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6月定サイのお知らせ 

 

 

 2年 大石健人 

 

こんにちは。6月定サイ担当の大石です。6月定サイは成田方面のランとなります。6月

は特訓ランもあるので、平地をのんびり走るルートにしました。 

 

【日程】6/24(土)  

 

【集合】南船橋駅 9:30 

 

【解散】成田駅 

 

【ルート】https://yahoo.jp/2qmpOX 

南船橋駅〜花見川サイクリングロード〜印旛沼公園〜佐倉城址公園〜成田山新勝寺〜成

田駅（60.8km, 183m up） 

 

印旛沼公園は展望台があり見晴らしがいいそうです。佐倉城址公園は花菖蒲やあじさい

が見頃です。 

注意点として、花見川サイクリングロードの途中に未舗装路があるそうなので、迂回路

を走るようにしてください。 

 

【参加表明】 

以下の googleフォームに記入をお願いします。 

（1年生） https://goo.gl/forms/vuZnbsx53J5Kd5pc2 

（上級生） https://goo.gl/forms/UktNqaGavPGBgtOP2 

締め切りは、一年生は 6/17 23:59, 上級生は 6/22 23:59です。 

貸出は先着順なので、自転車を借りて参加したい方は早めに申し込みをしてください。 

 

皆さんの参加をお待ちしています。 

https://yahoo.jp/2qmpOX
https://goo.gl/forms/vuZnbsx53J5Kd5pc2
https://goo.gl/forms/UktNqaGavPGBgtOP2


7月定サイのお知らせ 

二年 大江 

 

7 月定サイは霞ヶ浦周辺を走ることにしたいと思います。下に載せたリンクから

見てもらうとわかると思いますが、平地要素しかないので坂大嫌いな人も奮っ

てご参加下さい。また、解散場所が都内から「大分」遠いですがご容赦下さい… 

 

〈だいたいこんなん〉 

日時：7 月 9 日 土浦駅 9 時集合 

ルート：土浦駅→霞ヶ浦をなぞる→しをみ食堂（38km 付近）→R5→水郷潮来あ

やめ園(50km 付近)→R101→R11→R51→R356→佐原駅 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=6bae74159f6e844febde3da6841f

5ecd 

 



 

 



2017年度　夏合宿のお知らせ

2年 古谷 和弥

夏合宿の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。

1 集合・解散について

■集合

8月 6日 (日) 18:00

最寄駅 : 多賀城駅 (JR仙石線 仙台駅から 21分・ICカード利用で 237円)

宿の関係で少し変更になりました。事前のメールから変更になってしまい申し訳ありません。

■解散

8月 9日 (水) 夕方 JR奥羽本線 蔵王駅

山形駅 (山形新幹線が通じる)まで一駅です。

2 ルート

day0 8/6

集合のみです。明日以降に備えてぐっすり寝ましょう。

day1 8/7

■多賀城 ∼ 松島 ∼ 仙台市街 ∼ 不動滝 ∼ 秋保温泉　◯ 75.3km 獲得標高:608m

ルートラボ : http://yahoo.jp/mhmPL2

仙台近郊の観光地を概ね周り尽くす欲張りな 1日。

松島は必須かなあと思いますが、仙台城址、不動滝はほんのちょっぴり ()登りがあるのでグループ内で相

談してパスするのも可です。オプションとしてニッカウヰスキーの工場もあるのでそちらもどうぞ。

宿近くには温泉もありますので (http://akiusato.jp/tabi/higaeri.html)、浸かりたい方はぜひぜひ。

day2 8/8

■秋保温泉 ∼ 秋保大滝
◯ 52.3km 獲得標高:305m

ルートラボ : http://yahoo.jp/Nqgp6q

大変申し訳ありません。この日のルートは暫定とさせていただきたいと思います。正式版確定し次第メーリ

スにて回します。

秋保温泉から自然豊かなコースを抜けます。オプションとして、滝のあともう一度秋保温泉まで降りて県道

160号に入り、釜房ダムを超えてから釜房大橋で湖を超えるルートをとることもできます。

このあとはやさしいコースですので明日に残らないようごゆっくりどうぞ。
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http://yahoo.jp/mhmPL2
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http://yahoo.jp/Nqgp6q


day3 8/9

■蔵王エコーライン　◯ 75.9km 獲得標高:1585m

ルートラボ : http://yahoo.jp/UvTtfE

今回の夏合宿はこのエコーラインのために組んだようなものです。存分に楽しんでいただければと思いま

す。途中、御釜という名の綺麗な火山湖を見ることができます。その際は、「蔵王ハイライン」(「自動車」専

用道なので入れません。)すぎて少ししたところにある蔵王刈田リフト (15名以上で団体料金往復 680円、通

常だと往復 750円)を使いましょう。

この後山をすこし下って合宿終了です。お疲れさまでした。

山形駅まで 1駅 (6.0km)ですが電車は 1時間に 1本しかありません。気をつけて下さい。後ランとしてエ

コーラインをまた超えるもよし、山形新幹線でピュっと帰るもよしですね。

3 宿

day0 8/6

多賀城の宿 (人数見つつ確定させます)

後日公開予定のしおりにはもちろん載せておきます。お値段は 6000円ほど

day1 8/7

秋保木の家 (http://www.akiu-kinoie.co.jp/)

ペンションを 4棟取ってあります。一人一泊夕食のみで 4,5000円ほど (参加者数により前後します)

day2 8/8

現状 2箇所押さえてあります。ルート確定に合わせて宿も一緒に連絡させていただきます。

4 注意

• ルートの観光地は一例です。しおりにはもう少し詳しく書きます。。。
• 山なので天気は変わる可能性があります。雨具の準備をお願いします。

5 参加表明について

メーリスでも流しますが、下の URLにて 6月中に回答をお願いいたします。自転車貸し出しは先着順にな

りますのでご希望の方はお早めに。

https://goo.gl/forms/bJoKymqOtHUJxPrr1

回答したが辞退する、という場合には古谷 (fryinthesky331@gmail.com)までメールをお願いします。
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http://yahoo.jp/UvTtfE
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https://goo.gl/forms/bJoKymqOtHUJxPrr1


6 集合場所まで

6.1 自走

365kmありますので全自走ご希望の方は 3～4日見ておけば良いのではないでしょうか。

6.2 新幹線

普通席指定席で 11,200円です。学割きかせたらもう少し安くなりますね。(10,010円だそう)

6.3 鈍行

青春 18きっぷ利用期間なので 5回分 11,850円です。複数人でのシェアもできるので何人かで一緒に行く

際にも。(集まりすぎて邪魔にならないよう気を付けましょう。) 所要時間は 7-8時間ほどです。

6.4 飛行機

今予約すれば ANA便で 1万かかりません。(ただし成田-仙台間ですが。)メンテに自信のある方はご一考

ください。
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２月定サイ報告 
〜餃子ラン〜 

      1年(当時) 永岩 
 

【日程】平成 29年２月 12 日(日) 

【行き先】栃木県 宇都宮 

【ルート】栗橋駅〜古河〜小金井〜田川サイクリングロード〜宇都宮 

          ラボ http://yahoo.jp/2fb1iT 

【参加者】以下 21 人(敬称略)  

１年 永岩 三輪 高橋遼 森田 高城 市川 仁木 山田 竹田 小林健 荒井 久保 

２年 別所 井澤 横谷 桑野 ３年 中橋 大川 ４年 嶋田 佐伯 飯野 

 

 

どうも、２月定サイ担当の永岩です。 

・・え？？今は６月？？２月の報告が６月会報に挙がるのはおかしい？？うーん、お

かしいですね、時空の歪みですね。何が起きたんでしょう。・・まあ色々あったとい

うことで。（すいませんでした） 

 

NC には毎年１月頃の定サイで宇都宮へ行き、名物の餃子を食すという伝統？のよう

なものが存在していたとか。じゃあ２月でもいいからやってやんぜ、ということで２

月定サイは餃子ラン＠宇都宮となりました。 

１月定サイが１月末、沖縄合宿が２月後半にあることから日程は２月の中旬に。開催

場所の遠さ、そして２週間前の急なお知らせ（１月末は試験だったから仕方ないね）

にも関わらず 20人以上の方々が参加表明を出してくれました。ありがたや。 

 

ルートは一昨年と同じように栗橋駅スタートにしました。平地は 60kmくらいがちょ

うどいいですね。ただ R４を北上するだけで宇都宮に着くんですが（餃子が主役とは

いえ）多少はひねるかと思い、途中から東に寄って田川サイクリングロードに移り北

上する、という計画に。正直遠回りです。（すると何が起こるかというと・・・（後述）） 

 

毎年恒例の場所なので特に下見は必要ないかと判断し当日ぶっつけ本番。決して交

通費をケチったわけではないです、決して。（正直一年生多くて気楽に考えてました）

い、一応ストリートビューは見たので・・ 

 

当日の朝はグダグダでしたね・・・。栗橋駅に 10時集合にしていましたが、遅刻組

がわんさかわんさか。それぞれの遅れ方が小刻みといいますか、来た人が出発の用意

できたあたりで次に遅れた人が来るみたいな感じで、下手に先に出走！ということ

もできず。その結果最後は 30分以上遅れてきた人も待ち、出走は 11時前に・・・遅

刻はね、よくないよね。集合時間早めりゃよかった。（ちなみにここで嬉しかったこ



ととして、自転車不良でラン参加できなくなった３年の大川さんが、栗橋が最寄りと

いうことでわざわざ来て皆へお菓子を配ってくれたこと。女神対応でした） 

 

補給は駅すぐ横のコンビニで済ませておき、ドタキャン分の班調整をしていざ出走。

最初川に出るところで近道だと細道を通り川へ着くも、ストリートビューで見た道

が通行できず土手を自転車を担いで上がることに。他の班は大通りを通って難なく

進んでいき嘲笑われる担当者。誰だ下見は無意味とか言ったの。 

 

R４に出るとひたすら北上するのみ。やはりこの時期は先頭経験が浅くペースとか気

にしてあんまり周りを見れず。だから R４の見所はちょっと説明できないです、まあ

ぶっちゃけひたすら走るだけですね。注意点としては道中左折車が多く気をつけま

しょうってところです。それと直線一本の都合もあり班が合流しまくり隊列がめち

ゃ長くなっちゃいました。のちの反省点でも挙げますが、追いついた時にはしばらく

待つか抜かして速く行くかで車間が空くようにしましょう。 

 

昼食ですが、場所と発展度的に小山市街地で食べることをお勧めしていました。ほと

んどの班はそうしたはずです・・・が、うちの班、どういうわけだか昼はこのまま宇

都宮にいって餃子にすればいいじゃん的な流れに。空き腹を撫でて宇都宮へ一直線

に向かうことに・・！・・そんななるたけ早く宇都宮ついてご飯食べたい者達が、わ

ざわざサイクリングロードのため遠回りするでしょうか。いや、ないです（断言）そ

う、言葉通り R４を一直線に進み宇都宮に着いてしまいました。田川サイクリングロ

ードとはなんだったのか・・（他の班はちゃんと通ってます） 

 

ここは僕の班だけの話になりますが、宇都宮に着いてか

ら全班集合までを。早速お昼ご飯のために餃子探しを始

めることに。（集合後も餃子が待っているにも関わらず）

とりあえずググって有名どころに向かってみるとすんご

い行列が・・・！！休日とはいえ 2 時過ぎ、餃子人気は

すごいなあと思いつつ近くの特に混んでない餃子店へ。

普通に美味しかったです。 

 

そこからドンキ地下にある集合場所の来らっせへ。ここに来てから集合までは長か

ったですね。何故かというと一つは先述の通り我が班はサイクリングロードを飛ば

したから。これはまあ当然なんですが、問題はもう一つでした。なんと我々が宇都宮

に着いた３時あたりから宇都宮行きに対し猛烈に向かい風が吹いてきたらしいです。

途中でゆっくりお昼を食べていた班はこの暴風に直撃、巡行速度がガタ落ちしてし

まいました。結果なかなかの時間がかかり予定より一時間以上集合が遅くなりまし

た。風は強いですね。うちの班の神回避っぷり、さすが担当。ちなみにゲームコーナ

ーが併設されていたので見たり遊んだりで時間つぶしました。ホッケー楽しい。 

 

５時半あたりに全班集合。集合場所の『来らっせ』、簡単に言うと餃子集合商業施設



といったところでしょうか。超有名店の５店に加え宇都宮各店の餃子が出店してお

り自由に餃子を選んで食べられるという、大人数でくるにはピッタリな餃子のテー

マパークみたいなところです。というかもうここ行けば各店に行かなくていいよう

にも。全員で入って各々好きな餃子を頼んだり分け合ったり。いろんな餃子を食べれ

てとても良かったです！ビバ宇都宮！ 

 

ここから真面目に反省点を。 

・出走タイミングを油断して危うく事故・・ 

 →信号は落ち着いて待つ、安全なタイミングで出発。 

・出走時の『行きます』忘れてて若干分裂 

・走ってる途中外側（道路側）にふくらまない 

・突然現れるガードレールは注意→先頭が早めに回避・ハンドサイン 

・出走前に空気圧、チェーンオイルのチェック 

・先頭が最後尾が見えずに分裂 

 →先頭以外もちょくちょく後ろに確認 

・後ろの班がいることも考えて最後尾もハンドサイン 

・赤信号の時に急停止→黄信号もちゃんと見ていよう 

・向かい風の時先頭交代するのもアリ 

・減速の手信号は早めに出す 

・途中、数班で固まりすぎ 

 →抜かす時は抜かす、抜かさないならしばらく待つ 

 

次から活かしていきましょう。 

 

最後に来らっせで撮った集合写真を。みんないい笑顔ですね。 

参加してくださった方々、ありがとうございました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P.S. 

解散後、執行代数人でゲームセンターに。なんと来らっ

せの領収書一枚につき一回クレーンゲームがプレイで

きるという夢仕様につき、領収書集めまくっていざ戦

いに。20 回近く挑んだ結果としては・・惜しいところ

まで、いきました。写真だけ見ればね、取れてるよね。 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.の P.S. 

２月定サイ担当の永岩、５月定サイの担当でもありまして、本当は今回６月号にも５

月定サイ報告載るはずだったんですが・・５月定サイが５月末、６月定例会が６月初

めで、まだ５月定サイの反省会が開けておらず・・（本当はすぐ開くべきなんですが

💦）反省点がまとまってないため来月に回すことになりました。楽しみにしてくださ

った方々はすみません・・！ 



第三回新歓ラン報告 

2 年 牧野壱樹 

 

[日時] 4 月 29 日 土曜日 

[ルート] 中央林間駅→境川サイクリングロード→片瀬江ノ島駅 

     http://yahoo.jp/6yCzmb 

[参加者] ※敬称略、学年はサークル内の学年 

1年 中澤 林 藤本 中村 藤村 藤井 福地 尾崎 久留 河原 新  

   深田 佐藤 奥田 麻生 福山 

2年 牧野 竹田 中村 荒井 木村 西村 永岩 大石 高橋(大) 三輪 

森田 齋藤 白崎 高城 山本 

4年 内海 中橋 

 

 こんにちは、2 年の牧野です。第三回新歓ランでは毎年同様、中央林間から江

ノ島へと向かいました。お忙しいのに皆様参加して頂きありがとうございまし

た。今回は江ノ島の魅力が大きかったのか新入生の人数が多く、8 班に分かれて



の出走となりました。ラン前日までは江ノ島の混雑を予想して手前の藤沢駅で

解散するつもりでしたが、新入生の要望に応えて片瀬江ノ島駅まで走りました。

江ノ島の海はとても綺麗だったので行ってよかったと思いますし、来年以降の

新歓ランにもお勧めします。以下ルートを紹介していきます(ただ 29km の短い

ルートなので紹介するものは少しです)。 

 まず 16km 地点の境川遊水池公園で集合写真を撮りました。

 



新歓ラン担当は写真を撮るのも仕事の一つなのですが、自分が写らないのも寂

しいので自撮りショットもしました(恥ずかしいので小さめのを)。あとこの公

園ではアイスクリーム屋さんの飯田牧場にお電話しました。実は 2 週間前ぐら

いに電話した時に GW の混雑で自転車で行くのがほぼ不可能と言われていたの

ですが、一応確認の電話をしたのです。すると当日はそれほど混んでいないと

いうことで、行くことができると言われました！ 当日は非常に暖かいアイス

クリーム日和でほぼ諦めモードだったので、他の 2 年生に「一応確認した

ら？」と言われるまで確認するつもりはありませんでした。やはり最後まで諦



めないことが大事ですね(ただし 2 週間前ぐらいには電話する必要がありま

す)。ただ 30 人強で一斉に伺うのはもちろん無理なので、4 人班を 2 班ずつ 5

分ほどずらして向かいました。 

 公園から 2km ほどの所にその飯田牧場はあります。それほど混んではいない

と聞いていたもののやはり人気店である故、車の出入りも多く自転車を停める

スペースも残りわずかでした。私の班は警備員さんに誘導されて飯田牧場から

少し離れた場所に自転車を停めました。そして店に入りアイスクリームを購

入、やっぱり美味しい！ 飯田牧場は江ノ島新歓ランでは外せないスポットだ

と痛感した瞬間でした。 

 



 

 アイスも食べて元気を回復し、ゴールの片瀬江ノ島駅へ。ここから車道を走

る上、下見の時点では藤島駅までしか行っていないので緊張感が高まりまし

た。手信号を駆使しながら車道を走り、危険を感じた時は歩道をゆっくり走り

ました。そしていよいよゴールの片瀬江ノ島駅に着きました。江ノ島の海の波

打ち際でピチャピチャと遊び、童心に帰りました。 



 

 第三回新歓ランは、１年前に自分がなかよしさいくるに参加した初めての活

動でした。１年前に江ノ島を走ってなかよしさいくるへの参加を決めた私のよ

うに、これをきっかけに入ってくれる新入生がたくさんいれば幸いです。 

 

[反省点] 

・ラン当日にゴール地点を変更したこと 

・上の理由のために下見が不十分だったこと 

・駐車車両を避ける際の手信号や方法を事前に教えなかったこと 

・先輩などから借りた輪行袋の返却がスムーズに行われなかったこと 

 （名前シールなどを貼り、ラン後は倉庫ではなく部室に置くこと推奨） 



・個人から借りた輪行袋の紐が紛失しかけたこと 

 （新入生から返却時に確認を徹底する必要あり） 

 







新歓合宿報告 

NC2 年 中村 

【日時】6 月 3 日(土)- 4 日(日)  

【行き先】河口湖，山中湖周辺 

【宿】山梨県南都留郡山中湖村平野３２３６ 山びこ荘 (6500 円+＠) 

【参加者】※敬称略  

1 年 河原 佐藤 文山 藤井 栗原 遠山 佐野 中村(奈) 新 山口 加藤 浅沼 南雲 山本 

     (穂) 佐原 

2 年 齋藤 牧野 白崎 仁木 竹田 木村 森田 高城 永岩 西村 三輪 大石 荒井 

     高橋(遼) 中村(航) 

3 年 井澤 今城 寺田 横谷 

4 年 内海 

 

【1 日目】 

〈ルート〉 

http://yahoo.jp/W1XOL4  

富士急行河口湖駅-大石公園-西湖蝙蝠穴-鳴沢氷穴-山びこ荘 

44.5km 447m up 

 

 10：40 富士急行河口湖駅集合．電車賃

をケチろうと自走する 2,3 年生たちから

次々と入る遅刻連絡（平常運転であ

る）．きちんと集合時間に間に合った執

行代は 3 人だけである．もちろん１年生

たちは遅刻しない．2,3 年生は時計が読

めないらしい．そんなこんなで実際の出

走は 11：30 くらいになった．全体の 9

河口湖駅に到着！ 

http://yahoo.jp/W1XOL4


割くらいが到着したところで全体に当日の注意事項などをアナウンスし，班員が揃っ

た班から出走してもらう形にした．この時点で，各班の班長に新入生を新歓合宿用

LINE グループに招待してもらった． 

 

 我々の班もいざ出走，と行きたいところだったが，本郷の自宅から全自走していた

T 田君がハンガーノックで動けないとい言い出し（迷惑），出走前に昼食をとること

になった．あまりお腹が空いていないという 1 年生の意見を無視して，河口湖駅の目

の前にあるほうとう不動河口湖駅前店に入る．河口湖名物であるほうとうを食し，い

ざ出発（この時すでに 12：20）．道端を歩く観光客に気を付けながら走る．河口湖大

橋を渡り，河口湖の北岸を走っていく． 

 

大石公園に到着．本来ならば河

口湖越しに大きな富士山が見え

るはずなのだが，富士山がな

い！！見えない！ちょうどてっ

ぺんだけ雲がかかっている．今

朝は雲なんてかかっていなかっ

たのに！と憤死寸前．まあ，合

宿は 2 日間あるのだからどこか

しらで綺麗な富士山が見られるでしょう，と諦め大石公園を後にする． 

 

 西湖蝙蝠穴に向かう途中，河

口湖と西湖を繋ぐ，ちょっとき

つめの坂がお出迎え．僕の班の

１年生は強かったのでここは難

なくクリア．あれ？O 石君が千

切られていたような？ 坂を登り

きると西湖が見える．西湖の湖

蝙蝠穴での一枚 

大石公園からの富士山．雲がかかっている． 



畔を自転車で走ることが予想以上に爽快だった．ハイテンションのまま西湖蝙蝠穴に

到着．入場料 300 円を支払い，ヘルメットを貸してもらう．いざ洞窟に入ろうとした

時ガツーンという音が．自分の頭が鉄パイプに当たった音だった．ヘルメットがあっ

て本当によかった．テンションがガタ落ちた．蝙蝠穴に潜入． 中は狭く暗かった．腰

をかがめなければならない場所も多く，トレーニング染みていた．観光のはずが余計

に疲れて蝙蝠穴を出た．15 分くらいか． 

 

 次の目的地，鳴沢氷穴に向かう途中なだらかな登り坂．こんなルート引いた覚えは

ないのだが…と思いつつ坂を登る．鳴沢氷穴に到着．鳴沢氷穴は寒い．とにかく寒か

った．お腹も壊した． 

 

 これで今日の観光地回収は終

了．後は宿を目指すだけ．交通量

の多い道を避け，宿に到着．早い

班は 16:30，遅い班は 18:15 に宿に

到着した．夕食の BBQ は 18:30 か

ら始めた．後輩たちを押しのけ肉

争奪戦に加わった．後輩たちから

肉をかっさらい満腹．満足であ

る．BBQ は 19:30 に終わる．その

後 20:45 に再集合し反省会．反省

会で出た反省点は後にまとめた．21:30 あたりにコンパを開始．皆，好き好きに談笑し

ている．1 年生同士も楽しそうに話しているので安心である．1 年生の部屋でコンパを

したので，眠たくなった 1 年生は 2 年の部屋で寝ることに．26:30 には皆寝たようであ

る． 

 

 

 

BBQ をする人たち 



 

【2 日目】 

〈ルート〉 

http://yahoo.jp/nP1stp  

山びこ荘-山中湖花の都公園-忍野八海-新倉山浅間神社-富士急行富士山駅（実際は新倉

山浅間神社で解散） 

37.4km 283m up 

 

 7：00 朝食．ほぼ全員が朝食の時間に間に合った．9：00 に記念撮影．9：30 までに

出走．サークル車のリアの変速が壊れ，トップギアでしか走れないクソ仕様に．しか

もパノラマ台までの道は 7％の坂である．とりあえずサークル車を私が乗り頑張って

登坂するも，坂の途中でパンクする．泣きっ面に蜂である．パノラマ台に早く着くこ

とを優先し，パンク修理せず手で自転車を押し，坂を登る．何とかパノラマ台に到着

し，集合写真を撮った．今日も富士山に雲がかかっている．自分の運のなさに絶望し

た． 

 

 ここからは下り基調．山中湖を一周し，山中湖花の都公園に到着．何もなかった．

とりあえず少し休憩．もう良い頃合だったので昼食をとることに．ググったところ渡

辺うどんというお店が評判だったので直行．店の前には大行列．新しい店を見つける

気力がなかったのでこの行列に並んだ．肉うどんをいただいた．吉田のうどんは馬肉

とキャベツが特徴らしい．空腹だったので一瞬で完食．このまま忍野八海へ向かっ

た． 

 

 忍野八海は中国人観光客と中国人

店員しかいなかった．もはや忍野上

海である．観光地化された観光地と

いう感じであった．池はすべてきれ

いだった． 

忍野八海の池，水の透明度が高い 

http://yahoo.jp/nP1stp


 この後，新倉山浅間神社に向かった．今までは下り基調でらくらくな道だったのだ

が，最後に神社の駐車場まで迫真の急坂が待ち受けていた．皆，悲鳴をあげながらな

んとか登りきったところで新たな事実に気づく．忠霊塔まで階段で登らなければなら

ないのである．階段を登り切った先には素晴らしい景色が…！という算段だったが，

またも富士山に雲がかかっている．さすがに自分の徳のなさを呪った．忠霊塔ごしの

富士山の写真が撮れる展望台に登るも見えるのは曇った富士．なんだか腹が立ったの

で「本来ならこんな景色ですよー」というパネルを撮ってきた．それでも，快い疲労

感の中，そよ風にあたりながら見た景色は格別であった．（ちなみに半数の班は忠霊塔

まで自転車で登ってきたらしい．さすがにゴリラである．） 

 

 大月まで自走したいという人が多かったので，16：00 に新倉山浅間神社で解散とし

た． 

 

 

【当日の動きについての反省点】 

左端を走れていない． 

ハンドサインでバランスを崩した． 

急停止が危険だった． 

ハンドサインの代わりに上級生が声を出して伝言ゲームのようにすればいいのでは． 

前の人についていくのではなく自分で交通状況等見るべき． 

ちぎったら待つこと． 

左が実際の景色，右が最高の天気の時の景色のパネル 



【計画についての反省点】 

買い出しがしやすいように，コンビニやスーパーの近くに宿をとること． 

宿は 2 か月前には探し始めること． 

下りのみという制約に囚われすぎないようにルートを引くべき． 

雨の日どうするのかを考えておくこと． 

周りの人を積極的に頼ること． 

ナイトランになる恐れのない時間設定にすること（集合時間はもっと早くてよい） 

しおりを作るとよい． 

トランプは持ってきた方がいいかも． 

 

【終わりに】 

 多くの新入生，上級生に参加していただいて感謝の思いでいっぱいです．少しでも

楽しんでいただけたのなら担当としては幸せです．ルートや宿についての相談に乗っ

ていただいた上級生の皆さん，いろいろな仕事を引き受け，当日も事故なく計画通り

に進むように協力してくれた執行代の皆，ありがとうございました．そして，これま

で新歓活動を引っ張ってくれた正新歓担当の森田，本当にありがとう． 

 

パ

パノラマ台での一枚 







事故報告

日時　五色lヱ＿年」L月」五日 �竺⊥i名前輔盟 

塑 �事故内容 

約束県那腹郡那鮎甘木穿奇才丙 �脊合脇の霜ろン亨終えて集合場所 

帥係印潅腸前） �許で自足レ伸し線に限窪‖シ狂歌 弓弓通りd雅由で終車、係印1／，て 頭巾ふくに1てレ年1享が，通／り かかヮ仁弛みの柘の少締脅（シよ 

事故状況（路面・体調・天候など） 

擬朝日レナ，lJ、和プヾ務巧ていた �て柄蕗までl送ってし席車用‾為ニ孝二 

体調：若干放れてし直 尺仮∴炊晴 �缶宮ン＼． 

怪我の状況 �自転車の破損 

有効／荷，宿縁，創駐在所放 �チィレイラーの矛真金 

保険手続 �相手方との交渉 

並作中 �単独姦眠　ああ　Tめだレ 

事故の原因 �反省・教訓 

十∴∴∴∴∴■∴・享子・主立：∴ �在招雅楽で一勅語も両日汚汚す‖ 

十：∴∴∴∴高一十十一∴∴十∴ �㍉！．∴∵車∴∵一1・言∴言．事 

砕落雪て所，再開食言書画ひて �でき畑爾榊や迷ノ拭諦＼車掃う 
「∴∵∴五∵帥・！弓子ノ∴∴「． �∴㍉∴∴中日∴∴∴「∴年子∴年：：∴ 

ていた等杖のため∴ �訪中iです、加紳持、こじで、千林， 自搾乳、ニ素を轄晴停関与整え・ 車間華南薫l増車路動両脇を 

同行者の所見　　　　描繭 

賃金場所で縮約原鮭で〈善雄語 �二翠めに拷視するとし、ランと五枚 
〕、生よ締高高率一読，正面‘÷ギレ在で 鵬‘速達が嬢簸たごてて言で絵馬への 楽音がおろ羊か（自ら五二とはよ諦笥諒 �療レてし一書たいと思ってLl坤． 
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白根山の雪の下には、凄絶なラヴ・ロマンスが埋まつてゐるやうであります。

これは信じていいことです。何故つて、花便り伝わり若葉萌え出づるこの季節に、

真つ白な雪で押し固められた道が伸びてゐるなんて、一寸信じられないことぢやあり

ませんか。わたくしはその筋合が信じられないので、この二三日不安でした。しかし

いま、やつとわかるときが来たのです。白根の雪の下には、ラヴ・ロマンスが埋まつ

てゐる。これは信じていいことなのです。
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自転車で「高み」を求めるなら、やっぱり長野へ行かないと。
乗鞍とか八ヶ岳とか、標高 2000m超えの有名な道がいっぱ
いある。今回は 3年の同期を誘って、春うららかな 4月 30日、
渋峠に行ってきた。
渋峠は端的に言ってしまえば、「日本の国道で最も標高が
高い」峠で、標高 2172m。群馬と長野の県境になっている。
周囲には温泉やスキー場が無数にあって、景色も最高と言
われ、サイクリスト憧れの場所だ。冬は国道 292 号が豪雪
のため閉鎖されていて、4月下旬にようやく通行解除となる。
この時期なら道の両脇に数メートルにおよぶ雪の壁が残って
いて、それが最大の見どころ。ゴールデンウィークに差しか
かるとどんどん解けてきて、さらに車の排気ガスで白い壁が
汚れてくるので、通行解除直後がベストコンディションなの
だ。というわけで 3年こぞって第 3回新歓ランさぼってす
みませんでした。
行程としては 29 日の夜に草津に泊まって温泉を満喫し、
翌日渋峠を越えて長野駅まで走るというもの。己は最低限の
ところだけ決めて、自走するとか前ランするとかは各自に任
せることにした。ちなみに最初は 5人くらいの予定で、宿も

なんとか予約できてやれやれと思っていたら、浪人會が野
宿で参戦すると知ってびっくり。相変わらずタフだ。
29 日の草津までのルートにはみんなそれぞれの色が出た。
339 と 344 のなかよしカップルは、グリーン車輪行という
ブルジョワっぷりを見せつけながら最短経路で草津へ。久
し振りにNC参加のドラマー林は、一人で六合村経由のルー
ト。まあしかし、草津の標高がそもそも 1200mなので、い
ずれにしても最寄りの駅からけっこう登らないといけ
なかったりする。一方にそとルイくんの両生類爬
虫類コンビは、コンテンツ性最重視のため、
信越線横川駅から碓氷、浅間を越えて
いく。そして浪人會の隊長と今城、
寺田は、なんと榛名山経由
での全自走……強い。
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自分以外だれもいない信越線に揺られ、9時 15 分に横川着。
一本遅れてくるルイくんを待ちつつ、輪行解除して周辺を散
歩する。旧中山道の関所跡があり、ちゃんと見学。道と民家
の距離感に注目すれば、ここが旧街道であったことが一目瞭
然だ 1。
峠の湯でNCジャージを着たルイくんと合流し 2、鉄道文
化むらのトロッコ列車を眺め、もうそろそろ急ごうかと碓氷
峠へと向かう。
国道 18 号本線を登っていくと、待ちに待っためがね橋こ
と碓氷第三橋梁がお目見えする。碓氷の目玉、信越本線の廃
線跡だ。「風立ちぬ」では堀越二郎を乗せた汽車が橋梁上を
走っていくシーンがワンカットだけ登場している。自転車を
停めて階段で橋に上がり、しばらくハイキング。廃線跡が遊
歩道として整備されているのだ。
雨だれの落ちるいくつものトンネルを抜け、1kmほど先
にある廃駅、熊ノ平へルイくんを案内する。ホームや変電施
設が廃墟になってそれでもなお遺されている。廃駅となった

のが 1997 年で、己の生まれ年だ。
碓氷は歴史的観点から言っても大好きな場所 3。ぜひ足を
運んでみてほしい。
再び自転車にまたがり、碓氷を登る。ここから先は初めて

の道だ。斜度はずっと 3%程度で、快調なペースでペダルが
回る。トンネル遺構や小さな滝を抜け、そしていろは坂もびっ
くり、184 ものカーブがある 4。なんとも爽やかに、あっと
いう間に上りが終わり、碓氷峠。ここからは長野県、軽井沢だ。
軽井沢は日本最大の別荘地だが、リゾート化されていると

いうよりは、ほんとうに田舎で、避暑目的以外なんにもない
という印象だった。信州そばを食べようと思ったが、案の定
お高いので、ルイくん提案でイタリアンとなった。これもこ
れで優雅。

2 ルイくん「知ってる？　働くとほんとに初任給って入るんだよ」

3 道と鉄道の変遷、たまらない。機関車が急勾配を登れないため、
アプト式が採用されていた。

1 にその過去。高校時代に郷土史研究会で旧街道
の調査をした経験があって、ちょっと詳しい。
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ここからは本日第二の上り。日本ロマンチック街道に組
み入れられている国道 146 号で浅間越えを目指す。長野新
幹線の名前にもなっている「あさま」、聞くところによると、
今年も噴火があったそうだ 5。
浅間越えは斜度の変化に富んだ峠だった。14%の看板を
見ることがあったが、平坦に近いところもあって一息つける
ため、それほどきつくない。このあたりで少々雨に降られ、
浅間山も霞んできてしまったが、とりあえず頂上に到着。看
板などはなく、ちょっとしょっぱい。

北軽井沢の林の中を延々とダウンヒルしている間に、雲を
追い抜いた。羽根尾に下りて、そしてここから第三の上りが
始まる。数時間ほど前 6 に 339 ちゃんたちが登ったであろう
草津道路、国道 292 号。斜度８%くらいが続く坂だったが
気合で登る。小川に沿った道で水仙がきれいだった。

碓氷、軽井沢、そして草津へ――
4 頭文字 D で有名な C121 は旧道ではなくバイパスに
あって、今回は見られなかった 5 古語では「あさま」で火山を意味するらしい。阿蘇も

同語源とか。

6 うちらがまだ羽根尾のあたりで 339&344 の宿到着
報告を受けましたとさ。グリーン車輪行め。
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メロディーラインの「草津節」でお出迎えされ、草津の街
中に入ると、がらっと雰囲気が変わる。バスターミナルに、
巨大な旅館群。しかし道は細く、情緒を忘れない。なんだか
一昔前にタイムスリップしたような街並みだ。
草津の中心部からは少し外れたところにある、和風ペン
ション「ほしかわ」に到着 1。339 ちゃんとみよっしー、そ
して林 2 もここで待っていた。素朴だけど清潔で、草津にし
ては料金設定も良心的な宿。けれども今回ここを選んだ決め
手は、だれかさんたちがクリスマスデートでここに泊まった
という縁からなのだった。
宿で 339 ちゃん一押しの夕食をいただいた後、大滝乃湯
へ繰り出す。草津三湯のうちの一つだ。さすがに脱衣所から
何から広いし、シンプルな造りの大浴場と露天風呂で温まっ
て 3、まさに「草津よいとこ薬の出湯」。みよっしーに連れ

られて露天風呂からさらに離れたところにある合わせ湯にも
行った。小さい湯船がいくつかあって、38˚Cから少しずつ
熱さに慣れつつ 46˚Cまで浸かっていく。己の実家は薪風呂
なので熱さには耐性が高いつもり。しかし草津の温泉は pH
２くらいの強酸性なので、どちらかというと爪その他粘膜の
弱い部位がひりひりしてくるほうが堪えた。そんななかで
おそらく草津の常連と思われるご老輩はいちばん熱い湯船に
ずっと浸かっていたのが印象的だった。
その後はルイくんと温泉街を散歩。岡本太郎設計という草
津の象徴、湯畑は、もうもうと湯気を上げていて、紫色にラ
イトアップされている。周辺の歓楽街の雰囲気も、さすが日
本最大の温泉地と言われるだけのことがあって、規模の大き
さに目を見張る。
その夜は、５人一部屋でよく眠った。

榛名山経由で自走の浪人會は、道の駅で野宿したようだ。お疲れ様です。
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3 温泉に浸かって恋バナが一種のお決まりではあるが、男子の場合はどんどんそっ
ち系な方向に話が進んでしまうので己としては居心地がよろしくない。あ、でも今
城×隊長のカップリング妄想とかはアドでした。

1 この日は走行距離こそ 65km くらいだったが、獲得標高は 1700……。己が終始
楽しく走れる限度はこのくらいな気がする。
国道最高地点に行くなら、標高低めのところから徐々に向かったほうが、気分高
揚しますよね。

2 林の持ってきた今回のお笑いネタは、フースーヤという漫才コンビ。「ナッシング
トゥーマッチ」「オーマイゴッドファーザー降臨」が決め台詞なのだが、youtube
で動画を見ても何言ってんだかさっぱりわからない。林が言うには「最初は謎だけ
ど 10 回くらい見たらハマる」。
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出発しようと外

に出ると、昨日着いた時に

は無かった知らないロードバイ

ク達が停まっている。なるほど、昨

夜ちょっとだけ顔を合わせた男子大学

生 3 人は同業者だったのか。ぬいぐるみ

がぶら下がってたりする他人の自転車を

不躾にジロジロ眺めていると、持ち主たち

が現れた。せっかくなので持ち前の無駄

なコミュ力で絡んでみる。

「皆さんもこれから渋峠ですか？」

「あ、そうです～　あなた方も？」

無事会話が繋がったので、向

こうのコミュ力担当みたい

な人とお話しした。

彼らは立教大の自転車サークルの 2 年生

で、我々と同じく初の渋峠アタックらし

い。ローディーっぽく相手方の自転車を褒

めると（先のぬいぐるみ同行だけでなく、

コンポ Dura のガーミン持ちとかいう重課

金厨もいた）、代わりに 339 の青 FUJI を

「カッコいい、珍しい、素敵！」と言って

写真まで撮ってくれた。お世辞だとして

も朝から最高に気分がいい。みんな、立

教大には最大限の敬意を払おうな。

そこからも立教大のお三方とは頂上

まで抜きつ抜かれつ励ましあいつ

つで登っていた。なお、後日

Twitter でエゴサ＆特定し

たのは秘密です。

朝、先に起きたら、奴らが手を繋いで寝ていた。
それだけだ。

渋峠には数多くのサイクリストが集う。この日出会った
人たちとの思い出は、339 ちゃんに書いてもらった。

己はこういう時に限ってコミュ障を発揮ししゃべれな
かった……。
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火山特有のあの臭い。数年前から白根山の火山警戒レベルは
２に上がっている。
殺生河原を抜け、いよいよ山は白く覆われてくる。斜面で
スキーをしている人たちもいた。遮るものなく降り注ぐ日光
を浴びる肌を、雪上を這った風がなでていくのが心地よい。
後ろから声がしたかと思うと、へーいと叫んで己の尻をは
たいていったのは、今城だった。浪人會が来ている。やや遅
れて井澤も追いかけていった。
それにしても、車とサイクリストの多いこと 3。何台の自
転車を見たか覚えていない。しかも頂上に近づくにつれて、
数を増している。己としては、峠の楽しみの一つが静かな雰
囲気を味わえることなので、そこが唯一残念だった。日本の
クライマーが憧れる渋峠、それもGWのハイシーズンなので、
やむをえないところだろう。
やがて見えてきたのは、道の両脇にそそり立つ、壁だった。

湯けむり漂う草津の街中を抜けると、早速上りが始まる。
国道 292 号、志賀草津道路だ。ここからの 20kmを、ひた
すら登り続ける。
天気予報はさっぱり外れて、快晴。空が青い 1。
暑くなってきたのでウィンドブレーカーを脱いでいる間に、
みんなに追い抜かれた 2。しばらく登ると、草津国際スキー
場のゲレンデを上から眺める形になって、標高の高さを実感
する。雪も見るようになってきた。
白根火山ロープウェイの登り口。標高 1600mほど。この
あたりからは低木ばかり。つまりそれだけ、遠くまで見渡せ
るわけだ。
唐突に、荒涼とした風景に変わり、おどろおどろしい「駐
停車厳禁」の標識が現れる。殺生河原と呼ばれる一帯で、硫
化水素を主成分とした白根山の有毒ガスが噴出している。ま
るで火星のようなごつごつした岩石が転がり、そしてやはり

1 己の晴れ男っぷりは誇っていきたい。今まで自分が
企画した知床、紅葉ラン、しまなみ、すべて肝心なと
ころでは必ず快晴なのだ。

2 この後、結局追いつくことを放棄して一人
で登ることになる。マイペースなのが悪い
のはわかってるけど悲しい……。

3 高そうな自転車乗ってる若い女性に「お兄さ
んフラペなの～？　すご～い」ってナンパさ
れた。

09



雪の回廊に到着！　

や は り そ こ は 車 と ロ ー

ディーたちで大渋滞。しかしここ

で写真を撮らないわけにもいかないの

で、のんびり待機列に入る。すると前の

集団が KCC、慶応の自転車サークルだっ

た。一瞬「KEIO」という文字に恐れおのの

いていたが、向こうから話しかけてくれた。

「なかよしさいくるさんですか？」

え、なんで知ってるのと疑問に思って

いると、ルイ君や中橋さん、よーくを

ご存知な様子。頂上ではルイ君が

KCC のみんなと自撮り大会

をしたり、中橋さん

とビデオ通話を始めたり、かなり不思議な状

況だった。お話したところ、彼らは全員 OB

で、みなさん修士１- ２年らしい。卒業して

もこうやって集まるのいいなあ、こんな風に

なりたいなあと羨ましい限りだった。しか

し、我々に KCC のインパクトを与えたのは

次のセリフだろう。

「モラルハザードなんだよなあ 1」

OG の方が発した、いかにもオタクっぽ

いこの言葉は、林のフースーヤネタと併

せ、今回の流行語大賞にノミネートさ

れましたとさ。

1 そこはかとなく松野さんの香りがするのは己だけではないだろう……。
ともかくみんな、雪の壁にラクガキしちゃだめです。

視界を両断する５mの雪壁！！
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頂上で絡んだ人が

もう一人。登坂中にもしばしば

見かけた、ケニヤさんと同じケニヤカ

ラー（本当はイタリアカラーらしいが）の

CARRERA 乗り。まず CARRERA 自体が

珍しい上に、ケニヤカラー（本当はイタリアカ

ラー）とは……！！　お友達の方も 100 万くら

いしそうなっょぃ自転車に乗ってらっしゃって、

なかなか話しかけづらかったのだが、頂上で一

緒になると不思議と仲間意識みたいなのが生ま

れるものだ。つい喋りかけてしまう。

「その CARRERA、先輩も乗ってるんですけ

ど、珍しいですよね！」

すると返答は予想以上に変態的だった。

「この変態なフレーム、これが変態でいいんで

すよ～～変態じゃな

いとこんなん乗りませんよ～～

その人は同志ですね！（意訳）」

その後なぜか気に入られて、339 が写

真撮影をお願いしたところ、読モのカメラマ

ンばりに褒め殺しながら激写して下さった（当

の本人はそれに照れてとんでもない表情をして

いました）。

ち な み に ケ ニ ヤ さ ん に ケ ニ ヤ カ ラ ー

CARRERA が渋峠にいたと報告すると、「お

お（ケニヤ色フィブラは帰国後にドナドナ

の予定）」とのことだった。残念、こ

の世から同志の変態が一人減っ

てしまいますね（？）。

KCC の方。12 月の合同ランにて。@ 三浦 CARRERA。これはケニヤさんの自転車。 339 ちゃんのネトスト力により特定された立教
サイクリスツ・ツーリングクラブの方の Twitter。
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遅れること数十分、己も頂上に到達した。寺田も合流して、
みんなの集合写真を撮ってもらう。８人で揃ってる感があっ
て、とてもよい。
渋峠は距離こそ長めだったが、斜度はずっと６%ほどで
一定で、ゆっくりならだれでも登れるレベルの難易度だと思
う。とってもすがすがしかった。
国道最高地点からもうしばらく進んで、群馬と長野の県境
にあるのが、渋峠ホテル。建物の外壁にも県境のラインが入っ
ているし、建物の中に入っても、カーペットで県境がわかる
ようになっているのがおもしろい。カウンターで「日本国道
最高地点到達証明書」を発行してもらった。
これから全自走で東京へ帰るため先を急ぐ今城・井澤と別
れ、寺田はこちらに合流。ホテル長野側にある食堂でチキン
カレーを食べ、看板犬のインディそしてマーカスと戯れて遊
んでいた。
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ここから先は、長野駅をめがけてどんどん下っていく。交
通量も少なく快適、横手山を右手に颯爽と。数え切れないく
らいのスキー場を抜けて下る 1。絶景を見飽きてきたという
のも贅沢な話だ。
時間にまだ余裕があったので、志賀高原中心部にある蓮池、
琵琶池のあたりで休憩 2。20 万年前の火山活動によって川が
せき止められて、この一帯は湿地帯になっている。群馬側と
はうって変わって、静謐な自然に囲まれていた。小鳥の鳴く
湖畔で、雪の上に寝転がって陽にあたった。服が濡れるのも
気にならないくらい、満ち足りた気分になった。
ループ橋を過ぎて、湯田中温泉のあたりから中野市街を見
渡す。30km、標高差にして 1800mのダウンヒルを終えて、
下界に来たという感覚になる。４月末の陽気が暑いくらいだ。
国道 18 号に入り、街中を走りきってついにゴールである長
野駅に到着。各々、名残惜しみながらも帰路についていった 3。

2 近辺ででサルの大群に出くわし、
お気に入りであるフースーヤのネ
タを試みる林。

1 みよっしーが落車したけど軽い
傷で済んでよかった……。

3「あさま」は長野始発なので、並んでおけば自由席の最後
列に自転車を置くスペースがとれてよい。
  ところで 339 ちゃんとみよっしーはなぜか新幹線ではなく
松本から「あずさ」に乗って帰っていった。新幹線なら運賃
変わらず所要時間３分の１なので断然お得である。やーい。
  一方、今城は一人漕ぎ続けて日付変更直後に自宅にゴール
したという。すごすぎ。
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どうも、ましろにそ ( 中田 ) です。４月から新しく、藝大
生といっしょにデザインを学ぶ団体に入ったので、会報のレ
イアウトをがんばってみました。写真にもちょっとだけ加工
を加えて鮮やかにしたり、ピンぼけを補正したり、邪魔な人
間を背景から消したり。その反面、文章はまったくひどいも
のとなっています……冒頭の梶井基次郎かぶれはいったい何
だったんだって感じです。
でもとにかく、渋峠はやっぱり最高だったので、その感動
が視覚的に伝わる記事になってたらいいかなと思います。
ところで、３月に九州と四国を旅した記事も同時に編集し
てるんですが、なにせ長いので完成はもうちょっと待ってく
ださい……。あと、今城と隊長の薄い本も書くって 339 ちゃ
んに言っちゃったし……。その他にもなんやかんや忙しいで
すが、それはそれで充実した日々だったりします。



6月の新着動画 

NC 2年 白崎大輔 

 

6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 1旅行 3本の動画を公開しました。 

 

・SONYアクションカムに外部マイクをつけてみた

【世田谷→秋葉原】 

 
普段使っている SONYのアクションカムには、三脚使用時に外部マイクを挿せないという

致命的欠陥があったので、内部の回路からマイク端子をバイパスする改造をしました。 

そのテスト動画です。 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fjrJlTGvnKc 

・世田谷から高崎までサイクリングロードで帰省し

てみた【180km】 

 
今まででは考えられないスピードで再生回数が伸びている動画です。(原因不明) 

内容はタイトルの通りです。 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Zckm0R82q-8 

https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=fjrJlTGvnKc
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Zckm0R82q-8


・Microsoft Hyperlapse Pro を使ってみた【筑波山

ダウンヒル】 

 
EEICのガイダンスで紹介されていたソフトを使ってみたレポートです 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=kVlyNbcyasE 

 

 

早いうちに、新歓合宿の様子もアップロードしたいと思います。 

 

 

 

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/edit?o=U&video_id=kVlyNbcyasE


駒代連載 6月号 

2年 三輪 

 

こんにちは。2年の三輪です。 

 

1 年生の中には、そろそろ自転車を買おうかと考えている人や、自分の自転車を手に入れ

た！という人もいるかもしれません。そうすると、今度は自分の自転車に乗っていろんなと

ころに行ってみたくなるでしょう。 

今回は、そんな人たちのために、東京都内のおすすめサイクリングスポットを紹介したいと

思います。距離も短いのから長いものまで、いろいろと用意してみました。 

 

１、 荒川サイクリングロード 

 

一番おすすめなのは、やはり荒川サイクリングロードです。 

このサイクリングロードの良いところは、なんといっても道幅が広いということです。ほか

のサイクリングロードの 1.5－2倍くらいはあるのではないでしょうか。 

しかも、東京の下町に沿って走っているので、気が向いたらふらっとサイクリングロードを

離れ、観光できるのもいいですね。 

メインの観光地は東京スカイツリーや葛西

臨海公園などです。ソラマチの地下の駐輪

場に自転車を止めて散策することもできる

ので、いい東京観光ができると思いますよ。 

日中は、南から北に風が吹いていることが

多いので、行きは北上して走って、帰りは輪

行してしまいましょう！そうすれば楽です

ね。 

どこでも近くに駅があるので、自分の疲れ

具合などに合わせて距離の選択ができると

いう点でも、初心者にもお勧めです。 

 



２、 大学のキャンパスまで行ってみる 

 

サイクリングロードはつまらない！もっと変化のある道がほしいという人には、大学まで

自転車で行ってみることをお勧めします。今までは電車に乗ってから降りるまで、仮に外の

景色を見ていたとしても、自宅の最寄りと大学の最寄りは隔絶されていたでしょう。ところ

が、一度自転車に乗ってみると、自宅とキャンパスがほんとに道でつながっているんだ、と

いうことが実感できて楽しくなるのではないでしょうか(少なくとも僕はそうでした)。また、

通り道にあるお店など、思わぬいい店を見つけることができるかもしれませんね。そういう

お店探しのポタリング(ゆるーく自転車に乗ること)も楽しいですよ。 

 

 

３、 夜景巡り 

 

東京であれば、夜景を見に行ってみてもい

いでしょう。東京タワー、スカイツリーを

はじめ、東京にはきれいな夜景スポットが

いくらでもあります。 

 

しかも、東京の山手線の中であればそんなに

広くもないので、自転車なら思ったほど時間

をかけずに回ることができます。「東京 夜景」

などで調べてみて、夜の東京をぶらついてみ

てはいかかでしょうか。 

 

上写真:東京駅前 

左写真:東京タワー（ともに年末のイルミ） 

 

４、 多摩湖 

 

ちょっと田舎へ行ってみたいしいい景色が見たいけど、あんまり上るのは苦手…という人

におすすめなのは、多摩湖です。吉祥寺の駅前を走る井の頭通りを西に行くと、五日市街道

に突き当たります。そこから自転車専用道がまっすぐに北西へ伸びています。ほんとに、び

っくりするくらいまっすぐな道です。実はその自転車道の近くにもおしゃれな店がいくつ

もあってよいのですが、ずっと進んでいきます。10 ㎞くらい走ると、坂が表れます。ここ

の坂を上りきると、多摩湖に着きます。この坂は、慣れないうちは結構大変ですが、距離が

短いので、初心者でも全く問題なく登れます。登り切った先には、とてもきれいな湖と、見



東京の市街地の絶景が拝めます。自分が思っていたよりもかなりきれいな景色が広がって

いますよ！ 

さらにいいところは、この多摩湖の一周に沿って自転車道が整備されているところです。適

度なアップダウンと距離で、ちょっと体力をつけたいなという人にはぴったりの道ですね。

特に、山手線よりも西側に住んでいる

人におすすめです！ 

 

（この時は日の出を見に行きました（11月）。ちょうどスカイツリーから日が昇ってきてびっくり…） 

 

５、 入山峠 

 

もっと自然が見たい、山からの景色が見たいという人には、入山峠という峠がおすすめです。 

この峠は、僕目線でいえば一番コスパの良い峠、どういうことかというと、辛さのわりに景

色がきれいな峠なのです。 

入山峠は、高尾と武蔵五日市の間にある峠

で、標高は約 600m。盆堀林道という林道に

ある峠です。 

この峠のおすすめは、高尾側から登ること。

あまり雑誌などでは紹介されていません

が、頂上付近にあるトンネルを超えた先に

広がる絶景区間は、この高さの峠道の中で

は一番です。初めての山登りにもぜひ！ 

 

 

写真上:この先へ行ってみたくなりませんか? 

左:曇っていたせいで分かりにくいけど、絶景！ 

 

 

 

 



６、 奥多摩・風張峠 

 

最後に紹介するのは、言わずと知れた奥多摩ですね。NCの活動

でも、たいてい 1 年に一度は行くような、自転車の名所です。

奥多摩駅から奥多摩湖までは少しの上りですが、それを乗り超

えると、気持ちいい湖岸のライドを楽しめます。 

とくにおすすめなのは紅葉の時期。湖面に移る紅葉は、都内有

数のものです。 

ドラム缶による浮橋などもあって、観光も楽しめますよ。 

 

山バカの皆さんには、奥多摩湖の奥の方から伸びている、奥多摩周遊道路がおすすめです。

実は僕は行ったことないのですが、東京都で最も高い、1100ｍを超える高さの風張峠まで

登っていくことができる道があります。バイクの人が多くて少し怖いかもしれませんが、上

った後の景色は格別だそうなので、山好きの人は行ってみてはいかがでしょうか。 

奥多摩駅から、峠を越えて下った先の武蔵五日市の駅まで、およそ 60㎞程度のコースです。 

写真上:紅葉はかなりのものでした！ 

写真下:去年は 11月定サイが奥多摩でしたね。 

 

今回は都内のサイクリングスポットを集めてみました。暇な日に、友達や同期を誘っていっ

てきてはいかかでしょうか？？ 



編集後記 
2年 白崎大輔 

6月になりました。東京大学の 2年生は、この時期授業が少

なく、全休の日も増えます。私も土日を含めて週に計 4日の休みが

あるので、人生最後の夏休みだと思って色々なところに行きたいと

思います。（スキルアップもしながら） 

そして、特訓ラン担当として、特訓ランに多くの方に申し込

んでいただきありがとうございました。会報執筆時点であと 1週間

で、ギリギリ天気予報が出ていませんが、前日まで晴れ～曇りなの

で、このままいい天気が続いてほしいです。なお、特訓ランは雨天

決行ですので、よろしくお願いします。雨だからとドタキャンした

上級生からは、参加費の 200％のキャンセル料を頂きます。(嘘) 

YouTubeのほうにサイクリングをアップし始めてから 9ヶ月

が経ち、第三のフェーズに入ってきています。ちょっとした趣味と

してこれからも長く細く続けていきたいと思います。 


