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なかよしさいくるの一年

新 2 年 小森雄太

こんにちは！なかよしさいくる新 2 年で駒場代表(駒代と略されます)の小森です。ここで

は、なかよしさいくるがどのような活動をするサークルなのかを月ごとにまとめてみまし

た。参考になれば幸いです。

4      月：新歓ラン、新歓コンパ  

・新歓ラン

新歓ランは、新入生のみなさんに自転車に乗る楽しさを知ってもらうためのイベントです。

荒川サイクリングロードや江戸川サイクリングロードを走り、スポーツ自転車のスピード

を体感してもらいます。自転車やヘルメットなど必要なものはサークルから貸し出します

し、スポーツ自転車独特の乗り方は上級生がきちんと教えますので、初心者でもまったく

心配ありません。自転車の楽しさの虜になること間違いなし！ぜひ参加してみてくださ

い！ちなみに、自転車などは 1 年生の間はサークルから借りることができます。

・新歓コンパ

みんなでわいわいお食事をするイベントです。自転車の話はもちろん、大学生活の話など

も先輩から聞けるかもしれません。参加していただければ、サークルの雰囲気がよくわか

ると思います。

5      月：新歓合宿、定サイ、五月祭  

・新歓合宿

土日を利用して 1 泊 2 日のツーリングを行います。都会の喧騒から離れて自然の中で走

る...自転車の本当の楽しさを感じていただけると思います！

・定サイ

定サイとは定期サイクリングの略称で、ほぼ月に 1 回開催され、東京近郊に日帰りでサイ

クリングをしに行くものです。2 年生が持ち回りでコースを考え参加者を募ります。1 年

生から時には OB まで、幅広い層が顔を出します。海沿いを風に当たりながら走ったり、

山に行ってがっつり走ったり、都心をまったり走ったりと、担当者の好みがいろいろと現

れたりします。

・五月祭

3 年生が中心となってお店を出します。1 年生が手伝う必要はないので安心してください。



6      月：特訓ラン、定サイ  

・特訓ラン

新入生に峠道を走るための技術や体力を身に付けてもらうための 1 泊 2 日の合宿です。ス

ポーツ自転車といえど坂道を登るのはなかなか大変ですが、登り切った時の達成感、景色

のよさ、下りの爽快感は病み付きになること間違いありません。

7      月：定サイ  

8      月：夏合宿  

・夏合宿

辛い期末試験を終えたら夏休み！なかよしさいくるでは長期休暇ごとに合宿が行われ ま

すが、その中でも最も規模の大きいのが夏合宿です。去年は九州へ行きました。自転車は

タイヤを外して専用の袋に入れることで飛行機や電車に乗せることができる（輪行と言い

ます）ので、東京から遠く離れた場所にも簡単に行くことができます。今年は北海道に行

くとかなんとか…？ 

9      月：秋合宿  

・秋合宿

秋は夏よりやや短めの合宿を行います。去年は学事歴の変更により無くなってしまったの

ですが、今年は行う予定です。

10      月：後閑杯、定サイ  

・後閑杯

なかよしさいくるで唯一の競技イベントで、富士山の麓から 5 合目までを繋いでいる富士

スバルラインを登り、そのタイムを競います。タイムを見ると自分の成長ぶりを実感する

ことができます。 

11      月：駒場祭、定サイ  

・駒場祭

1 年生のみで模擬店を出店します。このサークルは駒場祭では毎年焼きそばを出すという

伝統（？）があります。

12      月：冬合宿、定サイ  



・冬合宿

1 泊 2 日程度の短めの合宿を行います。去年は伊豆半島に行きました。クリスマスシーズ

ンに行われるので、プレゼント交換会をしたり、みんなで傷をなめあったり...とても楽し

いです！

1      月：定サイ  

2      月：沖縄研修、定サイ  

・沖縄研修

 1 年生のみで沖縄に行って沖縄を走り回る合宿です。沖縄のきれいな景色を堪能するのは

もちろん、トラブルへの対処能力を身につけたり、親睦を深めたりするのが目的です。僕

たちが行ったときも、本当に楽しい研修となりました。ぜひ参加してほしいです。 

3      月：春合宿、追いコン  

・春合宿

冬合宿と同様、短めの合宿を行います。今年は房総半島に行きました。

これらの他に、毎月駒場で定例会が開かれています。会報の読み合わせやランの報告など

が行われます。

サークルの公式行事は以上です。

これだけしかないの？と思ったあなた！

なかよしさいくるでは各人が個人ランと呼ばれるランを計画し、メーリスで参加者を募 

ることがしばしばあります。イルミネーションを見に行ったり、ひたすら峠道を走った 

りするなど、公式のランではできないようなランが数多く企画されます。自転車に関係 

ないものもあったり… 興味のあるものにはどんどん参加してみてください！ 

こんなにあるの？兼サーするからこんなに行けないよ？と思ったそこのあなた！ 

なかよしさいくるの行事はすべて自由参加です。かったるいなーと思ったものには参加 

しなくてもまったく構いません！また、基本的に平日は活動がないので、勉強、バイト、 

他サークルとの両立もしやすいと思います。 

最後に一言…

「なかよしさいくる」という名前から、ウェイウェイ系のサークルではないかと思う方が



いるかもしれませんが、実際はびっくりするほど健全なサークルです。男女比はいちじる

しく男に偏っていますし(これもこれでどうかと思いますが)、お酒の強要・コール などは

一切ありません(これは断言できます)。自転車に対する姿勢も非常に真摯なものだと思っ

ています。このへんの雰囲気は新歓行事に参加していただければわかると思いますので、

ぜひ一度お越しください。 サークルの活動の様子は http://www.teamnc.net/photos.html でも

ご覧になれます。





新 2年 佐々木雪 

 

新入生の皆さん（だけでなく自分たちも）気になることをアンケート形式で執行代に答えても
らいました！ 

 

・高校のとき友達とママチャリ旅したんがむっちゃ面白かったから 

・高校時代自転車登校だったから 

・脱ママチャリ 

・自力で遠くまで行けそうだから 

・乗って旅をしてみたかったから 

・新しいことがしたかった 

・ハチクロの影響受けたかも… 

・いい運動になりそうだったから 

・北海道の二人乗り自転車で牛に襲われそうになったから ←!? 

 

・ゆるくて楽しそうだったから 

・新歓に行って良かったから 

・ちゃんと自転車にのってそうだったから 

・自転車貸してくれる 



・自由参加なところがよかった 

・旅行班に拒まれたから 

・○橋大学の自転車サークルから返信が来なかった 

 

・ゆるい→ゆるいけど交通ルールには厳格 

・ゆるい→割とキツイ坂を登ることになっていた 

・物静かな真面目なとこ→真面目だけど楽しんでる 

・自由で楽しそう→自転車漕いでる時も、漕がないで喋ってる時も楽しいサークル 

・なかよしさいくるってキラキラしてそうな名前だなあ→キラキラはしてないけど楽しいなあ 

・ひらがなか…→皆さんよく走れるな…すごい… 

・こゎぃ→ゅるぃ 

 

・時間は守らない理念 

・優しくて面白い人がいっぱいいる 

・自由！ 

・自分のペースで参加できる、先輩の圧力的なものがないので気楽 

・久しぶりに顔出して気まずく思った時も、関係なく暖かく迎えてくれる雰囲気 

・日本中を旅できる 

・部室が沼 

・賑やかだけどウェイウェイしてない 

 



・男が多い 

・活動が少ない 

・ガチ勢の話についていけない 

・「なかよしさいくる」っていう名前。変に誤解されるしネタにされる。 

・峠好きが多くてランが過酷な時がある 

・たまにケチりすぎている 

 

・定サイも合宿も半分くらい 

・70％くらい 

・半年に 1回 

・6 月から全然顔出してなくて、1月に半年ぶりに定サイに行った 

・最近よくいく 

・行ける合宿は行きます 

・幻の部員レベル 

 

・230000=本体 150000+ウェア類 45000+小物 25000+その他 10000 

・20万ちょい 

・150000=本体 100000+ウェアとかもろもろ 50000 

・700（パット付インナーのみ） 

本体代と併せ、初期投資は 20-25万が相場のようです。 



 

佐々木調べですが、執行代が乗っているメーカーをランキングすると 

1位 GIANT：やっぱりコスパ最強ですもんね。5-6人はいるはず。 

2位 Cannondale：caad8や 10など、先輩にも乗ってる人が多いメーカー/車種。 

3位 TREK：これも人気ブランド。TREK乗りがいない代はないですね。 

逆に乗ってる人が少ないのは、Bianchi、MERIDA、KUOTA、FUJI、DE ROSAなど。なかよ
しさいくるではコスパや堅実性を見て選ぶ人が多そうです。 

 

 
・自由度が高いところ。自分の足で峠でも遠い土地にでも行ける 

・ママチャリでは出せない爽快なスピード 

・目的地に着いた時の達成感 

・歩く旅がばかばかしくなるくらい、遠くやいろんなところに行けるところ 

・きもちいいかっこいい素晴らしい 

・歩くより速い 

・交通費がかからない 

 

 
・多摩川サイクリングロード 

・しまなみ海道 

・三浦半島 



・阿蘇山 

・小豆島スカイライン、西伊豆スカイライン。スカイライン系は景色が最高！ 

・酷道 429号線青垣峠＆国道 427号線遠阪峠 

 

 
・中高サッカー部 

・バドミントン 

・やきう、りくじょう 

・オーケストラやってたので皆無ですね… 

・平均 

・ないです、でも余裕でついていけてます 

・ひきこもりだったんで 

・おにごっことドッジボールとサッカー 

 

 
・やっぱり沖縄研修！ 

・合宿全般！一緒に寝泊りしたり飲み会したり、本当に楽しい 

・夏合宿の四国九州と冬合宿の伊豆と沖縄研修＆後ラン！！マジ神でした。 

 

 
・自分の旅好きに気付いた 

・道路交通のルールに気を付けるようになった 



・性格改造に成功した 

・メンタルが強くなった。筋肉付いた。焼けた。 

・温泉が趣味になった 

・坂を見た時に「何％くらいかな？」と考えるようになった 

 

 
・自分の好きな時に参加できて、気ままに自転車に乗れるサークルは他にありません！ぜひ一
度来てみてください！ 

・ガチ勢も、私のようなゆるさ至上主義も共存できる素敵なサークルです。 

・最初はそんなやる気が無くても来てみると楽しかったりするのでぜひ。 

・自転車最高 

・旅がしたい人、運動してる気になりたい人、アンチウェイの人、オタクな人、みんな馴染め
て楽しめると思います。自転車はいいぞ。 

・NC史上最も課金しない男です。そんな僕でも楽しんでますよ。 

・なかよししようね～～💕💕 

 
参考になったでしょうか？ここでは伝わらないことが他にもまだまだあります。新入生の皆さ
んも分からないことが様々あるでしょうし、ぜひ新歓イベントで私達にいろんなことを聞いて
みてください！ 



部室紹介 

 

２年 寺田望 

 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。わたしたちなかよしさいくるは、な

んと駒場キャンパスに部室を持っています！場所はキャンパスプラザＢ棟の２０５号室で、

平日は９時から２１時半まで開いています。 

部室には地図（ツーリングマップルなど）や過去の会報、自転車のメンテナンス本など

が揃っています。そしてマンガやゲームも充実しており、コタツ完備とサークル員のキャ

ンパスライフを支える憩いの場となっています。もちろんサークル員ならだれでも自由に

使うことができます！昼休みに人目を気にせず孤独な食事をしたり、図書館が混んでいる

ときにレポート等を書きに来たり、空きコマに昼寝したり、数人集まってランを計画した

り、大勢でスマブラ大会をしたりと、みんな思い思いに部室ライフを楽しんでいます。 

さらになかよしさいくるは倉庫も所有しています。こちらにはサークル車や自転車の整 

備に使う工具類を保管しており、工具は自分の自転車の整備に自由に使うことができます。 

と、ここまでいろいろ書いてますが、ぜひ一度部室に遊びに来てみてください。サークル

の先輩らが温かくむかえいれてくれることでしょう。 

 わたしたちは新入生のみなさんのお越しを心よりお待ちしています！！！ 

 

キャンパスプラザ 

Ｂ棟２０５号室 

倉庫 



もともと競技用自転車です。ツール・ド・フランス
とかで使われているアレです。

　見た目の特徴はドロップハンドルというグネッと曲
がった触覚のようなハンドル。このハンドルのお陰で前傾姿

勢になって風の抵抗を減らしたり、あるいは、上りの時に手前の方を
持つことで姿勢を起こして呼吸を楽にしたりと、様々な持ち方によって臨機応変に姿勢を変えて自転車にのることができたりします。
あとは細いタイヤ。この細さのお陰でスピードでは圧倒です。一方でこれが未舗装路での弱さでもあります。また、フレームの素材に
は様々な種類があり、低価格から中価格に多い、比較的丈夫でまあまあ軽いアルミ素材、中価格から高価格向けの軽いカーボン素材、
比較的重いが昔ながらの味のあるクロモリ、さらにはチタンだったりと様々なものがあります。なかよしさいくるでは、アルミが多い
かな…？

　ロードバイクの楽しみ方は色々…長距離走れる特性を活かして自転車旅行なんかもできちゃいます。ちなみに現会長新三年生高畑
さんは三日間で約 800 キロも走って実家に帰省したことも有るみたいです（http://www.teamnc.net/online-magazin/pdf/14_
shinnkann）。すごいですね……。また、エンデューロイベント（決められた時間を走る。耐久レースみたいなもの）に出たり、ヒル
クライム（舗装された山道を登る）できます。自分の足だけで遠くへ行けるようになると、なんとも言えない達成感がありますヨ！と
にかく舗装された道をスピードを出して走りたい方はこれで決まりかと思います！

Road Bike
長所

短所

舗装された道ならば、他の車種よりも長距離
を速いスピードで進むことができる。軽い。

舗装された道でスピードが出るように設計さ
れているので、タイヤが最も細くダート（未
舗装路）には向かない。

　価格：10万円前後～

どんな自転車・・・？

どうやって楽しむ・・・？

ロードバイク

――スピードなら誰に
も負けません。

　新入生の皆さん！こんにちは！入学おめでとうございます！
　新二年生の安西です。anchor RA6 sport（ロードバイク）という自転車に乗ってます。
この記事では、ざっとスポーツサイクルの車種の紹介をしていきます。
「なかよしさいくるでは、どんな自転車に乗っているの？」「自転車いくら位するの？」「どれくらい走れるの？」ということ
も含めて紹介していきたいと思います！

　この記事で紹介する自転車は、ロードバイク、クロスバイク、シクロクロス、マウンテンバイクの 4つです。（自分が乗っ
てるのがロードなので少し偏り気味かもしれません。ご了承ください。）

　ではでは、まずはロードバイクから！（なかよしさいくるでは、圧倒的にロードバイク乗りが多いです。）

自転車ってどんな種類があるの？

車種紹介！
どれにする !?



　街によく放置されているマウンテンバイクっぽい
のは実はマウンテンバイクではなくてマウンテンバイ

クルック車と呼ばれているようです。ルック車では未舗
装路を走れるだけの頑丈さがないので、未舗装路を走るなら

値ははりますがちゃんとしたマウンテンバイクを買ったが良さそうで
すね。　見た目の特徴は、ごっついフレームとまっすぐ伸びたハンドル、そして太いタイヤですね。マウンテンバイクにも種類があり
競技や用途に応じてサスペンションが付いているものやないものがあるようです。

　なかよしさいくるではマウンテンバイクに乗る人はほとんどいないようですが、カナダ留学中の新四年生水野さんがカナダでのった
ことが有るようです（会報 2014.9 月号 http://www.teamnc.net/online-magazin/pdf/14_9）。ハマるとかなり楽しそう。未舗装の
ダートを駆け下りたり、ジャンプしてみたり、あるいはロードでは絶対に行けないような場所にも行けるようになったり。人の手が入っ
ていない美しい自然なんかは、ダートの先のほうがありそうですね！。舗装路を走るぶんにも、問題が有るわけではないので、一台で
色々してみたい！という人にはマウンテンバイクもありかも！

Mountain Bike

Cross Bike

マウンテンバイク

クロスバイク

長所

短所

未舗装路なら他の車種を圧倒。未舗装路向けゆ
え頑丈。

他の車種より比較的重く、タイヤも太いので舗
装路では遅れをとるか。

　価格：3万円前後～

どんな自転車・・・？

どんな自転車・・・？

どうやって楽しむ・・・？

どうやって楽しむ・・・？

　見た目の特徴としては、ロードバイクのドロップハンドルをまっすぐのハンドルにして、タイヤを太くしたもののような感じ。ロー
ドバイクの苦手な未舗装路もある程度はOK。ロードバイクとマウンテンバイクのイイトコどり的存在。一方で、ロードバイクとマウ
ンテンバイクの中間的存在なので、どちらか一方に偏った利用をするのであれば、やはりロードバイクやマウンテンバイクには劣るよ
うです。

　楽しみ方としては、ロードのようにもマウンテンバイクのようにも使えるため、長距離自転車旅行もオッケイだし未舗装路でもいけ
る。とまあクロスでもサークルの活動に支障はないです。（でも舗装路メインのサークルなので、たくさん走ってるとロードバイクが
欲しくなるかも…）あとはレース用ではないゆえに、気軽に乗るならこれが一番ですね！

　価格：5万円前後～

――圧
倒的走

破性能

――イイトコど
りの自転車

長所

短所

ロードバイクとマウンテンバイクの中間的存在で
オールラウンダー。

本格的に舗装路を走るならば、ロードバイクに遅れを
取り、本格的にダートを走るならば、マウンテンバイ
クに遅れを取る。



Cycro Crossシクロクロス

もっと自転車の種類ないの・・・？

プチ FAQ

自転車の購入は・・・？

どうやって楽しむ・・・？

――泥地でも走り抜ける競技自転車
　価格：10万円前後～

長所

短所

ドロップハンドルでありタイヤの太さも
変えられる。オールラウンダー。

舗装路での利用を突き詰めると、舗装道
路専用のロードバイクにはさすがにかな
わない・・・？

どんな自転車・・・？

　上記の 4つ以外にもランドナーやリカンベントバイクなど様々な自転車があります。気になった人はいろ
いろサークルの人に聞いてみてください！

　今後、自転車ショップに行く企画も予定しています。購入の際に悩んだり、迷ったりしたら、うまくサーク
ルを利用してくださいね！
　ちなみに、なかよしさいくるでは一年生の間はサークルの自転車を貸し出しているので、今すぐに買うこと
ができなくても全然大丈夫です。（というか、6月の時点で自分の自転車を持っている人は殆どいませんので
安心してください！）

　

なんとも説明にしにくく知名度も低いと思われる自転
車。見た目の特徴はロードバイクにマウンテンバイクの太い

タイヤをつけた感じです。本来は泥地悪路を駆け巡るレース用の自転
車。それ故ダートでも行けます。また、ドロップハンドルなので、姿勢や感覚はロードに近く、スピードも出しやすいです。一方でや
はり、MTB同様、頑丈に作られている分ロードより重いようです。もともとシクロクロス競技はロードレース選手がトレーニングの
ために行っていたようです。先に書いたように、重量はロードよりも重く、タイヤは太めですが、タイヤに関しては、ロード用の細い
タイヤも使用可能であり、ここまでしてしまえば、サークルで舗装路を走る場合はロードに引けをとらないかと思われます。　

　ロードよりがっちりしているので、荷物をロードバイクよりも沢山積むことが可能です。シクロクロスで自転車旅行している人も見
たことがあります。よってツーリングにも向いています。さらに上記のように泥地を走ることも可能であり、タイヤの太さ次第でかな
り幅広く楽しむことができそうです。なかよしさいくるで泥地を走るシクロクロス競技をやってる人は見たことが無いですが、基本的
に自転車は何でもありの自自由なサークルなので、シクロクロス競技を流行らせたい！という方は是非是非。

もっと知りたい自転車のこと
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沖縄研修 後ラン ＠香川 
新 2年 佐々木雪 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます（2 回目）。 

毎年 2 月に 1 年生だけで行われる沖縄研修というものがあるのですが、その後ラン（＝走り足
りない人が合宿の後も行うラン）として私の地元である香川に行ったので、ここで報告しま
す。沖縄関係なくね？とか言わない 

 

概要 
日 時 2/28(日)-3/3(木) 

行き先 香川 

参加者 佐々木 横谷 野崎 関野（石井） 

 

0 日目 2/28(日) 

沖縄研修最終日の宿を出て、だらだら国際通りを観光した後、14:30 の飛行機を目指して那覇
空港へ。いやー、沖縄の最後はキレそうなくらい快晴でしたね。 

何事もなく高松空港へ到着。うどんダシの出る蛇口を回収しようとするもコップ切れで無念の
撤退。どえらい体調不良のえっちゃん1を佐々木家の自家用車で、残り 4 人は自走で佐々木家
に向かう。途中ドンキ前の交差点で見かけた高松ヤンキー2が皆の目には新鮮だったようだ。 

佐々木家で鶏団子鍋をつつき、男子勢には近くの銭湯とネカフェを斡旋して、就寝。 

                                                 
1 編集長の野崎氏とえっちゃん戦争を繰り広げているが、ここで指すのは女子の石井氏。 

2 いわゆる田舎の暴走族。越冬して、暖かくなったので出てきたっぽい。昆虫かよ。 

那覇空港～高松空港～佐々木家 



1 日目 2/29(土) 

起床。雨＆寒すぎ事件。加えて昼から雪との予報。これで香川＝南国の誤認は払拭されたが、
問題はそこじゃない。沖縄からどれだけお天道様に見放されてんだよ…。 

えっちゃんは体調不良でとても走れる状態ではな
かったため、この日帰京。いつか絶対シコイチと
してリベンジしような。残った 4 人はとりあえず
琴電琴平まで輪行して移動。香川の私鉄「ことで
ん」にはいろいろディープな事情があるのだが、
語りだしたら止まらないので止めときます。食券
販売機から買った切符を駅員さんに切ってもら
い、縦揺れの激しい旧式の電車で 40 分。小雨の降
る琴平に到着して輪行解除した自転車を駅に停
め、徒歩でこんぴらさんへ行く。 

和三盆3カステラをつまみつつ、785 段の石段を登
った。こんぴらさんは船の神様で、道中の灯篭や

欄干には全国の漁業組合の名前が彫られていたり、奉納所には船の写真がたくさん納められて
いたりと階段以外にもなかなかに風情がある。本殿4で¥100 の御守り付きおみくじを引くと、
大吉 2 人末吉 2 人という結果。自慢だが私が引いたおみくじはだいたい当たりだったりする。
お参りした後、雨で濡れる石段と滑るビンディン
グに震えながら下り、初さぬきうどんを回収。皆
さん○亀製麺とは違う本場の味に感動してくれた
ようで冥利に尽きた。 

こんぴらさんからランの開始。といっても下り基
調なのでサクッと丸亀城に着く。丸亀城は江戸時
代に入ってから出来たものなので、実戦的な砦で

                                                 
3 和三盆とは香川の県産品で、まあ要するに砂糖なのだが、上品な甘さでとても美味しい。 

4 実はもうちょい奥があり、そこまでは＋580 段くらいあるので興味のある人はぜひどうぞ。 

22km,21mUP(53mDOWN):こんぴらさん～丸亀城～瀬戸大橋
http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=cf3a26210ac25e08d3304e38034db9b5 



はなく権威の象徴的な性格が強いお城。そのため芸術性が濃
く、日本一の高さを誇る石垣や小さいながらも威厳ある現存
木造天守閣を持ってたり。そんな語れないけど城郭好きなの
で、NC お城班作りたいですね。石垣を眺めながら激坂を登
ると、天守閣が徐々に見えてくる…が、何より風が強い。遮
るものが無くなるにつれ突風が吹き荒れてくる。ついでに強
そうな雨雲もこちらに流れてくる。やめてくれよ… 

てっぺんまで上がり、せっかくだしと天守閣の中に入る。狭
間や石落を見たり、お城らしい急な階段があったりテンショ
ン上がりっぱなしだった。天守閣から丸亀の城下町を臨むと
城主になった気分になるもんだ。 

丸亀城を出発しようとした時、とうとう雨雲に捕まる。ここから瀬戸大橋までが旅の中で一番
辛かったかもしれない。風上に向かって踏ん張っているうち、雨が雪に変わる。あいぽんによ
ると、体感温度は-5℃くらいだったかな。それまで沖縄だったから余計つらい。にしても、こ
れより酷い夜の箱根をこれより軽装備でアタックした駒代と編集長を心から尊敬した。 

寒さで指の感覚が無くなりそうになりながら瀬戸大橋に
着いた。瀬戸大橋は香川と岡山を結ぶ道路・鉄道の併用
橋で、しまなみのように自転車の通行はできないが、で
っかい橋がずっと奥まで続いている姿はそれなりに圧巻。 

寒さから避難しようと瀬戸大橋記念館に駆け込むが、まさかの休館。4 年前の春に来た時もそ
うだったような。仕方なく自販機で HOT ドリンクを買い、廃墟と化した瀬戸大橋タワーの裏
で暖を取る。田舎の寂れ具合を感じた。 



ここで作戦会議。寒すぎもう走りたくない><という私の独断で、輪行して距離を減らすこと
を提案＆採用。結局妥協に妥協を重ね、迫真の全輪行になった。 

晩ご飯は香川のうどん以外の名物、骨付鶏5を食
す。これも本当は外食の予定だったが寒さに耐え
かね父にお持ち帰りを頼んだ。人数分奢ってくれ
てありがとう。スパイスがだいぶ効いた味付けに
パリッとした皮、プリッとした肉…安直な食レポ
ですいません。ただ、タレにキャベツやおにぎり
を付けて食べるのが最高だということは言ってお
きたい。 

 

文責がオーバーワークによりここからは横谷に丸投げすることにします。 

                                                 
5 これのお店「一鶴」が横浜にもできたらしいので今度誰か行きませんか 

↑別日に店で食べた時 



沖縄合宿後ラン 二日目 3/1 
ここから、筆執り変わりまして新 NC２年横谷(よこたに)です。１日目からの文章力の落差
は気にしないでくださいね。 
この日は後ラン日程の中で最も寒い予報の日。ほんまついてへんよな。佐々木氏のお父さん

に昨晩散々「明日は寒いぞ～」と脅され迎えた２日目。ガチで寒い。 
佐々木氏邸で名古屋の鳩おじさんのニュースを見ながら散々ぐだぐだして出発。一路源平

合 戦 屋 島 の 戦 い の 屋 島 を 目 指 す 。

 
JR四国の一両編成の汽車{編成？(ディスってへんよ)}にエモさを感じつつ到着。まずは麓で

香川のうどんをいただきました。 香川のうど

んは本真においしい。本真に格が違うと思う。と編集長と語らいながら食べました。兵庫県

加古川市本社の丸○製麺も応援して下さいね。駐車場に屯する高松ヤンキーを超えて屋島

登山。登り切った先の屋島寺にお参りし瀬戸内海の絶景にご対面。ほんまにきれかったなあ。



石井さん残念やなあ。 時間的に香

川大学を断念し(マグカップ欲しかったなあ)栗林(りつりん)公園へ。未だ中二病を引きずっ
ている僕と編集長は掬月亭やら偃月橋やらに興奮しながら回りました。 
風情ある日本庭園たる栗林公園にいながら人間様の餌に貪欲な鯉たちに餌をやって(鯉の餌
を横取りする編集長。佐々木ちゃん、餌ありがとね)仏生山温泉に向かいました。東京は南
青山にありそうなオサレな仏生山温泉に漬かりながら編集長に「１年一速い男に俺はなる」

と暑苦しい野望を聞いてもらって寿司食って帰りました。寒かったけどめっちゃ楽しかっ

たなあ 
 
３日目 3/2 
さて、後ラン最終日の今日は小豆島(しょうどしま)を走りました。フェリーに乗って瀬戸内
海を渡り、小豆島へ上陸しました。小豆島といえば醤油ということで醤油工場に向かい、醤

油が混ぜ込まれた醤油ソフトを寒空の下で頂きます。 おっ

ちゃんに「好み分かれるから気いつけや」とアドバイスを頂き、いざ食べるとうまいうまい。



奇を衒ってないソフトの中でもダントツで上位に入るうまさです。(マジです。)牛乳のコク
を醤油がさらに深くしてくれていて味わい深い一品でした。醤油ソフトのパワーを素に箱

根とほぼ同じスペックの寒霞渓へ上ります。(２月に買ったマイチャリ”YAMAHA かっこい
い号”初の峠でした。)景色の綺麗こと綺麗こと。石井さん本真に残念やったなあ。シコイチ

で頑張ろ。 むっちゃキツかったけど絶景を見ると疲れ

が吹き飛ぶ。「喉元過ぎれば熱さ忘れる」は本真にチャリダーのための言葉。天辺超えると

なんもかも吹き飛びますよね。天辺で小豆島名物オリーブが練り込まれたラーメンに「オリ

ー ブ 感 な い 」 と か こ ぼ し な が ら 天 辺 を 楽 し み 、 ビ ラ 用 の 写 真 も 撮 り 、

小豆島サルの国へと向かいました。猿の集団が

園のおっちゃんが運転する軽トラに蹴散らされるのを面白がり、喚きまくる猿におびえ、マ

マチャリで寒霞渓を登ってきたカップル(あの距離感はカップル未満だと思われる)の恋の
行く末を見守り寒霞渓を下りました。夕日に下る綺麗なこと綺麗なこと。石井さん(以下略)。



 
下ってフェリーに乗り、高松へ帰還。佐々木ちゃん自慢のおかあさんのポテサラを頂き(た
しかに超うまかった。)僕たちの沖縄合宿四国後ランは終わりました。 
香川のコンテンツの濃ゆいこと濃ゆいこと。うどんのうまいことうまいこと。秋合宿期待し

てるで、E☆TSU☆SHI。佐々木ちゃんありがとね。石井さんまたリベンジしよな。関野もっ
と一緒にいろいろ走ろな。また楽しい色んなメンツで四国走りましょう。 



ももううひひととつつのの沖沖縄縄合合宿宿  

2年 石井 

定サイで一回転したり、駒祭打ち上げで危うく前歯を折りかけたり、毎回トラブルを勝手に引き

起こしている石井です。久々に参加した沖縄合宿、案の定自爆しました。同期の皆さんご迷惑お

かけしました。急性胃腸炎でぶっ倒れて、沖縄合宿正規コースを完遂できませんでした。無念。

皆が美ら海水族館やらアセローラフレッシュやらを満喫している頃、一人延泊した民宿で中学生

を怯えさせていました。無人のはずの部屋の中、女子大生が布団で土下座してたら怖い。例え自

転車に乗らなくとも、時間は無慈悲に流れます。私は名護観光ができなかった分、民宿おじぃ～

の｢おじぃ｣とのふれあいの 24 時間を過ごしました。おじぃは 75 歳、琉球弁の喋り手です。沖縄

合宿中、愉快な方々に沢山お会いしましたが、おじぃは飛び抜けて個性的でした。そんなおじぃ

との 1 日を記述することで、沖縄合宿に参加した証としたいと思います。 

･おじぃは白湯信者 

おじぃは白湯を万能薬とみなしています。カロリー吸収が穏やかになり、血糖値の急上昇を抑

えてくれる白湯を、毎朝欠かさず飲んでいるそうです。宿泊客はもれなく白湯についての話を

伺えます。勿論私も大量の白湯を提供してもらいました。ただ、体調最悪だった私には殺人兵

器でしかありませんでした。結論 OS1は神です。脱水で熱が出たら、OS1を舐めましょう。 

･おじぃの軽自動車の後部座席左ドアは開かない 

おじぃは病院への送迎、そして名護バスターミナルまでと車を出してくれました。そんなおじ

ぃの愛車白軽自動車、そろそろ寿命のようです。病院に向かう道のり、どうやら焦っていたら

しく、異常に揺れました。基本的に近道を通ってくれるのですが、まがりくねるので、どちら

が健康に良いのか定かではありません。 

･おじぃは修行部屋がある 

断食･瞑想･琉球空手･三線…。おじぃが修行するための部屋が、民宿中 2 階にあります。延泊

させて貰った身、客室は試合遠征の中学生が使うため、私はおじぃの修行部屋に移されました。

琉球空手を披露してくれたのですが、あまり見る余裕がありませんでした。剣のようなものを

二刀流で振り回していました。他にも木製の修行道具が多数あるようでした。やってみろと言

われるのではないかとヒヤヒヤしましたが、三線を触らされるだけだったので安心しました。

修行部屋の壁は特別な木材です。丁度雨が降っていたので心地よい雨音が部屋を包んでいまし

た。おじぃは修行部屋で 1 時間も瞑想すれば、壁のどこを水滴が流れ、天井のどこに雨粒が落

ちたかを判別できる状態になるそうです。人間って凄いですね。 

･おじぃはお粥も白湯で薄める 

沖縄ではただのお粥をお弁当屋さんで購入可能らしく、買ってきて下さいました。おじぃは断

食をした後、普通食に徐々に慣らしていく過程で利用しているみたいです。そんなおじぃこだ

わりの調理法、お粥の白湯割。ただの白湯に比べて栄養があるし、胃もびっくりしない。確か

にその通りです。でも白湯以上の攻撃力を持っています。 

･おじぃは自作の栄養ドリンクを作る 

黒糖ベース ver.と泡盛ベース ver.があるそうです。黒糖ベース ver.だったのですがどうやら

両方入っていたみたい。一瞬昆布みたいな匂い、端的に言ってすごい味がしました。殺傷力は

ピカイチ。おじぃは子供の頃からこれで健康を保っているそう。医者のお墨付きを貰っている

らしい。 

･おじぃは琉球弁の使い手 



基本的に標準語のおばぁと違い、おじぃは琉球弁を操ります。語り出すと早口になるおじぃ。

日本語下手と名高い私ですが、琉球弁リスニング能力は NC 同期内トップクラスを自負してい

ます。しかし早口おじぃの壁は高かった。｢石井さん(推定)｣という呼びかけすら聞き取れない。

文頭から文末にかけて段々減速するので、疑問文か平叙文かの区別はつき、会話は成立します。

あと 3 日位貰えれば攻略できそうです。 

･おじぃの一人称はおじぃ 

長い時間を共有し、大変お世話になったおじぃですが、本名は不明です。そしてどんな時もお

じぃは一人称おじぃを貫き通します。帰京後お礼のお手紙と菓子折を送ったところ、｢おじぃ

だけど!!!｣と自宅に電話がかかってきました。母親が危うく切るところでした。宛名も困りま

した。民宿おじぃ～御中…。おじぃ様…。 

･番外編 沖縄のラジオはやばい 

修行部屋にある唯一の情報源、ラジオ。普段ラジオを聴かない私にとって非常にエキセントリ

ックな体験でした。生放送でおばあさん(83)が放送禁止用語を連発していました。まだ夕方 5

時代だというのに。料理番組なのに。しかも尺の半分は戦後すぐの娯楽映画の話でした。こん

なに自由なメディアがあったとは。新鮮な発見でした。 

おじぃの看病のお陰で少し回復した私は名護～那覇を高速バスで移動し、予約していた飛行機で

高松まで飛ぶことができました。まあ後ランもできなかったんですけどね。高松では 339 氏のお

宅にお邪魔させて頂き、美味しい鶏団子鍋(の野菜)を頂戴しました。飛行機の取り直しでお金を

飛ばし、東京に戻り、点滴を打たれる等して今ではすっかり元気です。いずれ沖縄も香川もリベ

ンジします。 

  

いしい は にげる をえらんだ!! 



�
������������	��

% �� ���
�

2.% ���������k���kJ������������������
��������������������R������J������
�S������������J�
����������������J�������R���������S
� ��% �������k������ ��������������������
kJ���������������������������������
������������k��������J�

���������kR�����������������������
�SJ��������������k�������������k���
�����������������������������������
�������J���������������������������
�������kJ���� ������������ ������������J�
���/35 �����������������������������
��������������������R��� ������������
����S��������kJ�
��������������������������������kJ�



����� ������� �������a7� ��������������

����� �������
���J������
���������
���������
���������
������k���
���������
���������
���������
���������J
���������
���������
��������k

�� ����� ������J�����������������������
���J4��R�� �� ����J��� ���� �� �S�����k���J�
�����k���������������������J��������
������������������� �� ���������������
��������������� ������ �����������J����
����������������������������� ������ ��
�����������������J�

��������������
�������� 70���J
��������������
��������������
�������������
�J������������
��������������
��������������
��������������
��4�� ����������



������������������k������������J70�
���������������
���������������
���������J�����
���� 70 ���������
��������J�
��� 70 ���������J
���������������
�J�������������
���������������
������������J�
�
�

����� ���� ��������������7� �����3� ��������

�
����� 4�� ����
k�� ��� �J�����
������������
�����4��� �J��
�����������
�����������
��������J���
�����������k
�����������
���J��������

������������������������J�
�������������������� %����� ����������J



�������������
�������������
�J�����������
�������������
��J������� �����
������������
�������J��������
�������������
�J�
��������� ����

�� ������������J���������������������
�������� ���������������������J�������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������J�
���������k�������������������������
���������J�������������������������
������������J�

�
�
�
�
�

� �



���� ������������������� ����������������

�
������J������J%� ���������J���������
����������������
���J������������
����������������
���������������J
����������������
����������������
��������J�� ������
����������������
���������������
�����������������k�����J�
��������������������������������J���



������������������������������J����
�������������������������� ���� ������
������������������������������J����
������������ ��������������J����������
�k����������J��������������J�

����� ���������������������� �������

�������

�
������������
������������
�����������
������������
������J�����
������������
������������
������������
�����J������

���������������J�������������������
��������J��������������������������
����k�������������J����������������
�������������������J���������������
�����������������J�����������������
��������J��������������������������
�������������������������J�



�

����� �������������a������������

�������������

�
�����k����
� � � � � /����
������� ������
����������
����������
���������J
����������
����������
������J���

����������������������������k������
������������������������������������
���������J�
4% ���������������J������������������
������������J�� ���������J�����������J



��������������R���SJ����������������
�������������J�������������J��������
������4��� ���k���J���������������J�
�����������������������������������
��J���������������������������������
������������J�����������J�
��������������������� � �������J�����
�����������������������������������
����������J�������������������������
�����������R�����������S������J�����
�����������������������������������
�����������������k�������������J����
��������J���������������J� �



�

����� ��a�������������������������

a7� ������������

����������������
�������������J���
����������������
����������������J
�%� ���������������
����������������
����������������
k�J��������������
����������������
����������������
�����������������
�J�k�������������
�����������������
����������������
������������J�����������������������
��kJ�
������������������������ ���� ���������
��������������������������J�

��������������
����������� � �
�������������
���������J����
�������������
��������������
�������������
������J�������
������J�



��������������k������
k�������J������������
���������������������
���������������������
������������ � ��������
����J�
���������������������
������ ��� �������������
����J����������������
�����������J���������
���������������������

������� � ���������������������������
������J�
������������J����
���������������� �
����������������
�����������������
�J�������� %%�� ����
�����������������
�����������J�

����� ����

����������J�������������������������
�����������J�����
�����������J�����
�������� 1������ �����
�����������������
���J�������������
����������������
��������������J�
�����������������
����������������



�����������������������������������
�������������������������������k���
� �����J�

����� ������a�� ��������������

�
��������������J%��������������1������ ���
������4��� �� ��� ���J�������������������
���������������������������������J��
�������������J��4��� �����������������
����J�����������������������������J�
������������������J����������������
����k������������������������������
�������������J�������������������J�
�����4��� ���������������J������������
�����������
����������J
����������
�����������
���������J�
k���������
����������
�����������
����������
������J�
����������



����������������� ������ %�� ����������
�����J�����������������������������
������������������������J�
������������������������������������
�����������������������������������
k����������J������������������������
�������J�

�������������
��������������
����� % �������
�������������
�������������
�������������
��������������
�������������
�������������
� ��������R����

�S����������� ������������ �����������
������J�
���������������������%������� �������R��
� ������� ���S���������������� ��� ��������
�J�������������� 1.��������k�������J�
������ � ������������������J���� � ����
�������J�

���

��������������J��������������J������

��JJ��������������������������������

�����������������������������������
�������J�������������������������R��



��������S���������������������������
�����������������������������������
��������J���������������������������
��������������������J��������������
���������������������������J�������
�������������������������������k��J�
����������������������k��������� � ��
���������� �������� ���������������������
���������J�



四四国国 1188分分ええ 1177周周ええ旅旅  

3年 宮本 

 



 新入生えみ名さん、入�おめ天�う�ざいます。こえ�七を手路�っ�いる�いうこ��、多かれ�名かれ��

�サークル路��がある�いうこ�天し�う。いい天す�～。そえよう路��を�い�いる�いうこ��、本当路�

が良いこ�天す！・・・�いうえも、���天全国�々�々、旅路出る�いうこ�ほ�、こえ�路�キサイ��モ�名

こ��名い�、僕��が感じ�いるから天す。一�路、旅が�き名人�多い天すが、たい�いえ人たち��道や

バス、���名�天��する�思います。しかし、それ天�もったい名い。一�え人々え��から�多�、離れ

�いるかもしれま�んが、旅え手��し�、���も��路�用天あるえ天す。���天旅をする�、日��か

かりますが、大�生名え天時間��分�れる天し�うし（��人路名ったら�しく�、�いぜい日�りえサイクリモ

��度が�え山天し�う）、名路より、�分��天地��路らめっこし�ルートを�え出し、それま天�あくま天地

�上え土地天しか名かった土地を、�り�く風�路�々名思いを��名がら、�らえ足天駆け抜ける、�いう、こ

れほ�達成感路�れ、��路�名がる���、名か名か名い天し�う。新入生えみ名さん、�う�名ら、こえサー

クル路入っ�、���天走る�いうこ�路楽しみを見出し、�海道�ーリモ�や���ーリモ�、�たまた日本一

周？名�名�、大�生えうち路しか天き名いよう名こ�をし�みま�んか。 

 

さ�、僕� 2016年 2月 10日から 16日路かけ�、高���天京大生え O���も路、尾道からしま名み海道

を経由し、今治から松山ま天、四国を時�回り路走りました。こえ���そえ�きえ�七を�り�るもえ天す。 

 

  

  

  

  



●●22月月 1100日日（（11日日目目））    －－試試さされれるる大大地地？？四四国国－－  距離：201km  

ルート：三原～尾道～今治～西条～新居浜～四国中央～観音寺～善通寺 

�しぶりえロモ�ライド路��した一日・・・ 

 

生生口口島島路路��  多多々々羅羅大大橋橋��レレレレモモンン  

朝 7時路三原市内え��を出発し、R2を尾道方面路向かう。こえ三原～尾道�間�海え間�を走っ�いる

ため、しま名み海道え島々が見えるえ室が、こえ日�東から�っ�くる�めく朝日が、そえよう名�戸内え多島

美をいっそう際立た��いた。これからあえ島々を�り、四国をくるっ�周るえ室、��える��が高�っ�くる。 

尾道路�、�山からやっ�来た O��合�し、早速駅前え��天、通�中え多くえ高�生��も路、�一え

島・向島路�る。向島���が全く名いおか�天、��路走るこ�え天きる島え一�天ある。��知え通り、しま

名み天�橋を�る��路、橋ま天上っ�下る、�いう�産が�きま�うえ室が、�島大橋へえ上り天、今日�やけ

路��ルが�い名、�感じた。これが��「試される大地・四国るへえ���名っ�いたこ�路全く気�か�路・・・。

ここ�島�、ポル��ラフ���え出�地天あり、また万田発酵え��から、多��全国�路も�有名え天�名

い室戸うか。�島天�途中、��え坂道コース�海�いえ平�コース路分岐するえ室が、坂道コースを選ぶも O

�路�ん�ん引き離され�しまう。し�らく進む�、市街地路出�、それからすく生口橋へえ上りが始まる。 

今日�平日室からか、サイクリストが�名く、ち�っ�寂しい。生口橋を�りきり、生口島へ突入するが、こえ島

��っ�平�名え天、海�いを気�ちよく�走天きた。途中、�ロ�ロ��え���じいさんが�戸を見るこ�名く

いき名り��し�きたえ天�突しかけた。都�天��や��が�々��リ�ーを�かすけれ�も、田��田�天

��え��も�ん天いるえ室名あ、�思わされた。し�らく進む�、平山��美��や�三寺がある�戸田え市

街地路入り、��街えコロ���さん路寄り道する。ここえお�あさんが三原出�室ったため、�が�り上がっ

た。おじいさん曰く、「何かえ間�い天るここ生口島路�い天きたそう室が���まじそう天名路より天ありますよ。

あ�あ�えコロ��を��したあ��名おも海��いを�走し、多々羅大橋え上り路�し�かる前路��。ここ

天�有�え�戸田レレモえ��が名され�おり、さら路サイクリスト向け路��えみかんが置い�あった。 



 

多多々々羅羅大大橋橋路路��  愛愛媛媛県県へへ  

�こ戸天、しま名みえ島え中天�、ここ生口島が一番お気路入り天ある。�いうえも、おそらく、みかんやレレモ

名�え���が��名空気�日�えも�天��され�いるそえ���名��気が、�分��戸内海路いるえ

室、�いう��ち路さ��くれるから室戸うか。ち名み路��天�あるが、しま名み海道（西�戸���道）え�

通� 1999年天あるが、ここ生口島�大島路�し��当時�然�し�高速が��通天あり、��生口島�大島天

�島内え生�道道を走っ�いたため、島全�が��以上路�わっ�いたよう路思う。しかし、2006年路全��

通を�たし�以降、島内え�通����名がらか名り��し�しまった�思われる。 

多々羅大橋え途中天愛媛県路入る。�え大三島天道え駅路寄っ�みる�、名ん����用��ー�が��

��機天�られ�いた。さきほ�えみかん�いいこえ��ー��いい、これほ�ま天路サイクリストえこ�を�え

�くれ�いる���道�、�名く�も日本全国路���し名い室戸う。大三島天�ほ���えコースを南下し、

�え�方島へ。ここえ道え駅天�られ�いる�方え��フトが美�しいえ室が、今回�割愛。一�天終わる�

方島えあ��、しま名み最大え��が�ち�え�いる大島路�る。こえ島天�島え中央�を南下するコース名

え天��がき�い坂があるえ室が、��、名ん�名く�七え�い僕���した（�いっ�も、一�天終わったけ

れ�）。��いえ、こえ大島がしま名み最�え島天ある。最�路�ち�える来島海�大橋を�り終え、いよいよ四

国上�天ある。今日�名ん�名く海が���路見えたこ�もあり、��も気�ちが良かった。 

今治市街へ行き、こえ地え B��ル�天ある「���七�る路��を��。やっ�り���旅天������

いう「�り�るが名い���れ名い。今治市街を南下し�いき、���天 R196 路合�する。まも名く西条市路入る

も、いよいよ向かい風が強く名っ�き�、いまいちスピードが上がら名い・・・。R196を�れ�産道道天東路進ん天

いくも、��わら�え風天もううんざり。それ天も��っ�こ��け�いる�、やが�新居浜市路入り、�し風がお

さまっ�きた。新居浜�さすが���ループえ�産�下町室けあっ�、�産道道�い路�����山名�え�

�え���産が�ら�ら��ん天おり、トラ�クえ�も多かった。 



 

西西条条市市内内ええ��産産道道道道路路��  

やが��し子っ�い�こ戸を�える�、四国中央市路入り、�時路夕日が�しい時間路名り始めた。R11 を進

み、土居え町を通過し、18 時頃路四国中央市え中��路到着。こえ市�有前からわかるよう路、、伊三島市�

川之江市名�が 2004 年路合�し�天きた新しい市天ある。名か天も三島�大���名�え����が多��

積し�いる地�名室けあっ�、R11 が����え内�を通過するかえよう名��を�し�いた。こえ�りから周

りが�く名っ�きたえ天、�を�く。川之江え町を通過し�すく、香川県路入る。そえ�も�々�走り�け、20 時

半路善通寺市内えゲストハウス路到着。気�く� 200km を�え�いた（人生�）。こえゲストハウス「「風風ええくくくくるるるる

�お�道さんやサイクリスト名�え旅人を��し�く室さっ�おり、�ー�ーさんえ人�が��も良く、��も��

路新しかったこ�もあり、��路過��た。���え有前が「�たまる「ぶっかけるえよう路名っ�おり、ここ天�め

�香川路来た��感さ�られるえ天あった。今日��々えロモ�ライド室ったからか、��が�えたからか、�

たまた 8年もええ�イールをより�い R500路��したからか、わから名いが、�路かく�れた一日天あった。 

 



●●22月月 1111日日（（22日日目目））    －－おおそそるるべべしし？？うう��んん県県－－  距離：152km 

ルート：善通寺～綾歌～高松空港～三木～引田～徳島市～小松島～阿南～美波 

コモ��より多いう�ん�・・・ 

 

高高松松空空港港路路��  奥奥路路広広ががるるええ��高高松松市市街街  

 気さく名�ー�ーさん路見�られ、ゲストハウスを朝 8 時路出発し、2 人�も空港�き�いうこ�もあり、丸亀・坂

出�パスし、ま��高松空港路向かう。土�川を�り、R32、R377 経由天名室から名上りを進ん天いく。今日も�

�天、田�風�え名か�走するえ���も気�ちいい。30km ほ�走り、やが�高松空港路到着したが、やや高

�路�置するため、ここから�める���名か名か��室った。そ戸そ戸お�がすい�きたえ天、空港から下っ

た�こ戸路あるう�ん�さんへ。う�んもさるこ�名がら、��らえ��が��天か��安室ったため、お�一�

路�べ�しまった。が、こえう�ん�さん天��路入っ�いたおじいさんえ��が��路��したらしく、���

が来る名�ち�っ�した��路。���天あるこ�をお�りします・・・。さ�、う�ん�を�路し�、広��道を東路

進み、三木を通過。こえ道�ややア�プ�ウモがあるもええ、�し海抜え高い�置を走行するため左手路��

�名風�が広がっ�い�、��天あった。�尾��天さ�き東街道路合�し、R11 路合�。 �こ戸天、気�い�

しまったえ室が、香川県っ�もしかし�コモ��よりう�ん�え方が多い・・・？2km おきくらい路う�ん�がある気

がする。R11 から�また�通�が多く名るえ天、気を�け�走ら名けれ�名ら名かった。引田え町を過�る�、や

が�徳島県入りし、すく左手路��々��めく��播が広がり始めた。しかし、�路かく向かい風が強く、20km/h

強しか出名い・・・。それ天もやっ�え思い天��イモ�ーを通り過�る�、道がやたら�広く名り、進道が南路�わ

ったこ�天一気路�い風�名り、35km/hほ�天��。吉野川大橋から�徳島市街�、さら路右手路���路も名

った眉山が見える。こえ道�もう何�回�通ったこ�があるえ室が、���天��め�名え天、������え

�いを�え�みる�、や�り���え�合、全�路風を�そるこ�が天き、さら路�室�目えいか名いよう名道え

�七や周�え風�がより��路�りやすい、�いう�天�名い室戸うか。まあこん名ポ����名こ�を�えられ

たえ��い風室ったから天、向かい風室ったら���え��リ�ト�かり�え�いた室戸うけれ��。 



 

香香川川県県かからら徳徳島島県県へへ  左左手手路路������播播がが広広ががるる  

 こえ日����え�路お��するこ�路名っ�いたえ天、�れ��名ら名い�思い、��名がら徳島空港�パ

スした。徳島市以降� R55 �名るが、そえまま�い風路�り、走りやすい道天小松島、阿南を通過し、18時前路

美波町え���え�路到着。�く路ある、人えほ�ん�い名い夕�れ時え海�から見た太平洋�、�し��し

い感じがした。しかし、名ん�いっ�もや�りこえ�り天�れる����路美�しいえ天あった・・・。 

 

吉吉野野川川大大橋橋（（国国道道 1111号号））路路��  右右手手路路そそそそええるるええがが眉眉山山  



●●22月月 1122日日（（33日日目目））    －－いいざざ、、土土佐佐ええ国国へへ－－  距離：174km 

ルート：美波～牟岐～海陽～室戸岬～奈半利～安芸～高知龍馬空港～高知市 

かもめえ�をしたルート天、土佐街道を�く・・・ 

 

東東洋洋町町（（国国道道 5555号号））路路��  一一番番奥奥路路かかすすかか路路見見ええるるええがが室室戸戸岬岬室室戸戸ううかか  

 四国え海��いえ道�、大��路いえ�、東半分�平�天、西半分��しい。�まり、高知市ま天行くこえ日

ま天�、それ以降え�半�路�べれ����路�しいコース名え室。さ�、8時路美波を出発し、国道 55号を�

ん�ん南下し�いく。牟岐ま天え道�海��い、�いうより子えよう名感じ天あったが、朝一�いうこ�もあり楽々

パス、10 時頃路海陽町路到着。ここえロー�モ天��するが、最��トレ路ハ�っ�いる O �え��が半端天

�名いこ�もあり、出発時路���から頂いた、���し�え大�え���（O�え目路��モパク��しか�っ

�い名い）をすべ�たいら��しまった・・・。ここ天 30 分くらい��した��、再出発。徳島県最�え町・��え

道え駅路寄り、そえ�すく高知県入りする。こえ�から�っ�海�間際を走るこ��名り、南東え風が�面から

�き�け�くる��いえ、�通��ほ���天、室戸へ��く�大名��を�め��走行天き、��天あった。�

�いえ、あまり路��が名さす��、�し寂しい感じもした。道�バス路も�も�っ�い名いし。し�らく行く�佐

�浜�いう小さ名町があったが、ここから岬��ま天、あまり��が名かった。また、高知県路入っ�から�路お

�道さんえ�を見るよう路名った。こえ�り�町がほ�ん�名いえ天、お�道さん路�っ��きっ�大�室戸う。

やが�、室戸岬路到着。えんそり走り過�� 13時を回っ�しまっ�いた。�望�路上っ���を�り、�を�く。

室戸岬�岬��いえ、いざ�地路立っ�みる�、海抜高度が低す�る�いか、岬�いう感じがあまりし名いえ�

僕室け室戸うか？ 



 

室室戸戸岬岬路路��  遠遠いい向向ここうう路路一一一一ええ��がが見見ええるる  

 本当���が見られる室戸ス�イライモをピストモしたかったえ室が、時間え��上、泣く泣く割愛。�々え市

街地天ある室戸市街を抜けた�こ戸路ある「道え駅キラ���室戸る路�、�い��を�るこ�路。ここま天え行

�天けっこう�れ�しまったえ天���リ�べる。O �が�べ�いた�え���が美�しそう室った。また��

�？�いう突っ�み�やめ�おこう・・・。今日え目�地天ある高知市ま天�り 70km、進道が�西路�わったこ�

天一気路�い風�名り、ここから��たすら�走した。高知方面へえ�道え始発駅天ある奈半利え町を通過し、

田野、安田え�町を一�天駆け抜け、安芸市え市街地天コモ��路寄る。ここ安芸市天�、ち�う���え 2 軍

キ�モプが行われ�いたそう室が、こえ日�試合が名いそう室った。ここから� O�路�路行っ�もらい、僕��

イ�ース路名おも海�いを��路走り�け�いる�、左手えより海��い路���道が�れたえ天、�し入っ�

みる�、かわいい�がいたえ天、し�らくえ間一�路、��し名く広がる太平洋�地平�を�め��ーっ�し�い

た。お�い？�れを�しみ名がらも、再出発し、土佐く戸しお�道�いを走っ�いく。ち名み路、�ほ�え���

道�スピードを出す路�ち�っ��かったえ天、�道を走った。こえ�り�おおむ���が�名いえ天走りやす

かった。����天 R55 を離�し、��川を�り、高知龍馬空港路到着。��え飛行機�あまり�機し�い名

かったが、そえ�わり路空港内えいたる�こ戸路坂本龍馬�アモパモ�モがいた・・・。ち名み路、ここえ��天�

った、「�っくん馬道村る�いう、馬道村え�七を�ったドリモク�、あまり�っ�さを感じさ�名い名がらも�七え

風�が口路�う�イスト天、今ま天�ん室ドリモクえ上� 3 �路ラモクイモするほ�美�天あった。空港から出る

�すっかり�く名っ�いたえ天、�を�く。R55路��し、南国市街を 35km/hほ�天駆け抜け、19時頃路高知駅

�くえ民路到着。��本�高知�いうこ�天、か�おを�べたかったえ室が、高かったえ天��すき�路。��

�天旅をする�、�い高�ロリーを��天きるお�路入っ�しまう。そえ�い天路�りまや橋路寄っ�みるも、�

め小さす��気�くこ�名く通り過��しまったえ���。前回来た時よりも小さく名っ�いる気がした・・・。 



 

��りりままやや橋橋路路��  

  

●●22月月 1133日日（（44日日目目））    －－須須崎崎ええ��いい？？－－  距離：114km  

ルート：高知市～土佐市～須崎～中土佐～窪川～中村 

土�降り＆強風え試�・・・ 

 

中中土土佐佐町町ええ��七七子子（（国国道道５５６６号号））路路��  



今日�朝から雨・・・。ス�ートからいき名り�れ�しまうし、��名え天水�が��路名るため、��も�え名

がらも、高知市から始まるR56を西路向かっ�いく。途中天�号�ちをし�いる�、�路�まった�え�手�から

�え七がこちらをじーっ�見�きたえ天、手を�っ�あ�たえ室が、�り�し�くれ�、名ん�名くゴ�を�めるよ

う名目天見られた気がした・・・。まあこちら�そし��れ室し�。気を�り�し�高知市を抜け、土佐市を通過し、

ち�っ�した坂を�え須崎路入る�、雨がこれま天以上路強く名り、前を見るえも�く名っ�きたえ天、須崎市内え

�スーパー路��するこ�路。する�中路フードコートがあったえ天、�を�りお�を�たすため路、全�そし�

�れ室ったが�わ����ん室・・・これが今回え�ーリモ�中え最大え���名るこ�路気�か�路・・・。ここ

天�こえ地え B ��ル�天ある��きラー�モを�べ、それ�よかったえ室が、そし��れ路名ったリ��クを�

路置い�いた�い天、�路うっすら水たまりが天き�おり（こえ時�天�全然気�い�い名かった）、やが�アイ

スクリー�を�った小さい�え七が僕たちえ�を通る際路、�るっ�こけ�しまい、アイスクリー�え上半分が�

�路�っ飛ん天しまったえ室・・・。当��、雨え日室から�え七え�が�れ�い��ん室え室戸う�思っ�いた

が、やが��分たちえ�い室�いうこ�路気�き始め、名ん�名く周�え目が痛く名っ�きたえ天、�を�い��

����。さ�最�名�室った路�い名い。�めん名さい・・・。さ�、須崎から�再そち�っ�した山路入り、中土

佐町から��七子�いう、今回え�ーリモ�最大え子が始まる。�いっ�も、300mup くらい。ち�う�こえ時�雨

が�まっ�いたえ天、���楽路登り�り、今度�下り路入るも、再そ雨路降られる・・・。��名山間�をし�ら

く走り、四万�町路入り、「道え駅あくり窪川る天雨民り。雨路降られる�、コモ��名�えお�路入り路くく名るえ

が��。おまけ路�人え目が痛いし。�りあえ�海��い路出たかったえ天、�い天再出発し、坂を下り、��

町天海�い路出るも、今度�海から�風が�い�き�、�道え方路�されるよう路名った。2人し�、こえ�風雨

�きっ��須崎え�い�路�い名い��い合った。�れ�いたらさ�かし��室った天あ戸う海��をし�らく走り、

「道え駅��スおおがたる路�最�え��。中村ま天 15km ほ�路名ったが、こん名そし��れ�天�民路���

�入らざるを�名いこ�を�える�・・・まったく�路名っ�くる（�年え 9 月路松本え�民天安西��を�らし�し

まった�え思い出がある）。再そ出発し、名ん�か四万�市路入り、中村え街へ。���くえフ�天���を�

い�み、民天�べた。�須崎え�い�を��り路、試される大地・四国を再そ痛感さ�られた一日天あった。 

 

中中村村ええ��民民路路��  雨雨＆＆強強風風ええ��路路��べべれれ��ままささ路路��国国天天ああっったた  



●●22月月 1144日日（（55日日目目））    －－四四国国最最南南端端へへ－－  距離：114km 

ルート：中村～足摺岬～土佐清水～大月～民毛 

一�した穏やか名�気えも�、四国最南端・足摺岬へ・・・ 

  

足足摺摺岬岬へへ����くく道道路路��  

 前日え���が一�し、今日���、か�気�が 20 度前�ま天上�し、め天たく��えサイクリモ�日和�

名った。中村え民を�し�め路出発し、四万�川�いを南下し�いき、足摺サ�ーロード路入る。��も穏やか

名��気が��らしい。そん名こ�もあっ�全く飛�す気も�き�、�っくりえんそり走る。土佐清水市街路入る

手前天、�い道路入り、海��いを足摺岬へ�走っ�いく。�前路�べた��天�、��足摺岬へ行く道� 3本

ほ�あるが、�ん中え�イモえ道�山を�えるルート名え天、�けた方が良く、海��いえ道が��ーらしかっ

た。�際、海��いえ道�あまり��が名く、�通�も�名く、��も��天、気�ち良く足摺岬ま天到着。 

 

足足摺摺岬岬かからら望望むむ太太平平洋洋  



 足摺岬� 2度目え��室が、ここから�める太平洋�、それ�もう�大名風�天あった。室戸岬路�べ�、�

�もよく見える。や�り高知�いうこ�天、ここ天��えたたき�を�したが、美�しかった。もっ�も�人え僕路

�回���天�べる��え�え��感じ�れ名かったが・・・。早く民毛え民路着きたかったえ天、�い天再出

発。しかし、�し進ん室地�天右足えアキレス腱が痛み始めた。�距離�ーリモ�天��回こう名るえ室が、�

�えかけす�か、フ�ー�が�いえか、�室原��よくわから名い。か名り痛いえ天、�っくり走り、やっ�土佐

清水市街路入る。ち名み路土佐清水市�東京から���通機�を利用し��れる�合、最も時間えかかる市

え一�天ある（6時間以上）。土佐清水市を抜け、し�らく海��いを走る。ここら�から向かい風も�わり、一気

路��路立たされる。途中路ある観�有�え���前回�っくり見たえ天スル�。やが�大月町路入り、��山

�え、道え駅「大月る天��し、下っ�、18時頃民毛え���路到着。1人 2500�名え路��名��天感�。 

 

●●22月月 1155日日（（66日日目目））    －－再再そそ、、、、伊伊ええ国国へへ－－  距離：127km 

ルート：民毛～愛南～宇和島～西伊～大洲～内七 

雪＆強風天も�や�うしか名かった一日・・・ 

 

愛愛媛媛県県へへ突突入入！！（（国国道道５５６６号号路路��））  

 こえ日�再そ��が一�し、出発��から雪がちらちら�い始めた。R56路入り、民毛え街を離れ、山間�へ

入っ�いく。し�らく走り、愛媛県へ突入。�しぶり路戻っ�きた。�し下っ�、愛南町へ。ここら�ま天�ま室よか

ったが、ここから風速 12m/sえ�からえ向かい風が�き始め、おまけ路雪も�しさを�し、めち�くち��が痛

い・・・。おまけ路さすがリアス�海�室けあっ�、海��い���室らけ天、��こえ日が一番�らかった。それ

天も�行�えよう路走り�け、名ん�か宇和島路到着。もう贅沢し�や戸う�思い、ス�ローへ駆け�む。たら�

く�べた��、�えるよう名�さえ名か再そ出発し、道え駅「うわじま きさいや市�る天ほかほかえ有�・じ�こ

�を�す。��こえ旅天一番美�しかった。出発し、吉田を通過する�、トモ�ルが��するまあまあ�い上り

坂が�れ、クリアする�、西伊市へ入り、��いき。ここ��分え��合民え地名え天�かしい。また、雪も�ま



り、ここから�スピードア�プ。ち�っ�した子を�え、夏合民え 1日目路民�した大洲え街へ。こえ街�もう 50

回くらい来�いるえ天、�っ��駆け抜け�いく。風もい�え間路か�い風路�わり、やが�内七え���え�

路到着。 

 

宇宇和和島島市市街街路路��  闘闘牛牛天天��有有名名街街  

●●22月月 1166日日（（77日日目目））    －－ささらら��、、四四国国－－  距離：46km 

ルート：内七～下播～、伊市～松山空港 

穏やか名、伊播を左手路、松山空港ま天・・・ 

 

下下播播駅駅��、、伊伊播播  



 今日� 12時前え飛行機天羽田路戻るえ天、朝早く路出発。内七からそえまま下播ま天出る子道を登っ�いく

が、アキレス腱が痛み、全然スピードが出名い。子え頂上路着くも、道面路雪が薄く積もっ�おり、下る際�注意

を要した。下りきる�、夕やけこやけライモ路入り、途中下播駅路立ち寄る。何度来�も贅沢名駅室�思う。時間

が名いえ天すく路出発し、、伊市を通過、10時半頃路今回え旅えゴール天ある松山空港へ到着。本当�今治

ま天走り一周を達成したかったが、バイトえ都合上、今日中路東京路戻ら名い�いけ名かったえ天諦める。まあ、

夏合民え前ラモ天今治→松山�既路走っ�いるえ天、よし�しよう。ち名み路、松山空港路�サイクリストえため

路フロアポモプが設置し�あるえ天、ぜ�利用し�ほしい。 

 
松松山山空空港港路路��  旅旅ええ終終わわりり  

  

徳徳島島上上空空路路��  ささらら��四四国国  



会長連載4 

新3年 田中優亮 

迫真免許合宿 
みなさんこんにちは。参加率が微粒子レベルであることに定評のある会長田中です。

今年度はなるべく頑張ります。自転車のモチベーション自体はあるので。。 

まずはじめに、新入生の皆さんご入学おめでとうございます。そしてなかよしさいく

るに興味を持ってくださりありがとうございます。自転車の魅力は他の記事を読んでいただ

ければよく分かると思うので、僕からは何も語りません（めんどくさいだけ）。是非一度新

歓ランにきて実際に自転車に乗ってみてください。 

さて話は大きく変わりますが、サークルメンバー4人で2月18日から山形県に免許合宿

に行ってきました。免許合宿ってどんな感じなの？自由時間はどれくらいあるの？オートマ

とマニュアルどっちにすべき？とか、色々わからないところがあると思いますので、僕たち

の免許合宿がどんな感じだったのかを忘れないうちに簡単にまとめておこうと思います。 

まず免許合宿の申し込み。確か10月くらいに免許合宿のパンフレットが生協に並ぶの

でそれを熟読し、どこの教習所がいいか、どの日程がいいかを検討します。基本的に1月が

めちゃくちゃ安く、2月下旬になると通いで取るのと変わらないくらいの価格になります。

10万円近く変わってきます。なので駒場生の人は12月から冬休みが始まるというHMD総長

の改革に感謝しつつ1月に合宿に行くのがいいです。我々は申し込みの時点で1月末まで試験

があることになっており（結局試験は1月20日くらいで終わったんですが）、またケニヤや

らMTNやらが2月上旬に海外旅行をすることになっているなどなかなか予定が合わなかった

ため2月18日からという微妙な日程に。場所は山形のマ○キドライビングスクール○沢○岬

校にすることに決定。理由としてはスキー場にあるペンションに4人1部屋で宿泊することが

できる、グループ割とかある、とかそんなところだった気がします。 

時は流れ2月18日。山形新幹線に乗り込みいざ米沢へ。ちなみに東京⇆米沢間の往復の

新幹線運賃は卒業時にキャッシュバックされます。ただしキャッシュバックされる額は学割

適用かつ自由席の運賃なので、免許合宿に向かう別グループと鉢合わせて自由席で狭苦しい

思いをするのが嫌な場合指定席を取ることをお勧めします。指定席は確か900円くらい。あ



と裏技（？）として夜行バスと在来線を組み合わせたり、青春18きっぷで7時間くらいかけ

たりして、キャッシュバックされるお金との差額をお財布に蓄えるというのもアリよりのア

リ。というか実際我々は帰りは18きっぷで帰りました。6500円くらいの黒字、おいしい。 

米沢に着いたら教習所のバスで教習所に向かい、入校説明会が行われます。校舎、ボ

ロい。ここで16日間（オートマ限定だと14日間）の予定表が配られます。合宿中、どんな感

じで授業が入っているのか気になりますよね？僕の予定表を貼ってみます。 

めっちゃ見にくいかもしれないです

（ごめんなさい）。かんたんに説明

すると、まず1コマ50分、休憩は10

分で、1限は7:30から始まり、最終

コマである13限は19:30から始まり

ます。それで、黒い丸（●）が実技

教習（実際に車に乗って運転する）、

水色の○が学科（座学）です。入校

から8日間は教習所の所内コースを

走り、9日目の仮免許試験に合格す

ると路上教習7日間、これを終える

と卒業検定です。オートマ限定だと

所内コースを走る日数が8日から6日

に減ります（仮免取得後の日数は変

わりません）。写真を見ていただけ

ればわかる通り結構みっちりと授業

が入っていて、米沢観光をする暇を見つけるのも大変です。1日完全フリーという日はない

ので、午前中で全て授業の終わる日をうまく使ってスキーをしたり市内の温泉地に行って羽

を休めたりスーパーに買い出しに行ったりといった感じでした。それと、教習所で玉こんにゃ

くが無料で振る舞われるイベント、芋煮（米沢牛入り！）が振る舞われるイベントが各1回

ずつありました。芋煮めっちゃうまかった（コナミ） 

宿について。宿は先ほど書いた通りスキー場にあるペンションで、教習所からはバス

で20分ほどのところでした。食事は朝夕が宿で、昼は教習所で弁当という感じ。我々が泊



まった宿は食事がとても美味しく、毎日どんなメニュー

が出てくるかとても楽しみでした。とんかつ、餃子あた

りはめちゃくちゃウマーでした。宿について不満をあげ

ると脱衣所、風呂場がめちゃくちゃ寒いこと（息が白

い）、カメムシが大量に出ること。まあカメムシは2、3

日もすれば慣れます。最初はかなりイヤがってたanziが

日を経るごとにカメムシ耐性を身につけていたので大丈

夫です。 

フリータイムの過ごし方について。雪国出身のケニヤや

毎年スキーに行くというMTNは合宿中3回くらいはス

キー、スノボをしに行っていました。僕は中学の時にス

キー林間で1回やったきりだったのもあり1回だけやりま

した。ウェアやスキー板なんかは宿で借りることができます（もちろん有償ではあります

が）。下手すぎて泣けた。あとは温泉ですね。米沢には8つくらい温泉地があり、その中で

一番大きな小野川温泉というところに教習所からの送迎バスが出てるので温泉に入ってサッ

パリすることができます。マ○キドライビングスクールが保有している宿泊施設の温泉には

無料で入ることができます。また、それ以外にも日帰り入浴施設がいくつもあるので300円

くらい払えばそこに入ることもできます。温泉街にある豆腐屋の豆乳ソフトと豆乳甘酒がめ

ちゃくちゃ美味しいのでオススメ。米沢に行く機会があったら是非。それと米沢はラーメン

も有名なので空き時間に行ってみるといいと思います。技能教習のときにでも先生にお勧め

のラーメン屋を聞くと熱く語ってくれます。 

教習についてです。座学の方はビデオを見た後に講師が教科書を読み上げるって感じ

です。寝ないように頑張りましょう。やはり気になるのは実技の方でしょう。最初は車線に

沿って走ることすらおぼつかないですが、人間の適応力というのはすごいもので何回も乗っ

てると自然と慣れていきます。ギア操作についても同じように、最初の3日くらいは「なん

でマニュアルにしたんだろ？」「マニュアルの運転よりセンター800点の方が簡単（ｷﾘｯ」と

か言いまくってた気がしますが、路上に出る頃にはまあ普通に運転できる程度にはギアチェ

ンジの操作にも慣れ、エンストも滅多にしなくなってました。今時実生活でマニュアル車を

運転する機会なんてほとんどないんだからオートマ限定免許で十分という意見がかなり幅を

利かせていて、確かにこの意見は至極まっとうな意見だと思います。ただ、マニュアル車を

蛍光灯に集まったカメムシを掃除
機で処理する（PM10:00）



操作する楽しさは間違いなくあります。教習中だけでもこの楽しさを味わっても悪くないん

じゃないかと思います。実際には教習所では女性は99％オートマ、男性でも7割くらいは

オートマ免許だったという印象です。女性でマニュアル免許だったらそれだけでおぉ～って

感じですよ（語彙不足）是非マニュアルで免許を取ってみてください。 

その他の話。男女比はだいたい男7:女3くらいかなといった印象。大学で女子率3%

（当社調べ）の環境で過ごしてきた僕にとっては女性が多すぎました。最初は一緒に行った

4人で固まってくだらない○夢トークをするしかなかった我々でしたが、同じ宿の女子やら

同じ日に入校した他大の男子やらとそこそこ話せる仲にはなったので、まあ、頑張ってくだ

さい（適当）。大学を明かすと面倒なことになりますが仕方ないね。免許合宿にソロで行く

のはとてもつらいと思うので仲のいい人3人くらい集めて行くのを強くお勧めします。 

16日間の免許合宿を振り返ってみると、行ってよかったというのが一番の感想です。

米沢に愛着も湧いたし、かなり規則正しい生活を送れたし、先生も個性豊かで面白かったし、

ご飯も美味しい。免許合宿、ぜひ検討してみてください。 

免許合宿が終わって免許を取った次の日から松野と内海とでレンタカーを借りて伊豆

に旅行しに行きました。その模様も書く気力が湧いたら書きます（書くとは言ってない） 

玉とか舐めだしましたよ



駒代連載 新歓特別号

ホイールを替えよう

新 2 年 小森雄太

こんにちは、コモリです。先月は冬休みが長いだの文句を垂れてしまって申し訳ないと

思っています。今これを書いているのは 3 月 15 日なのですが、冬休みがあと 3 週間くら

いしかないと考えると「もう少し休ませてくれ...」と感じるようになってきてしまいまし

た。短い 100 日だったと思います。

さて、今月は「ホイールを替えよう」というホイール交換を推奨する記事なのですが、ど

うしてこんなことを書いているのかというと、それは僕自身が 1 月にホイールを替えてみ

てその効果に感動しまくっているからです。そこで今回は、個人的オススメホイール(価

格帯 30k～45k)をずらずらと紹介していこうかなと思います。

・ProLite - Bracciano A27

 

僕のホイールはコイツなのですが、これのすごいところは重量がフロント 618g+リア

864g=合計 1482g という素晴らしい軽さを実現しているところなのです。軽さと言われ

てもイマイチ実感がつかめない人も多いと思うので、完成車についてくるホイールの重量



を参考程度に言っておくと、たとえば SPECIALIZED の完成車によくついてくる Axis 2.0

は前後合計で約 2500g だとか。なんという鉄の塊！完成車についているホイールはしば

しば「鉄下駄」と言われますが、その理由もわかりますね。ホイールを交換することで約

1kg の減量ができるのなら、これを買わない手はないと思います。だって、購入時の完成

車の重量が 8.9kg だったとしたら、これが 7kg 台まで軽くできるんですよ？買わない手

はないでしょう。

さらに、色合いもかっこいいですよね。白と黒のアクセントがきいていて、大好きです。

リムハイトも前後共に 27mm ということで、ホイールのカッコよさを引き出せています。

また、価格は僕の購入当時だと wiggle で 32k ほどでした。一時期 30k 台だったので、お

そらく 30k くらいがこのホイールの底値だと思います。この軽さとカッコよさでこの安

さ、買うしかない...となりましたね。

・Campagnolo – Zonda

 

知ってる人も多いであろう、Zonda です。このホイールは価格の安さ、見た目の良さ、

軽さを兼ね揃えている有能ホイールです。しかも有名人気メーカーの Campagnolo が出

しているのですから、頑丈さも期待できます。リムハイトは、フロントが 26, リアが 30

ということで、ディープリム志向の人にはたまらない逸品です。気になる重量は、前後合



計で 1550g です。Bracciano A27 に比べると少し重いですが、このホイールはリムテー

プが必要ないため、その分の重量を考えるとそこまで大きな差でもなさそうです。wiggle

だと価格は 35k～45k あたりを上下しているので、35k くらいのタイミングを見計らって

買ったほうがいいでしょう。

Fulcrum – Racing 3

 

これも有名、Fulcrum のRacing3 です。価格は wiggle で 40k～といった感じで、Zonda

よりはやや高めですね。リムハイトは Zonda とまったく変わらず、フロントが 26, リア

が 30 です。また、同様に重量も 1555g とたったの 5g しか変わりません。しかし、色合

いが黒白なので、ここが Zonda とは違うところですね。Zonda の色違いと言っても過言

ではないかも知れません。

3 つしか挙げていませんが、調べていくとなんだかんだでこの 2 つに絞られると思います。

自分はそうでした。ホイールを交換すると、まず最初に漕ぎ出しの軽さに気づきます。そ

して、加速のしやすさにも気づきます。今までより 5kphくらいは軽く出せるようになり

ます。

魅力的だと思いませんか？みなさんもホイールを替えて新たな自転車ライフを！
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