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2月定サイのお知らせ 

１年 永岩 修也 

 

こんにちは、1年の永岩です。テストがあった方々はお疲れ様です、ついに春

休みですね。 

 

ということで遅くなって恐縮ですが2月定サイについてのお知らせをします。 

2月定サイは宇都宮に行きます！というのも、実は1月あたりのランで宇都宮に

行って美味しい餃子を食べようね！という慣習がNCには存在するそうなので

す。去年は出来なかったようなので今年はやりたい！ということで2月定サイ

として、みんなで宇都宮行きましょう。 

 

以下詳細となります。 

【日にち】平成29年2月12日(日)   

【行き先】宇都宮 来らっせ(予定)   

【集合】JR 栗橋駅東口 10 時   

【解散】JR 宇都宮駅   



【ルート】栗橋駅~古河~小金井(R4)~田川サイクリングロード~宇都宮 

61.3 km、最大標高差 108 m 

ルートラボ：http://yahoo.jp/2fb1iT 

 

ルートは、まずは栗橋駅から、例年走っており割と走りやすい道路であるらし

いR4道路を北上します。このまま北上してもうつのみやに着きますが、せっか

くなので小金井から少し東に逸れて、田川サイクリングロードを走ろうと思い

ます。サイクリングロードの終点はもうほぼ宇都宮で、そこから一昨年訪れた

らしい来らっせという餃子のお店に向かうつもりです。 

帰りは輪行する人はJRとかで学割とれるケースも考えられるのでその場合はと

っておくてお得です。自走するにしても程々にするのがよいかと(特に一年) 

2月、まだまだ寒いでしょうので防寒はしっかりと。ライトも忘れずに！ 

 

参加表明は取り急ぎ募集します。よろしくお願いします。 



沖縄合宿の予定報告 
担当 高橋、斎藤 

・前書き 

はいさい！ 

待ちに待った沖縄合宿！沖縄には「いちゃりばちょーでぇー」という格言があるらしいで

す。意味は「出会ったものはみな兄弟だ」。個人的には、そんないちゃりばちょーでーです

がりーんなたびあっちゅん目指したいですね。 

さて、今回は本島の南半分を網羅する感じのルートになっています。きつい坂はほとんど

ありませんが意外と獲得標高はそこそこありますね…。三月初旬の沖縄は平均 18～19℃く

らいなので、かるい上着が必要です。また雨も結構ふるらしいので対策してきてください。

あと沖縄にはスギ花粉とんでません。諸々、必要な物などはしおり等を作って後日公開す

る予定なのでそちらも参照してください。 

また、観光する場所は随時募集中ですので、担当の方にお気軽にお声掛けください。 

またやーさい。 

 

・2/26 

20：00に沖縄国際ユースホステルで集合（チェックインは 19：00から可能です） 

住所；〒900-0026沖縄県那覇市奥武山 51 

出欠確認以外特に何もしませんが、食事等は各自済ませてから来た方がいいかもです。 

空港から 4㎞といったところなので自転車で来るのがいいと思いますが、一応ゆいレール

を利用する方法もあります（壷川駅より徒歩五分）。 

ゆっくりお越しください（笑） 

この日は晩飯なし朝飯あり、27日は晩飯あり朝飯ありで 11000円です。 

 

・2/27 

62.5㎞ https://www.strava.com/routes/7201230 

那覇～ニライカナイ橋～斎場御獄～おきなわワールド～那覇 

本島南側をぐるっと一周する感じ。 

ニライカナイ橋は景色よさそう。まあそこそこ勾配ありますが。 

斎場御獄は沖縄随一のパワースポットらしいです。せーふぁーうたきと読みます。 

おきなわワールドではエイサー鑑賞、鍾乳洞見学が可能みたいです。 

宿は昨日と同じく沖縄国際ユースホステルさんです。（金額は上記） 

 

2/28 

78.3㎞ https://www.strava.com/routes/7201244 

https://www.strava.com/routes/7201230
https://www.strava.com/routes/7201244


那覇～（美浜アメリカンビレッジ）～残波岬～万座毛～名護 

海岸線をゆったり走ります。距離がそこそこあるので気を付けてください。 

アメリカンビレッジは総合アミューズメントパーク的なところですが、まあ時間と相談し

て。 

残波岬には巨大シークワーサーがいるみたいです。 

万座毛は沖縄随一の景勝地。時間帯が合えば、夕日を眺めることも可能かも… 

夕飯は各自で撮ってもらう感じになると思います。 

宿は山田荘さんで、こちらも二連泊。夕飯なし朝食ありの二連泊で 9000円です。 

 

3/1 

67.4ｋｍhttps://www.strava.com/routes/7201256 

名護～美ら海水族館～（今帰仁城跡）～古宇利大橋～名護 

名護市の横のぴょっと飛び出てるところを一周します。 

美ら海水族館、かなり楽しみ… 

今帰仁城は世界遺産でこちらも行きたいですが、時間的にやや厳しいかもしれません… 

古宇利島大橋は海の中をまっすぐ走っていく絶景コース。一応そのまま古宇利島を一周す

るルートになっていますが、時間がなければ橋をピストンで戻ってくることも可能です。 

宿は昨日と同じ山田荘さん（上記） 

 

3/2 

70.7ｋｍhttps://www.strava.com/routes/7201274 

名護～（ビオスの丘）～海中道路～伊計島 

本島の西を目指して横断します。パイナップルパークはまあ無視でいいんじゃないかと。 

ビオスの丘はちょっとした植物園らしいです。まあ時間があれば。 

長い海中道路を渡って伊計島へ… 

宿は AJリゾートアイランド伊計島さんです。なんせリゾートなのでプールやら卓球やらバ

イキングやらいろいろあります。夕飯朝飯付きで 8000円。 

 

3/3 

59.6ｋｍhttps://www.strava.com/routes/7201283 

伊計島～海中道路～首里城～那覇空港 

帰りも海中道路を使って首里城へ。 

首里城のすぐ近くには国際通りがあるので時間があれば行ってみてもいいかも。 

ゆっくりいっても 6時には空港に到着する見込みです。解散！ 

https://www.strava.com/routes/7201256
https://www.strava.com/routes/7201274
https://www.strava.com/routes/7201283


駒場祭会計報告 

一年 永岩修也 

 

 駒場祭会計の永岩です。１月会報掲載となってしまいましたが 11/25~27 の

三日間で行われた 2016 年駒場祭での会計報告をさせていただきます。 

 以下は収支の表です。 

収入 金額 

 

支出 金額 

総売上 227650 

 

食材費 46595 

企画保証金返金 10000 

 

物品購入費 6952 

    

 

機材レンタル費 44990 

    

 

企画保証金 10000 

    

 

振り込み手数料 648 

計 237650 

  

109185 

     



純利益 128465 

   

 

 

 まずは駒場祭前の前売り券販売から。今年の前売り券は作製者の秀逸なデザ

インのおかげでカッコよく仕上がっており、その甲斐あってか用意した 150 枚

をすぐに買いきってもらえました。たくさん購入し大きく貢献してくださった

先輩方のご厚意、感謝しています。（ちなみに一口の値段は当日値の 50 円引き

の150円にしたため、前売りで多く売りすぎてもダメだと 150枚で止めました） 

 

 当日は１パック 200 円で焼きそばを販売。他店に比べて圧倒的なその安さと

銀杏並木という場所の良さにより例年通り大人気を誇りました。しかし！先輩

方はお気づきかもしれませんが今年の利益 128465 円は近年に比べかなり低い

です・・・（去年 198021、一昨年 185200）駒場祭来場者数は大きく変わらない

ことからやはり上の店長の報告内にある通り生産ラインがしばしば止まってし

まったことが強く影響したのかな、と。次代以降は是非気をつけて欲しいです

ね。あと、初日開店時におつり用として用意すべき初期小銭の用意を前日まで失



念しており同期の私金を両替してもらい賄ってもらったことは反省点です

ね・・・ 

 

 （他の年に比べ少なめかもしれないものの）12 万強の利益を出せたことから

やはり今年の駒場祭も成功であると言えるでしょう。一年の皆さん、忙しい中頑

張ってくれてありがとうございました、お疲れさまです！シフトじゃないのに

手伝いに来てくれる人たちが沢山いてすごいなあ・・と思いました。また、売り

上げだけでなく様々なサポートで助けてくださった先輩方、とても感謝してい

ます。ありがとうございました・・！最後に、立候補してくれた駒場祭代表の牧

野くん、副代表の仁木くん、みんなをまとめて成功に導いてくれてありがとう、

本当にお疲れさまでした！ 

 



１２月定サイ報告 

１年 山田英佑 

【日時】12月 10日土曜日 

【ルート】三浦半島一周 http://yahoo.jp/DeCYp0 

金沢八景駅→三笠公園→城ヶ島→関口牧場→逗子駅 

【参加者】※敬称略 

１年 山田 三輪 仁木 新井 高橋 鎌田 中村 白崎 牧野 森田 永岩 大石 市

川 大江 高木 久保 

２年 井澤  今城 中田 佐々木 梶原 

３年 内海 

４年 島田 タジマ 

 

 山に行くと道路が凍結している季節ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。12 月定

サイは私の主催で城ヶ島に行くことになりました。寒いにもかかわらず非常に多くの方か

ら参加連絡をいただきましてありがとうございました。遅刻者は来年の明神祭強制参加と

言っていたのに遅刻をかましてくれた永岩君、来年の明神祭楽しみですね！今回は人数も

多く、5班に分かれての出走となりました。実質上走力別班分けになってしまったのは割と

反省です。 

 さてスタートして 10kmほどの三笠公園で早々に集合写真を撮影しました。 

 

本艦は日露戦争においての日本海海戦で勝利を収めた際の旗艦でした。坂の上の雲等で認

http://yahoo.jp/DeCYp0


知度はなかなか高いのではないでしょうか。写真をくださった三輪君ありがとうございま

す。 

 さてここからは各班で別れた後城ヶ島へ海鮮丼を食べに移動しました。城ヶ島では「まる

か」で食べることになりましたが、人数が膨らんだので店の迷惑にならぬよう事前に予約す

ることでちょっとしたサービス(マグロ串カツと佃煮)が付きました。美味しかったです、ご

ちそうさまでした。 

   

 

 続いて向かったのは関口牧場のソフトクリームです。僕の班は全員軽装備で寒かったの

でパスしましたが、他の班から画像をいただいたのであげておきます。コストパフォーマン

スに優れたおいしいソフトクリームで評判は良かったです。私は来年夏あたりに食べに行

きます…。 

  



一方でこれをパスした僕ら一班は時間が少し余ったので 

某先輩「まず近くにさぁ…激坂あんだけど…のぼっていかない？」  

僕たち「あぁ＾～いいっすねぇ＾～」 

  

＿人人人人人人人人人人人人＿  

＞ SHAAD30(斜度 30%) ＜  

￣Y^Y^Y^Y^Y^Y^Y^YY^Y￣ 

落ち葉で後輪が滑り出すので足を付きましたが、今城先輩は荷物を全パージして再チャレ

ンジして達成していました、さすがです。(これ道が綺麗な時にリベンジしたいなぁ) 



参加された皆さんから好評で、本当によかったです。 

【反省集】 

反省会をどこでやるか決めておく 

流れ解散かどうか決める(担当者は最後まで待つべきか否か) 

走力で班を分けない ランダムでよい 

左折巻き込み注意 

障害物（駐車車両）をよけるときの後方確認 

二段階右折 

個人走行の要領で黄色 GOしない（後続いる・歩行者信号数個先の信号見る 

遅刻しない 

坂のアップダウンでの車間キープ 

ちぎれていないか後方確認急ブレーキにならない範囲で停止線 

歩道に走りこまない 

歩道から強引に左折しない 

途中で担当管轄終わりにしてはどうか 

最初トンネル前にテールライト確認のため停止 

小さいトンネル連続のときテールライトつけっぱで 

信号予測して動く（歩行者信号や先の信号見る） 

トラブル時の面倒はあるが飯を確保するため店予約は議論 

頂上で待つのは危ないので小さな坂では下った先で待つ 

手信号の徹底（最後尾含め全員 後ろにだれか張り付いているかも） 

執行代が自覚をもってルートの確認の徹底 

交差点の名前道路番号スタート地点からの距離キューシートの配布 

白崎推奨のスマココを必修化（更新５分設定 モバブ） 

歩車分離信号は車扱い 

道幅の広いところ・歩道で確認 ちぎれたら待つ 

スタートとゴール近づけてコインロッカーを共同で借りて荷物突っ込むという提案 

慣れた人が服装を例示する 



冬合宿報告 

1年 三輪 森田 

 

○概要 

日時 12/26-28 

行先 伊豆大島 

参加者  

1年 三輪 森田 白崎 荒井 中村 久保 仁木 大石 山田 市川 永岩 牧野 西村 

2年 別所 井澤 佐々木 今城 三好 野崎 横谷 寺田 中田 

3年 鈴木 内海 田中 中橋 岩尾 

 

★12/27 

 

○班分け 

【一班】三輪、市川、西村、野崎、横谷 

【ニ班】大石、中村、三好、今城、中橋 

【三班】森田、久保、井澤、佐々木、鈴木 

【四班】白崎、荒井、中田、内海 

【五班】仁木、永岩、寺田、岩尾 

【六班】牧野、山田、別所、田中 

 

○ルート（当初の予定） 

54.5km 1148up 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=101f0be6dd79fc61afae15953ab531c7 

 

20：40竹芝桟橋集合。担当は 5限終了後自走で直

行したため余裕の 20:10 着であったが、内海さん

が先にいてびっくり。続々と入る遅刻連絡（知って

た。でもいつもよりは連絡が少なかった。最後につ

いたのは 2 年生の浪人会のメンバーでした、きっ

ぷ買ってたらしいです）。でもまあ無事にみんなが

船に乗り込むことはでき、22：00定刻通り出港。

レインボーブリッジの下を通るころ、デッキでは

宴会が行われていた。担当は翌日に備え早めに就

寝（2:30まで語っていた人もいたらしい）。 



 

日付変わって 12/27。朝 5時くらいに起きたがその時はまだ雨は降っていなかった。まだ夜

が明けない中、大島着。輪行解除をしている間に夜が明けてきた。 

問題は、この日の予定。予報は雨、降水確率 90％。おまけに風が南風 14m（誰の人徳だよ）。 

3年生の先輩とも相談した結果、特訓ランではないので雨が強くなる前に温泉に入って雨宿

りすることに。 

 

8:00 ころ、雨が少し降り始めたあたりでみな温

泉についた。このまま雨が止むのを待つ。ひたす

ら待った。ひたすら待った（大事なことなので 2

回言いました）。温泉に入ってプールで遊んでひ

たすらだべってお昼食べて、気が付いたら 14:00

になっていた。みんなグダグダできてとても楽

しそうだったのでまあ結果オーライ(？) 

 

雨が止んだ 14：00 過ぎに、各班自由行動にして出発。1 周を敢行した班もいたようだが、

担当の班はのんびり海沿いを走った。夕焼けを見つつ眺める海は素晴らしかった。 

 

宿には 17:00くらいについた。2年前にもとまった(らしい)宿であったが、この朝海館、非

常に良かった。何よりも伊豆の復興応援割引で 1 泊 4500 であったのがすばらしかった(前

日入りした今城さんはもう 1泊、その割引を使い実質ただで素泊まりしたらしい)。 

 

反省会後のコンパでは恒例(？)のプレゼント交換。工具、ぬいぐるみ、馬券、みかん、ポチ

袋に入ったなんでもないただのレシートなど、バラエティに富んでいた。いろいろな話やゲ

ームなどで盛り上がったのち、就寝。 

 

 

 



★12/28 

 

○班分け 

【一班】三輪、中村、佐々木、別所、中田 

【ニ班】白崎、永岩、今城、横谷、鈴木 

【三班】山田、井澤、野崎、寺田 

【四班】牧野、市川、久保、中橋、岩尾 

【五班】仁木、西村、三好、内海 

【六班】森田、大石、荒井、田中 

 

○ルート 

1-3班（スカイライン） 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=b5b814af5b5a08c8cdf6dcee2e916579 

 

4-6班（県道） 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=4484c8ff5d16a179254a68add0e11297 

 

班によってルートを変えてみた。ただ、結論から言うと、2,3 班は(なぜか)県道ルートに変

更したので、1班のみが御神火スカイラインを登ることに。 

 

昨日の大荒れの天気と打って変わって、すがすがしい朝。時間がないとひたすらせかしたの

が功を奏し、8:30の定刻通りに出走。8％5㎞のかなり険しい道であったが、ひたすら眼下

の漁港と海の向こうの富士山を見ながら登っていく道は非常に心地よかった。 



 

各班頂上に着いたのちは、山頂までトレッ

キング。風が強すぎて寒すぎるので早々に

諦めて引き返してきたが山の雄大さは十分

に感じ取れた。ここで山田と白崎が沖縄の

前ランで東京から走るなどと言い出して一

同苦笑していた。 

 

 

 

下りは非常に快適で、いい下りの練習にもなる

ようなルートだった。そのまま岡田港へ直行し、

各自昼を食べて船に乗り込んだ。船の間は寝た

りグダグダしたり、思い思いに時間を過ごした

りて、東京に着くころには日が暮れていた。 

する人、全輪行する人などさまざまであった。

ちなみに担当はイルミランに行けなかったこ

ともあってセルフでイルミランを行った。汐留、

東京などを巡ったがかなり面白かった。 

そんなこんなで、皆さんお疲れ様でした！ 



○反省点 

・アップダウンが多い道でかなり先頭が後ろを離してしまった→ペースに気をつける 

・地面のものへの手信号が疎かだった 

・写真撮影で止まる、だいぶ急で後ろが危ない→合図(特にビンディングは危険) 

・路上駐車を抜く際も手信号忘れずに（この際、一番後ろの人が大きく車道の真ん中側に入

ってあげることで後続をブロックし、安心して先頭が路駐を抜かせるようにする） 

・天候が悪いことが分かっている際の行動は無理をしないことを第一に！(例えば雨が降りそう

だからそのコースやめときなみたいなもの。全体で一周はしないという結論は良かった) 

・下りの時、車間は十分に取って！ 

・道交法の基本は知っておこう（16年 1月会報のあとがきを参照） 

 

○おわりに 

総勢 25人を超える多くの人に来てくださって本当にありがとうございました。多くの人が

楽しかったと言ってくれて、担当冥利に尽きます。特に、27 日の朝に的確な判断を下して

いただいた 3 年生の先輩には本当に感謝です。とてつもない暴風雨のなか走らずに住んで

よかったです笑。 

ありがとうございました！ 



 11/4〜13 スウェーデン西海岸・オスロ北上紀行 

大熊 瑠惟、渡邊 光 

総走行距離:500km 

予定走行距離:700km 

走行日数:約 5 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、NC 二年で大学院卒業したての大熊です。スイスで卒業式に参加してスウェー

デンの実家(？)に帰省しています。北欧は寒いです。10 月下旬で既に気温は 5 度以下が当た

り前で 11 月の頭には雪も降り出しました。そこでキャンツーの企画を立てました。実家の

ルンドという南スウェーデンの町からノルウェーの首都オスロをチャリで目指しながら、キ

ャンプして安く旅行しようと当初は考えていました。しかし残念ながら最初の 2 日は終日雨

でキャンプを断念し、吹雪の夜もあったため実際テントを張れたのはたった 1 日でした、無

念。この無謀な旅行はスイスで同期だった光君と 2 人で行いました。装備はヒートテックの

上下に雨の時はレインパンツ、雨ではない時は少し温かめなジャージズボン、上はさらにス

キージャージとスキーコートを用意しました。靴下は状況に応じて 1~3 枚履いて、ビンディ

ングの上にシューズカバーを被せて寒さを凌ぎました。その他にニット帽、手袋(2ー3 セッ

ト)、運動用マフラーなども欠かせませんでした。これだけ着込んでも手足の指先だけはど

うしようもなく冷えてしまい、霜焼けは回避できませんでした。これだけ辛い思いをしてで

もオスロを目指したかった理由は、デンマークは 3 年前にかなりツーリングしていて、実家

から気楽に行ける知らないルートがもう北にしか無かったためです。この旅でお世話になっ

た宿泊施設は主に AirBNB で提供されている個人のアパートや一室でした。値段の平均は

3000 円くらいで、時々朝食も出る場所もありました。 



 
     準備中のひかる 

 
予定ルート  

実際走ったルートのまとめ 

 



11/4 一日目 Dalby->Helsinborg(->Båstad) 95km 

https://www.strava.com/activities/765648376 

https://www.strava.com/activities/765788869 

 
1 日目の走行ログ 

初まりの日だ。7 時に起床。天気は予報通り雨、しかし弱い。行けるぞと思いながら今回使

う Merida のクロスバイク Crossway700 の最後の調整をして荷台にキャリアバッグを乗せる。

ロードが買えるようになるまでずっと使ってきた相棒はまだまだ元気のようだ。いざ出発し

て 5 分経過したところで携帯がポケットから滑り落ち、見事に即死なさった。家に置いてあ

った予備の携帯を引き返して回収し、再度出発する。「足さみぃ！」と叫ぶ相棒(光氏)を鎮

めるため、15km 地点のルンドのサイクルショップでシューカバーを買わせ、10 時ごろ本格

的に北を目指した。丁度そのころ雨足も激しくなり、一日目から幸先の悪さを感じた。一つ

一つ装備も冠水していき、気持ちも深海へとダイブする。それでも 30km の Bastad の海岸を

一見して少し早めの昼飯にした。それから凄惨なツーリングが 2ー3 時間続いた。あまりに

も酷い雨で思うように進まず、予定の 130km より少ない 85km 地点にある Helsinborg から輪

行することで打ちのめされた心を癒すことに決めた。そこまで何とか自力で辿り着こうとペ

ダルを回した。 

https://www.strava.com/activities/765648376
https://www.strava.com/activities/765788869


  
   毎日こんな感じ     今回の装備とエーレスンド海峡 

 

 
落ち葉とルンドのサイクリングロード 



 

 

 
先日教皇が訪れたルンド大聖堂 



 
ヘルシンボリの教会と市役所 

 
ヘルシンボリの城砦 

 

70km 地点でいきなりヒルクラ TT コースが発生。脳内でマリオカートのファイルラップ開始

音とともに頑張り始めた。その後も終日雨の予報は覆せず、僕の晴れ男説は沈没した。寒い、

マジ寒い、遂にスキー用のグローブも冠水した。あまりにも過酷な環境につい 1 人で爆笑し

てしまった。 



ヘルシンボリの直前にあった Råå というかわいい村の石畳の中央道を走って気持ちを落ち着

かせた。ヘルシンボリに到着する頃にはすっかり日が暮れていて 40 キロほど輪行を決意。2

人で 200sek、30 分弱。その前にヘルシンボリの教会と市役所と城塞を観光、やはり美しい

町だ。 

 

すっかり闇のカーテンが落ちた Bastad で待ち受けていたのは 200m 級のミニ峠。だが雨の中

85km 走った身には辛く、襲いかかってきた峠にあまり抵抗できなかった。それでも久しぶ

りの上りに感謝しつつ夜 8 時ごろにドライブホテルに到着する。Bastad で買いだめしてきた

ジェノベーゼペストのパスタなどを食べてから、本日雨や泥で汚れてしまった靴から上着ま

で殆ど全装備をヒーターに掛けて乾燥させた。もはやホテルとは翌日までに服が乾かせる場

所になってしまっていた。そして就寝。 

 
ミニ峠のログ 

  



11/5 二日目 Båstad->Halmstad->Falkenberg  75km 

https://www.strava.com/activities/766630138 

 
2 日目の走行ログ 

 

6 時半に起床。窓からは曇りの空！雨じゃない！ホテルの無料朝飯がめちゃくちゃうまい。

トマトソースに浸かっている豆や焼きジャガ、ブルーベリーヨーグルトなどを食べまくった。 

 

8 時に出発、9 時から再び霧雨。昨日のミニ峠を下ったところの羊と会話を成立させた。メ

ェーと叫べば「ベヘエェェェ！！」と帰ってきた。幸せを感じた。 

今日から中間ポイントのイェーテボリまでずっと同じ Kattegattleden というサイクリングロ

ードに乗れるのが嬉しい。このサイクリングロードはスウェーデン初のもので、距離も質も

かなり良い。しかし所々逆走やダート走行を促す所もあったため注意する必要があった。森

のど真ん中を一直線に通るサイクリングロードや海とリゾート地に挟まれてるサイクリング

ロードを楽しめた。 

https://www.strava.com/activities/766630138


 

そしてこの時が遂に来てしまった。30 キロも走っていないところでガラスの破片がチュー

ブを無双した。一度修理して走り出したものの、甘過ぎた確認で大きなその破片がタイアに

めり込んでいたのに気づかず悪夢は再発。自分とチューブを呪い、合計で 1 時間くらいのロ

スを悔やみながらも走行を始めた。少し漕いだ先に Halmstad に着き、教会と旧市街を少し

見てから Falkenberg に目標を定めた。 

 
犯人はこの白い点 

 

 



 
ハルムシュタット聖堂

 
ハルムシュタット旧市街 

その後は快調で、昨日よりは雨も弱まっていて楽しく海沿いを走った。午後は何事もなく、

無事 Falkenberg の宿に到着。弱い雨、されど雨。一日中外にいれば服は水浸しになる、ので

再び暖房やハンガーに服どもを掛けまくる作業に入った。今夜もパスタだ... 食後は宿にあっ

た神施設の泡風呂ジェグジーに入浴して帰らぬ人となった。 



 

 
森のサイクルロード 



11/6 三日目 Falkenberg->Kungsbacka (->Göteborg)  110km 

https://www.strava.com/activities/768046030 

https://www.strava.com/activities/768170955 

 
三日目の走行ログ 

今日はマジラン。5 時過ぎに起床。服は無事乾いてくれた。9 時まで弱い雨が降っていたも

のの、それからは安定した曇り空でここ 2 日より気持ちよく走れた。昨晩泊まったヘニング

さんの家がある Heberg から 10km 地点の Falkenberg 中心街で五つのアーチからなる 18 世紀

の石橋を眺め、それから本格的な買い溜め。朝食にはデニッシュとスウェーデン名物シナモ

ンロールを暴食して幸せ係数を回復するのであった。 

 
ガーコ一家 

https://www.strava.com/activities/768046030
https://www.strava.com/activities/768170955


 
ファルケンベーグの石橋 

Falkenberg を出てからはとにかく風地獄。暴風が前から横から我々を襲ってきた。これが登

りと重なる時は非常に辛く、全力で踏んでも全く進まなかった。平坦で時速 15 以下ってな

んなんだ。チャリも荷物も僕よりライトだった光君を盾にして Varberg に到着。Varberg 城

までのラスト 2 キロは堀や城壁と海の間を通る神サイクリングロードだった。 

 



 
神サイクリングロード、左奥に見えるのがヴォ-ベルグ城 

Varberg 城の城下町はとても素敵で冒険心をくすぐる構造だった。内側に進むにつれて上昇

する螺旋構造に大砲に壁窓！城内の喫茶店で温かいスープを飲んで回復する。暖炉に集って

手袋や靴下を乾かしてて(効果は絶大)、「何なんだこいつら」と思われそう。 



  



 
大砲自撮り 

 
海上プール＆サウナ 

Varberg 城から出発する。午後 2 時ごろ、雪が微妙に降り始めた、とにかく寒い。だがサイ

クリングロードをずっと走れて時々見える海に元気をもらい走り続けた。この日は 4 時くら

いに日が沈み、ナイトランが当たり前になってきた。日が暮れたらまずおやつを無人のバス

停で食べた。 



日没後も 2-3 時間粘り、メーターが 100 キロを越えたところで Kungsbacka からラスト 20 キ

ロを輪行。イェーテボリ駅から出た時初めて積もる雪(と凍った道路)を発見。秋が一瞬に思

えて夏がいきなり恋しくなってきた。こんな旅何でやってるんだろうと n 回目思いながら、

イェーテボリ郊外の丘を越えて今夜泊めてくれる少しパンクな家族のアパートに到着。9 ヶ

月の元気な元気な赤ちゃんのアルトン君と戯れて今日の疲れをふっ飛ばした。光君と 2 人で

1kg のパスタを完食して気絶。 

 



 

 

  



11/7 四日目 Goteborg 諸島観光+キャンプ 15km 

https://www.strava.com/activities/768783695 

10 時に起床。今日は休憩ということで寝坊した。早速アルトン君と遊びに行く。どうやら

僕の青いビンディングシューズが気になるようだ、将来はチャリジャンキーかな。アルトン

君に朝食をあげているお母さんと雑談しながら僕も朝食を済ます。11 時に素敵な家族のア

パートを出てサドルに乗る。今日の目標はイエーテボリの南西の諸島だ。まずはフェリー乗

り場へ向かう。最高の晴れだ、そして昨日より少し暖かい。このフェリーはとても安く(90

分有効なチケットで 28sek=350 円)、しかも自転車は無料。これは乗るしかない。 

 
フェリーの後方にあるスウェーデン国旗とそこからの眺め 

https://www.strava.com/activities/768783695


 
諸島の地図 １，２，３の順に行った 

12 時に乗船して Brännö 島に着いた。この島にはフェリー乗り場の周辺以外に車が一切無く、

ゴルフカートみたいな三輪車と自転車が主な交通手段だ。そのため道幅も狭く、どこ行って

もサイクリングロードを走ってるようだった。メインロードはたった一つで、南北のフェリ

ー乗り場をつなぐ 1 キロに満たないかわいい道だ。この道を何回も往復しながら島の数少な

い施設をまわった。ブレンヌー島唯一のスーパー(兼郵便局)の肉団子とカエサルサラダを外

の凍ったテーブルで食べた。これはハードだった。 



 

ブレンヌー島 

それから島の西にある森を(マウンテンバイクしながら)抜けて、羊と家が 3 軒しかいない

Galterö 島を歩いて一周した。そこで晴れながら雪という珍しい天気に恵まれ、羊さんの方

から挨拶に来てくれた。ごく普通に羊がいる。この島の中央にある岩が今夜の野宿キャンプ

の第一候補となった。「ロードオブザリング」を思い出す景色に囲まれて夕陽を眺めながら

黄昏た大熊と渡邉は再びサドルをまたいで南のフェリー乗り場から次の島 Styrsö(ステュシ

ュ)島に移った。 



ブレンヌー島とガルテルー島をつなげる橋 

  

  

 



     

  

太陽と羊を目指す二人 



   

 
ブレンヌー島南フェリー乗り場 



Styrso 島に五時ごろ着いた。ここは「魔女の宅配便」の舞台のもととなったゴットランド島

に少し似ていて、家は赤、薄いピンク、青、黄や白の色だった。少し内陸に入ったところに

住宅地と森の狭間にあった空き地(後に羊用の牧草地と知る)でキャンプすることにした。気

温は零度氷点下！でも宿がオフシーズンで閉まっている島に自ら追い込んだ 2 人は決心しテ

ントを張った。そしてパスタを茹でお湯の準備に取りかかろうとした時、僕は重大なミスに

気づいた。ガス焜炉のガスと出力を調整する部品の間に入るパーツを用意していなかったの

だ(笑) 

これで見事温かいご飯と熱源の両方がボツとなり、「今夜死ぬんだ」と思った。幸い 22 時

まで営業の島のスーパーでつまみ系の食糧を調達できて命をつないだ。光が寝るまで寒いぞ

寒いぞと連呼していたのは今でもはっきり憶えてる。決戦の時を迎え、冬仕様の寝袋とあり

ったけの服を着込んで 22 時に就寝。 

 
今夜の宿 

  



11/8 五日目 Styrsö->(Goteborg-> Svineshund)->Halden 30km 

https://www.strava.com/activities/769457184 

https://www.strava.com/activities/769650730 

https://www.strava.com/activities/770097799 

 

 
朝の様子 

6 時に起床。昨晩、近くに住んでいるおじさんに朝 8 時に羊（またこいつらか）がこの牧草

地にやってくると言われたので 8 時直前に仕度を終え退散した。空は晴れていた。朝の北欧

の晴天は黄色、水色と淡いピンクが混ざり合う美しいパレットだ。島の建物の色もこれにイ

ンスパイアされたに違いない。大陸へのフェリーに乗れる乗り場に着いて一休み。今日の天

気予報を調べる。午後は雪嵐が部分的にあるみたいなのでイェーテボリからノルウェーまで

の旅路を電車で移動することに決め、今日ものんびり過ごす予定を立てた。 

https://www.strava.com/activities/769457184
https://www.strava.com/activities/769650730
https://www.strava.com/activities/770097799


  

  

ステュシュー島の家、雪、 

氷海、鹿など 



 

 



 朝は天気が良好だったため、島の南部でピクニック朝食をとることにした。styrsö 島は北と

東に人工物が集中していて南には原生に近い森や海岸、浜辺があった。ここの人々は自然と

うまく共生している印象を受けた。砂浜は凍ってとても海水浴はできなかったが遠く広がる

海と点在する諸島を眺めながら食べた朝ごはんはおいしかった。10 時ごろ出発して島の東

海岸を沿ってフェリーポートを目指した。途中吹雪が始まり驚いた。フェリーに迎えてくれ

たのは Brännö 島行きの時と同じおにいさんだった。フェリーの二回から他の島を観ながら

いつの間にか Saltholmen 駅に着いていた。 

 

さて、イェーテボリの中心街へ向かおう。フェリー乗り場の Saltholmen からイェーテボリ駅

までの約 10 キロをサイクリングロードに乗り丘や旧市街などに寄り道しながら走った。し

かしだ、いいことばかり起こる訳ではない。またパンクだ。今回は氷点下の夜にチューブが

損傷したみたいで初めて前輪のチューブを取り替えた。この時 14 時ごろで、当初予定して

いたノルウェーまで乗り継げる電車が 14:20 に出発してしまい、14:22 に駅に着いて悔しい

思いをした。少し落胆しながら駅員に次のノルウェー国境行きの便を尋ねたら今日はもう 1

億円(実際は 1 万 5 千円)かかる電車しかないと言われて頭が真っ白になった。これはもうダ

メだと思ったが幸いバスという手段が残っていた。しかもこのバスの乗り継ぎ、何と 1 人

150sek(1800 円)だけで電車よりずっと安上がりだったのだ。 

午後 5 時にイェーテボリ駅を発ち、窓から吹雪と積もりまくりの雪を見て 8 時に国境の手前

で下車した。自転車は前輪だけバラしてバスの底に積んでもらえて快適な移動だった。ノル

ウェーにいよいよ突入！と読者は思うだろうが、スウェーデンで最後にやるべき最重要なこ

とがまだある。そう買い溜め！ノルウェーの物価は世界的にもダントツで高く、スウェーデ



ンの軽く二倍だ。案の定スウェーデン側の国境には巨大スーパーが幾つもあり、そこで 3 日

分の食料とビールを調達した。そのおかげでノルウェーではオスロに着いた後も大きな買い

物をしないで済んだ。スーパーを出た頃にはもう 9 時をまわっていた。今夜泊まるはずの

Halden までまだ 10km あるのにやばい！しかしナイトランに慣れてしまった 2 人は楽しく

「寒い寒い」呪文を唱えながらサイクリングに勤しんだ。国境には川に隔たれた谷と両国を

つなぐ Svineshund 大橋があったが検問どころか人がいない！のであっさりノルウェーに入国。

ノルウェーに入った途端、アップダウンが激しくなり、インナーロウを頻繁に使ったのをう

っすら憶えている。雪も少し積もっている凍ったサイクリングロードは使いものにならず、

車道を闇の中走った。 

 
五日目の走行ログ 



 
国境の旧スヴィネスンド大橋 

 
ハルデンの玄関、伝統的なノルウェーの家と左奥にフレデリクステン要塞 

 

そして 10 時半に遂に南ノルウェーの都市、Halden に着いた。照明されていた Halden のお城

は僕の遠いノルウェーの祖先が軍の将校として城主を務めていた場所であった。ご先祖様が

どんな人なのかと考えながら夜の Halden を眺めた。そして今夜泊まる場所に着く。玄関は

デッキ！元海兵コックのおじいさんの船に運良く泊まれたのだ。世界中を船で見てきたアー

レンさんの話を聞くのは最高に面白かった。冷戦中ソ連の兵士と鮭と酒の交換をして親睦を



深めたことや、数十日かけて大西洋を横断した話、フィリピンで再婚して今小学生の末っ子

がかわいい話などなど寝る暇なんてありもしなかった。船内は狭いながらも、キッチンにダ

イニングテーブルが 2 つ、部屋が 2 つに数日保つ水のタンクや洗濯機、設備が完璧だった。

ガスも電気もシャワーもあったのには感動した。海に揺られて寝るのは慣れると快適だった。 

 
アーレンさんの船 

  



11/9 六日目 Halden->Moss->Oslo 150km 

https://www.strava.com/activities/771008115 

 
六日目の走行ログ 

 

https://www.strava.com/activities/771008115


朝 8 時ごろに朝食を食べて船のデッキに上がった。アーレンさんと一緒に一枚撮ってから別

れを言い、Halden 城の観光に向かった。 

 
今からこの頂上まで行く 

城は小山の上にそびえ立っていて朝からヒルクライムだった。城壁の展望台からハルデンの

全体が見えた。要塞の内側にわ様々な塔や武器庫、晩餐会場、砲台などありとても楽しめた。 

 



 

 



 



 

一通り城の建物を見て回り、ハルデンを後にした。ここから本格的にオスロへ北上開始だ。

空は今までで 1 番の晴れで今日は雪も降らないらしい。風もほぼ無くこの旅で最高のサイク

リング日和だった。ハルデンの町を抜けて数キロ走った所でノルウェー国道 118 号に入った。

林や畑の中を走り、時に鉄道の隣になり、南ノルウェーの村をつないで行った。 

 



 

 



 

 



 

 



 
Moss にて水面に反射する月光 

およそ 70km 地点のMoss 辺りで日が暮れた。夜は凍った道を走る時に細心の注意を払わな

ければならない。街灯のない凍った下り坂は特に大変だった。曲がっても滑る、ブレーキか

けても滑る、教習所で習った通りゆっくりハンドル(？)を切りながら減速しつつ進んだ。こ

れが 5 キロ続いてやっとまともな道に出れた。90 キロ地点のバーガーキングで夕飯とお湯

を手に入れる。外があまりにも寒く、足の指の感覚が激減していたので緊急足湯を鍋で用意

して。。。浸かった。 

 
月明りしかない凍った道路 



 
90 地点の非常用足湯    >120 地点のエンドレス緩坂 

 
オフシーズンは閉まってる遊園地 



120-130km 地点:もう極限状態。足の感覚は無く、ハンガーノック。なのに目の前は坂ばかり。

迫真のヒルクライムをしてからルートを間違えてことが発覚。5km も無駄に上っていたこと

に絶望する。感情は消え失せ、足の熱寒さと空腹と闘いながら、素敵なはずのノルウェーの

豪邸をスルーしながら遂に 152 号に出る。海沿いにあるオスロ、なのにこれだけ上ったんだ、

下りが待ってるぞーという予想は的中してオスロの夜景を見ながら長〜い下りを楽しめた。

到着は深夜 1 時、意識はもう無く肉体の檻から解放された。 

 



 
こう見えてた 

 
意識が跳んでてもゴープロのシャッターは押せる 



11/10 七日目 リカバリー+オスロ観光 22km 

https://www.strava.com/activities/771799145 

 

昼過ぎに目覚める。相変わらず指先の感覚がまだ戻らない。ゴミのような朝を送ってから、

午後 15:45 にやっとオスロの観光を始める。辺りはすっかり闇に包まれていて起床早々ナイ

トランが始まった。僕たちはまず Vigeland 公園という、素っ裸の老若男女の銅像が沢山ある

おかしな場所に行った。日が沈んだ後、雪に囲まれた裸の銅像を見て、写真とって、ポーズ

を真似たりしてシュールな時間を過ごした。 

 
港の夜景 

 
適当にサイクリングしてたらナスカの地上絵が完成した 

https://www.strava.com/activities/771799145


 

ヴィゲランド公演の銅像たち 



 
NC ジャージをオスロまで運びました（無意味な達成感） 

次に向かったのはオスロ市役所とオーケスヒュース城。この城も数世前のご先祖様が治めて

いたらしい。僕の城好きはここから来ているのかもしれない。その後、真っ白で近代的なオ

ペラ劇場を観光し、10 日間で唯一グルメなレストランで食事した。前菜に一口サイズのト

ナカイのスモーク肉。次に「Yellowthin Tuna」なるマグロの叩き、これが絶品。三切れと言

わず 20 切れくらい出してもらいたかった。最後に「Vineson」という北欧に多くいる大鹿の

ステーキを頂いた。人生トップ 3 のお肉に入賞して感動した。幸せなご褒美夕食で破産した

ところでもう少しだけ氷点下のチャリ観光を敢行した。塀がほぼ無く、自転車ですぐ前まで

行けるめっさオープンな王宮やデザインチック過ぎる Tjuvholmen 新市街を見て回った。そ

して帰る。 

 
左にオーケスヒュース城 



 
奥に市役所 

 
オペラハウス（左）と昨日越えてきた山（右） 



 
オスロの王宮と雪原の自転車乗り 

11/11 八日目 Oslo 観光 25km 

https://www.strava.com/activities/772631981 

 

待ちに待った唯一の単独行動の一日。まず朝はスライムと化し 10 時まで向こうの世界を満

喫していた。目覚めてすぐ朝食を貪り今日の計画をたてる。オスロには昔から行きたかった

博物館・美術館が多く、本日は海洋トリオミュージアム(たった今命名)。これは徒歩で約 10

秒の距離にある 3 つの海系の博物館のことで、オスロの西に位置する Bygde 半島の岬にある。

そこへ向かうためのバス代 60nok(1000 円)をケチってオスロ市内のアップダウンを楽しみな

がらペダルを回した。雲ひとつない晴れだったため旧市街や昨日訪れた Vigeland 公園(これ

で 3 回目)にも寄った。住宅街の細い道には氷の絨毯が敷かれていて少しひやっとした。 

https://www.strava.com/activities/772631981


 

 
旧市街のプチパノラマ 

 



 
Gamle Aker 教会 

 



 
日中のヴィゲランド公演 

 
ホルメンコレンスキー場 



 
ビュグデ半島から見るオスロ 

さて Bygde 半島の博物館エリアに到着。目玉はノルウェー1 と称されるフラム博物館。なん

と南北両方の極地に到達したアムンゼンやナンセンなどのノルウェー人冒険家が乗船したフ

ラム船が展示されており、中にも入れた。未開の地の地図を作成するため地球一過酷な環境

に挑んだ勇者にただただ圧倒されて、夢中になってしまった。 

 
中にも入れるフロム号 



2 つ目の博物館もこれまたぶっ飛んだ冒険家の物語を知るための場所だった。20 世紀のノル

ウェー人冒険家・研究者のトール・ヘイエルダールのコンチキ漂流記(実話)のいきさつが読

めた。彼はある直感から考察した理論を証明するため、大昔に南米の民が用いたとされる筏

を再現し、101 日間太平洋の海流に任せて漂流し、タヒチやイースター諸島に辿り着いた頭

のネジが全て抜け落ちた元人間だった。 

 
（要は筏の）コンティキ号 

 



 
ラーII 号 

3 つ目の博物館は普通っぽい海洋博物館で閉館 20 分前に入りサクッと見た。ノルウェーの

海洋技術、半世紀前の客船の部屋などの展示は面白かったが大冒険のインパクトが強過ぎて

あまり印象に残らなかった。もう一度フラム博物館に行く。 

5 時に博物館は閉館し、フラム博物館で最後の一分まで粘った後、スーパームーンが山の向

こうから出てくるのを拝み、オスロに戻る。月下の雪原の中を走るのは冬キャンツーの特権

に思えた。夕食は EPFL（僕の母校、検索してみてね）に留学してM1 の時に仲良くなったノ

ルウェー人のマックスと婚約者のミリアムと食卓をともにした。スモークサーモンロール、

魚のつくねステーキやほっかほかのジャガイモなどをご馳走してくれた。ノルウェー料理シ

ンプル、されど旨し。夜 11 時ごろまで盛り上がって東京に来てもらうことを約束してもら

ったあと、アパートに帰宅した。明日の朝に光君がベルゲンから戻ってきてドアを開けに行

かないといけないから素早くベッドにダイブして一日を終えた。 



 
北欧の夕日 

 
スーパームーン！ 

  



11/12 九日目 フェリーOslo 発 15km 

https://www.strava.com/activities/773258341 

 

覚悟をしていたが朝 7 時起床は辛い！目覚まし一号を見事にスルーして予備軍に起こされた。

光君は西ノルウェーのフィヨルドを気に入ったみたいだ、良かった。8 時半まで仮眠をとり、

アパートを空ける準備を済ませてゴッホと同じスタイルのムンクの画が多く展示されている

ムンク美術館を訪問した。魂が込もってる画に見えて、様々な感情を引き起こされた。 

 
ムンク美術館と光 

https://www.strava.com/activities/773258341


 
Wounded Beast II 



 
The Sun 



 
The Scream 

もう昼近くだ、12 時にスウェーデン側の叔父家族と昼ご飯の約束があり、9 日間の過酷ツー

リングに付き合ってくれた光君と別れを交わし、ダッシュ(ここはスプリントか？)で叔父宅

に向かった。案の定上りばかりで、荷物を全て付けたチャリには効いた。3 年ぶりのこの家

族も皆元気で、いつの間にか従姉妹も高校生になってた w。また美味い鮭を頂いてワイワイ

していたうちにフェリーの出発時間に迫っていた。大急ぎでフェリーポートに向かう。ここ

で迫真の港スプリントを決めて 4:15 までにチェックインを 10 分前に済ます。間に合った、

助かった。このオスロ->コペンハーゲンのフェリーは約 17 時間の船旅で、個室と自転車料

金込みでも電車より安くてかなりオススメ。日はもう暮れて外は寒いので大半は個室で読書

や旅中の間撮った n 枚の写真を見て過ごした。波に揺られながら寝るのが良い。 



11/13 十日目 Copenhagen 着 8km 

https://www.strava.com/activities/773956446 

 

7 時に起床。8 時に始まるジェグジー(泡温泉)に一番乗りして今ツーリングで衰弱した指先ど

もを治療した。朝ご飯にはチョコとポテチとヨーグルト。。。うん健康的。 

そして北欧の南に帰還。n 回目のコペンハーゲン観光をポダリングで行い、11 時頃に駅に到

着。大学 3 年時にルンド大学に留学していたため、コペンハーゲンすらも近所の町っぽい認

識になってしまってる。東京に住んでたら横浜くらいの親近感。観光ポイントとしては市役

所、クリスティアニア付近の黒金大聖堂、Tivoli 遊園地、リトルマーメイドなど。コペンハ

ーゲンからスウェーデンに入国するには電車か車かフェリーで国境を越える必要があるので

電車で隣町まで輪行して旅を終えた。 

 
フェリーの屋上 

 
リトルマーメイドはリトル 

https://www.strava.com/activities/773956446


 

 
ニューハーヴェン 

 

FIN 

 

このツーリングを完了したことで、イタリアのヴェネツィアからスイス、フランス、ドイツ、

ベルギー、オランダ、デンマーク、スウェーデン経由でノルウェーのオスロまで自転車で旅

行したことになりました。次に北欧を回る時はオスロからスタートしてヨーロッパ最北端の

ノースケープでも目指したいですね。イタリア南下ツーリングも夢見てます。 



Keihinjima Tsubasa Park
is an approximately one-
kilometer long park along 
the ocean that faces Haneda
Airport. Visitors can watch 
airplanes taking off and 
landing while remembering 
their travels. 
And it is one of the best 
places to go to see the first 
sunrise of the year….

Keihinjima Tsubasa Park

Google Earth
Image Landsat / Copernicus
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Data LDEO-Columbia, NSF, NOAA
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御神火スカイライン開通記念 伊豆大島復興 三原山ヒルクライム 

3 年 中橋 佳香 

 前書き 

 この記事は 2016 年 9月 24 日-26 日に行われた三原山ヒルクライムの記録です。 

4 ヶ月前のことをわざわざ記事にするのはいささか遅すぎると思ったのですが、昨年

末の大島合宿で夏の大島を思い出したので、私が所属している他のサークル紹介や、

イベント中に出会った仲間とのお話を交えながら綴っていきたいと思います。 

 2016 年 3 月 

 2016 年 2月に 1年半の留学から帰ってきた私は無謀にも公式行事に 3回ほどしか

参加したことがなかったサークルに復帰しようと思い立った。私を覚えている人はど

れほどいるのだろうかという不安はあったが、一回顔だしてみて、ダメだったら諦め

ようと思った末の試みだった。留学中は自転車に全く乗っておらず、新歓が始まる前

に一度は自転車に乗っておかなければ、初対面の上級生が空気を読まないで帰ってき

た上に走れないし遅いという醜態を晒すことになるだろう。そんな事態は避けたいと、

3 月に『自転車で伊豆大島１周 ジオパーク・ライド

無料モニターツアー』に申し込んだ。これは 30 人のモ

ニターが無料で二泊三日のサイクリングをして伊豆大

島の魅力を知ってもらうことが趣旨のイベントで、200

人余りの申し込みがあり落選。結局新歓合宿ではアメ

リカ生活での増量、落ちきった体力がたたり、残念な

やつだったと思う。 

 

 1 5…�



 2016 年 8 月 

 大島行きたかったなあと思いを引きずったまま前期が終わる頃、これまた無謀にも

帰国してから入部した東京理科大のロードバイクサークル Milchstraße1で 8 月に日

帰りで三原山登ってから島一周する企画があった。この大島ランがヤビツランに続き

二回目のサークル参加だったので、ガチっぽいランにしか来ない人認定されてしまっ

たのは不本意。NCとは違う文化に戸惑いつつも、大島を堪能。巨大断層や噴火口に

砂漠、首都圏からさほど遠くないのにフェリーで旅をする満足感2、適度にアップダ

ウンが多くて走りがいのある道3、少ない交通量4、すっかり気に入ってしまった。 

（直前の台風の為に、めまぐるしい天気の中登ったり下
ったりしたお話はこちらで。） 
http://ameblo.jp/tusbike/entry-12193507370.html  
 余談ですが、東京理科大学の自転車サークルと言えばMilchstraße

より東京理科大学サイクリング同好会5の方が歴史も長く女子も多く

所属しています。”なかよし感”あるのですが同好会はマウンテンバイ

クのインカレなんですよね。ざんねん。新歓期はMTB レンタルして

くれるらしいよ。 

 

 2016 年 9 月 

 発端は北海道の夏合宿の余韻に浸っている夏休みの折り返し地点8月 31日に更新

されたサイクルスポーツの記事6だった。記事を見た一年生の齋藤君が多摩サイライ

                                            
1 0 2 3 
2 m P 0 
3 H  
4  
5 ( TUSCC) 
6 http://www.cyclesports.jp/depot/detail/67947 



ングループ7でこのモニターツアー参加しませんかと呼びかけ、私が釣れて、山本君

は日程的に来られないことがわかった。齋藤くんは恋愛関係にない女性と二泊三日の

旅行に行くことを恋人に快諾してもらえるのだろうかという心配はよそに落選リベ

ンジ&晴れの三原山リベンジを目指す中橋と行くことになった。いや、正直なんか悪

いから同期でヒルクライムについてきてくれそうな人を誘おうと考えたんだけど、赤

城山ヒルクライムと同日開催で断念したんだよね。 

 ３月落選の反省点を踏まえて申し込む時にプラスαのコメントを書いてみた。「8

月にバイト代を貯めて計画して行った大島、台風の影響で雨のなか走り、三原山の眺

望も見られず残念な思いをしました。今回はそのリベンジをしたいのでエントリーし

ます。二人とも自転車サークルのメンバーなので、今度こそ仲間にいい自慢話をでき

るようにさせてください。よろしくお願いします。」（＞＜）という適当なアピールの

甲斐あって？当選。（実際のところ女性は優先されたそうなのでラッキー）  

 
ü そもそも御神火スカイライン 開通記念 伊豆大島復興 三原山ヒルクライムって
どんなイベントなの？ 
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 簡単に言えば 2013 年の台風 26 号による土砂災害で大きな被害を受けた伊豆大島

の御神火スカイラインの復旧を記念したイベントで、サイクリスト 100 人をモニタ

ーツアーという形で島に招待し、タイム計測や順位を競わず、大島の自然を楽しんで

走ろうという初心者には優しい企画だった。 

 

 ようやく自転車に乗る話 ～竹芝桟橋まで自走～ 

 首都圏から伊豆大島に行くためには竹芝からフェリーで大島に行く必要があり、船

の都合で大抵夜出発となる。9月 24 日は夜 8時に家から 10 分とかからない交差点で

齋藤君と待ち合わせ、中原街道を走って行った。一時間もかからないうちに竹芝到着。

パラパラと参加者が集まってフェリー輪行の支度をしていた。近畿日本ツーリストツ

アー専用のカウンターで旅のしおり的なものを受け取り、二日間の行程確認。 

  

 



 ここで、齋藤君と私はヒルクライムそっちのけで二日目の文字に釘付け。二日目は

島一周ライドかグルメライドを自由選択でき、事前に私たちは「とりあえず島一周し

ておきますか」という軽いノリで島一周を申し込んでいた。しかしここで「え、なん

かやっぱりバーベキューしたくない？」「同じ値段っていうかタダなら、もう、バー

ベキューしかなくない？」という想いに突き動かされグルメライドに変更してもらっ

た8。明日午前中だけ頑張って登れば、そのあとはグルメゆるランが待っている9と思

えば心が軽くなり、フェリーではレインボーブリッジを見ながら齋藤君の恋人が可愛

いという話を聞いた。大島では彼女にお土産を買うつもりらしい。素敵だ。ちなみに

工場夜景を過ぎたら寒くなったので甲板から撤退してすぐに寝た。席は二等和室だっ

たので齋藤君は窮屈そうだった。 

 

 イベント初日 9 月 25 日 

 フェリーから降りたとこから至れり尽くせりのツアーは始まった。岡田港についた

私たちの前には複数の観光バス。自転車とツアー参加者をヒルクライムのスタート場

所に近い元町港まで運んでくださる。輪行解除を始めると、齋藤君のチネリに異変が

あることに気づいた。リアディレイラーのアジャスター？10が折れていたみたいで、

変速ができない。フェリー輪行の際に壊れたらしい。しかし幸いにもイベントに同伴

していたメカニックさんがパーツを持っていたので直してもらえた。よかったね。 

 朝食のお弁当が渡され、元町港でオリエンテーション。ゆっくり着替えたり、参加

者同士談笑していて和やかな雰囲気。9月の土日平日の三日間かけて無料モニターな

んて参加するのは、時間と体力がある貧乏学生くらいだろうと思っていたのでびっく

                                            
8 0 6 5 H0 
9 m 
10 5 P 0 



り。参加者の多くは最近自転車に乗り始めたばかりのご夫婦や、3,40 代の走り仲間

で、大学生は私たちの他に 1 組しかいなかった。私たちの他にいた大学生 E 君と Y

君は慶應サイクル部11所属ということもあり、自転車サークル話で意気投合。私が「な

かよしさいくる」に入るきっかけになったのが慶應サイクル部だったので(？)12二人

に感謝の意を示すなどした (？)。 

 意気投合し、おしゃべりしながらヒルクラ

イムがスタートする。御神火スカイラインは

(冬合宿で登った班もいましたね)全長 6.5km

のパノラマ道路で、標高差 522m 平均斜度

8.7%のコース。今回はレースではないのでせ

っかくの大島、景色も良いので途中止まって

写真を撮ったりしてくださいとのこと。ドローンやプレスのカメラマンが撮影をして

いたり、6km なのにエイドが二箇所用意されていて、ちょっとしたお祭りのようだ

った。 

順調に走り始めた大学生四人、初めのうちは「普段どこ走っ

てるんですか～？」といった自転車サークルらしい話をしな

がら登っていたが、第 1 エイドの時点で E 君と齋藤君に離

される。ここでメイタン・サイクルチャージを口にした Y 君

と私はワーワー13言いながら二人を追いかけることになる。 
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 第 2 エイドで足をつくと走り出すのが辛いだろうと判断した私は、齋藤君と E 君

が待っていてくれたのに止まらず通り過ぎる。中盤のこの辺りで Y 君と E 君が先行

し、齋藤君に疲れが見え始める。 終始マイペースに走っていた私の視界に齋藤君が

見える頃、苔の生える道路に落ち葉という路面で齋藤君が落車。大事には至らなかっ

たが、後半はずっときつそうに走っていたのが印象的だった。道中、他の参加者の方

と「大学生？うちの息子と一緒だわ～」「若い子は元気でいいね～」（？）など、色々

おしゃべりできて楽しかった。 

 「ゴールまであと 100m！」という掛け声(無責任)に励まされ、ラストだと思って踏

んだのに全然 100m じゃなかった“すぐそこ詐欺”14にあい、ヘトヘトになったところ

で齋藤君を抜いた。が、ここでどこからともなくカメラマンが登場。並走するカメラ

マンをちぎるだけの体力も残っておらず、そのままゴール。その晩に醜態を晒すこと

になった。 

 全員が登るのを待って、昼食。ゴールした人から順に大島牛乳アイスが手渡された。   

冷たくて甘くて最高。疲れも吹き飛ぶ。(まだ 10kmも走ってないけど) 
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 お昼の後は、宿ごとに分かれてダウンヒル。大きい集団だったこともあり、ゆっく

り下ったのでブレーキがかなり消耗したと思う。 

 午後は翌日の連絡会をしてすぐに自由行動。御神火温泉の

入浴チケットももらっていたので温泉行くのもいいですね、

などと、ぬるいことを考えていた私たちに KCC の二人がま

だまだ走ろうぜと声をかけてくる。宿に荷物(完走証)を置き、

四人で大島観光にいくことにした。 

 

l 元町港-サンセットパームライン-ぶらっとハウス 

 Y 君と E君は二日目に島一周ライドに申し込んだらしく、今日のうちにグルメ巡り

をしたいとのことで一同ぶらっとハウスへと向かった。齋藤くんと E 君の軽快なノ

リが絶妙にマッチしてどんどんつき進み、パームラインの途中で曲がれば近道なのに

パームラインの終わりまで走って、若干のダートを抜けてぶらっとハウスへ。季節ご

とに変わるアイスのフレーバーで迷ったが、この日は種入りパッションフルーツ15と

紫芋のアイスを食べた。パチパチした種が美味しかった。 
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l ぶらっとハウス-谷口酒造-赤門 

 伊豆大島の酒造、谷口酒造に行くというのでぶらっとハウスを後にした四人は伊豆

大島で唯一の酒造、焼酎「御神火」を作っている谷口酒造に行くことに。ぶらっとハ

ウスへ行くときは遠回りして登り、今度は目的地の谷口酒造を 4km ほど通り過ぎて

登ることになる。あやうく地層切断面前まで行くとこだった。たまたま四人とも方向

音痴だったと言うよりは、E君のGoogle map の GPSが現在地

を伊東と示していたので、あてにならなかったのが原因。 

（口では文句を言いつつも、乗りかかった船。なんだかんだ言

って遠回りしつつもみんなで走るのが楽しくなってきて、もう

どこにでも行きましょうよ状態） 

 ツバキ城という一風変わった建物で酒造りをしている谷口酒造では、麹を発酵させ

る蔵でモーツァルトのレクイエムをかけているらしい。が、この日は臨時休業だった

ことを着いてから知る。せっかく来たのに残念。仕方がないので、元町港近くの酒屋

「朝日屋商店」で御神火を買った。 

 元町方向へ戻る途中、大宮橋で島っぽい写真を撮った。

このまま明日も一緒に走れたらよかったのにって思った

のは照れ臭いから言わない。 
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 気がつくと解散してから二時間以上経っていた。日が暮れる前に今晩の宿-赤門に

戻って温泉へ。夕飯は大広間で他の参加者と一緒だった。お酒が回ったおじさまが遠

くで「あのお揃いのジャージを着ている大学生達は絶対カップルだ～～」という談義

をしていたので、丁寧に否定しておいた。 

 食事が盛り上がっている最中、席を立って数人がテレビを見始め興奮しながら戻っ

て来たが、適当に返事をして部屋に戻る。恥ずかしさでやばかった。相部屋の女性陣

と談笑(Ingress ガチ勢の人がエージェント名刺を渡してくれた。国際的に活動しているらしい。

すごい)してから、お隣のお部屋へ。女性の四人部屋が「静」の間で男子大学生の３人

は「義経」の間。「直搾り小笠原パッションフルーツ16 」片手に KCCと NCの色々17

を語って２時過ぎに就寝。他の宿の飲み会をはしごして回っている人はまだ帰ってき

ていなかったり、明朝の日の出ライドに向けて寝る人もいて、皆 思い思いに過ごし

ているようだった。 

 イベント二日目 9 月 26 日 

 朝、眠い目をこすりながら朝食。皆で恋人へ椿油をお土産

に買う齋藤君を見守り、島一周班とグルメ班に別れる。グル

メ班は地層前でお饅頭と(大島銘菓である)ゴジラバー、牛乳

せんべい、「かしわんば」(柏もち)を食べて、波浮港まで。 

 波浮港では「踊り子の里資料館」を見学した。伊豆の踊り子の舞台は伊豆半島だが、

踊り子の出身地は波浮港で、モデルとなった女性が踊っていた旅館が資料館になって

いる。人形たちが宴会や舞を踊っていて面白いし、入館無料なので近く訪れた際はお

すすめ。波浮港周辺はかつて遊郭があった街らしく、繁栄していた姿が偲ばれた。 
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 元町港に戻った後は御神火温泉の隣で待ちに待ったバーベキュー。 

伊豆諸島の特産魚「タカべ」や、焼肉、焼きそば、焼きおにぎりなど、十分すぎるほ

どのご馳走をいただき大満足。”大島の味を堪能”した。出港時間まで時間があったの

で、サンセットパームライン沿いで写真を撮った。島一周組は一周したのち、港でお

弁当が配られたらしい。（勝った） 
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 帰りの船はサメやトビウオを見て楽しんだ。甲板はツア

ー参加者が三々五々に集まって連絡先の交換をしていて、

ちょっとした社交の場になっていた。 

 帰りは Y 君と齋藤君が私の地元からそんなに遠くない

範囲に住んでいたので 3 人で帰ることに。(輪行に心惹か

れていた Y君を説得)E 君とは竹芝でお別れとなった。 

 竹芝̶帰宅 

 この日グルメ班はまだ 30kmしか走っていなかったので、齋藤君は力が有り余って

いたようだ。のんびり帰ろうと思っていた私の思いとは裏腹にどんどん加速。ちぎら

れる。私の後ろを走る Y 君に「え、彼速くない？ねえ、速いよね？」と何度も確認

した。ぐんぐん走りすぎて、曲がりたかったことを見逃して遠回りもしたけど、無事

それぞれ帰ることができた。 

 

 掲載メディア 

Cycle Sports 

『伊豆大島の復興を記念し「三原山ヒルクライム」   

が開催！イベントの模様をお届けします 』 

http://www.cyclesports.jp/depot/detail/69502 

 

Cyclowired 

『伊豆大島を満喫した 2日間「三原山ヒルクライム 2016」』 

http://www.cyclowired.jp/news/node/212547 
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 大会概要       

http://www.izu-oshima.or.jp/2016hillclimb/  



 あとがき 

 一泊二日の旅の記録なのに 14ページ目って何事かなって思いながら書いています。 

長いね、びっくり。三日間通して一緒に走ってくれた齋藤君、初対面だったのに与太

話に付き合ってくれた Y君 E君、ありがとうございました。また走りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      おしまい 

 最初の方に書いたように、伊豆大島はサイクリスト誘致に向け
て、たまに無料モニターを募集していることがあります。サイス
ポにも掲載されたりするので気になる人は要チェック！ 
 また、1/28-3/26 伊豆大島では椿まつりを開催中です。今なら
サイクルチケットが 62%off の 2000 円になっています。宿泊割引
も適用すれば、かなりお得に行けますよ 
 冬合宿を逃した方や、行ったことある方もこの機会を利用して、
伊豆大島へ行ってみてはいかがですか？ 

 



12月/1月の新着動画 

NC 1年 白崎大輔 

 

12月、1月に ie3saienチャンネルで新たに公開したサイクリング動画を紹介します。 

 

計 2行事 6本の動画を公開しました。 

 

①乗鞍岳ヒルクライム 

2016/10/9-10で乗鞍岳に行ってきた時の動画です。1日目は山梨→松本を走り、2日目に

乗鞍岳に上ってきました。 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrMzc0u46CF8TabmbWzzYziv 

 

②伊豆大島ラン(NC冬合宿) 

2016/12/27-28の冬合宿の動画です。東京に帰ってきてから有志で行ってきた後ラン(ミニ

イルミラン)の様子も 1本の動画にしました。 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrNCiVUmQSR59xK2MqVX5kp_ 

 

 

この会報を紙媒体で読んでいる方は、YouTubeで「ie3saien」と検索してもらえれば一番

上に出てきます。 

https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrMzc0u46CF8TabmbWzzYziv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrNCiVUmQSR59xK2MqVX5kp_


会長連載 1 月号

駒場での過ごし方について
2 年　小森雄太

こんにちは。一応会長の小森です.
NC では会長連載なるものが伝統としてあって, 毎月何かしら記事を書くことが推奨され

ているわけですが, 最近は毎日大学でひたすら実験しているだけなので, 特に最近起こった

ことを書くこともできないんですね. というわけで, 今回は東大生が 1 年と 2 年の前半期を

過ごす場所である駒場において, どのように過ごすのが理想の過ごし方と言えるかなんて

ことを, 自分の視点で勝手に語ろうと思います.
まず僕の駒場での過ごし方ですが, 何せ真面目なものなので勉強第一, 二に自転車, 三に遊

び, といった具合でした. 別に初めから医学部に行きたくてたくさん勉強していたわけでは

ないのですが, 勉強はもともと好きなのと, 一応いい大学に来て恵まれた環境にいるのに勉

強しないのはさすがに勿体なくないか, といった思いもあって, こういった学問ファースト

な過ごし方をしていたわけです. 次点に趣味としての自転車が来たわけなのですが, 今思え

ば自転車に乗る時間があっただけかなり余裕のある生活をしていたのかもしれません. と
いうのも, 駒場を終えて進振りをクリアして学部に入ると, (学部によるのかもしれません

が)駒場の時とは比べ物にならないほどの課題の量と試験地獄に追われるようになるから

です. ブラック学部と呼ばれるような学部に入るとその傾向は顕著です. 工学部の某学部や

法学部など, 多くの学部の人たちが試験に追われて苦しんでいる様を最近はよく見ます. 駒
場を終えて専門の(自分がやりたかった)勉強が始まったのですから忙しくなるのも頷けは

しますが, その現状は想像していたよりもなかなか楽しめないもので, 自由時間もだいぶ

減ってしまいます. しかも, 自由時間の中に趣味に充てられる時間がどれだけあるかという

のはまた別問題で, 結局趣味に費やせる時間も激減してしまうというわけです.
そういったわけで, 趣味を存分に楽しめるのは正直言って駒場の時くらいなんじゃないか, 
と思います. 確かに忙しくなろうが自由時間がないわけではないですし, その時間を自転車

に充てればもちろんいいわけなのですが, 元来体力の少ない人間(僕のような人間)ともな

ると, 自由時間は寝ていたい, 体を動かしたくない, といった欲求のほうが優先されてしま

います(年を取るとどんどん体力も衰えていきますし). というわけで, 余裕のある時間と体

力で趣味を精いっぱい楽しめるのは駒場の時しかありません. 駒場は人生の夏休み, なんて

言葉を聞いたことがあるかもしれませんが, 本当にそうです. 特に現一年生の皆さんはこれ

から半年くらいは結構暇な時間が増えると思います. この半年で存分に遊んで, 十分に大学

生活を満喫してください！



編集後記 
1年 白崎大輔 

まず、1月会報の公開が 2月になってしまい、申し訳ありませ

ん。1月がテストシーズンで定例会が 1月末になってしまったこ

と、そしてその告知が遅くなってしまったので会報記事の提出期限

を定例会よりも後にしてしまったことで、公開が遅くなってしまい

ました。元々は定例会で会報の読み合わせをすることになっていた

ようで、(今ではあまりその光景を見かけませんが…)定例会の前に

会報を公開していたようです。今回、そのことを知らなかったので

会報公開を定例会の後にしてしまいましたが、やはり定例会で会報

についてあれこれ話すのも大事だと思うので、来月から今まで通り

定例会前に会報を公開するようにしていきたいと思います。 


