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夏合宿ルート解説 
文責：山口 

　今回の夏合宿のしおりのルートに関する部分は，編集の都合によりこのよ
うに独立した記事となっております．ご了承ください． 

　なお，北海道は本州と比べて日没が早いので，普段のランより時間を意識
するようにしてください．特に序盤に列車輪行が入る2日目はタイムマネジ
メントが若干厳しくなることが予想されます． 

１日目（8/29） 
札幌から小樽へ向かうルートです．小樽の滞在時間は少し長めにとりたいと
ころ． 
https://yahoo.jp/k1WP2t  

出走時刻：　　　　　到着目安時刻： 

0km 札幌国際ユースホステル 

https://yahoo.jp/k1WP2t


｜創成川通，北1条 

3.1km 北海道庁：赤レンガの建物とかあります． 

｜西7丁目通 

4.2km 北海道大学：構内は気をつけて走りましょう． 

｜新川通，国道337号，道道225号 

23.5km 銭函海水浴場：砂浜．ホッキ貝がとれるらしい． 

｜道道225号(av.5% 1km 57up)，国道5号 

41~44km 小樽市街 

｜国道5号，道道1号（朝里温泉通）(av.2.2% 3.7km 84up) 

52.4km ウィンケルビレッジ 

・札幌市時計台の前を通るルートになっていますが，工事中なので立ち寄ら
ない前提です． 

・国道5号のトンネルは歩道走行を推奨します． 

・小樽市街地の観光について，ルートでは小樽運河，日銀旧小樽支店金融資
料館，ルタオ本店などを通るようにしていますが，各班でどこに寄りたいか
決めて回るようにしてください．小樽市街地に関してはルート通りに走る必
要はないと思います．なお，ネットで調べた限りでは小樽市内の駐輪場の情
報が全くなかったので観光の際は注意してください． 



２日目（8/30） 
大移動の日です．エグい山越えを避けるため余市まで輪行して迂回します．
それでも832upですが． 
https://yahoo.jp/Wm571G （ウィンケルビレッジ→小樽駅） 

https://yahoo.jp/-Yi2sI （余市駅→ペンショングランパパ） 

出走時刻：　　　　　到着目安時刻： 

0km ウィンケルビレッジ 

｜道道1号，国道5号 

10.3km 小樽駅 

|| 函館本線（輪行） 

0km 余市駅 

｜国道5号，道道36号(av.4.7% 7.2km 337up) 

10.0km 冷水峠：トンネル手前で旧道に逸れて峠を目指す（重要）．まっす
ぐ行くとトンネル入っちゃいますよ！峠から少し進んだところに駐車場あり．
展望台もあるらしいがホンマか？ 

https://yahoo.jp/Wm571G
https://yahoo.jp/-Yi2sI


｜道道36号：ダウンヒル区間 

15.8km セイコーマート赤井川店：赤井川村内唯一の小売店らしい． 

｜道道36号 

21.6km 道の駅あかいがわ：パン屋さんなどの施設がある． 

｜国道393号(av.1.4% 5.7km 77up→av.6.1% 4.1km 254up) 

31.0km 樺立トンネル：峠を越えた瞬間からノンストップで緩い下り(1.1%)
のトンネルに突入．暗く，路肩が狭い． 

｜国道393号（ダウンヒル区間），国道276号，国道5号，道道343号 

56.6km ペンショングランパパ 

・小樽→余市の輪行は，函館本線の本数が少ないことに十分注意してくださ
い．時間的に乗れそうなのは 

 07:04小樽発　普通　然別行　（2両） 

 08:05小樽発　普通　倶知安行　（1両） 

ぐらいかと思います（その次は08:44小樽発の特急ニセコ，その次は09:38
小樽発普通でここまで来ると宿着前に日が暮れてしまうおそれが）．所要時
間は約24分，運賃は360円です． 

・余市駅の近くにニッカウヰスキー余市蒸溜所がありますが自転車なので寄
れませんね． 

・冷水峠は二重カルデラに囲まれた赤井川村を一望できる景色のいいスポッ
トらしいです． 

・国道393号は駐車場や休憩所の類はほぼ皆無だが，基本的に路肩は広く
(1.5m)，少し止まって休憩するぐらいはできそうです．しかし，樺立トンネ
ルは路肩が狭く，また暗いので最大限の注意をしながら通過してください．
トンネルに入る前の上り坂の時点でリアライトを点灯しておくこと． 

・47~48kmで倶知安の街中を通過します．このあたりは商店などは多そう
です．15.8km地点のセコマからここまでの30km以上は無補給地帯です． 



３日目（8/31） 
羊蹄山の周りをぐるっと回る日です．荷物を宿に置いて身軽に走れますね． 
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=476fe310f25e740707cbe414bf393f7a  

出走時刻：　　　　　到着目安時刻： 

0km ペンショングランパパ 

｜道道343号，国道5号，道道478号（ストレート区間） 

18.5km 道の駅　名水の郷きょうごく：湧き水があるらしい．レストラン有
り．公園が併設されている．近くにローソンあり 

｜道道97号，道道66号 

41.5km 道の駅　ニセコビュープラザ：軽食やスイーツなどのお店がある． 

｜国道5号，道道631号，道道343号 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=476fe310f25e740707cbe414bf393f7a


54.1km ペンショングランパパ 

・ルートラボだと道の駅名水(ryを出てすぐに道道97号方面へ向かっていま
すが，各班の判断で京極町市街地まで出て食事を取るのもアリだと思います．

・2日目ほど問題にはならないとは思うけど無補給地帯が連続します． 

・沿道にオシャレそうな感じのカフェとかが点在しています．下調べをした
上で，各班で立ち寄るかどうか決めてください． 



五月祭収支等報告 

文責: 大江  

  

五月祭の収支報告です。遅くなり申し訳ございません。  

  

去年の先輩方と同じく、今年の五月祭でも牛串の販売を行いました。 ビールの販売を行わ

なかったのと、1 本あたりの値段を 300 円から 350 円に変更したこと以外は特に去年と

違いはありません。また、今年は五月祭当日の値下げは行いませんでした。  

  

支出と収入は以下の通りです。  

  

  

入荷した分を全て売り切ることができたため、150000 円ほどの利益となりました。これは

良い立地を確保できたためだと思います。屋台は工学部 1 号館前の広場だったのですが、

そこでま〇〇ゅうプロジェクトさんの企画の見学者を引き寄せることができました。結果

として両日共に、15 時までに全ての牛串を売ることができました。  

もう少し欲張って仕入れの本数を増やしても良かったかもしれないです。  

 

  

 

支出 収入

食材・物品 163702 347000

生協・山王レンタル費 32589

諸経費 5510

計 201801 347000



大きな反省点としては、クーラーボックスの不足が挙げられます。60L のクーラーボック

ス 1 個だけでなく、何人かに小さめのクーラーボックスを 2,3 個持ってきてもらったので

すが、全く足りませんでした。結局、当日 90L のクーラーボックスを追加でレンタルする

羽目になり、手痛い出費となりました。牛串 500 本程度の収納にも、余裕をもって 90L×2 

くらいは用意したほうが良いかもしれません。  

また、一件生焼けの苦情が来ました。調理のリハーサルはしっかりと行いましょう。  

  

報告は以上となります。企画を手伝ってくれた 3 年生や一部の先輩/後輩方、そして当日牛

串を買ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。  

 



特訓ランサポート事務報告

　特訓ランでサポート担当を務めました、３年の白崎大輔です。

　当日は、サポートをせずに自転車で走ったので、当日のサポートの反省等は、実際にサポート業務をしてくれ

た人の記事に任せたいと思います。

　サポート担当は、前年に特訓ランの担当を務めた人が自動的になる慣習があるので、今年もそれに倣いました。

　以下、仕事の流れです。

1. サポートカーの予約

　サポート担当の最初の仕事は、サポートカーを予約することです。予約時期が遅くなると、借りれなく
なるので、2ヶ月前の4月頃には借りておけると安心です。そのために、特訓ランの日程をそれまでに決
めるよう、執行代の特訓ラン担当に催促しましょう。

1. 車種

　サポートカーは、ハイエースかキャラバンを 2台です。それぞれ、派生モデルというか、いろいろな
型番があるので注意しましょう。かくいう私も、昨年のサポート報告にこのように書いてあったにもか
かわらず、確認を怠っていたため、当日に冷や汗をかきました。

　注意すべき点は、何人乗りかということです。サポートカーとして使うためには、後部に広い空間
が確保されていないといけません。ハイエースには、6人乗りと9人乗りがありますが、9人乗りで、
座席がたためないモデルだと、自転車を積むことができません。これを借りてしまわないようにしま
しょう。今回、9人乗りを借りていたことに当日に気づき、冷や汗をかきましたが、幸い、今回のモデル
は座席をたためるタイプだったので、セーフでした。というか、今回の、9人乗りで座席がたためるタイ
プがベストだと思います。

2. レンタル先

　ハイエースのレンタルは、今回はトヨタレンタカーでしました。昨年の今城さんの記事によると、格
安レンタカーは保証が不十分であったり、初心者だけでは運転できなかったりと、少し心配なところ
があるので、大手で借りるほうがよいとのことでした。

　ちなみに、昨年はタイムズで借りていたようだったので、私も、最初はタイムズで検索したのですが、
本郷近辺のタイムズにはハイエースの在庫がなかったので、今城さんの安心リストにあって、なおか
つ在庫のあったトヨタレンタカーで借りました。

3. 保証

　一番、保証が厚いプランで借り、結果としては、特に問題はありませんでした。保証が薄いと、万が
一の時に余計な出費が生じ、その出費をどこから出すのかなどを、後で揉めることになるので、どこ
で借りるにしても一番保証が厚いプランで借りましょう。（夏合宿で実例あり）

　ただ、保証があっても、自損事故や、自転車の積み下ろしに伴う傷などは保証されない場合があ
るので、特に自転車の積み降ろしで車に傷をつけないように気をつけましょう。

4. レンタル時間

当日の朝に借りて、機材を積み込んで、向かうとなると、時間が厳しくなるので、前日の夜から、日曜
日の夜まで４８時間借りるのが良いでしょう。日曜の夜の返却時刻はなるべく遅くしておいたほうが
よいです。今年は、21:00に設定しました。比較的東京から近い箱根でしたが、日曜の夜の上りは渋
滞するので、結構ギリギリになりました。もっと遅くできるならしたほうが余裕があると思います。

2. 自家用車の手配

サポートカー2台だけだと、サポート体制に多少不安があります。自家用車を出してくれる人がいないか、
同級生、上級生、OBなどに聞いてみましょう。昨年は、自家用車が1台、バイクが1台サポートに参加し
てくださいました。今年は、打診してみたものの、結局 1台も集まりませんでした。ただ、なんとかなったの
で、集まらなかったら、無理にもう一台レンタカーを借りるとかまではしなくても良いと思います。昨年のサ



ポート報告によると、自家用車は暇だったようなので、わざわざ金銭的負担を増大させてまで、必要だと
は思いません。

3. 予約後〜2週間前位までの仕事

サポートカーを予約したら、サポートを担当してくれる人が足りているかが大事です。逐一、特訓ラン担当
に参加申し込み状況を聞き、十分なサポート人員が足りているかを確認しましょう。サポートカー２台の場
合、６人位はほしいです。同級生のドライバーが集まらなくても、上級生は喜んでドライバーを買って出て
くれるので、上級生にも打診してみましょう。

4. ２週間前位〜前々日までの仕事

2週間前くらいになったら、サポート人員の人と、執行代の特訓ラン担当を集めた LINEグループを作り
ましょう。遅くなると、先輩方が心配して連絡してくださるので、気を遣わせないように、早めに作りましょう。
そこで、各車への人員の割り振りや、当日の担当業務等を決めていきましょう。
サポートカー2台の場合、1台が荷物の回収運搬と補給の配布を担い、もう 1台が走れなくなった人の
回収やメカトラに対応するのが良いでしょう。

5. 前日の仕事

まず、サポートカーをレンタルします。運転する人全員の免許証が必要な場合があるので、免許証を持っ
てきてもらうのを忘れないようにしてください。両車とも、前日の仕事が終わったら、車中泊です。
1. 補給担当サポートカー
当日補給の配布を行うサポートカーは、補給を買い出しに行きます。補給の量ですが、別表を参考
にしてください。

2. メカトラ担当サポートカー
メカトラ対応にあたるサポートカーは、駒場の倉庫へ機材を積み込みに行きます。駒場キャンパス正
門は、基本的に24時間開いているようですが、駒場キャンパス内に入るには、事前の届け出が必
要なので、忘れないようにしてください。今回、届け出をしてなかったので、正門で注意されました。帰
りの申請もしてなかったので、2回目は許されないと判断し、帰りは裏門の近くに駐車して、機材を
人で運びました。届け出は忘れないように！！
駒場の倉庫から持っていくものですが、別表を参考にしてください。

6. 当日の仕事

朝、集合場所に集合時間より少し前に集まるようにしてください。そこから先は、関与していないのでわか
りません。
走り終わり、宿に戻ったら、領収書の集計を始めます。コンパでの集金の前に、すでに使った金額と、翌日
使う見込みの金額を集計し、コンパでの集金額を決めます。過不足が生じたら、サークル費でやりくりす
るので、それほど気を使う必要はないと思います。

仕事はこのような感じかと思います。一つ意見を述べておくと、前年の特訓ラン担当がサポート担当をするこの仕
組みは、考える余地があると思います。前年に特訓ラン担当をしたようなゴリラは、翌年の特訓ランで走りたくなる
のは当然で、そうすると、準備をする人と、当日にサポートをまとめる人が分かれることになります。
去年も今年も、なんとかなっているので、まあいいんですが、できることなら、当日のサポートをする人が、レンタ
カーの手配等々からやったほうがよいと思います。でも、そうすると、誰も担当してくれないのかな？笑

わからんことあったら、白崎まで聞いてください。覚えている範囲でお答えします。

以下、別表と会計報告です。



【購入/用意するもの（走者 30 人、1 日目のぶん）】 【倉庫から持っていくもの】
水 4L（傷を洗う） 救急セット
経口補水液 2 本 軍手
傷パワーパッド フロント/リアライト
ラップ 予備のサークル車
サージカルテープ フロアポンプ×2
はさみ リムテープ
ティッシュ チューブ
ガーゼ タイヤ
湿布 パッチ
包帯 タイヤレバー
段ボール（箱、緩衝材として） ブレーキシュー
荷造りひも（自転車を固定する） ブレーキケーブル
ぞうきん シフトケーブル
タオル ワイヤーカッター
レジャーシート スタンド
新聞紙 六角レンチ

アクエリアス 24L
麦茶 12L
パン（バターレーズンやチョコスティック等） 60 本
小バナナ 20 本
塩飴 2 袋
ようかん 10 本
ウイダー 10 個
ゴミ袋 45L×10 枚入り
紙コップ 60 個
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編集後記 

　最後までこの8月会報を読んでくださりありがとうございます．NC2年編集担の山口です．先月
に引き続き記事募集から発行に至るまで諸々がgdgdで大変申し訳ありません…．お忙しい中記事
を執筆・提出いただいた方は本当にありがとうございます． 
　今回の会報の編集はいつも使ってるのと同じパソコンなんですが，現在（8/7）この会報と同時
並行で航空機設計ゼミに向けたレジュメを執筆しており，そちらに合わせて句読点として「，」
「．」を使うようなキーボードの入力設定にしています．そのためこの編集後記と夏合宿のルート
解説がめっちゃ理系の教科書っぽい雰囲気になっています（ホンマか？）（読みづらかったらご
めんなさい）．あとさとりょの記事もこんな感じですね．LaTeXで組んでるあっちの方が自明に
本格的． 
　さて，この狂いそうな猛暑の中みなさまはいかがお過ごしでしょうか？自転車乗っています
か？？編集担当は夏合宿，そしてその直前にあるツール・ド・妻有を前にテンションがぶち上がっ
ておりますが，7月定サイ以来チャリ乗ってないんですよね，果たして妻有から生還できるのか？
かなり怪しいところではありますね…．熱中症を全力で回避しながら，いい感じに走行距離を稼
いでいきたいところですね． 
　というわけで（？）今月の編集後記は以上です．ここまで私の駄文にお付き合いいただいた皆
様ありがとうございました．夏合宿に参加される方は涼風吹く北海道でお会いできるのを楽しみ
にしています． 

NC２年　編集担当 
山口　玲




