善寺250
38 48.029 同志社大学 末廣　快理 道城　海地 島　奨乃 190916 静岡修善寺250
39 48.036 朝日大学 木下　怜也 長谷部　龍一 小原　佑太 160416 静岡修善寺250
40 48.038 中央大学 東矢　圭吾 橋本　壮史 梶原　大地 170409 静岡修善寺250
41 48.080 順天堂大学 藤根　俊貴 新井　友陽 栗本　武典 160826 静岡修善寺250
42 48.093 日本大学 坂本　佳哉 久保田　元気 安里　優太 140830 静岡修善寺250
42 48.093 法政大学 鈴木　陸来 上野　恭哉 菊山　将志 160826 静岡修善寺250
44 48.10 明治大学 板倉　玄京 曽我　圭佑 隈園　郷史 160806 静岡修善寺250
45 48.106 朝日大学 廣田　敦士 上遠野　拓馬 松本　貴治 130727 静岡修善寺250
46 48.148 早稲田大学 中野　大詞 小野　豪太 諸隈　健太郎 211210 静岡修善寺250
47 48.174 朝日大学 長谷部　龍一 志田　龍星 栗山　和樹 180818 静岡修善寺250
48 48.194 朝日大学 廣田　敦士 相馬　義宗 上遠野　拓馬 130518 静岡修善寺250
49 48.222 明治大学 板倉　玄京 曽我　圭佑 橋本　瑠偉 150411 静岡修善寺250
50 48.225 日本体育大学 深沢　拓 桑名　僚也 金田　明一郎 160826 静岡修善寺250
51 48.230 慶應義塾大学 大喜多　将 小野　健太郎 山口　直樹 160826 静岡修善寺250
52 48.291 日本大学 照井　拓成 山本　修平 坂井　洋 160412 静岡修善寺250
53 48.328 朝日大学 長谷部　龍一 森本　桂太郎 志田　龍星 180908 静岡修善寺250
54 48.373 明治大学 板倉　玄京 荒川　仁 甲斐　俊祐 170409 静岡修善寺250
55 48.461 中央大学 佐伯　亮輔 橋本　壮史 宮本　隼輔 150411 静岡修善寺250
56 48.508 中央大学 池野　健太 佐伯　亮輔 宮本　隼輔 130727 静岡修善寺250
57 48.531 中央大学 保田　浩輔 東矢　圭吾 山根　将太 180408 静岡修善寺250
58 48.539 日本大学 山本　修平 坂本　佳哉 坂井　洋 150404 静岡修善寺250
59 48.576 学連(日本大学) 末木　浩二 森　一馬 橋本　凌甫 111014 静岡修善寺250
60 48.639 鹿屋体育大学 柴崎　俊祐 山口　大貴 安本　昇平 130727 静岡修善寺250
61 48.652 順天堂大学 飯塚　竜也 藤根　俊貴 吉川　希望 140829 静岡修善寺250
62 48.709 法政大学 鈴木　陸来 昼田　達哉 五味　大征 171203 静岡修善寺250
63 48.805 日本大学 緑川　裕也 高橋　築 安里　優太 140517 静岡修善寺250
64 48.820 京都産業大学 田村 一暉 小堀 敢太 四宮 寛人 220717 千葉千葉250
65 48.850 東北学院大学 鈴木　隼輔 中込　健太 伊藤　大地 160826 静岡修善寺250
66 48.881 日本大学 草場　啓吾 清水　勇人 治田　知也 171203 静岡修善寺250
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日本学生自転車競技連盟(2023/1/1)

学生チーム・スプリント250mx3　歴代208傑(55.0以内)
ﾗﾝｸ TIME チーム 氏名 氏名 氏名 年月日 競技場
67 48.915 朝日大学 中野　雄喜 上遠野　拓馬 松本　貴治 131006 滋賀旧大津びわ湖500
68 48.94 法政大学 鈴木　陸来 鈴木　玄人 五味　大征 171112 千葉千葉
69 48.984 日本大学 中島　詩音 山本　和輝 坂本　紘規 171203 静岡修善寺250
70 48.986 早稲田大学 谷口　雄太郎 手嶋　将大 後藤　悠 140720 静岡修善寺250
71 48.996 鹿屋体育大学 小谷　寛待 香西　高良 宮田　龍一 211210 静岡修善寺250
72 49.124 信州大学 堀江　省吾 増田　遼馬 阿部　佑介 180818 静岡修善寺250
73 49.150 法政大学 鈴木　陸来 高橋　綜一郎 菊山　将志 151024 静岡修善寺250
74 49.162 同志社大学 冨嶋　奎太 川元　優佑 宇佐美　元基 160826 静岡修善寺250
75 49.22 法政大学 新村　穣 寺崎　浩平 菊山　将志 141130 千葉千葉500
76 49.242 日本体育大学 風間　涼帆 深沢　拓 金田　明一郎 160412 静岡修善寺250
77 49.246 順天堂大学 藤根　俊貴 栗本　武典 栗田　万生 150411 静岡修善寺250
78 49.298 日本大学 中島　詩音 治田　知也 坂田　康季 180121 静岡修善寺250
79 49.322 日本大学 森口　寛己 照井　拓成 坂井　洋 151205 静岡修善寺250
80 49.335 順天堂大学 飯塚　竜也 新井　友陽 栗本　武典 160412 静岡修善寺250
81 49.364 明治大学 曽我　圭佑 森本　尊也 橋本　瑠偉 130518 静岡修善寺250
82 49.370 日本体育大学 深沢　拓 山内　厚二 加藤　樹 140720 静岡修善寺250
83 49.40 中央大学 野口　裕生 池野　健太 栗本　尚宗 120407 静岡修善寺250
84 49.451 富士大学 俵　央育 三浦　元緋 嵯峨　竜馬 140720 静岡修善寺250
85 49.47 早稲田大学 田中　克尚 佐藤　啓斗 安倍　大成 171112 千葉千葉
86 49.490 東海大学 藤原　総一郎 田村　太一 曽我　隼秀 160826 静岡修善寺250
87 49.501 日本体育大学 深沢　拓 山内　厚二 甲斐　将裕 130518 静岡修善寺250
88 49.529 中央大学 佐伯　亮輔 宮本　隼輔 伊藤　邦和 140405 静岡修善寺250
89 49.561 立命館大学 田野口　翔一 光井　晴紀 吉岡　優斗 180818 静岡修善寺250
90 49.622 日本体育大学 片野　樹 服部　幸之助 今井　純志 211210 静岡修善寺250
91 49.678 日本大学 白濱　一平 山本　修平 坂井　洋 141207 静岡修善寺250
92 49.698 順天堂大学 飯塚　竜也 藤根　俊貴 栗田　万生 150404 静岡修善寺250
93 49.710 日本大学 山本　修平 坂本　紘規 坂本　佳哉 150411 静岡修善寺250
94 49.716 日本体育大学 風間　涼帆 前川　航輝 金田　明一郎 151205 静岡修善寺250
95 49.719 東北学院大学 鈴木　隼輔 佐々木　俊哉 高橋　翼 180818 静岡修善寺250
96 49.76 早稲田大学 森　浩輔 手嶋　将大 後藤　悠 141130 千葉千葉500
97 49.881 朝日大学 沼田　明久 小山　兼司 小原　佑太 140517 静岡修善寺250
98 49.888 明星大学 大関　一輝 坂野　龍太郎 佐々木　洸太 180818 静岡修善寺250
99 49.90 法政大学 鈴木　陸来 北條　顕登 菊山　将志 151108 千葉千葉500
100 49.905 朝日大学 長谷部　龍一 畝木　聖 小原　佑太 151004 滋賀旧大津びわ湖500
101 49.916 順天堂大学 飯塚　竜也 南　進大郎 藤根　俊貴 151205 静岡修善寺250
102 49.948 東海大学 藤原　総一郎 小野　晟太朗 岡田　理紀 180818 静岡修善寺250
103 49.954 京都産業大学 石川　航大 清水　大樹 伊藤　皓平 180818 静岡修善寺250
104 49.997 朝日大学 長谷部　龍一 中村　友哉 志田　龍星 180121 静岡修善寺250
105 50.001 京都産業大学 藤井　太雅 山田　康太 佐藤　大我 160826 静岡修善寺250
106 50.01 朝日大学 廣田　敦士 沼田　明久 山本　琢也 120407 静岡修善寺250
107 50.040 京都産業大学 松下　綾馬 吉岡　衛 岩本　希望 180407 静岡修善寺250
107 50.040 法政大学 鈴木　玄人 北條　顕登 松田　幸貴 151024 静岡修善寺250
109 50.053 日本大学 中川　聖大 山本　英弘 坂田　康季 171203 静岡修善寺250
110 50.130 富士大学 澤口　馨太 三浦　元緋 佐々木　眞行 160826 静岡修善寺250
111 50.161 朝日大学 鳥越　敬太 小原　佑太 浦田　真成 141005 滋賀旧大津びわ湖500
112 50.203 中央大学 池野　健太 佐伯　亮輔 栗本　尚宗 130406 静岡修善寺250
113 50.233 同志社大学 廣瀬　翔太 川元　優佑 坂井　篤 140829 静岡修善寺250
114 50.275 早稲田大学 澤口　大和 工藤　薫 岡本　光由 081103 静岡修善寺250
115 50.383 慶應義塾大学 畑　頌聡 池邊　聖 小野　健太郎 140720 静岡修善寺250
116 50.398 日本体育大学 福沢　涼太 山内　厚二 甲斐　将裕 120519 静岡修善寺250
117 50.414 朝日大学 内田　龍義 長谷部　龍一 中野　雄喜 150404 静岡修善寺250
118 50.453 朝日大学 相馬　義宗 松本　貴治 吉田　幸太郎 130406 静岡修善寺250
119 50.549 順天堂大学 松山　達人 栗本　武典 岡野　竜希 180818 静岡修善寺250
120 50.614 順天堂大学 鈴木　優之 新井　友陽 栗本　武典 151205 静岡修善寺250
121 50.673 環太平洋大学 大野　富士城 森　成良 吉田　慶 140829 静岡修善寺250
122 50.728 朝日大学 内田　龍義 中川　基広 森本　桂太郎 180121 静岡修善寺250
123 50.732 明星大学 鈴木　浩太 渡名喜　守祐 坂野　龍太郎 170408 静岡修善寺250
124 50.76 日本大学 高橋　築 我妻　優弥 安里　優太 120407 静岡修善寺250
125 50.763 京都産業大学 清水　大樹 山田　康太 伊藤　皓平 180407 静岡修善寺250
126 50.798 京都産業大学 増田　拓貴 佐藤　大我 戸祭　裕介 140829 静岡修善寺250
127 50.830 明治大学 水野　遼太郎 高橋　大輝 加藤　剛 120519 静岡修善寺250
128 50.84 明治大学 板倉　玄京 高橋　大輝 橋本　瑠偉 141130 千葉千葉500
129 50.847 朝日大学 鳥越　敬太 中村　友哉 畝木　聖 150404 静岡修善寺250
130 50.887 京都産業大学 藤井　太雅 山田　康太 伊藤　皓平 170408 静岡修善寺250
131 50.922 順天堂大学 村上　哲也 西藤　祐 栗田　万生 130406 静岡修善寺250
132 50.932 中央大学 野口　裕生 藤森　貴之 宮本　隼輔 130406 静岡修善寺250
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学生チーム・スプリント250mx3　歴代208傑(55.0以内)
ﾗﾝｸ TIME チーム 氏名 氏名 氏名 年月日 競技場
133 50.988 朝日大学 中野　雄喜 市原　和希 加藤　弘樹 130518 静岡修善寺250
134 51.020 日本大学 照井　拓成 坂本　紘規 佐々木　眞也 151024 静岡修善寺250
135 51.03 法政大学 靍　良生 植原　琢也 菊山　将志 131109 千葉千葉500
136 51.055 朝日大学 内田　龍義 中村　友哉 中川　基広 151004 滋賀旧大津びわ湖500
137 51.11 立教大学 大塚　知樹 橘田　和樹 関谷　聡 160806 静岡修善寺250
138 51.232 朝日大学 渡邉　浩幸 中野　雄喜 高木　隆大 120519 静岡修善寺250
139 51.234 関西大学 福元　啓太 西田　優大 山神　海晴 180818 静岡修善寺250
140 51.235 明治大学 森本　尊也 橋本　瑠偉 加藤　剛 130406 静岡修善寺250
141 51.252 朝日大学 渡邉　浩幸 松本　諒太 高木　隆大 101003 滋賀大津びわ湖
142 51.263 環太平洋大学 野村　侑希 宮内　智也 岡本　卓 130518 静岡修善寺250
143 51.267 日本大学 中島　詩音 竹井　彗 山本　英弘 160412 静岡修善寺250
144 51.341 朝日大学 廣田　敦士 市原　和希 山本　琢也 130406 静岡修善寺250
145 51.356 順天堂大学 藤根　俊貴 村上　哲也 西藤　祐 140405 静岡修善寺250
146 51.38 朝日大学 渡邉　浩幸 市原　和希 加藤　弘樹 120407 静岡修善寺250
147 51.412 東海大学 尾坂　爽太 田村　太一 小野　武 140720 静岡修善寺250
148 51.437 朝日大学 内手　翔太 渡邉　浩幸 市原　和希 111009 滋賀大津びわ湖
149 51.464 東海大学 曽我　隼秀 石山　理亮 小野　武 130518 静岡修善寺250
150 51.508 環太平洋大学 大野　富士城 吉本　昴 岡本　卓 131006 滋賀旧大津びわ湖500
151 51.572 慶應義塾大学 纐纈　壮太郎 辻本　幸平 小林　朋弘 180818 静岡修善寺250
152 51.698 京都産業大学 中井　路雅 増田　拓貴 佐藤　大我 141005 滋賀旧大津びわ湖500
153 51.725 東海大学 田村　太一 小野　武 黒木　駿太 140829 静岡修善寺250
154 51.828 新潟大学 濱田　幸祐 藤岡　樹 坂井　優太 180818 静岡修善寺250
155 51.862 大阪経済大学 田中　昭太朗 真部　拓海 佐々木　瞭 180818 静岡修善寺250
156 51.930 日本大学 清水　勇人 松本　一志 山本　英弘 180121 静岡修善寺250
157 52.127 立教大学 田部　功明 長谷川　晃央 篠山　昂平 180818 静岡修善寺250
158 52.175 日本体育大学 風間　涼帆 辻　晃平 大橋　涼 131013 静岡修善寺250
159 52.182 大阪経済大学 石丸　兼司 蒋野　翔太 下島　将輝 140720 静岡修善寺250
160 52.210 新潟大学 濱田　幸祐 松下　時生 坂井　優太 171203 静岡修善寺250
161 52.26 慶應義塾大学 畑　頌聡 楠田　宗春 池邊　聖 141130 千葉千葉500
162 52.411 中京大学 森　聖貴 高橋　飛鳥 窪　翼 131201 静岡修善寺250
163 52.464 大阪産業大学 土橋　勇斗 植益　和行 山﨑　翼 160826 静岡修善寺250
164 52.479 東海大学 小野　武 小清水　拓也 宮崎　大助 120519 静岡修善寺250
165 52.505 明星大学 藤田　遼一 渡名喜　守祐 大橋　風太 160826 静岡修善寺250
166 52.512 慶應義塾大学 畑　頌聡 楠田　宗春 小野　健太郎 140517 静岡修善寺250
167 52.569 環太平洋大学 無量井　弘毅 福留　康介 播正　珠里 091004 滋賀大津びわ湖
168 52.661 中央大学 濱田　直之 早川　侑哉 金内　一行 140405 静岡修善寺250
169 52.69 日本大学 和田　力 板橋　義浩 住吉　宏太 120407 静岡修善寺250
170 52.749 立教大学 山本　貴明 今道　拓也 野田　晋平 070617 静岡修善寺250
171 52.836 法政大学 遠藤　邦明 井戸川　貴則 大沢　公太郎 070617 静岡修善寺250
172 52.946 中京大学 小玉　凌 高橋　飛鳥 窪　翼 131013 静岡修善寺250
173 52.968 明星大学 島田　柊生 山田　颯 坂野　龍太郎 180408 静岡修善寺250
174 53.060 関西大学 北中　悠貴 松兼　輝明 岡田　将真 140829 静岡修善寺250
175 53.106 朝日大学 尾形　鉄馬 新垣　朋洋 今西　薫 091004 滋賀大津びわ湖
176 53.11 慶應義塾大学 池邉　聖 山口　直樹 伊藤　潤 151108 千葉千葉500
177 53.219 名古屋産業大学 木村　知多賀 藤本　喜大 小河　康宏 091004 滋賀大津びわ湖
178 53.227 中京大学 長尾　康平 高橋　飛鳥 窪　翼 121013 静岡修善寺250
179 53.26 早稲田大学 森　浩輔 手嶋　将大 佐々木　勇輔 131109 千葉千葉500
180 53.493 慶應義塾大学 池邊　聖 早川　智司 小野　健太郎 131013 静岡修善寺250
181 53.508 朝日大学 有川　誠昌 佐々木　将哉 加藤　弘樹 130406 静岡修善寺250
182 53.526 大阪産業大学 大倉　隆慈 山﨑　翼 岩井　和也 140829 静岡修善寺250
183 53.564 明治国際医療大学清水 稜太郎 小幡 優陽 橋本 歩久玄 220717 千葉千葉250
184 53.573 中京大学 長尾　康平 小玉　凌 高橋　飛鳥 140829 静岡修善寺250
185 53.58 東京大学 和泉　隆誠 秋山　浩杜 貫名　将人 151108 千葉千葉500
186 53.656 朝日大学 内手　翔太 今西　薫 吉田　幸太郎 101003 滋賀大津びわ湖
187 53.658 東京大学 長岡　能活 千葉　将太 新谷　佳史 180121 静岡修善寺250
188 53.71 日本体育大学 大橋　涼 石川　海璃 山﨑　新太郎 120407 静岡修善寺250
189 53.831 環太平洋大学 鈴木　雅大 山本　浩平 御園井　杜充 091004 滋賀大津びわ湖
190 53.86 日本大学 北村　彰也 馬場　博之 吉田　海李 120407 静岡修善寺250
191 53.913 順天堂大学 南　進大朗 渡辺　直哉 小菅　裕麻 140517 静岡修善寺250
192 53.945 中京大学 小玉　凌 山田　智大 高橋　飛鳥 130406 静岡修善寺250
193 54.04 東京大学 林　遼 秋山　浩杜 浦　佑樹 141130 千葉千葉500
194 54.045 大阪経済大学 疋田　峻一 大西　晃平 栗田　龍之介 160826 静岡修善寺250
195 54.126 中京大学 高橋　飛鳥 窪　翼 羽根田　将直 120519 静岡修善寺250
196 54.151 中京大学 大谷　幸矢 西原　祐太 小玉　凌 140720 静岡修善寺250
197 54.202 大阪産業大学 大倉　隆慈 山田　陣也 山崎　翼 140720 静岡修善寺250
198 54.222 富士大学 新井田　開 小笠原　徹也 伊藤　敦也 140720 静岡修善寺250
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日本学生自転車競技連盟(2023/1/1)

学生チーム・スプリント250mx3　歴代208傑(55.0以内)
ﾗﾝｸ TIME チーム 氏名 氏名 氏名 年月日 競技場
199 54.248 中京大学 大谷　幸矢 森　聖貴 高橋　飛鳥 140517 静岡修善寺250
200 54.328 東海大学 平尾　幸秀 冨樫　尚稀 川上　俊太 140517 静岡修善寺250
201 54.331 中京大学 大谷　幸矢 森　聖貴 小玉　凌 141005 滋賀旧大津びわ湖500
202 54.364 立命館大学 田野口　翔一 住谷　拓夢 吉岡　優斗 151004 滋賀旧大津びわ湖500
203 54.478 中京大学 中根　英登 山田　智大 榊原　健一 101003 滋賀大津びわ湖
204 54.511 同志社大学 畑段　嵐士 渡部　陽介 清水　洋佑 091004 滋賀大津びわ湖
205 54.531 中京大学 西原　裕太 森　聖貴 小玉　凌 140405 静岡修善寺250
206 54.67 東京大学 秋山　浩杜 貫名　将人 井上　功一朗 160806 静岡修善寺250
207 54.69 立教大学 大塚　知樹 高木　三千成 広沢　智大 151108 千葉千葉500
208 54.865 関西大学 長光　亮平 増田　豊行 岡田　将真 111009 滋賀大津びわ湖

http://jicf.info/kiroku/ 4/4


