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春合宿のお知らせ 

一年 大澤、村谷 

 

 今回、春合宿を担当させていただきます、大澤、村谷です。以下は春合宿のお

知らせです。日程が遅めということもあり、どのくらい人が集まるのかとか分か

っていません。 

 

日程 ３月２５、２６日 

 

場所 那須（ルートは 2 年前のものを参考にして下見をしてちょっと変える感じ

にしたいと思います。詳しくは、2 年前の会報に載っているので見てください。） 

 

意気込み 

何年か会報みたらこんな分量の少ないお知らせはありませんでした。しかし、や

る気はあります。事故がおきない安全な合宿にしたいと思います。 

 

文責 大澤 

 



富士見ラン🗻（紅葉ラン🍁）報告 

担当 

2年 岡 1年 浦西 

 

【日程】11月 17日～18日 

【参加者】 

1年 浦西 武縄 富田 吉田 大澤 

2年 岡(俊) 林 河原 泉田 遠山 福山 

3年 永岩 市川 

4年 大熊 

（敬称略） 

【行程】 

1日目 

集合：JR三島駅南口 10:00 

 

Gルート：https://yahoo.jp/5lHC15 

三島駅⇒修善寺温泉街⇒修善寺自然公園⇒西伊豆スカイライン⇒宿 

Hルート：https://yahoo.jp/96jj-Y 

三島駅⇒修善寺温泉街⇒修善寺自然公園⇒宿 

 

宿：伊豆天城民宿わらじ http://izu-waraji.com/ 

↑いろいろフレキシブルに対応して下さって、とてもいい宿でした。 

2日目 

天城越え組：https://yahoo.jp/oaydlmH 

宿⇒天城峠⇒ループ橋⇒河津⇒城ヶ崎海岸 or大室山⇒伊東 

伊東直行組：https://yahoo.jp/o9Ombd 

宿⇒修善寺⇒冷川⇒一碧湖⇒大室山⇒伊東 (たぶん) 

 

解散：伊東駅 各班到着次第 

 

【1日目】 

G1班 大熊 白崎 遠山 泉田 

G2班 岡 河原 林 武縄 

H1班 永岩 市川 吉田 

H2班 文山 浦西 富田 

 

一週間前から雨が懸念されていましたが、運がよかったのか日ごろの行いが良かったのか、当日は 20℃快晴と

自転車日和でした。10:00 三島駅集合ということで、早すぎて寝坊する人が現れないか心配しましたが、おおむ

ねみなさん時間通りに来てくれました。担当は 1 時間半の睡眠を得ることができることを知り、東海道新幹線で

https://yahoo.jp/5lHC15
https://yahoo.jp/96jj-Y
http://izu-waraji.com/
https://yahoo.jp/oaydlmH
https://yahoo.jp/o9Ombd


三島まで行きました。なんと快適なことか。新幹線に乗るやすぐに最後列に座っていた外国人の方が「自転車？こ

こに置きなよ！」と彼らの座席の後ろに置かせていただくことができました。少し話したらこれから神戸へ行くとの

こと。Bon Voyage! 

 

集合して軽くルートについて触れたのちに各自出走。大熊さんが遅れていたため、G1 班は後ろから大熊さんが

チェイスをかけてくることになった。ちなみに、ここで永岩さん率いる班は先日開店したてのさわやか函南店へ向

かったとか。事前に断りを入れておくが、今回のランはGルートとHルートで分けた通り、かなり自由に過ごしても

らうことを想定して組んでいるので、実は班によって全く異なる体験をしていると思われる。 

 

【Gルート】 

三島から県道を下ったのち、途中で狩野川に合流。ここで、本来は県道を進み続けるのだが、白崎さんより狩野

川沿いにサイクリングロードがあるよ、と教えていただいたので、サイクリングロードへ。富士山が時折見え、さらに

これから挑むことになる西伊豆スカイラインの山々が見えてとても心地よかった。途中 G1 班らしきサイクリストが

対岸に見え、やばい、追いつかれるとなったところで河原先生が先頭へ出て怒涛の牽きを開始。あの区間は

Average 25-30km/hはあったのではないだろうか。フラぺで全身の筋肉を使ってこいでいる河原先生、さすが

である。 

 

ほどなく修善寺温泉街に到着。少し進んだところにあった駐車場に止めて少し散策することにした。 

「竹林の小径」や桂川にかかる橋が紅葉で彩られて…という景色を期待して

いたが、あいにく紅葉はまだ 4 割程度しかしていなかった。後に宿の方から聞

いたのだが、今年は暖かいため紅葉も遅れている上に、台風による塩害であま

り綺麗でないらしい。「竹林の小径」はミシュラン・グリーンガイドに載るほど有

名な場所であっただけに残念。ただ、修禅寺の周りは少し紅葉していたので、

少し楽しむことはできた。 

その後、G1 班を発見。既に大熊さんは合流していた。泉田の提案で、じゃんけ

んで負けた人がみかん一袋を買おうということになった。 

ここで、やはり持ち前の威力を発揮したのが河原先生。初発で見事に決めてく

れた。 

ちょうどみかんの聖地であることもあり、甘くて少し酸っぱいみかんは補給に最

高であった。 

 

修禅寺を訪れたのちに昼食を取る。全員が黒米炒飯の大盛りを頼み、エネルギーを

補給。量も味も価格も良かった。 

 

食事後は少し歩いたのちに今度は自然公園へ向かう。ちなみに、この温泉街で本日

の平地は終了である。 

自然公園までの 100UP はいわゆるゴリゴリ音が聞こえるようなきつめの坂で、これ

から西伊豆スカイラインへの登りを控えている G班にとっては壁でしかなかった。 

自然公園では標高があることもあり、温泉街と比べて赤く色づいた木が少し多めに



見られた。陽当たりのいいところか

ら紅葉していくのだろうか。 

自然公園で少し休憩も兼ねた観光

をしたのちに、いよいよ本日の G 班

メインディッシュでもある西伊豆スカ

イラインへ 850m の登りが始まる。

平均斜度５％ということで、一見聞く

とそれほどに感じない方も多いと思

うが、性格の悪い戸田峠はなんとと

ころどころに下りを挟んでくださった。そのため、実際には 10％程度の坂まであった

かと思う。みなさん、平均斜度には気を付けてください。 

途中辛くなってきたのでしりとりをしながら達磨山のキャンプ場で一度休憩。水分補給をしたのちに、気合で達磨

山のレストハウスまでこいだ。 

達磨山レストハウスから駿河湾を一望することができ、富士山と駿河湾をバックに写真を撮った。いきなり現れた

西伊豆スカイラインっぽい写真にテンションも上がる。 

 

達磨山レストハウスを出て間もなく西伊豆スカイ

ライン区間へ突入。最初は斜度の少し緩くなった

くらいで景色はあまり今までと変わらないのだ

が、しばらく登ると急に周りが開けて絶景が広が

った。自転車を一度置いて全員写真タイム。ちょ

うど夕焼けも始まる時間であったため、目の前に

は言葉では表せないくらい美しい景色が広がっ

た。自分もテンションが上がってしまい、自転車

を入れて何度もいろんな角度から写真を撮って

いた。 

 

絶景過ぎる…頑張って登ってよかった！ 

 

さらにいくつか写真を撮ったところで日暮れの

心配が出てきたため、ダウンヒルを開始すること

に。G1 班は夕日を見に達磨山の登山をしてい

た。 

スカイラインと呼ばれるだけで線形は比較的よ

く、ダウンヒルも 30 ㎞以上をキープしつつ進む

ことができた。 

途中、突然鹿が道路を横断してきた。一匹でた

と思えばさらに 2 匹でてきたので、もう出てこな

いか少し減速しつつ…奴らは群れで行動してい

るので飛び出されたらこっちも大変なことにな



る。 

また、ここで自分のライトに故障が発覚。フロントライトは点滅を繰り返す状態、リアライトは全くつかない状態だっ

た。宿に着いたのちに確認するとリアライトの下部に石がはねた後があり、基盤が部分的に破壊されていた。また

もや出費が… 

 

今回の宿は、宿の方のご厚意で貸し切りにて泊まらせていただいていた。お風呂も広めということで、本音は宿で

すぐに風呂に浸かってのんびりしたい…ところであったが、急遽ラスクを買いに行くことに！閉店 30分に滑り込ん

でコンパ用のラスクを買い込む。 

 

宿での夕食：NCの合宿の中でもかなり豪華な夕食であったのではないだろうか。冷えた体には温かいおでんが

うれしい。 

 

反省会・コンパをしてこの日は終了。早く寝た人は 23 時ごろに寝床についていたが、遅い人は 3 時を過ぎてい

たのではないだろうか。 

 

【2日目】 

 

前日の反省会にて急遽天城越えしたくね？ループ橋行きたくね？登りてぇ！ウホウホ。という声が湧いてきたため、

白崎さんがルートを組んで下さり、この日も天城組と伊東組に分かれて走行することに。 

 

A1班 大熊 遠山 林 河原 

A2班 白崎 泉田 岡 富田 

N1班 文山 市川 武縄 

N2班 永岩 浦西 吉田 

 

A1班と A2班は実質 A班として行動した。 

 

【天城組】 

宿を出走して天城峠へ。前日の登りとは違い、しっかり登り続けてくれる健全な峠だった。感覚としては５％くらい

の登りだったと思う。 

最初のスポットは浄蓮の滝。天城峠の名所でもあるこの滝を見ていこう！と訪れたのだが、ここでは登った分くら

いの階段を下りて見に行ったので、さっそく足腰がいじめられている気分であった。 

ただ、滝は水量が多く迫力もあって美しかった。 

 

次は道の駅天城峠に立ち寄る。ここまで来てようやく葉が色づいていた。紅葉林もあり、きれいだったのだが、な

ぜかここでは恒例のミカン男気じゃんけんをして終わった。「紅葉」ランとはなんだろう。 

ちなみに、この時は陸生が負けて全員分を購入。ごちそうさまでした！ 

 

 

 



このすぐ先にある滑沢渓谷がきれ

いと聞いていたので、立ち寄ること

に。自転車をすこし PVっぽく置いて

みた後に、いざ渓谷へハイキング。 

 

となるはずだったが、なぜか先導し

ていた泉田らは渓谷に沿った道を

すっ飛ばして山登りを始める。ここま

で来ても登りたいですか！！もはや

山ゴリラ集団。 

1.8km のハイキングコースを進み、

天城の太郎杉を見に行く。樹齢

450 年ほどといわれるだけ巨大で

迫力がすごい。 

 

このあとはのんびりと登り、旧天城峠の方へ。途中ダート走行をはさんで少

しスリリングな体験をした。 

そして有名なループ橋を通り、河津七滝を見て、河津へ向かった。 

前日西伊豆登ったし、今日はのんびりと伊豆急に乗って、のらりくらりと東

京へ帰るか、というのが常人の発想である。しかし、A 班にまともな思考を

持っている人などいるわけもなく、ここから伊東を目指して海沿いを進み続

けることになった。また、大室山推しの二人は伊豆急のサイクルトレインを

利用して伊東方面へささっと向かっていった。サイクルトレイン、便利そうだ

ったのでいつか使いたいですね。 

 

走り続ける決断を下した自分らはみかんを食べながら伊東へ。途中国道で交通量が多いところもあり、さらに観

光バスにあおられたことで、kwhr先生は少し機嫌が悪かった。日暮れの城ヶ崎海岸に立ち寄り、無事 17時ごろ

には伊東駅へ到着することができた。（途中担当は tmtyzk さんに下り坂でちぎられてしまった。そろそろ潮時か

な、代の交代を感じますね） 

 

 

というわけでダラダラと書きました(執筆もダラダラと 3 か月ほど要しました)が、それぞれの日に 2 ルート用意さ

れている、という新しい形式で紅葉ラン(富士見ラン)を開催しました。どうも、みなさん楽しんでもらえた模様で、

たまにはこういう感じでの開催もありなのかなと思います。また行けなかった人も、春になったら西伊豆スカイライ

ンは素晴らしくいい道ですので、是非訪れてみてください。 

 

 

 

 

 



最後に、集合写真です。参加して下さった皆さん、ありがとうございました。 

 

 

 



駒代連載第 2 号 

第 2 回さわやかランの記録 

1年 青木 慧 

 

 あけましておめでとうございます(旧暦)。駒代の青木です。第 2 号にして連載のネ

タも尽きてしまったので、代わり映えしない個人ランの記録でお茶を濁そうかと思い

ます。 

0. 参加者紹介(敬称略) 

・青木(1 年) 

・永岩(3 年) 

・西村(1 年) 

・吉田(1 年) 

1. 概要 



駒代連載第 2 号 

第 1 回さわやかラン(轍 2018 参照)の好評を受け、1 年の富田を中心に、12 月ご

ろから第 2 回の開催が計画されていました。決行されたのは新年早々の 1 月 6

日。前回同様、小田原駅からさわやかを目指すこととなりましたが、峠を恐れて酒

匂川沿いのルートを取った前回と違い、主催ゴリラの意向によって熱海峠を正面突

破するルートとなりました。参加者は上記の 4 人に加えて富田と浦西の予定でした

が、体調不良と寝坊によりこの 2 人は参加できませんでした。 

 

 



駒代連載第 2 号 

2. 小田原〜熱海 

 さわやかで昼食をとるつもりが夕食になってしまった前回の反省を活かし、小田

原駅での集合時刻は 8 時に繰り上げられました。西村は箱根駅伝のルートを通って

家から全自走で来たそうです。ご苦労なことですね。出発してしばらく走理、国道

135 号に入ると左手に海が広がります。残念ながらこの日は空も海も絵に描いたよ

うな鉛色で何もテンションが上がりませんでした。 



駒代連載第 2 号 

 

 

 

 

←絵に描いたような鉛色 

 

 

 

 

 熱海までの 20km は海が見えるばかりでめぼしい見所もなく、淡々と海沿いのア

ップダウンを越えていきます。10 時過ぎには熱海駅に到着してしまいました。ここ

で雨が降ってきたこともあり、駅前の足湯で休憩することにしました。このあとは

いよいよ本日最大の山場、熱海峠へのヒルクライムです。 

3. 熱海〜沼津 

 足湯での休憩を終え、来たる峠道に向けて胸は高鳴るばかりです。手早く準備を

すませて出発しましょう。 



駒代連載第 2 号 

←出発に向けて準備する我々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いざ出陣！→ 

 

 

 

 

 



駒代連載第 2 号 

 

 気合十分の我々は、熱海峠(の地下)を 80km/h 巡航で突き進み、わずか 20 分で沼

津駅に到着しました！運賃は 410 円でした。 

 

 熱海峠をルートに組み込んだ富田プロが体調不良で去った今、残された我々には

凍結の危険もある熱海峠を雨の降る中登る気などさらさら無く、10 秒ほどの熟議を

経て、文明の力を借りることとなったのです。 

 

 

4. 沼津にて 

 沼津駅まで着いてしまえばさわやかまでは自転車で 10 分程度。あっという間に

到着し、前回同様げんこつハンバーグ＋ライス大盛りを平らげました。 

 肝心のさわやかの記述を 2 行で終えてしまい、時間も紙幅も体力も余っていたの

で温泉にでも行こうかという話になり、西に 5~6km 離れた温浴施設に向かいまし

た。殺風景な国道 1 号を飛ばしてあっという間に到着しましたが、その施設には駐

輪場がなく、遊技場(隠語)の上という治安の悪そうな立地。途端に拍子抜けしてし

まった我々は入浴をやめ、もう一度沼津市街へ戻ることにします。何か見所はない



駒代連載第 2 号 

かと思っていたところ、なかよしさいくるのスイーツ王こと永岩さんが深海プリン

工房なるインスタ映えスポットを紹介して下さいました。勅命に従って海沿いのプ

リン工房に向かうと、悪天候にも関わらず店の前には長蛇の列ができていました。

海をイメージして青く染められた目玉の深海プリンにあまり食欲をそそられなかっ

た僕は普通のカスタードプリンを頼んだのですが、インスタに生きる男こと永岩さ

んは当然のように深海プリンを注文。店の前に設置された撮影台でしばらく撮影に

勤しんでいました。 

←光源やアクセサリーを調整して

最高の一枚を撮ろうとするインス

タファイター 

 

 

 主催者の富田が体調不良で欠席、

熱海峠はショートカット、さわや

かの記述は 2 行、温泉への無駄な

往復など、終始グダグダなランで

したが、終わってみればハンバーグや美味しいプリンがいただける楽しいグルメランに



駒代連載第 2 号 

なりました。参加者の皆さんありがとうございました。 



編集後記

1年　西村

　こんにちは。編集担当の西村です。今回寄稿して下さったみなさま、

ありがとうございました。今回も編集が遅れてしまい、バレンタイン

デーを過ぎるという惨事となってしまいました。

　春休みに入って、みなさまはどうお過ごしでしょうか。私はという

と、用事のない日は数学をだらだらとするつもりが思ったよりタスク

が多くて進まず、なんとも言えない日々を過ごしています。先日ビン

ディングペダルに換装しましたが、なかなか良いですね。足をペダル

に置く事を意識する必要がないので楽です。

　今回の編集後記はLATEXで書いています。天文部の友人によると、上

手く使えばおしゃれなパンフレットが出来るようなのですが、まだ文

字と数式を書くので精一杯です。精進します。


