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２０１９年 新歓合宿報告 
担当：杉浦 富田 

 

 

新歓合宿に参加していただいた皆さん、ありがとうございました。今回は梅雨入り後

の開催となり天候に悩まされることが多かったですが、皆さんの協力のおかげでなんと

か上手くいきました！！ 

 

 

報告では以下についてまとめさせていただきます。 

 

・参加者 

・合宿概要（１日目、２日目） 

・反省点 

・会計報告 

 



参加者（敬称略） 

NC１年生 一野瀬 上杦 大越 竹内 西田 西村 蓮沼 波多野 林 

NC２年生 青木 加賀 杉浦 武縄 谷岡 富田 西村 吉田 

NC３年生 岡 南雲 林   

NC４年生 木村 永岩 三輪 山田 

 

 

 

概要 

★１日目 

合宿１日目、もともと雨予報でしたが晴れたので予定通り富士急ハイランド駅に集合

しました。班ごとに河口湖、西湖あたりを巡り宿に向かいました。 

 

《班分け》（敬称略） 

１班：谷岡 上杦 岡 山田 

２班：富田 大越 林 南雲 木村 

３班：西村 杉浦 竹内 蓮沼 林 

４班：武縄 西田 一野瀬 三輪 

５班：青木 西村 波多野 永岩 

 

《ルート》  

https://yahoo.jp/SqbkQG 

 

班によって寄ったところは様々だと思いますが、２班はほうとうを目指して前半はルー

ト通りに進みました。途中、河口湖の湖畔にある観光案内所により鳴沢氷穴の割引券を

ゲットしました。 

↓河口湖周辺の公園にてのんびり中 

 

 

 

 

 

https://yahoo.jp/SqbkQG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょうどお昼ごろに目的のお店についたものの、暑すぎてほうとうを食べるか否か結構

悩み５人中２人がほうとうを食べました。 

次は涼しさを求め氷穴に向かいますι(´Д｀υ)ｱﾂｨｰ 

鳴沢氷穴までは結構な坂道続きで、新歓合宿で獲得すべきではない標高を獲得してしま

いました。 

↓もはや寒かった鳴沢氷穴（０℃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

その後はひたすら下り、岡俊先輩

おすすめのハーブ園に行きました。 

←テラスからは富士山を眺められ

たのに…。雲が邪魔して見られま

せんでしたが… 

 

ハーブティーやレーズンやらが

次々と出てきました。 

叩いて食べると甘い不思議なハー

ブとも出会いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無事宿につき、途中参加勢と合流。夕食の後は、反省会＆コンパをしました。 

一日目終了！お疲れ様です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★２日目 
 予報では午後から小雨とのことでしたが、午前中からかなり本格的に降られてしまいま

した。 

 

《班分け》（敬称略） 

１班：加賀 西村 波多野 林 山田 

２班：杉浦 吉田 一野瀬 大越 岡 

３班：武縄 青木 林 蓮沼 木村  

４班：谷岡 西田 竹内 三輪 南雲 

５班：富田 上杦 西村 永岩 

 

《ルート》 

宿～富士山駅 

 

 駅までは７ｋｍ弱でしたが、終始下りで雨が強いということもあり寒かったと思います。 

 

反省点 

 

 

 

 

 

 

 

・急に車線変更の車にぶつかりそうになった。 

 →危ない運転をしている車に対しては警戒する。 

・わきから飛び出してくる車にぶつかりそうになった。 

 →上のような車の存在に気づいたら減速し、車の人と意思疎通をとる。 

・（５人班で列が長かったこともあり、）合流が危険だった。 

 →合流などがあることは、予め確認して合流の仕方を新入生に説明すべきだった。 

  また回避可能であれば回避する。 

  上級生３人、新入生２人での班の構成が安全だと改めて感じた。 

・『とまれ』標識を無視した。 

・左折車が自転車に気づかず曲がろうした際にぶつかりそうになった。（歩行者信号赤） 

 →左折車は信号が変わる前に曲がろうと急ぐので、この場合は特に自転車は歩行者信

危なかった場面やその改善点について共有することを目的に反省会を行っています。事

故を未然に防ぐためにも、事故が起こりうるパターンを知っておくことは重要です。 

事故が起こりうるパターンや走行法については、なかよしさいくるのホームページの 

「安全走行 虎の巻」「ヒヤリハット集」に載っているので新入生は是非読んでくださ

い。 

 

 



号が赤になったら止まる。左折車に巻き込まれない位置で待つ。 

・信号が変わった際に対応が遅れ、追突しそうになった。 

 →歩行者信号をもとに判断する。 

・渋滞があった際すり抜けをするかどうか迷った。 

 →路肩が広くない限り行わない。 

  路肩が極端に狭いなどで走行が危険な場合、歩道に避難する。 

・出走前のレクチャーが足りなかった。 

・車間が狭くぶつかりそうになった。 

 →平地では車間は自転車１．５台分ぐらいあける。 

 

 

 

 

会計報告 

 

 

 宿代                       ６４８０円 

 コンパ代        ４６１２÷２４≒      １９２円 

                          ６６７２円 

一人当たり６６００円徴収し、端数は先輩方が出してくださいました。 

ありがとうございます。 

 

 

 

 

新歓合宿報告は以上です。 

お疲れ様でした。 

 



初級キャノンボール挑戦！ 
 

2 年 加賀 琢⺒ 
 
 

0．⽬次 
1．動機 
2．準備 
3．⾛⾏ 
4．装備・補給 
5．後記 

 
 
 
1．動機 
 

私の出⾝地は愛知県である。最近は妥協して名古屋と名乗らないようにしている。中⾼と
名古屋の学校に通ったこともあり、地元にアイデンティティがあるかと⾔われるとイマイ
チ⾃信はない。そんなことはどうでも良く（後でどうでもよくはなくなるが）、まあ漠然と
「⼤学⽣のうちに⼀度は⾃⾛で帰省したいなあ」などと、当初から⼩さな野望を抱いていた。 
最近はロングライドする機会もちょいちょい増え、悪戯に先延ばしするものでもないなあ
と思ったが吉⽇、ノリと勢いで⽣きる体質に拍⾞がかかった２S の暇⼈（暇⼈とは⾔ってな
い）は早速計画ともいえない構想を思い描いたのだった。 
 
 肝⼼のスタートだが、初⾒の区間が多く、距離耐性も圧倒的にない⾃分には東京発が向い
ている気がした。終盤の箱根で⽂字通り死ぬ光景が、ありありと想像できたからである。そ
して⾛破に 24 時間かけるとして、何で帰京するにせよ丸 2 ⽇低度は必要である。また気候
を考えると春か秋、２S より暇な時期はあるまい、と考えていくとこの 6 ⽉しかないではな
いか…。そんなこんなして、6 ⽉唯⼀予定のない 1 週⽬を全⼒でキープすると、親に連絡を
⼊れたのが 2 週間前である。 
 
 裏話として、ビンディングを導⼊する契機にしてやろうという動機付けもあったようで
ある。ビンディングを導⼊したから⾛ろうではなく、⾛るからビンディングを買おうという
なんとも強引な考えである。だってお⾦貯まったら導⼊しようと思っていてもなかなか貯
まらないし、買ってしまえば頑張って稼ぐしかないからね。まあただの脳筋である。 
 



2．準備 
 

決⾏予定⽇の 1 週前、週間予報に⾬マークがないことを確認すると、さっそく準備に取
り掛かった。と⾔いたいところだが、何かと忙しい２S である（⽭盾…⾃⼰⽭盾？）。気づ
いたら前⽇、まあ学事歴通り午前休を確保してあるから、と余裕をこいていたら⼤絶起。⼆
度寝をかまして 12 時間睡眠を遂げてしまう。泣く泣く出た４限でルートを練り、５限を切
って新宿のわいずに⾛る。当初から覚悟を決めていたのでビンディングシューズとペダル
を購⼊すると、６限に急いで戻る。お察しだが、この時点でもうめちゃくちゃである。より
によって、4 ⽉からあたりをつけていた主題科⽬のガイダンスが開講だったので泣く泣く 6
限に出るハメになったのである。そして⼣⾷を摂った後、ビンディングの装着を開始。どっ
ぷり⽇は暮れた夜の駒場である。ペダルの取り外しに四苦⼋苦し、装着が完了した頃には 22
時を⼤きく回っていた。（倉庫の⼯具で⼒を込めようと、あまりにもペダルが外れないため
⻘⽊に泣きついたところ「信⼼が⼤事」というアドバイスをいただいた。）⾃宅まで 5km く
らい⾛れば慣れるやろ、というノリで帰宅し、ストラバでルートを作成するなど準備を終え
たのが 1 時過ぎだったろうか。当初の⽬論⾒である 9 時出⾛はそうそうに諦め床に就いた。
まあ 24 時間で⾛れるかが肝⼼なのである、と⾃らに⾔い聞かせつつ。 

 
次章に⾏きたいところであるが、ここで⼤問題が発⽣する。絶起の期待を裏切ってのメカ

トラである。事件は 7 時に希望の起床をキメた後に起こる。前々から気になっていた変速
の不調を解消してから出⾛したいなあ、と思い⽴ち、ディレイラーを弄ったらロー側半分に
⼊らなくなったのである。解説本や複数のサイトを参考に試⾏錯誤するも、改善するどころ
か元に戻すことさえ出来なくなってしまった。完全に改悪である。為す術がないようだった
ので、近所の⾃転⾞店の開店を待ち、修理を終えた頃には 11 時半であった。 

 
繊細なメンタルを⾟うじて維持しながら、気を取り直して⽇本橋へと向かう。この時点で

⺟親には改めて呆れられていた。それはそうである。⾃転⾞で帰省するにして、わざわざ夜
を徹して⾛る必要もなければ、進路を逆にとって⽇本橋に向かう必要もない。つくづく⾃転
⾞とは⾯倒な趣味である。 
 
 
 
 
 
 
 
 



3．⾛⾏ 

 
3-1 序盤 
 

やっと本題である。もはや疲れが滲んでいた気さえするが、まあ 24 時間で⾛りきればな
んでもいい話である。否、今回の⽬的は帰省である。最悪明⽇中に名古屋にたどり着けば、
なんの問題もないじゃないか。そんなことを⾔い聞かせながら、12:30 に⽇本橋を出発。 

 
国⼀沿いに進み、⼆段階右折に焦らされながら、序盤はひたすら踏まないように、グロス

がどんなに伸びなくても耐える⽅針を取った。環七との交差点から⼀部既⾛区間があった
ものの、全くアドバンテージにはならず、臭い排気ガスを浴びながらストップアンドゴーを
無⼼で繰り返していく。さすがに初⾒の道がほとんどと⾔えど、1 号を追っかけていれば道
を間違えることはない。と思いきや、唯⼀のチェックポイントである海沿いの 134 号線に
向かう分岐を華麗にスルーしてしまった。序盤から折⾓練ったルートをすっぽかし、ひたす
ら萎えながらも愚直に１号を進むしかない。 

 
神奈川県に⼊ると、少しずつ信号の感覚も広がり、⾛りやすくなった。建物の隙間からち

らりと⾒える海もあまり気休めにならない。そういえば終わってみるとキャノボのルート
は海をほとんど感じられないのだなぁなどと。 



 
途中⼀回のトイレ休憩を挟み、⼩⽥原に到着すると、当初の予定通り箱根登⼭に備え中休

憩を取ることにした。 
 

3-2 箱根越え 
 

コンビニのイートインに腰を下ろしつつ、ドリアとチキンを胃に収めると 20 分そこそこ
で出発する。いざ箱根路へ。 

 
 1 号線で⼩⽥原から登るのは初めてである。箱根駅伝好きとしては、箱根湯本の駅を過ぎ、
函嶺洞⾨を横⽬に登っていくのは少し感慨深かった。と同時に、駅伝選⼿の脚⼒に何度感服
したことか。今回、旧道は採⽤せず正⾯から登った。登⼭経験のある⽅も多いだろうが、激
坂はほとんどなく、ほどほどの斜度が延々と続いていく。新導⼊したビンディングに感動し
ながら、脚がよく回る時間帯ということもありガンガン踏んで⾏ったが、それにしても⻑か
った。さすが観光地というべきか、途中に 3 箇所ほど(?)コンビニがあったろうか。ヒルク
ライム初⼼者にも優しいなあと思いながら、登って⾏く。そう思えるのも交通りょが少ない
時間帯だったからかもしれない。 



 
息切れしそうになりながら国道 1 号最⾼地点に到達し、少しの下りを挟む頃には⽇が暮

れかけ、肌寒さを感じた。 
 
箱根で予想より消耗したので芦ノ湖で休憩を取ると、すっかり⽇没を迎えてしまった。当

初の想定では、⽇のあるうちに箱根を下り切る予定であったが致し⽅ない。危険を憂いなが
らも、気を持ち直して出発する。 



 
 

 ダウンヒルは 1 号線だからか、⾒通しは⽐較的よく、路⾯も悪くなかった印象であまり
恐怖は感じなかった。それでも昼間に⽐べて危険なのは⾔うまでもない。できれば避けたか
ったところだ。まあ三島か沼津だろうか、図らずも綺麗な夜景が観られたので、メンタルは
ポジティブだった気がする。 
 
3-3 ハンガーノック 
 
 三島市に⼊り、脚が乗ってきたなあと思っていたら、突然⾜を攣りそうになった。どうや
らハンガーノックの症状のようである。ちょうど 130km を越えたあたりで、今年に⼊り、
同様の症状を連発している距離帯だ。これはいきなりの⻩信号だと思いつつも、補給はいつ
も以上に摂っているので、回復を願いつつ最寄りのコンビニへ駆け込んだ。そういえば、朝
⾷の次の⾷事が⼩⽥原であったから、もう 20 時を回っているというのに⼣⾷を⾷べていな
い計算になる。これは不味いとカロリーを重視し、焼きそばとバナナを慌てて貪る。想定外
ではあるが、⼗分に栄養を摂り再出発する。以降幸いなことにハンガーノックのような症状
は出なかった。腹が減らなくても継続的に⾷べるように努めた結果であろうか。終盤は養分
を摂取することがかなり煩わしかったが。 
 



3-4 中盤 
 
 国 1 から分岐し、海沿いの 380 号線に⼊ると、かなりの快⾛区間だった。ただハンガー
ノック気味からリハビリの時間帯、あまりグロスは伸びなかった（体感）。昼間だったらも
う少し伸びたかもしれない。そして富⼠市に⼊ると⼀時 1 号線に戻るのだが、この時横切
る⼯場群の臭いこと臭いこと。これがやけに印象深い。ここで渡った富⼠川、左⼿には河⼝
から海が広がっているはずなのだが、⾒えたのは無限の漆⿊で、えも⾔われぬ恐怖⼼が湧き
上がってきたのも鮮明に覚えている。なるほどキャノンボールは孤独や漆⿊の闇との戦い
なのかもしれない。 
 
 富⼠川を渡るとすぐに、由⽐バイパスを回避するため脇道へと逸れる。夜中の時間帯は不
思議な⼼地だったが、⾮常に⾛りやすかった。⼀箇所分岐が分かりづらかったが、間違えて
も道なりに合流ができ、⼤きな⽀障はないようである。 
 
 由⽐駅を過ぎると、1 号線に再び合流する。すると⾔っても未だ⾃転⾞通⾏不可区間であ
り、合流させられると⾔った⽅が正しい。歩道橋を渡り、狭くつなぎ⽬の雑な歩道を通らさ
れたと思いきや、途中からは歩道がだだっ広くなるが電灯が全くない仕様である。これが噂
に聞く太平洋⾃転⾞道かと慄きつつも、スピードが出せないことへの苛⽴ちが募る。バイパ
スを⾼速で⾛⾏する⾃動⾞や⼤型トラックの⾳が⾮常に⽿障りである。距離にしてたった
数 km 程度が永遠に感じられた。昼間だったら…（以下略 
 
 再び分岐から脇道に逸れると、1 号線ながらも交通量は⾮常に少ない快⾛路となった。陽
気な気分の清⽔駅前を右⼿に折れると静岡駅まで愚直に進むだけである。ここで折り返し
だ。 



 
 

正直、コンビニは都市でなくとも 24 時間営業で、このキャノボのルートを⾛っている限
り、困ることはない。しかし精神的なモチベーションとして、キリのいい所で休憩を挟みた
いものである。良く分からない⾔い訳は置いておいて、静岡駅に到着すると中休憩を取った。
駅前のコンビニで⾷糧を買うとイートインコーナーは閉鎖されていたので、店の前に腰を
下ろして⾷べたのだが、駅へと帰る陽気な⼈らの視線が容赦無く向けられた。確かに花⾦に
は似付かわしくない格好である。 



 
 

ここで今更ながら、ビンディングの取り付けを調整し、サドルを 1cm 程度あげた。微調
整をほとんどせず漕ぎ出した結果、膝に痛みが出始めていたからである。以降は格段に快適
性を増したように感じる。それでも終盤は疲労もあってか膝が思うように回らず、⼒が⼊ら
なかった。次回以降（？？？）の課題である。 

 
 この休憩中にちょうど⽇付を跨ぎ、残りも 12 時間に迫ってきた。箱根を越えつつ距離は
半分をこなし、悪くないペースだとモチベを保ちつつ、⾃⾝の体⼒を信じて再び漕ぎ出だす。 
ここからが本当に虚無の時間帯である。宇津ノ⾕を越えると、1 号線から離れるものの、ル
ートは⾮常に明快な⼀本道が続き、往来はまばらである。サイコンを持たない⾃分は、どう
ペースを維持できよう、といった体である。だらだらと、待ち構える⾦⾕峠を攻略する覚悟
を決めながらひた⾛る。気候が快適なことだけが幸いである。 
 
3-5 ⾦⾕峠 
 
 中盤最後の難所、⾦⾕峠を迎えた。まあ恐怖に任せてどんどん踏んでいったら、呆気なく
登りきったのだが。⼊⼝と頂上付近、本当に暗くて嫌だった。なんてったって丑三つ時であ
る。⾞通らないかなあと終始願ってた。まあ⾞側からしてもこんな時間に⾃転⾞を追い抜く



のは⼀種のホラーかもしれないが。登り切りホッとしたのも束の間、下りも相当な漆⿊の闇
のようである。運悪く後続に付かれ、⽂字通り肝を冷やしながら、全神経を集中させて下っ
た。あれほど必死にセンターラインを追ったことはない。疲労感で⼀杯であった。 
 
 これ以降特筆すべきことがない時間帯が続く。取り敢えず存在するのは虚無のみ。あなた
も午前 3 時の誰もいない信号待ちを繰り返してみると良い。まあ信号がないと惰性で睡魔
に負けるかもしれないが。 
 
 袋井で⼩休憩を挟む。この時間帯少し冷えるようだ。流⽯に体のあちこちが凝ったり張っ
たりする。ストレッチをし、Twitter を眺めて精神を安定させていると、⼩休憩が知らずの
内に⻑くなるが、交通量の多くなる前に距離を稼ぐ他ないので、無⼼で進む。 
 
 4 時になると空が⽩くなってきた。夜明けの早さに焦らされつつも、程なくして天⻯川を
越えると、そこは浜松市である。 

 
 
 浜松バイパスで 1 号に合流する。⾃転⾞⾛⾏可能区間だ。交通量が格段に増え、⽬が覚め
る。陽は登ったものの、ひたすら景⾊の変わらないバイパスを進み続ける。残りは 3 分の
1、終盤戦である。 



3-6 終盤 
 
 間隔は短いものの、ゴールから逆算しても⾷事を摂るべきタイミングである。⼀時閉店中
のローソンに憤りながら、対向⾞線のデイリーに in する。この時点で残り 7 時間で 100km
あまり。ある程度達成を確信しながらも、あとは眠気との勝負である。 
 
 新幹線と並⾛し浜名湖を越えると、あとは既⾛区間である。⾼校⽣の頃、国⼀沿いに浜名
湖へ来たり、渥美半島を⾛ったりしたことがある。潮⾒坂をダラダラと登り、愛知県に突⼊
すると、さらに交通量は増える。信号も増え、路⾯も悪い上に路肩がかなり狭い。懐かしく
感じながらも、⾛⾏時間が 20 時間に迫る中、着実にストレスを募らせて⾏く。 
 
 温かな⽇が差し込み、馴染みある道の虚無で眠気がいきなりピークに達した。距離は伸び
ないものの、仕様がないので豊川のコンビニに駆け込む。 

 
 
 結論から⾔うと、これほどまでに魔剤が効いた試しは無い。メンタルはとうにダレている
が、ペースを確認すると、そうも落ちていないようである。まあそれもそのはず、370km を
24 時間で⾛るわけでグロス 16 あれば⾜りる計算だ。痛みほどもない⾜では、幾ら何でも下
回らない数字である。 



 ⽇曜ということもあり、ローディもちらほら⾒られたので、良いペースの⼈に張り合うな
どして何とか距離を刻み続けた。この区間、都内ほどスピードが出ないわけではないが、快
適度はそれに匹敵するのではないか。 
 

  
 
 ついに名古屋市内に⼊ると、⾒て取れるように、⾞列は渋滞気味である。もれなくイライ
ラされつつ、残り 15km ほどをたっぷり 1 時間はかけて⾛る。 
 
 



3-7 ゴール 
 
 伝⾺町で⼀号に別れを告げると、ゴールである名古屋駅を⽬指して北上する。ラストスパ
ートである。と⾔いたいところだが、ルートの選択を誤ったのか、信号にかかり続けて全然
進めない。堀⽥通りは⼆度と北上しないと誓いながら、ダウンか？と思うようなペースでの
ろのろと歩を進めた。最後は通学にもよく使った馴染みの若宮通りをウイニングランし、名
駅に到着。初級キャノンボール達成である。 
 

 
 

どうでも良いが、名古屋⼈は名古屋駅を名駅と書き「メイエキ」と呼ぶ。名⼤然りメーテ
レ然りである。なぜここで蛇⾜を記したのか、⾃分でもわからないが、タイムは 22:54 であ
った。当初のノリにしては上出来である。 



 
 

ストラバの距離計測は些か盛っている気がする。標⾼も間違いなく盛っている気がする。 
まあ達成には変わりないか。 
 

3-8 帰宅 
 

忘れてはいけない。今回の⽬的は帰省である。名駅はゴールであり、ゴールではない。達
成の余韻に浸りつつ、実家へと帰路へつかなければならない。どうやら⺟親が昼⾷を⽤意し



て待っていてくれてるらしい。⾷欲は全くないが、余韻はほどほどに家路を急ぐ。何と私の
実家は名駅からさらに⻄に 15km のところにある。というわけで、どの道よりも⾛り込んだ
道を満⾝創痍で漕ぐ。昨年買った愛⾞で⾛るのは初めてだが、エモさよりも虚無の前には敵
わない。しかし⼀刻も早くサドルを降りたかったので、懸命に漕ぎ 13:00 ごろだったろう
か、今回の旅はやっと幕を閉じた。⽇本橋までの⾃⾛を含め、⾛⾏距離は 400km を確実に
越えたようで清々しい気持ちではあった。 
 

4．装備・補給 
 

実家だから何でもあるし、服なんかも中学⽣の時着てたやつとか⽗に借りればいいや、と
⽇帰りランと変わらない装備で出⾛することに。端的に⾔えば、「24 時間以内」に拘ること
にしたのである。具体的に⾔えば、Ｔシャツと短パン（帰りとか電⾞に乗ることを想定して）、
輪⾏袋、充電器、モバイルバッテリー、コンタクトレンズくらいである。サドルバッグを削
りたかったわけだが、結果的に余裕をもってフロントバッグに収まった。 

 
以下では、摂取した補給を記録しておく。 

お茶…600ｍｌボトル 5 本？ 
草餅×２ 
おにぎり×２ 
カロリーメイトハーフ×３ 
スポーツ⽺羹×１ 
ブラックサンダー×４ 
⼀本満⾜バー×１ 
ウイダーインゼリー×１ 
ミニッツメイドゼリー×１ 

 
＋4：30 ⼩⽥原…ミートドリア、チキン、野菜ジュース 
＋8：00 沼津…⼤盛焼きそば、バナナ、オレンジジュース 
＋11：30 静岡…⻘椒⾁絲丼 
＋17：00 浜松…ごま団⼦、おにぎり、野菜ジュース 
＋20：00 豊川…コロッケパン、レッドブル 

 
スポーツ⽺羹と⼤福、カロリーメイトとおにぎりをそれぞれ⼀つずつ持って出た。帰って

すぐレシートを捨ててしまう失態を犯した。⾷べたものは合っているはず…ひたすら⾛っ
てるか⾷べてるかしかしてないわけで、ちゃんと消化吸収できているのか分からない。そし
て、結局何を補給するのがベターなのか全然分からない。油断するとすぐハンガーノックに



なるのが最近の悩みである。後半は腹も減らないし⾷欲も無いので、ただ義務感で⾷べ続け
た。今後⼤阪まで⾏ける気はしない。 

 
5．後記 
 
 実家に帰ってからは、その夜 中⾼の友達らとご飯に⾏ったり、祖⽗⺟に会いに⾏ったり、
買い物に⾏ったりと過ごし、⽕曜の午前から帰京した。時間こそあれど、⾃転⾞を運ぶ以上
新幹線を選択した。ほぼ 24 時間かけて移動した距離を、1 時間 30 分程度の道のりである。
何とも不思議な気分であった。⽂明と同時に⼈権を感じた瞬間であった。 
 

ランを振り返ると、やはり最⻑距離が 180km そこそこという圧倒的距離耐性の無さに加
え、ビンディング導⼊の初陣を飾るという無謀さが⽬⽴った。始終我ながら呆れていたのも
事実ではある。でもまあ、それほど痛い⽬を⾒ることもなく、程々に楽しむことはできたよ
うに思う。要はメンタルゲーだ。ビンディングを慣らし（もう慣れた、400km も⾛ればね、
それはそう。）、ルートをある程度把握し、出⼒の調整が効き、交通量を考慮したスタート時
間を設定すれば、かなりタイムを短縮できそうな印象である。それでも本家のキャノンボー
ルは達成できる気がしないが。休憩込みでグロス 23 とか無理でしょ。まあ今は装備のせい
にしておこう。初級についても、もうやりたくはないが、そのうち思い付いたようにやりた
くなる時が来るかもしれない。何せ実家だし。 

 
終わり 



5月定サイ報告 

2年 西村 

1. 5月定サイのモチベ,ボッチで早朝下見 

 定サイは担当が行きたいところに行くというイメージが勝手にあるので,横浜市南部に

住む私は当然のように三浦半島を選択した.なかよしさいくるの活動にあるまじき 8時家発

をキめ,私は意気揚々と集合場所に向か

うことが出来た.5月定サイって実質第 4

回新歓ランだよね?という事で距離は

50km程度に抑えた.1 

 下見はゴールデンウィーク某日に行

った.朝 5 時に家を出て,11 時に家着と

いう朝活を行ったが,これが交通量も少

なく涼しかったために大変良かった.自

転車は早朝に乗る乗り物ではないかと

感じた.2 

 

2. 5月定サイのルート 

 今回は久里浜駅～城ヶ島～葉山～逗

子駅をルートとした.距離は 47.7km,獲

得標高は 410mupであった.新歓合宿の割に登ったなあという印象である. 

行程は以下の通り. 

実施日: 5月 11日(土) 

行程 

10:00 JR久里浜駅集合(京急久里浜駅から徒歩 2分) 

10:30 出走 

 劔崎灯台(10:30に出走できれば行く) 

 城ヶ島公園(城ヶ島まで or城ヶ島や三崎港でお昼ご飯) 

 (三崎口駅通過) 

17:00までに(願望) 逗子駅着(京急新逗子駅は少し手前) 

参加者(敬称略) 

1年: 伊藤,井上,上杦,井ノ上,大越,小野,佐藤,竹内,蓮沼,長谷川 

2年: 青木,武縄,富田,西村,山路 

                                                      

1 今となっては 50km って新歓ランだと長すぎる気がします. 

2 最後の最後に両脚の大腿四頭筋を攣りました.予感はしていたので上手く停車できました

が,やや無理のある行程であったことは否めないです. 



3年: 中村 

4年: 木村,永岩,森田 

3. 午前,私とゴリラと虫と 

 序でも述べたように,なかよしさいくるのラ

ン史上最も遅く家を出ることに成功した私は,

意気揚々と集合場所へと向かった.集合時間に

大半の人が集まり,新入生の輪行解除が終わる

ころには全員が集合していた.当然のように自

走してきた 2年生某氏や 1年生 1名の体力には

敬服する限りである.(なお,この 2 名は仲良く

全自走したらしい.なかよしさいくるである.) 

 私たちの班はルート上を和やかに進み,劔崎

灯台に行った.大量のアブなのかハチなのかわ

からない虫たちと対峙しつつ灯台の周りを1周

して班別写真を撮った. 

4. 昼,マグロである場合とマグロでない

場合があるぞい 

 三崎といえばマグロ！ということで,ほとん

どの人がマグロを食べたのではないかなあと

思う.3 つの班は城ヶ島で,1 つの班は三崎港で

昼食をとった後に城ヶ島で集合写真を撮った.

残りの1班は私の連絡が不明確だったこともあ

って写真撮影前に昼食をとれなかった.写真撮

影後に無事ごはんを食べたそうで,一安心であ

る.何はともあれ風景やら風やらを満喫して,

班ごとに逗子へと向かった. 

5. 夕方,突然のインスタ映え 

 城ヶ島で某班を待っていた我々は,葉山で何

かスイーツを食べようと計画を立てた.結果的

にルート上のジェラート店「ジェラートカフェ フィオーレ」に立ち寄った.なんともお洒落

な別荘で老夫婦が経営しており,ご夫婦の人柄もあって非常に良いひと時を過ごした.結局

全ての班が立ち寄り,おしゃれな店に自転車が多数駐輪されることとなった. 



 気づけば 17 時,残り 6km であったのです

ぐ着くかなと思いつつ班ごとに逗子駅へと

向かった. 

6. 日没,駒向 

 1 年生の多くがサークル車を借りていた

ので,帰りに駒場によって返却してもらう

ことにした.これまた伝達不足で,我々の班

だけは逗子駅で,残りの班は新逗子駅で輪

行をしたため別々に駒場に向かった.逗子

駅を出るころには日は暮れて,夜になりゆ

く横浜の街を走り抜けた湘南新宿ラインで

我々は渋谷へと送られた.3 

土曜の夜,三銃士は倉庫に自転車を入れる 

 1 年生の自転車の返却は最終的に 8 時半に終わった.実質第 4 回新歓ランとは何だったの

か.時間も時間だったので,正門前で輪行解除だけしてもらって解散とした.これは失敗で,

倉庫に 3人で 10台の自転車を運ぶのは骨が折れる仕事であった.協力してくれた青木,武縄

の両名には感謝します. 

7. 中本,魂のふるさと 

 すべてを終えて担当の仕事は終わり！とな

った私は,渋谷中本で北極やさい麺大盛りを

食べた.4う～ん,おいしい！ 

 

8. 反省点(来年の 5月定サイ担当へ) 

・5 月定サイが初めての参加という人も多く

なるので,道幅が割合広いところを選んだ方

がよいと思う.(今回で言えば三崎口駅周辺と

三浦半島西岸の道幅が狭いので,三崎口駅ス

タートにして久里浜駅か横須賀駅をゴールにするとか) 

・駒場の近くだとサークル車の返却が楽なので 5月定サイは特にそうすると良いと思う. 

・指示は明確にする(できれば事前に詰めておくと良い.特に集合写真の場所と,昼食のタイ

ミング) 

・午前,昼,午後に観光スポットやスイーツ店などがあると 1日楽しく過ごせると思う.走る

こと自体が楽しいと感じるのって,乗り始めて少し経ったときな気がするので. 

                                                      

3 渋谷駅の乗換が遠すぎて,このタイミングで体力をかなり消耗した. 

4 写真見たら食べに行きたくなった.木曜日に行こうかなあ 



 

9. 終わりに 

 今回参加して下さった新入生,上級生そして運営に協力してくれた執行代のみなさんは

本当にありがとうございました .皆さんのおかげで楽しい定サイに出来ました .

 



6 月定サイ開催報告 
2年 青木 慧 

 
 
0. 定サイのサイは埼玉のサイ 

6 月 16 日(日曜日)に 6 月定サイを埼玉県で開催しました。直前まで雨

の予報でやきもきしていましたが、当日は絶好のサイクリング日和で、

むしろ暑いほどでした。ハンバーグ・スイーツ・温泉と、担当の趣味を

最大限反映したルートでしたが、12 人もの参加者に恵まれ、楽しむこと

ができました。 

 

【参加者一覧(敬称略)】 

1 年：井田・上杦・嶋野・白岩・菅原・仲原 

2 年：青木・富田・渡部 

3 年：河原 

4 年：永岩・山田 



1. なかよしさいくると言うにはキラキラが過ぎる…… 
6 月は特訓ランや上日川祭が控えていることもあり、定サイのルートは

登りひかえめ甘さマシマシで組んだのですが、その結果ゆるふわ JD(と

それを気取った限界マン)に数多くご参加いただき、なんとも平和な会

になりました(その割には上級生のほとんどが自走で参加)。 

僕も永岩さんとともに自走で集合場所の高坂駅に向かい、集合 20 分前

くらいに到着したのですが、その時点でほぼ全員が到着しているという

異常事態。ルートや注意事項の説明を終えてスタートしたのが集合時刻

5分後と、担当としては非常にありがたい状況になりました。 

←第一経由地：岩
殿観音正法寺のア
ジサイ 
まずは高坂駅から

西に 3kmほどのとこ

ろにあるアジサイ

の名所・岩殿観音正

法寺に行きました。

やや時期が早すぎたのか、参道の両脇いっぱいに植えられたアジサイは

ほんの少ししか咲いていませんでしたが、中には写真のように満開の株

もあり、早速季節を感じることができました。 

山門から本堂に向かう階段から

は門前町が一望でき、「君の名は。」

の名場面(見てないけど)の再現な

どをして遊べました。 

 

下見の時に作ったクソコラ→ 

 

そんな風に僕と永岩さんが限界

の発露に勤しんでいるうちも、一

年生女子達はベンチでガールズト

ークに花を咲かせていました。勝

てません…… 



2. 穴があったら入りたい 
10 時集合ということで、(どうせ実際スタートするのは 11 時ぐらいだ

ろ…)と思っていた僕は、正法寺見物を終えたら早くも昼食を取るつも

りでした。高坂駅で希望を聞いたところ、全班フライングガーデン(さわ

やかインスパイア系のハンバーグレストラン)に行きたいということだ

ったので、フライングガーデン東松山 IC 店に向かいました。到着した

のは 11 時半と、なかよしさいくるの活動とは思えないほどのスピーデ

ィーな行程消化ですね。 

 

←フライング
ガーデンご自慢
の爆弾ハンバー
グ。僕の書いた
記事、毎回肉の
写真がのってる
気がするな？ 

 

続いての目的地は吉見百穴です。崖に穿たれた無数の穴の奇観に、見る

ものは圧倒されます。戦時中はその穴が軍需工場として利用された歴史

があったり、一年中安定した環境からか穴にヒカリゴケが自生していた

りします。穴の中は非常に涼しく、一度入ったらしばらく出たくないよ

うな快適さでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 人生はスイーツほどには甘くない 
なんとか吉見百穴を脱出し、続いて向かうは小江戸川越。菓子屋横丁や

芋スイーツが一行を待ちうけます。 

吉見から川越へと続く農道「みどりの道」は田んぼの中を貫く爽快な道

で、写真のような一面の青空のもと、追い風を受けて埼玉の平地を走り

抜けました。15km 強の道のりもあっという間に過ぎ去り、15 時ごろ、絶

好のおやつ時に川越に到着しました。 

もはや何も言うまい。 



4. 人の視線が冷たい時も、温泉だけはあたたかい 
観光欲張りセットと化した今回のコースですが、その大トリを飾るの

は温泉です。3 班は川越を満喫しすぎて温泉には入れず、そのまま解散

して帰りましたが、残りの班は「さいたま清河寺温泉」に行きました。 

河原さんは(吉見と川越での男気じゃんけん 2 連勝の影響か？)気分的

に温泉に入りたくないと言っていたので、外で待っていてもらって僕は

たっぷり温泉を満喫してしまいました。結果同じ班の 1年生よりも出る

のが遅くなってしまって本当に申し訳ありませんでした。 

全員温泉に着くやいなや風呂まっしぐらで、建物の写真などが一切残

っておりません。興味を持たれた方はぜひ行ってみてください。 

温泉を出て日も暮れかけた道を大宮駅まで走り、軽く反省会をして解

散しました。 

 

5. 反省点を書くまでが定サイです 
- 追い風で調子に乗ってしまい、一年生をちぎりがちだった。 

- 車道の端の路面が波打っている箇所が多く、怖いこともあった。 

- 強風で折れた大きい木の枝が転がっていて危険だった。 

- 歩行者用信号がない交差点などで、後方の人が赤信号に突入してし

まうことがあった。 

- 観光スポットがてんこ盛りだったので、やや時間に追われる感じが

あった。 

- ルートに右左折が多く、道に迷うことが多かった。 

 

観光地を欲張って組み込んだ挙句わかりにくいルートとなってしまい、

執行代の 2人には迷惑をかけてしまいました。それでも、遅刻者が一人

もいなかったこと(重要)、立ち寄るスポットに優先順位をつけて臨機応

変に回ったことなどが幸いし、事故やトラブルもなく満足度の高い定サ

イにすることができました。参加していただいたみなさん、本当にあり

がとうございました。 

 

次ページにルートの概要を載せておきます。今後の個人ランや定サイの

参考にしていただければ幸いです。 



6. 虎は死して皮を残す、定サイは終わりてルートを残す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ルートラボ】 

https://yahoo.jp/2znGr2 

49.0km 獲得標高 103m 

 

【集合】東武東上線高坂駅西口 10:00 

【解散】JR 大宮駅西口  班ごと(18:30 から 19:30 ごろ) 

 

【主な経由地と距離】 

・岩殿観音正法寺 3.4km 

・吉見百穴  12.8km 

・川越  29.7km 

・清河寺温泉  43.4km 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。 



編集後記(と交通事故のあれこれ) 




