ラトバラ︑スニネン︑ロバンペラを支える
フィンランドの
〝ビックボス〟
若きカッレ・ロバンペラの成長を信じて疑わないのが
ＷＲＣ界一有名なマネージャー︑ティモ・ヨウキである
かつて︑カンクネンとマキネンを世界王者に育て上げ
今はラトバラとスンニネン︑ロバンペラに夢を託す
その活動を支えるのは資金と情熱︑そして冷静な視線だ
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