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     10 月定サイのお知らせ 

             2 年 西村 尭文 

 

こんにちは、10 月定サイ担当の西村です。今回は荒川・入間川２つのサイクリ

ングロードをメインに走る、上りのないランとなっています。平地をゆっくりと

走りますので、久しぶりに自転車に乗るという方、また初めて乗るという一年生

にはピッタリのランかと思います。 

 

[日時]10/15(日) 

[集合]和光市駅 9:30 

[解散]桜山展望台 (最寄りの JR 八高線金子駅まで約 2.5km、西武池袋線仏子駅  

まで約 4km です) 

[ルート]和光市駅→荒川 CR→榎本牧場→入間川 CR→桜山展望台 (約 60km) 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=66c1af10560ea54031ab90290e5

732f8 

 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=66c1af10560ea54031ab90290e5732f8
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=66c1af10560ea54031ab90290e5732f8


[備考] 

・道中の榎本牧場では結構評判のジェラートが食べられます。また、様々な動物

を見学できます。 

・昼食は班ごとにとってください。サイクリングロード沿いに公園がいくつか

あります。 

・桜山展望台では天気が良ければ富士山やスカイツリーが見られるようです。 

・当日は川越で大規模な祭りが開催されます。交通量が通常より多くなること

が予想されますので、一般道を走る際は十分気をつけましょう。また、ラン後に

希望者は祭りに行ってみるのもいいかもしれません。 

 

[参加表明] 

以下のフォームに回答してください。 

<1 年生用>https://goo.gl/forms/RqZiS623xY6DAJoG2 

締め切り 自分の自転車をお持ちの方・・・10/13(金)23:59 

          自転車貸し出し希望の方 ・・・10/10(火)23:59 

 

https://goo.gl/forms/RqZiS623xY6DAJoG2


<上級生用>https://goo.gl/forms/ZvWB7gBo3mCld1el1 

締め切り 10/13(金)23:59 

 

何かありましたら(西村)halftheworldaway1998@gmail.com までお願いします。 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/ZvWB7gBo3mCld1el1
mailto:halftheworldaway1998@gmail.com


後閑杯について 
 

「後閑杯は不幸の事故で亡くなられた後閑さんを忘れないようにと始まった大会であり、

大会の沿革や趣旨について確認することを通して、安全意識を高める機会としてとても重

要です。また後閑杯は、日頃の活動の成果を発揮する場でもあり、さらに OB の方々にも

参加していただくなど交流の場ともなっております。」 (2016 年 9 月会報より) 

 

10/8(日)に後閑杯を開催します。今年も皆さんのおかげで大きなイベントになりそうで

す。以下, 後閑杯の詳細です。 

 

【日時等】 

日程: 10 月 8 日(日) 

集合: 9:15 世界遺産センター 

参加費: 1000～2000 円 

 

【参加者】 

(敬称略) 

★ランナー(33 人) 

1 年: 岡(敬)、岡(俊)、遠山、新、福山、山口、小堀、藤村、南雲、佐藤 

2 年: 中村、古谷、仁木、竹田、齋藤、高橋、山本(幹)、山田、山本(晃) 

3 年: 井澤、別所、谷口、中田、野崎、今城 

4 年: 内海、中橋、金巻、安西、松野 

OB: 高畑、本多、高木 

 

★サポーター(4 人) 

1 年: 泉田 

3 年: 小森、佐々木、三好 

 

【前日泊】 

★希望者 20 人 

1 年: 岡(俊)、遠山、新、山口、小堀、南雲、佐藤、泉田 

2 年: 竹田、山本(幹)、山田、山本(晃)、古谷、仁木、齋藤、高橋 

3 年: 小森、別所、野崎、中田 

場所: 民宿 つばめ荘, 1 泊朝食(7:00)付き, 5000 円 

宿の方には, 19:00 頃到着と連絡しています。それを目安に行くようにしてください。 



 

【コース】 

富士スバルライン 富士山世界遺産センター～奥庭駐車場 (25.4km 1360mUP) 

 

【打ち上げ】 

金の蔵 渋谷センター街店 2500 円 7 品 飲み放題付き ポテト・唐揚げ食べ放題付きコース 

★参加者 28 人 

1 年: 岡(俊)、遠山、新、山口、南雲、佐藤、泉田 

2 年: 中村、古谷、仁木、竹田、齋藤、高橋、山本(幹)、山田、山本(晃) 

3 年: 井澤、別所、谷口、今城、小森、佐々木、三好 

4 年: 内海、中橋、金巻、松野 

 

【持ち物】 

自転車、ヘルメット、グローブ、道交法上の必要機材、補給、保険証（コピー可）、防寒着

（10 月の富士山は真冬並の寒さだと思ってください。） 

 

【その他】 

・前日 18 時発表の天気予報で富士河口湖町の降水確率が 50%以上の場合は翌週に延期と

します。 

tenki.jp の情報（日本気象協会）を参照します 

・出走順は各自の走力を検討した上で決定し、前日までに連絡します 

・遅刻厳禁 

・標高 2000m を超えると真冬並の気温です。防寒着、冬用グローブをお忘れなく 

・日曜日のため、交通量が多いことが予想されます。特にバスがとてもとても多いです。ふ

らついたりしないようご注意ください。 

・ゴール後は順次 5 合目まで登ってもらうことを考えていますが、5 合目の混雑のことを考

え、集合写真は 5 合目ではなく他の場所での撮影になる可能性があります。 

・登りはともかく下りはかなり危険です。距離が長い、交通量が多い、舗装の悪いところあ

り駐車場が 4 箇所か 5 箇所くらいあるのでしっかり休憩しつつ下ってください。 



特訓ランサポート引き継ぎ 

特訓ランお疲れ様でした。1日目は日本の道 100選のひとつである日光いろは坂、そして渋

峠、麦草峠に次いで国道の中で 3 番目に高い金精峠、2 日目は赤城山と見どころが多い反

面、なかなかハードなランでした。一日目の早朝、金精峠に登ったときは雲一つなく景色が

良かったのですが結局ランの間は金精峠、赤城山ともに曇り模様となり、かなり冷え込んだ

うえ峠から景色を眺めることができませんでした。でも、何より雨が降ることなく走りきる

ことができてよかったです。（例の雨男らは二人ともドライバーだったので雨だけはしのげ

たというところか） 

閑話休題。まず、特訓ランの担当についてです。毎年、前年の後閑杯において 1年生の中

で 1番速かった人が特訓ランの担当になることになっています。（今年は例外）ただ、特訓

ランの場合はサポートが必要となるため、担当の補助として前年の特訓ラン担当者がサポ

ート担当を行います。仕事内容は、サポートカーの手配、サポート要員集め、補給調達、サ

ポートの会計などです。 

 今回のサポートに当たって前年の次長さん中橋さんの記事が非常に参考になりました。

ありがとうございました。(url: http://www.teamnc.net/online-magazines/pdf/16_06) 来

年もこの記事を読んで担当頑張ってください。(￣▽̄ )            おわり。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teamnc.net/online-magazines/pdf/16_06


なんてことしてたらまずいので、少しだけ情報を残しておきます。 

今回サポートカーは大手町のタイムズレンタルで予約しました。ここを選んだ理由は 22

時まで空いている、補償内容が良い、本郷が近い、電車でのアクセスが良いからです。ちな

みにニコニコレンタカーやワンズレンタカーなどの格安レンタカーでは初心者だけでは運

転できなかったり、初心者は免責保証に入れないなど事故った時にかなり面倒そうなので

避けました。保険の面から他のレンタカー会社でおすすめなのはオリックスレンタカーか

トヨタレンタカーです。（大手でも他の会社は保険の面からおすすめできない） 

レンタルした車はトヨタのハイエースバン 6 人乗り（前座席 3 人後部座席 3 人）最大積

載量は 1200kgです。(去年と同じ) 補償は一番高い安心保障コースにしました。（免責額補

償、ノンオペレーションチャージ補償、ロードサービスなど。これに入っていないとちょっ

とこすったなどで修理費が 5万円かかる場合 5万円+ノンオペレーションチャージ分がとら

れます。） 

 

 一台は前日出発、もう一台は当日出発にしました。（時間の関係上レンタル代金は同じ）

前日出発は荷物を回収、当日出発は現地に着き次第サポートを行いました。前日組が補給な

どを購入しました。 

 

 特訓ラン中の車の動きについての記事は後述。ただ一言言わせてもらうと前日までに細

かく動きを確認しても各班は思い通りに動かないので、その場のドライバーにすべて任せ

た方が仕事も減り楽です。 

 

 次に補給について、今回気温が上がらなかったこともあり、飲料水の売れ行きは悪かった

ですが、快晴だとあっという間になくなるので、一人 1 リットル分あってもいいと思いま

す。（余れば翌日に回せばよい）あと熱中症患者のため経口補水液は用意しておきましょう。

補給食でバナナが人気なかったのは意外でした。あとは去年の会報を参考に。 

 あと、10 万円で計算して回収しましたが 3 万円程度足りなかったのでサークル費から補

填しました。 

（今城） 

 

 

 

 

 

 

 

 



一応会計 

レンタカー2 台

分 
  

レンタル代 57388 

燃料代 11718 

駐車代 0 

高速代 15600 

    

その他   

補給・コンパ代 40087 

その他の車 6000 

合計 130793 

 

以下、サポートの仕事についてくわしく。 

 

特訓ランサポートのお仕事 

補給 

 ランナーに食べものや飲み物をあげます。ルートを往復してランナーを追い越すときや

頂上などチェックポイントで必要なものを渡します。品目としては、スポドリ、水、お茶、

菓子パン、（バナナ）など。 

回収 

 体力の限界を迎えた人や落車して走行不能に陥った人を回収します。 

 

サポートカーは 2台体制で、補給メインと回収メインとで役割を分担します。 

今年は 2台のハイエースのほか、横谷バイクと鈴木カーがサポートに加わりました。 

 

サポートカー内の役割分担 

運転をする人 

 運転をします。脱輪に気を付けよう。 

サポートのサポート 

重要なのは 

①LINEに常駐して全体の動きを常に確認し把握しておく 

②ほかのサポートメンバーやランナーとの連絡をとる 

の二つです。そのほかにも、 

③助手席からランナーの写真撮影 

④ドライバーの応援（車内で常にしゃべってドライバーに眠気や飽きが来ないように頑



張りましょう） 

 

以下、各サポートカーごとの反省点です。 

 

A車（補給車） 

特になし 

 

B車（回収車） 

メンバー：林、佐々木、三好 

 B車は主に走者の回収を担当しました。当日の動きとしては、 

 一日目の朝にレンタル＠タイムズレンタカー大手町サンケイビル店 

 ↓ 

 駒場にて工具やサークル車積み込み 

 ↓ 

 現地に 11:30ごろ到着 

といった感じです。以下、反省点・改善すべき点を挙げておきます。 

 現地到着が遅くなった。 

→完全に当日朝に駒場での積み込みをしたせい。前日に行うべき。今回でいえば、前日

にレンタルをしていた A 車に任せるべきだった。もっといえば、人員さえそろってい

るなら 2台とも前日レンタルにした方がいい（お値段は変わらない）。 

 暇な時間が多かった（？） 

→みんなもっと回収されろよという不満では決してないです。今回は運営がとてもし

っかりしていたので、回収者続出なんてこともなく助かりました。改善の余地があると

すれば、仕事がない間の回収車の動きです。今回割と回収と補給の役割分担がはっきり

していたため、B車は仕事を待っている間意味もなく（写真撮影はしましたがそれにし

ても）往復を繰り返している節があった。もう少し回収車も補給をしてみてもよかった

のかな？（素早く回収できるように待機しておくのも大事なので、バランスが難しいと

ころですね） 

 

バイク 

特になし 

 

乗用車 

特になし 

 



サポート全般の反省点 

 今回サポートカーハイエース 2 台に加えて、鈴木カーと横谷バイクが参加しました。

実際のところサポートは 2 台で十分かもしれません。というのも、先頭の班と最後尾

の班の距離差は 20㎞くらいなので、サポートカー2台でも 3台でもサポートに駆け付

けるまでの時間はあまりかわらないからです。自転車が乗せられる車を持っている人

の車を使うと安くすむかもしれませんが、もしドライバーが交代で運転する場合、1日

保険は免責ありなので事故のことを考えると免責なしのレンタカーのほうが良いと思

います。 

 補給としてバナナは余ります。ラン後のことも考えて、配給しやすいパンなどがいいん

じゃないでしょうか。 

 ETCは用意しよう。今回 4000円も違いが出ました。 

 今回のように寒さが予想される場合は、カイロがあるといいのかも。 

 解散後、輪行代を浮かせたいがためにサポートカーに便乗しようとする輩が血で血を

洗う抗争を始めます。最初から予約制 or抽選、もしくは誰も載せないのが丸いかと。 

 3年生はいい加減寝坊癖遅刻癖をなおしてください。後輩が迷惑します。 

 ゴリラ班でも出発遅らせるのはなしで。サポートが出発できず迷惑です。 

 要りそうになる常備薬は持参すること。 

 

以上です。皆さんお疲れ様でした。 

（三好） 



6月定サイ報告 

2年 大石健人 

 

参加者（敬称略） 

1年 文山、中村、鈴木、山口、新、富山、佐藤、林、高田、福山、久留、中澤、山原、藤

井、南雲 

2年 白崎、竹田、大江、永岩、高城、荒井、西村、三輪、高橋遼 

3年 関野、三好、佐々木 

 

1． ルート 

https://yahoo.jp/2qmpOX 

南船橋駅〜幕張の浜〜花見川サイクリングロード〜道の駅やちよ〜印旛沼公園〜佐倉城址

公園〜成田山新勝寺〜成田駅 

 

 

2． 概要 

9：30 に南船橋駅南口に集合し、各自コンビニで補給を買い、10：00 ごろには各班出走

しました。幕張付近の広めの道を過ぎ、少しして花見川サイクリングロードへつながる砂浜

へ到着しました。ここで自転車をとめ、砂浜で潮干狩りを楽しみました。11：00 ごろ砂浜

をでて、砂浜の横から始まる花見川サイクリングロードへ入りました。花見川サイクリング

ロードは、東京からそう遠くない場所とは思えないような自然あふれる道でした。途中未舗

装路があったため迂回し、住宅街をやや迷いながら通って 12：00過ぎごろに道の駅やちよ

https://yahoo.jp/2qmpOX


へ到着しました。昼食をとり、13：30ごろには道の駅を出て、14：30ごろ印旛沼の風車の

前で集合写真を撮りました。道の駅から印旛沼までのサイクリングロードは、やや道が細く、

見通しの悪いところもあったため注意が必要でした。印旛沼を出て、佐倉城址公園へ向かう

途中、班員の 1年生が暑さにやられてしまったため、京成臼井駅まで送りました。時間がな

かったので佐倉城址公園は飛ばし、成田山へ向かいました。佐倉城址公園は菖蒲がきれいだ

ったそうです。17：00 前ごろ成田山に到着し、お参りを済ませ、京成成田駅で解散となり

ました。 

 

3． 反省点 

・貸し出しの際、整備不良のものを渡してしまった。整備されているかの確認を怠らないよ

うにする。 

・自転車に乗り慣れていない一年生もいるので、十分に休憩をとったりペースを上げすぎな

いようにする。 

・わかりにくい道は事前に知らせてよく確認してもらう。 

 

 

 

 



夏合宿のかんたんなほうこく 

2 年 古谷 高橋 
 

8/6～8/9 にかけて行われた夏合宿について簡単にまとめてみました。 
天候に恵まれなかったり、いろいろとご迷惑をおかけすることもあった夏合宿ですが、

立ちごけ 1、転倒 1 と(人間の)大きな怪我もなく終えることができました。ひとえに皆様

のおかげです。大変ありがとうございました。 
 
 

【日程】 
特に大きな変更はなし。 
9/6 夜 集合。 
9/7 各自仙台市街等回りながら宿(秋保木の家)へ。 
9/8 雨のため翌日宿まで直行。 
9/9 雨のため蔵王エコーライン通行止め。サポート用のバンで駅まで輸送。 
 
 
【参加者】 

8 参加者一覧(敬称略) 

NC 内学年 名前 性別 参加 day 宿泊 day 

1 新 浩太朗 男 0123 012 

1 泉田 詩音 女 0123 012 

1 五十川 利憲 男 012 012 

1 岡 敬一 男 01 0 

1 岡 俊輔 男 0123 012 

1 栗原 太郎 男 0123 012 

1 佐藤 瞭 男 0123 012 

1 佐原 史朗 男 0123 012 

1 高橋 弘武 男 0123 012 

1 遠山 陸生 男 0123 012 

1 中村 奈央 女 0123 012 

1 南雲 陽也 男 0123 012 



1 福地 清康 男 0123 012 

1 福山 遼平 男 0123 012 

1 藤村柊吾 男 0123 012 

1 松浦 祐太郎 男 0123 012 

1 山口 玲 男 0123 012 

1 山本 幹久 男 0123 012 

2 荒井 達也 男 0123 012 

2 大石 健人 男 0123 012 

2 大江 功能 男 0123 012 

2 鎌田 理喜 男 0123 012 

2 木村 崇大 男 0123 012 

2 久保 光一 男 0123 012 

2 齋藤 耀玖 男 0123 012 

2 白崎 大輔 男 0123 012 

2 高野 改 男 0123 012 

2 高橋 大成 男 0123 012 

2 竹田 涼人 男 0123 012 

2 永岩 修也 男 0123 012 

2 中村 航規 男 0123 012 

2 仁木 敦也 男 0123 012 

2 西村 尭文 男 0123 012 

2 古谷 和弥 男 0123 012 

2 牧野 壱樹 男 23 12 

2 三輪 哲大 男 123 12 

2 山田 英佑 男 0123 012 

3 井澤 壮太 女 0123 012 

3 佐々木 雪 男 0123 012 

3 谷口 知平 男 0123 012 

3 寺田 望 男 0123 012 

3 中田 隆介 男 0123 012 

3 林 佑亮 男 0123 012 

3 別所 明彦 男 0123 012 

3 三好 卓人 男 0123 012 

4 金巻 恭弘 男 0123 012 

4 中橋 佳香 女 0123 012 



 
 
【会計報告】 
 大変申し訳ないのですがキャンセルの方の合宿費をまだ集められていないので(9/11 現

在)赤です。10 月中には責任をもってすべて回収いたします。  
・収入の部 
合宿費 フル参加 19,000*44 
 途中参加 5,160*1+13,750*2 
合計 868,660 

※キャンセル分 10,885*3=32,665 が上に加算予定 
 
・支出の部 
9/6 宿 228,420 高速代 890 
9/7 宿 235,000 花火 5,000 
9/8 宿 352,068   
9/6 コンパ 12,661   
9/7 コンパ 22,574   
9/8 コンパ 16,664   
レンタカー 18,576   

給油 2,434 計 894,0287 
○残金の 7,038 円はサークル費に充てさせていただきます。 
 
 
【旅行記(というよりただの報告)】 
旅行記ですが、ほぼ全日雨だったので残念ながら書くことが少ないです。 
時間は正確に覚えていなかったため書いておりません。ご了承ください。 
 
初日はほぼ曇りで夜には少し雨が降ってきたが、宿の中でコンパをしていたので問題なし。

しかし、コンパの買い出しにセブンイレブンへ行くときの坂が思っていたより疲れた。その

せいで風呂上りだったのに汗をかき、楽しそうにコンパしているときに数人でもう一度、風

呂に入ることになってしまったが、担当なのでしゃーなし。 
 
翌朝は何とか曇っていたが、夜に雨が降っていたせいで自転車が濡れていてみんなガン萎

え。（屋根付きの場所を確保できず、すいませんでした…）その後、何とか気をとりもどし

てスタートするも、まさかの松島が工事中＋曇りで日本３景とは思えないような灰色一色

でさらに萎える。松島を観光し終えたら、松島海岸駅の近くの鬼のような坂を上り仙台市内



へ向かった。仙台市内では各班、牛タンを堪能したり仙台城址の坂へアタックしたり楽しめ

ていたようなのでよかった。ちなみに僕の班はポケモンセンターに行きましたが、調子に乗

ってぬいぐるみを買ったら、カバンに入らなくて詰みかけました。やっぱり自転車旅はお土

産が買いにくいのが辛い。 
仙台市内を観光したのち、多くの班が風鳴四十八には行かず、山を越えて秋湯温泉街にあ

るロッジに直行したもよう。僕たちの班はロッジに直行する途中のスーパーで花火を買い、

世界一頭の悪い運び方で花火をロッジまで配達した。とても周りの人の目が痛かった… 
 
みんながロッジに着いて風呂に入った後は軽く反省会を行い、花火とバーベキューをした。

花火ができる時間が限られていたため、やや急ぎ気味の花火になってしまった。（時間の見

積もりが甘く申し訳ない…）バーベキューは、1 年生とその他上級生という形に自然と分か

れてしまったが、1 年生同士の交流が深まったと信じている。その日の夜は、バーベキュー

をしながらコンパ（夏合宿恒例？）ということが何とかできたので個人的には満足。 
 
翌朝、最も恐れていた事態が発生してしまった… 
雨になってしまったので、次の宿までの最短ルートを白崎に書いてもらった。（白崎さんマ

ジでありがとう。）その後、最短ルートと本来のルートのどちらで行きたいかの希望を調査

し、班分けして大雨の中出発した。雨の中はただ辛いだけだったので割愛。 
直行している班が多く、旅館のチェックイン前に多くの人が到着してしまったが、宿のご厚

意でチェックインまでの間の荷物置き用に部屋を開けていただき、お風呂にも入らせてい

ただけたので、僕の場合は何とか精神が荒まずにすんだ。チェックイン後は、各部屋に入り

夕飯まで各々自由に過ごした。夕飯をいただいたあとは、カラオケ付きのパーティールーム

で反省会＋コンパを行ったが、カラオケの照明のせいで全く反省会の雰囲気がなかった。コ

ンパは山田が歌を歌ったり、1 年生が歌ってくれたりしながらワイワイしていた気がする。

ちなみにこの時、翌日も雨だとみんな信じていた。 
 
翌朝、全員の予想通りの雨だったため、白石で解散しても大丈夫な人から車での送迎が始ま

った。無限に続くかと思われた送迎も 15 時ごろの山形への送迎で終わりとなった。 
（山形へ行くはずだった上級生の方々、大半の一年生を送迎で待たせてしまい申し訳あり

ませんでした。） 
 
基本的に雨だったので、本ランの記憶は薄いと思いますが、楽しかったであろう前ランや後

ランの記憶で夏休みの思い出を補充してください。 

 

雨でごめんなさい 



 
 

 
 
 
【反省】 
反省会で上がったマイナス面や、全体を通しての反省を簡単に書いていきます 
 下りの前に下りの注意点の確認を忘れていた 

→1 年生もそろそろわかってきていると思うが、念のためしっかり確認する。 
 パンク時にチューブを誰も持っていない 

→執行代は定サイ、合宿の出発前に最低 2 本ぐらいは持っておくべきなのでは。 
 メンテナンス不足 

→走りだす前に班の執行代が貸し出し自転車だけではなく 1 年生の自前の自転車もし

っかりとチェックするべき。 
 道路が荒れていたり、物が落ちたりしたので指示をしたほうがいい 

→自分が通る部分と後ろの班員が通る部分は少しずれているかもしれないので、広め

に路面を確認するようにする。 
 交差点の前で、自転車が列になったままゆっくり移動していて、車からすると邪魔 

→止まるならグダグダ減速するのではなく、安全な範囲でしっかりと止まる。 



 停車車両に近寄りすぎ 
→停車車両はドアとか開くと危ないので、十分に距離をとって追い越しましょう。 

 大型車両が交差点で隣に止まった時に先に行かせる 
→大型車両は巻き込み事故などが怖いので、後ろに疲れたらなるべく先へ行かせまし

ょう。 
 保健の仕組みを執行代で 

→執行代で保険の制度を理解している人が少ないので、執行代内ではどういう事故の

時にどういう保証が付くのか、対人や対物の損害を与えてしまった場合はどうなるか

などを確認するべき。 
 下りの時に荷物を落としかけていた 

→下りの前には、荷物を落とさないようにしっかりとパッキングをする。 
 雨が降って滑りそう 

→雨の時はマンホールや道路の白線が滑るので気を付ける。なるべく金属部分は通ら

ないほうがいい。 
 

全体を通しての反省としては、だんだんと NC の規模が大きくなっているため、特訓ラン

や夏合宿も 50 人前後の参加者数となってきてしまった。50 人が同じルートで並んで走る

のは危険である。また、50 人が入ることができる民宿のようなところは数が限られている。 
このような観点から、合宿系のイベントは、グループ分けをして違うルートにしてもいいの

ではないのか。  
以上 



富士山祭
雲の中に、エツシがいた。

なかよしさいくるの皆さんこんにちは、3年浪人会の大熊瑠惟です。8月26日にNC史上でも稀に見る山ライ
ドを実行しました。
6月に特訓ラン、7月に上日川祭を走り、さらなる挑戦を求めた時、去年河口湖でキャンプし翌日スバルライ
ンをエツシ（野崎）と完走した時の企画が脳裏をよぎりました。「来年24 時間で富士山の3ラインを走破して
みよう！」というアホな企画です。富士山といえば島国日本のトップ！　10 合ある日本最高峰の5合目まで舗
装路が幾つも伸びているのですが、主要の3ルートを上り、下る無謀なものです。5合目でもゴールはどれも
標高 2000ｍかそれ以上の超級山岳、まず無事では済まないだろうと想像しながら、大変な思いをして完走し
てきました。今日はその日の話をします。



「富士山3Peaks ＋ 一周」
200km　5000mアップ 
( 完全な一周で210km5400mアップ )

Strava　https://www.strava.com/activities/1153814124
ルートラボ　https://yahoo.jp/nQmcZ7

浪人会主催の「上日川祭」の数週間後、僕はメーリスにこ
の挑戦状を送った。もちろん釣れたのは隊長（井澤）と副
企画者の野崎（笑）のみｗ。インターンがなければ魔人は
来てたろうね・・・

①あざみライン
最強最悪あざみライン。こんな急で長い上りはあまり知りません。前
半は一直線に登り続け、後半は一段と斜度がきつくなる「馬返し」
という坂道になります。雲を突き破って林を抜けてゴール直前に景色
が一気に開けます。天気が良ければ雲海が綺麗に見れます。ちなみ
に弱虫ペダル1年のインターハイ3日目のゴールラインであった場所
です。規格外の登りです数字をどうぞ！

11km　平均勾配10.1%　1117mアップ

②スバルライン
後閑杯でお馴染みのスバルライン。唯一山梨県のラインで、途中から背
に河口湖や樹海が見れるヒルクライムの名所です。毎年 6月に開催され
る富士ヒルもここが舞台ですね。景色は 3ライン中一番平凡ですがそれで
も富士山！4合目からパノラマが左側に見えるようになり、頂上（5合目ね、
チャリはｗ）はいつも観光客で賑わっています。

24.2km　平均勾配 5.1%　1243mアップ

③スカイライン
ヒルクラのラスボス。最強の長さと標高差で疲れ果てたサイクリストに
襲ってくる坂の王様。大弛峠に並ぶ国内最高のヒルクライム。振り向け
ばそこに駿河湾が広がっている景観は 3ライン中最高の道です。絶景は
120％保証します。夜景も半端無いです。

26.4km　平均勾配 6.8%　1803mアップ

まずは走行ルートとログを

�ラインの詳細

どれも違う味を出しつつ共通して素晴らしい景色とドラマを提供してくれます。御殿場のあざみライン（地図右）、
富士吉田のスバルライン（上）、富士市のスカイライン（下）！



金曜に須走登山口の麓であざみラインの真下という好位置の
宿で前泊して土曜に富士山と勝負しました。4時過ぎに起床。
前日は午後 5時に会社から飛び出し6時間の電車旅を経て
水戸から御殿場まで移動した担当（？）の僕はスタートから
既にボロボロ（笑）。5時スタートの予定がなかよしタイムで
早速 30 分遅延。僕は悪くない。

起床からスタートまで

04:00 - 05:30

あざみラインの麓まで移動。第1の難所、あざみの看板で早
速奥の手を使う。奥の手とは激坂の麓に荷物を限界まで武装
解除して身軽な状態で登ること。去年のあざみでは荷物を付
けたまま登って地獄を見たのでためらいも無く荷物を下ろせ
た。流石の隊長も今回は荷物を置いていったw

登り始めてすぐ立派な赤富士が淡い水色の空の中に現れた。
そして始まる長い直線の10%前後の坂。

毎度のことだけど、自衛隊がとんでもないものを演習で
打っている音が、振動が伝わってくる。これあざみの頂
上付近から聴くと雷なんですよw轟音が。直線を抜けた
ら鳥の壁。ウソの絵が目立つ。ここまではエツシも一緒
に走っていた。

あざみの麓まで移動

06:00 - 07:30

05:30 - 06:00

第 �部 : あざみラインを登る



ここでもう一度斜度が上がる旧馬返しの看板が見え
る。同時に激レア、隊長の蛇行も見れる。
ここで信じられない数字がサイコンに登場する。斜
度 20%オーバーがだ。ガクガクの片手漕ぎの中なん
とか証拠の撮影に成功した
坂は水平に撮ってこんな感じ。一度止まってしまうと
再発進ができない激坂なので、ゆっくり確実に進む。
ここで初めて32Tのアドバンテージで隊長の先を行
く。激坂には 32T！

やっとあざみラインを制覇！　目の前にはドアップしたような富士山、
後ろには今まで見てきた中でも最高の雲海が広がっていた。雲海の右
側を突き破って顔を出してる山が二つ。奥に伊豆半島の山、手前に箱
根が見えていた。この絶景に感動しながら自転車を菊屋というお茶屋
さんのラックにかけて散歩していたら隊長が到着した。元気そうだ。そ
して待つことおよそ30 分、遂にエツシが！　雲の中からエツシが出現
した。6ヶ月のブランクがあるのに足つき無しであざみを完走したエツ
シが凄いと2人で驚いた。美味しい椎茸茶で温まって、自衛官のジー
プが降りていくのを見て、富士山をバックに (今イベント最初で最後の)
集合写真を撮って下山した。

もうそろそろ頂上の2000mの看板が拝めるはず。雲から抜け出して青空が見えてきたところで最後のトドメ、ここの
斜度は？？、未知の方がいいかと。この景色が見れたらゴールまで残り僅か！

07:30 - 09:30

徐々に斜度が上がってきて、前半の10-13から15%くらいになって
いく。鳥の壁後はもう直線はなく、つづら折りの連続が始まる。
この辺りから深い樹海に入り、上も木々に覆われて見えない。そし
て雲の中に入る。少しするとつづら折りが一旦緩んでほぼ唯一脚を
休められるポイントに出る。富士山が垣間見える中間のご褒美。

あざみの頂上からスバルの麓まで



1年待ったあざみラインDHのリベンジ ('16 の轍参照 )。
今度こそ落車しないであの直線を楽しみたい。前半の激
坂のカーブは特に慎重に下って難は去った。あっという間
につづら折りを通過してあざみラインのラスト直線で自己
最速を更新 : 2 年前にスイスのGotthard パスで記録した
82.1から83.0km/h！　今のギアセットが (貧脚 )軽過ぎ
てこれ以上の速度が出せず、クランクがくるくる空回りし
てたのが笑えた。

ただエツシはあざみの反動がかなり来ていたみたいでスバルをリタ
イアすることに。ゆっくりスバルの麓まで行き、僕たち2人が登っ
ている間にスカイラインのために回復するべく別行動に入った。

無事下りを終え、麓の看板で荷物を回収したら第 2の試練
へ向かった。あざみからスバルへ行くには山中湖を経由する。
しかしそこまでも峠だ、籠坂峠。ただ超級山岳の後に
200mアップの峠は平地みたいなもので楽に終わった。

「ゴルフトレーニングゴリラ」って山中湖沿いで見かけたが、「ゴリ
ラトレーニング所」と脳内変換されてしまった。。。結構目立つゴリ
ラの像があるよ。
そこから国道138号を走り続け、後閑杯のスタート地点に着いた。
ここからが 2個目の富士山の挑戦が始まる。



第 �部 : スバルラインを登る

スバル下山

お昼休み

10月にNCメンバーの多くが登る富士山ルート。東京からのアク
セスも割と良く、道も広いし斜度は良心的で初めての富士山ヒル
クライムにおすすめ。
しかしどうしても他の2ルートよりインパクトが薄く、道中の景色
は地味。隊長と談笑しながらあざみの疲れを癒すべくゆっくり登
る。このルートはあざみの2倍の長さで、1人で登るとなると辛
いかもしれない。2人で行けて本当に良かった。早朝は晴れの
あざみだったが、昼前にスバルはだいぶ曇っていて、雲海を越
えるのも4合目直前だった。雲を突き抜けて見えたのは高密度
の雲海。しかし雲海の上空にまた別の雲の層があって絶景には
ならなかった。

5合目に着く少し前から斜度は一気に緩んでほぼ平地にな
る。そこで隊長のスイッチが入って飛んでいったw
追いかけようとしたが富士ヒルを経験してるだけあってスバ
ルを走り慣れてる隊長とはゴールで合流することになった。

ラストスプリントを終えて5合目の広場に到着。隊長を見
つけて郵便箱で記念撮影。
そこから見えた富士山は濃い赤と緑が混合した、あざみ側
から見た山とは思えない色だった。同じ日に複数ライン登
るとこういう発見があるんだなーと思いながら休憩した。

あまりエツシを待たせるのも悪いと急いで下山
する。スバルの困る所は観光バス。下りだと明
らかに自転車より遅いのに抜かせてくれない。
バスと自転車、そして車が交互に並ぶ歪な渋滞
が出来上がってしまった ...やっぱり総合的にス
バルが精神的に1番辛かったw

作業的に下山を終わらせて国道138が 139に変わるところから西を目指してエツシとコン
ビニで合流し、お昼にした。とにかく食べられるだけ食べて急いでサドルに戻った。

09:30 - 11:40

11:40 - 12:50

12:50 - 13:20



この区間は国道139 号をひたすら走る、長い平地か緩いアップ
ダウンの連続だった。本栖湖と精進湖が少し見れて嬉しかっ
た。今度富士五湖巡りもしたいな。

富士五湖を過ぎた後、凄い所に着いた。朝霧
高原。広がる広野のど真ん中に富士山がドンと
いる高原！　かなり濃い雲の上から姿をちらつ
かせる巨大な山が見えた。
国道139を抜けて最後のコンビニ休憩に入る。
ここで魔剤モンスターエナジーを入れて決戦に
備える。スカイラインの入り口まで ( 静岡 )県
道 72号という樹海道を走った。

この樹海を抜けて少し開けた交差点で左折して通称 KOH(King Of Hillclimb)、高低差
1800mのスカイラインが始まる。この国内最強クラスの登りが始まる前にサイコンを確認し
てゾッとする。もう3200mアップしてる...でもまだ1800もあるのかマジか、と心が折れそ
うになった。振り向くとエツシが消えていた。そしてラインには「富士宮に引き返します」
というDNF通知が入っていた。スカイラインの入り口まで一緒に走ってくれてありがとうエ
ツシ！良いお土産写真を撮ってくるよと決意して少し先行している隊長を追いかけた。

ここからが長い。そして同時に日暮れとの時間の勝負でも
あった。ここを最後の難所として計画したのはミスだった
かもしれないと考えながら序盤は無心に走った。スバル
ラインでフィニッシュするべきだったかも。KOHは入り口
が特にきつくて斜度は10%を前後した。きつい直線が終
わると束の間の休息、大きくカーブする道で雄 し々い富士
山がくっきり見えた。

13:20 - 16:00

16:00 - 19:00

スバルの麓からスカイの麓まで

第 �部 : スカイラインを登る



このカーブから2セットあるつづら折り群の第
1号が始まる。正念場だ。大きいつづら折り
なのでまっすぐ見えるところはまだ安心でき
た。しかし隊長の姿は何故か見えない。お
かしいなぁ（´-`）
つづら折りの1セット目が終わりやっと一合目
の看板が見えた (写真がブレて標高1万に
なったけど気持ち的にはその時1万mでもお
かしくなかった)。

つづら折り群の間の数キロの直線で隊長を捉えた。この追いつ
きで速く走るヒントを得たけどまだ持続できないから7-8%の坂
で練習してみよう。流石にバテてつづら折り第 2ラウンド直前の
駐車場で倒れ込んで休憩。水ももう少ない、干からびランの始ま
りだ。
再開から隊長と残り体力の差があったのでペースを落としてゆっく
り行くことにした。脱力状態でノロノロと進んでやっと最後のつ
づら折りの玄関に着いた。
水ももうない、一切無駄に体力が使えない。自然に荷物を下ろし
て看板を後にしたw

時刻は17:30、ギリギリ陽が沈む前に頂上には着けそうだ。もうここからはあまりよく憶えていない。が
むしゃらに走っては振り向いて夕日の絶景を言い訳に立ち止まって、登って登って登って登って。完全に
陽が暮れた瞬間ゴールが見えた。駿河湾が夕闇に落ちていく数分間が見れて3Peaks 制覇したことに圧
倒的達成感を感じている。チャリを担いで五合目の休憩所の階段を上がると富士山のどデカい影と隊長
が見えてきた。



最後の五合目を制したのは19 時。隊長は15分くらい先に着
いていて凍えていた。ブレッブレの記念日写真を撮り、急い
で下山し始めた。帰りは完全な闇。幸い車も少なく路面もそ
こそこ良かったため無事スカイラインを下れた。料金所まで
降りたら来た道の逆へ向かい、御殿場を目指した。もちろん
闇のダウンヒル。語れる景色も何もない。でも大冒険の後の
夜の静けさと寂しさは心地良い。やっと樹海を抜けて御殿場
郊外に出る。そこからもずっと駅まで緩い下りで本当に助かっ
た。僕はもう流石に疲れたので御殿場でフィニッシュしたが、
隊長は松田まで粘って500 円節約したとさ、やっぱり隊長は
凄いw

そして3Peaks の起点でもあった御殿場から輪行して東京へ帰った。電車の中の記憶は全く無いまま満身創痍で帰宅。
このチャレンジに付き合ってくれたエツシと鬼井澤隊長に感謝！　富士山祭は来年も開催したいので次回はもっと大勢で
挑戦してみたいです^^

スカイ下山から御殿場駅まで

FIN

19:00 - 20:20



あ、どうも。たぶんわかると思いますけど己です。ましろにそです。ルイ
くんから富士山祭の会報の表紙デザインしてよと言われ、いつのまにか
調子に乗って全ページ組版していました。時間もなかったしめんどくさかっ
たのでシンプルな感じにしました。写真も一部は軽く加工してたりします。
まあ手抜き感は否めませんがまとまってはいるかなあと。

ところで、6月会報で公開した「渋峠～雪の回廊ラン～」ですけど、デ
ザインがおかしかったところや文章を手直しして、冊子化しました。オン
ラインの印刷所に入稿して15部届いております。

轍には 3月のやまなみ・しまなみ合宿の記事か、夏合宿の後ラン記事を
どちらかがんばって間に合わせようと思います。お楽しみに。

※画像はイメージです

さてこれは愚痴になるんですが、最近は大学の勉強などもろもろに身が
入らなくて困ってます。いまさらかもしれませんが今後ちゃんと人道的に
生きていけるのか自分で心配になるレベルです。でもそんななかでこう
やってデザインしたりクリエイティブな仕事をしたりするときはめっちゃ楽
しいです (あとスプラトゥーン)。こういうのに出会えたのはNCの会報や
先輩・後輩・同期がきっかけだったりするので、ああこのサークル入って
てよかったなあと改めて感じます。

カンパ制で適当に印刷代くらいちょびっと戻ってきたらいいかなあと思っ
て、みんなに配布しています。とりあえずこの前部室に5冊くらい置いと
きました。
ちなみにどうでもいいことですが、中綴じの冊子は製本の都合上ページ
数を4の倍数にしないといけません。web公開版は14ページだったので、
ここに秘密の2ページを追加してあります。一部の層には需要のあるもの
となっていますので、気になる人はぜひ冊子を手にとってみてください。

勝手に編集後記（ぐだぐだモード）



上日川祭報告 

3 年 井澤壮太 

日程:7/2(日) 

ルート:小作駅~奥多摩~丹波村~柳沢峠~上日川峠~笹子峠~R20~大垂水峠~高尾駅 

170km, 3665mUP url: https://yahoo.jp/L8cR44 

参加者: 

一年 小堀 

二年 齋藤、高橋、古谷 

三年 井澤、寺田、今城、別所、小森、大熊 

 

 どうも 3 年の井澤です。上日川祭の案内のメーリスを覚えている人は不思議に思っているこ

とでしょう。そのメールの差出人つまり主催者は、3 年の寺田だったはずなのに、なんで関係な

い井澤が偉そうに書いているのかと笑 

ここで去年の 9 月会報を見てみてみましょう。すると、何か違和感に気づくはずです。そうで

す、去年の夏合宿の報告の記事がないのです。そして去年の夏合宿の担当は寺田でした。ここま

でくれば、みなさんもうわかると思いますが、担当の寺田が記事を書くのを待つと日が暮れてし

まうので、こうして関係ない井澤が記事を書いているわけです。ちなみに暇な人は去年の新歓特

別号を見てみてください。9 月号と同様な違和感に気づくはずです笑 

と、冗談はここまでとして、本当のことを話すと、このランの企画者は普通に僕です。ただ、

このイベントのメーリスを流す時、浪人会からオマエがメーリスを流すと人が集まらんと言わ

れ、実際 4 月に企画した桜ランは浪人会しかあつまりませんでしたし笑、浪人会で相談したと

ころ、(￣▽￣)って感じの寺田にメーリスを流してもらおうということになったのです笑。なの

で、メーリスの文面も僕が書いていますし、寺田にはメールを送ってもらっただけです。てか寺

田本人がメーリスの文面を書いているなら自分で(￣▽￣)という絵文字をつかわないでしょ笑 

 

さて本題に入りましょう。当日は小作駅 8 時集合という NC のランにしては比較的早い

時間集合にも関わらず、みなさん非常に優秀で 1 人を除き概ね全員が集合時間前後に来て

くれたおかげで、8:20 には出発できました。ちなみにその一人とは 3 年の別所です笑。彼

は参加メンバーの中で圧倒的に集合場所に家が近い（おそらく 10km 前後）にも関わらず、

なんと集合時間の 15 分前ほどに起床したそうで（知ってた笑）、奥多摩駅まで謝罪の輪行

で来てもらうことになりました。 

無事に別所を奥多摩駅で回収した後、みんなで最初の峠である柳沢峠のふもとまで、向か

ったわけですが、今城が速く漕ぎたいということで、集団を抜けて小堀と一緒に先に行って

しまいました。僕らが彼らを見たのをこの時が最後で結局最後まで彼らに追いつくことは

https://yahoo.jp/L8cR44


ありませんでした。話によると、彼らは僕らがゴールする 3～４時間前にゴールしていたよ

うです。 

柳沢峠の麓にある道の駅で一休憩したあと、各自のペースでこの最初の峠を登ることと

なりました。柳沢峠の平均斜度は 5%前後とそれ程きつくないですが、全長 17km もあり、

その長さでじわじわやられます。実際、最初の人が頂上に着いてから最後の人が到着するま

で 1 時間も差ができてしまいました。全員そろってから頂上で集合写真を撮り、下山して

上日川峠に向かいました。ここで、久しぶりに自転車に乗ってもうばてていた小森が上日川

峠は諦めてリタイアし、残り 7 人で登ることになりました。 

いざ登ろうとすると今度は、別所のリアシフトワイヤーが切れてしまいました。ここで別

所は DNF という選択肢もありましたが、切れたワイヤーの端をハンドルに括り付けること

で何とか、軽めのギア比で固定することができたので（インナーローは無理だった）それで

頑張ることとなりました。しかし上日川峠は最初の３~4ｋｍは 12～13%の斜度が続き、そ

の後若干斜度が落ちるとは言っても、結局９ｋｍで平均斜度8.2％はある超重量級の峠です。

それを、シフトワイヤーが切れた自転車で登るのは非常に大変だったようで、上日川峠を登

り下った後の麓の駅でリタイアすることとなり、残り 6 人となりました。 

その後コンビニで休憩し、3 本目の峠である笹子峠に向かいました。この峠は 7.3km 平均

斜度 6.1％なので、上日川峠の後に登ると平坦に感じられ、気づいたら終わっていました。

この峠を下り、大月まで R20 号を下ると、ルイは終電がなくなると、表向きの主催者の寺

田はこの日調子が悪く疲れたと、いってリタイアしてしまい残り 4 人となりました。 

そしてこの 4 人で最後のウザったい大垂水峠を越えて、無事ゴールしました。結局完走

できたのは先に行った 2 人とこの 4 人の合計 6 人/10 人でした。そしてなんとリタイアし

た人は全員 3 年で非常に不甲斐ないです…そして来年はもう少し完走率を増やしたいとこ

ろです。 

ちなみに、おそらく今年の 11 月に明神祭という上日川祭をパワーアップしたようなラン

があるので、完走した人はもちろん、参加できなかったけど峠三昧のランに興味のある人は

是非参加してみてください。 

 



 

 



8-9月の新着動画 

NC 2年 白崎大輔 

 

8-9 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 3 旅行 15 本の動画を公開しました。(書いて思ったけど、結構頑張ったな w) 

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。 

 

数が多すぎるので、一部だけをご紹介します。 

各旅の再生リストは以下のとおりです。 

 

・峠を 2 つ超えて都民の森へ！100km/2100mUP ライド！ 

https://www.youtube.com/watch?v=e93l0_andvY&list=PLBW5hBazVbrO0Q0cLtQZC4_cpGzTX9N0e 

・東北 1 周 850km サイクリング 

https://www.youtube.com/watch?v=IOpHs0m8zsw&list=PLBW5hBazVbrNjNZZxHDlkkx7QNyDpBsuX 

・乗鞍岳ヒルクライム＆登山 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=02xJjv682kA&list=PLBW5hBazVbrM54TLSzmLyEC8GkQsymLgr 

 

・峠を 2つ超えて都民の森へ！100km/2100mUPライド！ 

 
https://youtu.be/e93l0_andvY 

2017/7/24 に高尾山口駅⇔都民の森のピストンランを実施してきました。(高尾山口駅までは輪行) 

https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg
https://www.youtube.com/watch?v=e93l0_andvY&list=PLBW5hBazVbrO0Q0cLtQZC4_cpGzTX9N0e
https://www.youtube.com/watch?v=IOpHs0m8zsw&list=PLBW5hBazVbrNjNZZxHDlkkx7QNyDpBsuX
https://www.youtube.com/watch?v=02xJjv682kA&list=PLBW5hBazVbrM54TLSzmLyEC8GkQsymLgr
https://youtu.be/e93l0_andvY


・夕日タイムラプス@竜飛崎/青森県 

 
https://youtu.be/gxQN-gG1l8E 

夏合宿の前ランで竜飛崎に行ってきた時に、カメラを 1 時間放置して撮影してきました。 

・東北 1周 850kmサイクリング！【3日目/R339満喫！】 

 
https://youtu.be/fj_DF0T5FVM 

夏合宿の前ランの中で最高の日でした。他の日も是非見てね 

https://youtu.be/gxQN-gG1l8E
https://youtu.be/fj_DF0T5FVM


・ダウンヒル中にブレーキワイヤーが抜けた！！ 

 
https://youtu.be/dxrx0nCAalA 

皆さんもブレーキワイヤーを替えた時はきちんと本締めを忘れないように… 

・日帰りで行く乗鞍ヒルクライム＆登山！【ヒルクライム編】 

 
https://youtu.be/02xJjv682kA 

夜行バス日帰り乗鞍岳ヒルクライム&登山。大変なワードしか入っていない(笑) 

https://youtu.be/dxrx0nCAalA
https://youtu.be/02xJjv682kA


編集後記 
2年 白崎大輔 

夏休みが終わってしまいました。この夏は東北 800km、伊

豆、渋峠、乗鞍と本当に色々な所に行けたのでよかったと思いま

す。夏合宿から帰ってきてすぐにスポークが折れたため、4万円ほ

どの出費を迫られ、どうなるかと思いましたが、新たなホイールが

届くまでの間にバイトを入れまくり、工面できました。めでたしめ

でたし。 

秋は、紅葉が楽しみな季節です。昨年は予定が合わなくて殆

ど紅葉ランに行けなかったので、今年は東京近辺も回りたいなと思

います。寒くなってきて荷物は増えるんですけどね… 

本業の大学の方ですが、無事進学先学科が内定しました。第

一希望に行けたので良かったです。これまでも自転車の電子化を進

めてきましたが、更に一層進めたいと思います。キーワードは、X

バンドレーダー、気圧計、赤外線リモコン、315MHz無線、辺りで

しょうか。ハウルの動く DEFY1になる日も近いでしょう。 
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