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NC2年   

市川真奈子 １人で楽しめる！！北関東日帰り旅特集♪ 
 



みなさんこんにちは。NC２年の市川真奈子です。今年はほとんどサークルの活動に参加できておらず、

新しく入られた１年生にも全く会えていなくて寂しいです。。。何をしていたかというと、慈恵で入部し

ている水泳部の活動と、今年から始まった過酷な医学の勉強をしていました(>_<) 

休日や泊りでの自転車旅にはなかなか出かけられなかったので、一人で空いた時間に楽しんできたふ

らっと旅をご紹介させていただけたらと思います。 

 

①いざ群馬へ！！山登りとおいしいスイーツ旅♡ 

                     

                     私の地元熊谷は群馬県に接しています。その中でも最も

近い太田市というところに行ってきました。 

                     事前に調べてみたところ、金山城というお城の跡が標高

２３６メートルの山の上にあるそう。ひとりでのんびりラ

ンだし山はいかなくていいか～と思っていたけれど、この

くらいなら一人でも登れるかなと思ったので突撃すること

にした。 

                     出発してしばらくすると表れたのが利根川。確か流域面

積日本一だったっけ…けっこう長い橋を渡って群馬県に突

入～ 

                     自動車用の道路と、歩行者＆ 

自転車用の道路が分かれていて 

走りやすかった。 

 群馬県に入り、走り続けると、 

金山城の看板が現れ、山道がスタ 

ート…！！いやぁー登りきれるか 

な(^_^;) 

 金山城に至る道路には私以外にもロードバイクでやって

きている方がいて、案外みんなきつそうにしていた。標高

自体はたいしたことないけどたまにうんざりするほどの急

斜面があった。まあでも春休みに由布岳に登っていたおか

げで登りきることができた。 

 頂上にたどり着くと、まっていたのは絶景！！金山城は

日本百名城に選ばれているらしく、観光に来ている方々も

いた。神社もあったのでお参りしてきた＾＾ 

  
太田のイオン。

ちょうど volvo

のイベントをや

っていた。→ 

金山城に併設されていた神

社。想定外だったのでご朱印

はお預け…→ 



               山にも登ったし満足♪さあ帰るか～と思って方向だけなんとなく認

識して何も考えず帰路についた。ちょっと疲れてきた…甘いもの食べた

い！！そんなことを考えながら走っていると見えてきたのが、群馬の名

物、「焼きまんじゅう」の看板！！迷わず入店した。この日は暑くて、

一緒に販売されていたレモン味のかき氷も一緒に購入。一気にパワー回

復した。ほんとにおいしいので群馬に足を運んだ際には皆さん是非食べ

てみてくださいね。 

 

②埼玉県北部を巡る旅 歴史スポットメイン 

             

               埼玉県の県名発祥の地、行田市をメインに、地元埼玉県の魅力を発見

しよう！！と思い自転車旅に出ました。 

               この日回ったのは水上公園、古代蓮の里、稲荷山古墳、イオンモール

羽生、忍城、森林公園…と盛りだくさんでした。せっかくいろんなスポ

ットを回ったのに写真があまり撮れず残念… 

               想像通り、山道はほとんどなく、ただただ観光スポットに行くために

楽しく自転車にのるというルートで、個人的にはすごく楽しかったです。 

               稲荷山古墳は想像以上に壮大でしたし、その頂上は、あの石田光成が

忍城攻略のための作戦を練るために張った陣に使われたともいわれるほ

ど見通しが良く、埼玉の田園風景がとてもきれいに見えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③熊谷～浦和 夕陽見ライド 

               １７号線をずーっと走っていたらいつの間にか JRの線路に合流し、浦

和駅まで行ってしまいました。じつは埼玉県、サイクリング推奨県なん

です。走っているといたるところに自転車専用道が用意されていて、と

ても走りやすく初心者にもお勧めできる安全な道だなと思いました。 

               特に目的地があったわけではなくただ自転車に乗りたくて出かけたラ

イド。さいたま新都心駅周辺にたどり着くととてもきれいな夕陽がみえ

た。地元熊谷には走っていない、大宮以南を走る JR京浜東北線と共に写

真をパチリ。 

  

水上公園。釣

り人が沢山

いた。→ 

稲荷山古墳の頂上か

らの風景。古墳って

こんなに高いんだ…

と思った。→ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上３つの一人日帰り旅をご紹介させていただきました。あまり内容が無く読みづらいかもしれませ

んが少しでも北関東の魅力をお伝えできていたら嬉しいです♪ 

最近ほんとにロードバイク乗れてなくて悲しいです。２年生の後期は、乗れる機会がほぼ無さそうな

のですが、後期試験が無事終わったらたくさん旅したいです。フッ軽なので NCのみなさん、春休みなど、

ぜひランに誘ってください…(>_<) 

お読みいただきありがとうございました！！ 

西大宮駅で撮っ

た写真。この自

転車旅で初めて

訪れた。→ 

JR 京浜東北線

と。やっぱり南

部は都会だな

あ→ 

←さいたま新都

心駅付近で出会

った夕陽。 



春合宿前ラン 

―海に日の出を見に行こう― 

2年 三輪 

 

いつの話だよってなるかもしれませんけど、轍で何をかこうかって永岩とかと話してた時

にそういやこの話書いてないね、ってなったので書いてみようかと思います。 

なお明日はテストなのですが永岩くんが 10000 字程度書いちゃったために書かされること

になりました…() 

 

時は 3月。3/17だったような気がしています。 

目的は一つでした。「海辺に日の出を見に行く」 

青春っぽいですねなんか。一度やってみたかったことでもありました。 

始発じゃ遅いからどうしよう、でも泊まるのは違うよな、って話し合った結果終電で行って

適当に夜を明かそう、ということになりました。 

集合は 23:00上野駅。常磐線の最終列車勝田行で水戸まで行き、大洗の海岸で日の出を見る

のが目的でした。 

 

メンバ―は三輪、永岩、木村、中村、森田、高城。のはずでしたがここでハプニング発生で

す。 

23:00集合を寝ブッチする猛者が現れました。というわけで彼女には翌日の宿で合流しても

らうことに…笑 

本人「少し寝とこうかと思って寝て起きたら 23:00になってた」 

 

まあそんなこんなで爆笑しながら最終の常磐

線を下っていきます。最初は混んでましたが土

浦を越えるとガラガラになってきました。仮眠

をとりつつ水戸まで。1:03につきました。 

               

                                        

水戸駅。終電です 

 

日の出は 5:30。目的地の大洗の海岸までは 10 ㎞程ですので、ざっと 3 時間の暇がありま

す。 

外気温は 1℃。さすがに寒い。どうするか、となった時に、マックに行こう、となりました。 



というわけで深夜のマックで 3 時間ほどだべったり寝たりしながら過ごしました。ただの

民度の低い大学生でしたね。 

4:30 にマックを出て大洗へと向かいます。徐々に明けてくる夜空。僕の一番好きな時間帯

です。来る日の出に心を躍らせながら海岸へ向かいます。 

目的地は大洗磯前神社。海に浮かぶ鳥居で有名です。 

天気は快晴。無事日の出前に海岸につきました。 

時間も忘れて、明けていく空に見入っていました。寒

かったけど。 

6:30 くらいにはすっかり日も上り、神社周辺を散策

します。 

大洗磯前神社、ガルパンで有名らしいですね。それっ

ぽい絵馬がたくさんかかっていました。 

朝ごはんを食べる予定の店が開くのは 8:00だったの

でそれまで周りをぶらぶらとしてました。 

朝ごはんは、朝から贅沢に海鮮丼をいただきました。

地元で上がった魚はおいしかったですね。いやマジ

で。 

    ガルパンの絵馬たち↑ 

朝ごはん→ 

 

 

そのあとはひたち海浜公園へと向かいます。 

公園の中にも長いサイクリングロードがあって結構楽しかったですね。アスレチックで童

心に帰って遊んだりもしていました。 

 

さすがにあまり寝てないので疲れてきて、大草原というただの原っぱで寝ることに。快晴の

下、日向ぼっこがてら 1 時間半くらいみんなで寝てました。自転車のセキュリティとかは

がばがばでしたが意外と何とかなるもんです。 

 

 

そのあとは、公園の管理棟でフリスビーを借りてのんびり遊んでいました。 

昼食べるか―となって勝田駅の方へ。名物「スタミナ冷やし」をいただきに行きます。 



ところがちょっと時間が遅かったためにもうしまっている店ばっかり。スタミナ冷やしを

食べることはなりませんでした。 

 

昼ごはんには戸惑いましたが何と

か食べて、次は水戸へ偕楽園の梅を

見に行きます。 

真っ盛りで綺麗でしたね。淡い色で

写真にはしずらかったけど。 

 

ひたち海浜公園の梅と水仙→ 

 

↓偕楽園の梅 

 

偕楽園を見た後は、千波湖沿いのサイクリン

グロードを走って水戸駅へと向かいます。 

そこから電車に乗って、遅刻した人とようや

く合流して、宿に向かいました。 

翌日の集合場所が栃木の黒田原。行きにくい

ので宿は北のほう、常陸大子に取りました。 

常陸大子についたのは 18:30頃。 

もう真っ暗で、寒かったですね。3月なのに… 

 

スーパーで晩御飯を食べて宿へ。3000円のわりにめちゃめちゃいいところでした。 

睡眠不足ですので早めに就寝。翌朝の 7:00の電車を目指します。 

 

翌朝は無事に起床。天気は良かったけどめちゃめちゃ寒い。 

そして電車にのって、さあ集合場所まで 20㎞。となりました。 

比較的順調に上りもこなし、集合場所まで下っていきます。 

ところが、後 5 ㎞というところで落車事故。車間を詰めていたために転倒した人の上を自

転車が吹っ飛んでいくという何とも危ない事故になりました。 

 

 

 

 

その時は 5 分くらいで、擦り傷でどうにかなったのですが、また、今度はあと 200m でゴ

ールというところで落車が。今度は結構痛かったようで動けなくなってしまいました。 



この事故の詳細は事故報告ですでに書いてあるので省略しますが、最後まで気を抜かない

ってほんと大切だな…と強く感じました。 

 

振り返ってみれば当初の目的は完全に達成されたのでとても良いランでした！ 

 

 

大洗にて。素晴らしい日の出でした 

 



紅葉の日光を走ってきたよ 

2年 中村 

 

11/4,5 に開催される紅葉ランの前ランとして，駒代の三輪君とともに日光の紅葉を見てきました．天

気も良く，三連休の初日ということもあって混雑していましたが，その分紅葉の色づきは素晴らしく，思い出

に残るランとなりました． 

 

2017/11/3 東武日光駅―第二いろは坂―明智平―中禅寺湖―半月山山頂 

午前 9時半東武日光駅集合．いろいろあって（三輪君の遅刻など）出走は午前 10時半くらいになっ

た．快晴で三連休．紅葉真っ盛りの日光が混まないわけがない．案の定日光駅周辺はアホみたいに渋滞

しており，青信号でも車は前進できないほど．そんな中，自転車に乗る我々はちょこまかと車をかわし，路

側帯を走る．  

神橋を過ぎると，東照宮に向かう観光客が捌けてくれるお陰で道路はまあまあ空いた．このまま馬返

し駐車場まで行き，しばし休憩．いろは坂は綺麗だろうと心が躍る．いざ，いろは坂突入．はじめから素晴ら

しい．駐停車禁止であったから写真は撮れていないが，見渡す限りすべて紅葉．山がとにかく紅い．我々

が走る道も紅い．自動車の数もそんなに多くなく比較的走りやすかった．そのまま少し坂を登ると黒髪平

（休憩ポイント）に到着．ここからの眺めは壮観だっ

た（図 1）．素晴らしい景色に満足し，明智平まで

走った．明智平駐車場前は渋滞しており，やっぱり

今日はみんな来るよねーと．今日は条件がいいか

ら，と明智平ロープウェイに乗車．ロープウェイって

どんな仕組みで動いているんだろうというイカ東ト

ークをしていると，悩めるイカ東にスタッフの方 図 1 黒髪平からの景色 



がロープウェイの仕組みを丁寧に説明してくださった（ロープウェイ発明した人頭いいですね）．ロープウェイ

から降車すると寒い．もう海抜 1400 メートルくらいだったから当たり前である．こんだけ登ってきたんだなあ

という達成感も感じつつ景色を楽しむ．遠くに華厳の滝が見えるのだが，その轟々とした音はこちらにまで

聞こえくる．華厳の滝って大きいんだなあという感じである．明智平を後にするとすぐに中禅寺湖に着いた．

ここで昼食．日光ではゆばが有名であるため，アホみたいにゆばにちなんだメニューが並ぶ．どのお店に入

ってもゆば関連のメニューあったんじゃないか？ちなみに日光ではゆばを「湯波」と表記するそう． 

昼食を食べたら，いざ半月山．半月山とは中

禅寺湖の隣にある山で，標高は 1753 メートル．半

月山展望台へ向かう県道 250号線（中禅寺湖ス

カイライン）は，冬季通行止めで，当日は 17時以

降通行止めであった．朝も 8時以前は通行止めで

早朝に登ることはできないので注意．肝心の坂は

平均 6%くらいで「まあ，ゆーていけるっしょ」的な感

じで挑んだがそんなことはなかった．10%と 2%が交互に配置されており，我々の足を削ってきた．ヘロヘロ

になりながらも登っていく（図 2）．たまに見晴らしのいいところに着くとそこでしばらく景色を楽しむ．三輪君

が好きそうな構図の写真もいくつか撮った（図 3）．ついに半月山駐車場に到着．この裏側には歴史の教

科書に出てくる足尾銅山があるらしい．でもあんまり景色が良くない…こんだけ登ってこれかよ！と憤慨し

ていたが，駐車場の端っこに「半月山展望台 0.6km」の文字が…しかもその先には登山道．あーこれは登

図 2 中禅寺湖スカイラインを登る三輪君 

図 3 三輪君が好きそうな構図 図 4 男体山と中禅寺湖（半月山展望台より） 



るしかないねと心を鬼にして徒歩で登った．20分くらい登ると展望台が見えた．中禅寺湖と男体山が眼下

に広がる絶景であった（図 4）．先客の女子大生風のグループがイカしたポーズを決めて写真を撮ってい

る．あり得ないほど盛り上がっており，写真撮りにくい…邪魔くさい…と思っていた矢先，一人の女子大生風

の女性がドローンを取り出したではないか．風強いけど大丈夫かなーなんていいながらドローンを飛ばす．

三輪君曰く，あれは二桁万円．隣の三輪君の目がキラキラしている．彼の購買欲が刺激されているようで

した．僕もドローン欲しくなってきました．でもあれ積んで走るのつらそう． まあいいや．この段階で 16時

10分．あれ？通行止めになるの 17時じゃなか

ったっけ？少し急いで下山．16時 50分くらい

には中禅寺湖に到着し，中禅寺湖畔の民宿に

入った．2人で 6畳，十分な広さであった．そし

て夕食が美味しかった！量も十分！宿のおばさ

んはあり得ないほどのご飯をよそってくれた．こう

いう，若い人は食べな！的な Noriが好きなんで

すよね．最高の夕食だった（図 5）． 

 

2017/11/4 中禅寺湖―第一いろは坂―東武日光線 

午前 6時起床．やはり寒い．事前に買ってあったパンを食べながら身支度をして 6時半過ぎに出

発．第一いろは坂で東武日光駅に向かう．午前

7時くらいのいろは坂は空いていた．本当にきれ

いな道路だった（図 6）．楽しい時間はあっという

間に過ぎ，日光市街に戻る．時間が少し余って

いたので二荒山神社，東照宮にちょっとだけ寄り

東武日光駅で輪行．これにて紅葉ラン前ラン終

了です． 

図 5 夕食 

図 6 朝の第一いろは坂 



 

 

紅葉ラン 1 日目 

2年 三輪 

 

こんにちは。紅葉ラン担当でした三輪です。2日目は大石くんに任せるとして、1日目の内

容でも書きたいと思います。 

集合は新藤原駅。東武線の北のはずれでした。 

10:10集合としていたんですが、ほとんどみんな時間通りに集まったので NCにしては珍し

いなと感動していました。とはいえ、まあ 1 本逃すと 100 分以上遅れてしまうのでみんな

必死だったようですね。特急と新幹線を使って間に合わせた猛者もいたようです。 

 

101 分という大遅刻をかました執行代 1 人には後で追いついてもらうこととして、各班出

走しました。 

集合場所付近にコンビニが全くなく、自販機のみの状態で山を登ることになってしまった

のは反省案件でしたね。ただ補給を持っている人が各班にある程度いて、ハンガーノックに

なるひとは出なかったようなのでセーフですかね。 

 

まずは龍王峡へ。前日までは晴れ時々曇り(10％)予報だったのにやたら雲が分厚いなーと思

っていました。龍王峡の駐車場渋滞がとんでもないことになっていましたが、自転車は簡単

にパスできるのでいいですね。 

 

龍王峡までは 2 ㎞程。あっという間につ

いたのでそのあとはのんびりと観光しま

す。 

結構急な遊歩道を降りて渓谷沿いへ。思

っていたより（というか前日のいろは坂

よりも）紅葉がきれいで感動しました。 

 

春合宿の時に現執行代のみんなが叫んだ

という噂（永岩くんとかに詳細は聞いて

みてください）の五龍神社の脇を通って

虹見の滝へ。紅葉と岩が織りなす絶景は

素晴らしかったです。 

 

 

                          ―紅葉の龍王峡― 



 

 

その後、日塩もみじラインを登ります。登る前にご飯を食べることとしてドライブインへ。

その間に 101分遅れの執行代が追い付いてくれました。 

 

 

ご飯を食べて登り始めます。 

日塩もみじライン。今日のメインディッシュで

す。15 ㎞ 5％。イメージでは長いけど、意外と

斜度がきつくなく、ちょうどよい感じで登れま

す。有料道路だけあって、10％越えが全然ない

のも高評価。写真を撮りながらゆっくりと登っ

ていきます。 

 

ただ一つ予想外の点がありました。天気です。登り初めと同時に雨になりました。 

ただ登らないと宿にはつけないし、予報も晴れだったので行くしかなかったということも

あり、上り続けます。下りが怖いな、とうすうす思いつつ、徐々に高度を上げていきます。

ただ、雨に濡れた紅葉は、それはそれでしっとりとしていてとても雰囲気のあるものでした。 

天気の悪さを道の良さがカバーしてくれましたね。 

 

 

 



 

 

 

2 時間半くらい、本当にのんびりと高度を上げていき、

ようやくピークへ。そのあとはダウンヒルです。全力で

防寒をしながら下りますが、とにかく寒い寒い。体全体

がぶるぶると震える体験は初めてでした。 

このダウンヒルで恐れていた事故が起きてしまいまし

た。それについてはまた別のタイミングで詳しく紹介す

ることになるでしょう。 

どうにか下り切り、宿へと向かいます。一刻も早く暖ま

りたい一心でしたね。 

宿の風呂がこんなに気持ちよく感じられたのは久しぶ

りでした。 

 

終わってみれば事故対応と、寒い下りの記憶しかあまり残っていませんが、ゆっくりと紅葉

を見ながら登っていくのはいいものだなぁと思えた一日でした。 

ただ執行代が減ったのはつらかったなぁ。そして大江本当にお疲れ様でした。 

 

夜になるとすっきりと晴れ渡り、月がきれいでした。翌日の天気予報は晴。今日みたいに裏

切られないことを願い、就寝しました。                    ―Fin.  

―紅葉は雨でも美しい。寒いけど― 



紅葉ラン 2日目 

2年 大石健人 

・ルート 

https://yahoo.jp/91-yeO 

 

 

・詳細 

 7：30ごろに起床して部屋ごとに朝ごはんをとり、9：00に集合して出走しました。宿を

出て 3㎞ほどにある橋で集合し、記念撮影（図 1）。30分ほどして紅葉ランで一番の見どこ

ろという r266へむけて出走しました。渋滞をすり抜けて進むと先頭には馬がいました（図

2）。これが栃木か、と思い知らされつつも r266へ。天気に恵まれ景色もよく、紅葉を楽し

みながらの登りとなりました。（図 3）。r266 は行き止まりなので来た道を戻り、再び温泉

街へ。ここでちょうどお昼の時間だったので、このあたりで有名らしいスープ入り焼きそば

の店へ向かいました。2時間待ちだったので、店で待っていてくれるという ooe君を残し再

び橋へ。お土産をみたり足湯につかったりするなどして時間をつぶし、3：00ごろに遅めの

昼食をとりました。その後はただひたすら西那須野駅まで走り、解散となりました。 

  

https://yahoo.jp/91-yeO


 

図 1 集合写真 

 

図 2 馬 

 

図 3 紅葉 



陸の孤島を抜け出し、直江津へ行ってきた 
2年 木村 

 

夏休みに三輪・永岩と行ったリゾートバイト中に一人で行ったランについて書きた

いと思う。元々記事にする予定では無かったため、まともな写真も無ければ記憶も曖

昧であるがご了承いただきたい。 

 

さて、直江津ってどこやねんって人も少しはいるだろう。僕も日本海側にある町と

いう認識でしかなかったが、なんと新潟県の町である。関東人からすれば新潟県はそ

こまで遠いとは思わないのかもしれないが、関西人からすれば最果ての雪国という印

象だ。ではなぜそんな遠い地に、ましてや夏に行ったのかというと、一週間ほど泊ま

り込みでバイトをしにいったのだ。いわゆるリゾートバイトというやつである。最

初、三輪から誘われたときはいろいろと不安(接客業経験無し等々)ではあったが、泊

まり込みで食費が浮くなど一人暮らし勢にはありがたい話であったので行くことにし

た。 

そんなわけで夏合宿後、我々三人は山形へ 100kmほど走り米沢で一泊、翌日米沢か

ら電車でバイト先へと向かった。バイト先はというと想像よりも良いところではあっ

たのだが、この辺のお話は永岩が書くようなのに加え、そもそも自転車と全く関係が

ないで割愛させて頂く。もともとバイト中に自転車に乗るなどという予定は全くなか

ったのだが、一週間に最低一日は休みがもらえる制度だったようで(法令上そうしなけ

ればならないのか？)僕らもそれぞれ一日休みを貰えた。せっかく休みを貰えたので自

転車でどこかへ行くかとなったのだ。なぜ直江津に行ったの？それは周りに行く場所

が他になかったからだ。 

以下がルートである。右下のポイントを起点に反時計回りに走った。 

 



 

そしてこちらがルートの起伏だ。バイト先が山の中腹にあるためこのようになってい

る。最寄り駅は 15km山を下ったところにあり、バスなどの公共交通機関もなし。自転

車が無ければ脱出することもできない陸の孤島である。他のバイトやお客さんにチラ

チラ見られながら自転車を組み立ていざスタート。車の少ない道をひたすら下る、と

ても気持ちいい。最初に向かったのは夏だからという理由で鵜の浜海岸。しかし、海

岸につくやいないや雨が降り出す。なんとも不運だ。雨の海岸に一人寂しくいても仕

方がない。海岸到着から三分経たずして直江津の中心街へ行く走り出した。もちろん

海岸の写真などない。言い忘れていたが、オフの日が合わなかったためこの日は僕一

人で走っている。 

 続いて海岸から 10kmほど走り直江津駅前に着いた。しかしこれがまた想像以上に駅

前に何もない。町から放たれる虚無感に写真など撮る気力もわかなかったので当然写

真もない。ちょうどお昼時だったので近くにあった海鮮丼のお店に入った。これがそ

の時に食べた海鮮丼の写真。これは

とても美味しかった。何よりほとん

どが地魚で初めて聞く魚がたくさん

あったのがよかった。偶然開店直後

に入ったため並ばずに済んだが、店

を出るころには雨にもかかわらず大

行列ができていた。 

  

お昼を食べた後は近くにあったイトーヨーカドーで雨

具を購入。しかしなんと雨具を購入してお店を出てみる

と雨が止んでいた。手に持った雨具に困惑しつつせっか

く、晴れてきたので直江津の町を観光することにした。

まず初めに向かったのが親鸞上陸の地。海からすぐ近く

の切り立った丘の上にあり、石碑とお寺があった。ベン

チもあったので日本海を眺めながら少し休憩。写真は無

い。続いて近くにあった三重塔へ。なんのお寺なのかは

覚えていないが、写真を奇跡的に撮っていたので貼って

おく。観光客らしき家族が一組だけいた。 

 

 



親鸞上陸の地に、直江津は草餅

が有名というようなことを書いて

あったので、最後に再び駅前の商

店街に戻り草餅を購入。川沿いで

晴れた空を眺めながら一人で食

べ、直江津を後にした。帰り際に

通った幹線道路沿いは少なくとも

駅前よりは栄えていて、田舎の車

社会の雰囲気を感じた気がした。最後に待ち受けていた平均斜度 3%、15kmの山を登り

無事帰還。温泉に浸かりその日はゆっくりした。 

以上で直江津ランは終わりである。NC民以外の人間または直江津出身の人がここに

たどり着かないことを願いつつ声を潜めて述べるが、直江津には観光資源は何もな

い。これがこのランの総括である。しかし、山にこもってバイトをしていた当時の私

からすれば十分に息抜きになったのもまた事実である。オフをもらってもバイト先か

ら脱出できない他のバイト従業員と比べれば楽しく過ごせた気がするのでよしとしよ

う。ここまで読んでいただきありがとうございました。 

 



  

夏合宿後ラン-新潟リゾートバイトの旅- 

～ランもあるよ～ 
２年 永岩 



 

始まりました、NC2 年の永岩です。今代の駒代の熱烈な圧⼒説得により、今回の轍にこうして記事を投

稿しています。ふざけた拙い⽂章ですがよろしければお付き合いくださいませ。 

あと、全部書いて気づいたんですが⻑いです！それでも読むぜって⽅、よろしくお願いします。 

 

 
 

しかし書くことが決定してから早速当たった壁がありまして。 

他の執⾏代にも共通したであろう壁、それは「書くネタがない！」、なんですね。 

去年の轍からこの⼀年、⾏事の前ラン後ランを除き個⼈的なランをまあしていないこと。ネタが⼤変厳

しい。いや全く０なわけじゃないんですが、こう、記事にできるほどの中⾝がないランが多いといいます

か・・・分かりますよね？分かってくれて嬉しいです。 

 

⼊間アウトレットパークまでのママチャリランとか話すこ

とないです。駒代と⼆⼈でパンケーキ⾷べに⾛った話など

誰得でしょうか。美味しそうでしょう、⼩平の『eggg Cafe』

ってお店です。オススメです。おいでよ⼩平の森。 

 

そう、せっかく轍に載せるからにはそれなりに充実したラ

ンでなければ。その思いで数⽇にかけ悩みに悩みました。

嘘ですそこまで悩んではないです。 

そして思考の末に⾄った結論、それは「メインをランから外そう！」です。よろしくお願いします。 

 

轍として許されるかも微妙な本末転倒⽅針ですが、⼀応⾏事としては「夏合宿の後ラン」という⽴ち位置

となります。後ランっていうと結構真⾯⽬に⾒えますね、いい感じです。ところで個⼈的には⾛らないラ

ンも「ラン」という呼称を使ってよいと思っておりますがいかがでしょうか。⾛らないラン⼤好きです。 

 

主題はタイトルの通り、夏合宿の後に⾏った新潟リゾートバイト周りのランが中⼼となります。 

リゾート地での⽣活もチョチョイ（？）と書いてますが・・・同期２⼈とやったので⼀応サークル活動の

延⻑とも捉えられなくもなくも？よしなに。 

 

それではやたらと⻑い前説は終えて後ラン記、出⾛です。 

 



 
 

まずは事の起こりから⼿短に。「⼀緒にリゾートバイトしたくない？→ウェーイ！→遠いし夏合宿の後直

⾏すれば良くない？→ウェーイ！→ウェーイ！」です、終わり！簡潔、良いこと。 

 

夏合宿最終⽇、天候不順の影響でサークル員たちはレンタカー輸送となりましたが、後ランの予定があ

る者たちは宿から出⾛して各々の⽬的地へ。2 年の永岩・⽊村・三輪の 3 ⼈も連れ⽴って宿を後にしまし

た。すごい！早速ランしてる！ 

 

秋⽥解散、向かうはまずは⼭形です。ルートラボは https://yahoo.jp/dpQy5S、

の通り。 

遠刈⽥温泉の宿からすぐの国道 457 号線をひたすら南下。この道なんですが、

とても⾛りやすい・・・！林道って感じですが路⾯は悪くなく、さらにちょう

どキツくないくらいのゆるい傾斜で、道も⼀本なので全⼒でとばすにはもっ

てこいの道でした。荷物は⾞に預けたこともありしばらく⾮常に快適に⾛り

抜けました。唯⼀あった写真が右です。おさきまっくら（危なくないです） 

 

途中に蔵王キツネ村があったので寄りました。ここはいいですよ、キツネの楽園です。囲まれた広い空間

の中で多数のキツネが放し飼いされていて、その中でキツネたちとの触れ合いを楽しむことができます。 

 

数もさることながら、距離がね、近いんですよやっぱり。寝ているキツネちゃんとか超接近できます。噛

まれると結構な怪我を負うので触るな危険ですが。困りますお客様、うちはおさわり NG ですよ！ 

 

⽩いキツネなんていちゃってテンション爆上がりでした。そばの連なる⿃居のオブジェとかキツネの雰

囲気ぴったりですよね、化けて出てきそう。⽩狐は稲荷神の眷属として知られる狐霊なんだとか。いなり

こんこん！ 

 

0 日目(8/9) 
 



⼀⽣分のキツネとの思い出が、ここに。アクセスは⼤変かもですが⼀⽣に⼀度は⾏きたい場所です。 

 

 
 

 

さて、蔵王キツネ村を過ぎて再び⼭形へ。途中で滑津⼤

滝も回収しました。特別⼤きい滝ではないですがとに

かく間近で⾒れるのがすごい。間近というか⾬の増⽔

で階段が流⽔に侵⾷。 

ロックな精神で突⼊しましたが⼿すりがないと⽴つの

も困難でした、いやあ⾃然の⼤⽕⼒（※危険なので良い

⼦は真似しないでください） 

 

下っていきレンタカーと合流。荷物を回収して⽬指すは宿。しかし！！！後ランですからね、ただ⾛るだ

けで終われるわけがありません。（？） 

そう、宿に向かう上でなんとあの⼭形の伝説の⼟地、⽶沢に寄ることが出来るのです！！⽶沢といえば

かの三⼤和⽜の⼀つ、⽶沢⽜がいたるところに溢れていると⾔われるイッツ楽園。素晴らしい・・・ 

唸るお腹を抑えて光速で⽶沢へ。ビックリするほど⾼い魅⼒あふれる店々の中から、学⽣が⼿を出せる

価格をリサーチして突撃⽶沢の晩ごはん。こんばんは、なかよしですー！ 

 

写真は\1500 ほどの上カルビです。（値段の割に多いと思ったあ

なた、この⽫実は⼆⼈分なんですね） 

 

⼀枚ずつ、じっくり焼いて、適度な焼

き加減で⼝へ持っていくと・・・ 

・・・まあ、天国ですよね。とろける

脂、とろける⾁、とろける永岩・・・

これ以上は⾔葉にできないので現地に⾏って実⾷してください。もう本当美

味しいです、⼈⽣の幸せをかみしめた。 

 

とろけたまま宿に着き、明⽇に備えて就寝。5:00 起きなんて、こんなの絶対

おかしいよ・・・ 

 

さて、明⽇は後ラン⼆⽇⽬、かつリゾートバイト 1 ⽇⽬となるわけですが。実は明⽇こそ（？）⾛らない



んですねこれが。最寄り駅まで 10km ほど漕いで、後は完全に輪⾏で新潟のリゾバ集合場所まで向かい

ます。やっぱり電⾞は最⾼だぜ・・・ 

 

つまり後ランは実質ここで終了です。今までは前座、ここからようやくタイトルの本題、リゾートバイト

記の始まり始まり！wkwk！ 

 

のつもりだったんですが・・・ここまで打って気づいたんですがもう結構書いてますよね？さっき打って

る時 2000 字突破したし。なんかこれ以上書いたら寧ろ轍のスペース圧迫して良くないですよね。ホラ、

バイトのこととかあんまり詳細書いたらどこかから怒られそうで怖いし。もうゴールしてもいいよね・・・ 

 

ここらで幕引きでしょう、仕⽅無いですね。永岩に⾃由を。ぽやしみ・・・ZZZ 

 

 
 

 

⼆⽇⽬です、元気出していきましょう。さっき駒代に「リゾバの部いらなくない？」と聞きましたが、「書

いて」と圧⼒勧めを受けて執筆中です。出来る限りの仕事をさせるスタイル、⽇本のリーダー像として模

範的ですね、いやジャパニズムは素晴らしい（⽩⽬）。素直に書いちゃう永岩も⽇本のミ・カ・タ☆ 

 

 

上での告⽩の通り、無理やり起こされ気持ちよく⽬覚めた早朝から少し⾛って電⾞にオン。集合場所に

指定された新潟県⾍川⼤杉駅までひたすら数時間電⾞に揺られていました。⾍が多そうな駅ですね。 

⾍川⼤杉駅結局集合⼀時間前の 2 時半頃に着いたので、まあそしたら駅周辺の何かしらで暇を潰そうと

思うじゃないですか。残念！何もありませんでした！⾍もいませんでした！本当に近くに何も・・コンビ

ニすら何 km 先だったか。グダグダ過ごしているしかなかったですね。 

ところでこの時ちょうど 2S セメスターの成績が発表されまして、それで暇をつぶしました。友⼈と真剣

に議論して何時間もかけて作った⾔語⽐較論のレポートが不可だった衝撃は海⾺に焼き付いております。

教務課ゥァア“ーッ！ 

 

迎えのバスが来て⾮常にお邪魔な輪⾏⾃転⾞３台を⾞内に詰め詰め。こういう時本当⾃転⾞邪魔ですよ

ね・・！気さくな運転者さんにコンビニまで⾛ってもらいこれからの宿泊⽣活に向けた補給購⼊。同時期

の他のバイト戦⼠たちも乗せていざ現地へ⾛ること 2,30 分。 



 

着きました、ここがしばらくお世話になる地、「雪だる

ま⾼原 キューピッドバレイスキー場」です！どんど

んぱふぱふ〜。 

 

そう、実はここにきて初情報ですが、今回のリゾート

バイトはスキー場でのバイトです。スキー場と⾔って

も季節は真夏、雪は残っていませんね。じゃあ何する

のっていうと場所によりけりでしょうが、単純に宿泊

地としての利⽤や、温泉・キャンプ場といったアメニ

ティを活⽤していくことになるんですね。その従業員として、特にお盆などお客が集中するときに短期

のバイトを雇うといった感じみたいです。リゾートバイトについて⼀つ詳しくなりましたね！お友達に

⾃慢しちゃおう！ 

 

勤務期間は７泊８⽇ですが、この地にはなんと９泊 10 ⽇もいることになります。 

それではここから 10 ⽇⽬まで追っていきましょう。 

 

（※注：ここからは完全にリゾバタイムに⼊リます。ランに興味がある⽅は 8 ⽇⽬まで⾶ばす（または

次の⼈の記事まで⾶ばす）ことがオススメです。） 

 

 

                        
 
 
さて、着いたら施設や宿舎の案内・お仕事の説明などですね。 

リゾバに関する内容は全体的にどこまで話してセーフなのか怪しいので本気で当たり障りない範囲でい

きましょう。なんで書いてるんだろう・・（n 度⽬） 

こういうリゾート地でのバイトで主に仕事になるのは受付・清掃・給仕とかですよね、これは想像つくと

思います。あとはあれば各種アメニティ、例えば外のアスレチックとかキャンプ場とかにも⼈員が割り

振られることにもなりそうです。 

 

1 日目(8/10) 
 



三輪くんと⽊村くんはレストラン配属でしたが、永岩が割り

振られたのはキャンプ場。まあレストランよりこっちの⽅が

性には合ってるので適任だったかもです。 

 

部屋に案内されますが、我々の部屋割りはなんと２・１の１部

屋でした。やったぜ⼀⼈部屋いただき！と思っていましたが、

実は次の⽇から他の⼈が⼊って相部屋になるというお話。キ

ャパはあったので結局⼀部屋に 3 ⼈はいることに。やだ・・・

これがドラマにあるシェアハウスってやつね！我々の共同⽣活が今、始まる・・！（後述しますが全くそ

んなことはなかった） 

 

リゾバの売りにあったりすることですが、併設の温泉施設も従業員はタダ！これから毎⽇仕事終わりに

みんなで浸かれるなんて、いやーしふくぅぅ（後述しますがやはりそんなことはなかった） 

 

実際の勤務は次の⽇からということで、⼣ご飯を⾷べてひと休憩。明⽇から頑張る。 

 

あとは次の⽇からの勤務にむけて寝るだけ、というところで気づいてしまったんですね・・・当然ながら

レストラン勤務とキャンプ場勤務では勤務時間が全く違うんですね。永岩は朝〜⼣⽅ですが、⼆⼈は早

朝〜昼、⼣⽅〜夜なんですよ。これ、つまり⽣活が全くかみ合わないんです・・・⾷事・温泉は当然別々、

彼らが帰るころ僕は疲れて寝てるので会話のタイミングすらほぼありません。どこが共同⽣活なんでし

ょうか。⽣活リズムの合わない新婚夫婦の気分です（？）。 

 

ここから永岩の孤独な戦いが始まるーーー！ 

 

                        
 
気合で起きて勤務に向かいます。初めてのお仕事、ワクワクします！バイトだけど⼼は Shine！ 

 

さて、お仕事なんですが・・・どこまで話していいのやら。詳細書かなきゃセーフ、でしょう。多分。怖

いしそろそろ飽きてきたでしょうので⼿短にいきましょう。 

 

やることはキャンプのためのお仕事全般ですね。掃除とか設営とか。単調に同じことをやり続けるわけ

ではないので飽きずに仕事できる、結構充実した内容でした。草原の雰囲気もあって結構ゆるっとした

雰囲気で居⼼地も良かったです。こういうことをやる経験もいいなーみたいな。 

2 日目(8/11) 
 



 

担当の⽅もいい⽅で、ためになる話たくさん聞きました。なんというかこう⼤⼈の⽅の話を聞くと、社会

って⾊々あるんだな、って改めて思い知らされますよね。⼦どもでいたい、ずっとトイザらスキッズ・・ 

 

ただ屋根下で出来ることも多いとはいえ、⾬は⼤変でしたね。天気予報がこの先⼀週間⾬気味なのが憂

鬱で・・特にお客さんはせっかくのお盆キャンプが⾬っていうのは残念ですよね。この頃は東京もずっと

⾬だったようで・・・お盆が潰れて悲しんだ⼈々はどれほどだったのか。僕も⾬好きじゃないです、特に

⾬中⾛⾏・・この代、2 年になってから⾬天中⽌と⾬中⾛⾏に恵まれていたな・・（⽩⽬） 

 

仕事が終わると先述の都合により孤独のグルメ。独りで静かで豊かで・・と思っていましたが、勤務時間

帯が同じの⼀緒にリゾバに来た同年代の集団と少し仲良くなりました。まあ東⼤のいじられること。に

いちゃん、⼤学でキャラづけしないでね・・コミュ障全開でなんとか会話をしたりしなかったり。 

 

あとは寝るだけです。眠いんだ、パトラッシュ・・ 

 

                        
 

 

朝だよ！起きて！永岩です。 

 

さて・・勘のいい⽅はお気づきかもしれませんが、ここらで⼀つ問題がおきます。 

みなさん、⾃分のバイトの仕事を考えてみて、毎⽇毎⽇そう変化があるものでしょうか。せいぜいあって

「今⽇のお客さんは〜〜」くらいではないでしょうか。でもこれ公報誌だからさすがに避けますよね。な

んなら今までの話すら轍としてはナシな気がしてなりません。 

 

そうするとほら、勤務 2 ⽇⽬からさっそく話題がないじゃないですか・・（当然）どどどどうすれば。 

この⽇あった真新しい事なんて、⽔とか野菜⽣活とかフルグラ（おやつ）とかを某密林業者で注⽂したこ

とくらいですかね。⼭奥までお疲れさまです、さすがみんなの Amazon。年中営業近代サンタと呼ばれる

だけはあります。今年のクリスマスプレゼントの貰い先は決定ですかね。 

 

・・・３⽇⽬、終わり！！ 

 

 

3 日目(8/12) 
 



                        
 

おはようございます。 
話すことがありません。なんで書いているのかもわかりません。リゾバ書こうって⾔ったやつ出てこ

い・・・ 

 

あ、初めてそこそこの⽕傷をしました。治るの⼀ヶ⽉くらいかかったかな。軟膏使ったのも初めてかも

しれない。今⽇お勉強したことは、『⽕にかけた鉄は、熱い』です！また⼀つ賢くなりました！ 

 

先述の都合で同居⼈とはすれ違う⽇々。テラスハウスも始まりません（そもそもシェアハウス）。 

⼼が腐っていく・・このままゾンビになったりしてー 

 

                        
 

なかよし戦線異常なし。 

フルグラが届いた。やはりこれがなければやっていけない。世界のフルグラ、最⾼・・・ 

夜になった、おかしい。今⽇届いた 800g ⼤袋がもう半分ほどに・・ 

 

 

                        
 

やけどの跡が かゆい 

⼣飯 うまい うまい 

 

                       
 

かゆい 

うま 

 

 

4 日目(8/13) 
 

５日目(8/14) 
 

6 日目(8/15) 
 

7 日目(8/16) 
 



                        
 

 

茶番は終わりにして少しは記事らしくしていきます。この⽇はなんとお休みデーです。⼀⽇フリーです。

というわけで同じくお休みの三輪君と⾃転⾞で遠出をすることに（休みとは）。眠り続けていたチャリ、

復活です。ようやく轍らしさを取り戻してまいりました。 

 

 

⽬的地は新潟県上越市の直江津！名前は聞いたこと

がある⽅も多いのではないでしょうか。海に⾯した場

所で、港とかもあったり、この辺りでは⼀番⼤きな都

市でしょう。宿からせいぜい 30km ちょいにあるため、

これは⾏くしかないと思って⽬的地に。というか他に

近くに⾏くところも・・ 

 

 

直江津に⾏くにあたって⼀つ悩みが。そう、地⽅のランの主役、ご当地グルメをどうするかです。 

海に近い直江津、当然のように海鮮が⼈気です。実はこの前⽇、永岩が茶番やってた頃に⽊村くんがお休

みで直江津に⾛りに⾏ってたんですね。この時彼はとてもおいしい海鮮丼を⾷べていたらしいんです、

羨ましいですね。彼もこの轍に直江津ランの記事を載せている（はず）なので、詳しくはそちらに。 

 

それを聞いたら当然海鮮丼が⾷べたくなるじゃないですか。 

しかしですね、問題は⼀緒に回る三輪くんは直江津で有名なラーメン店のラーメンが⾷べたい、という

のです。どうも知り合いから直江津⾏くならコレ！！とオススメされたようで。そこまで聞いたら⾷べ

たくなるのが⼈の性。新潟だけどサガ(爆笑)。 

 

 
 

悩みつつ当⽇の朝。三輪くんは朝から海を⾒に先に⾛っていきました。若いねー⻘春だねーおじさんは

まだ寝ていたいよ・・・起こす⼈もいないので起きたのは 10 時くらいでしょうか。三輪くんとは 13:30

くらいに直江津集合だったので、まだ早いということでリゾート内をぶらつくことに。 

いやちょいちょい楽しそうなのあるんですよね、まずはそこから紹介していきます。⾛ると⾔ったな、あ

れは嘘だ 

8 日目(8/17) 
 



 

最初は夏でも雪が楽しめる「雪室」です。本来の雪室は冬の雪によ

る天然の冷蔵庫って感じのものですが、ここでは観光・イベントな

どに⽤いるために冷房設備で雪を保管してるんですね。 

折⾓冷えてるってことで野菜・果物とか飲み物とかを中で売ってま

す。さすがに野菜丸かじりとかできないので記念に飲み物を⼀本購

⼊。よく冷えてました、すごいぜ⼈⼝⾃然の⼒！(?) 

 

お次は併設のふれあい昆⾍館です。昆⾍がいっぱいいました（当たり前）。思ったよりすごかったです、

世界中の沢⼭の昆⾍標本があったり、感⼼する⾖知識も展⽰されてたり。 

⽣きている昆⾍も沢⼭飼われてて、特にカブトムシやクワガタは世界中の種が！有名どころではコーカ

サス、ギラファ、ヘラクレスなどなど・・いやあムシキング時代の少年⼼が湧き上がってきます。好きな

ワザは S・A・S でした。 

 

 

 

⽔⽣⽣物つながりでカエルやサンショウウオ、カニなんて

のもいましたね。なんでもありか。帰るといえばすごく興味

深いことがありまして。アマガエルのオタマジャクシがた

くさんいる⽔槽あったんですが、みんなもう⾜⽣えてきて

て⼤⼈に成りかけなんですね。それを⾒渡してたら、ななな

んと！右の写真みたいなやつがいたんですよ！あれですよ

ね、体は結構オタマジャクシなのに⼿⾜完全にカエルです

よね！！同時にじゃなく⼿⾜から先に⼤⼈になっていくん

ですね、⾯⽩い。⽣物の成⻑過程を⽬で⾒て知った貴重な体

験でした。⼈でいうと⼤学 2 年⽣くらいに⼿⾜だけ変わっちゃうんですね。⼈間っていいな。 



 

昆⾍館をあとにして、中休み中の⽊村と合流。観光客が上まで⾏けるようスキー⽤のリフトが動いてい

るので、乗りたくない？ってことで⼀緒にリフトに。ここのリフト、めっちゃ地⾯すれすれでした。これ

雪積もったら⾜着いちゃいそう・・上まで⾏ったんですがここからが災難。キューピッドバレイはボブス

レーって⾔って、リフトの坂上から坂下までソリで滑るミニアスレチックを⾏っているようで。夏でも

やっているんですが、⾬だと曲がりが悪く危険なので中⽌するんですよ。・・はい、リフトで上に登った

瞬間超⼩⾬が降ってきまして、⽬の前の家族を最後に中⽌ですと・・虚しくリフトで再び降りることに。

いやリフト楽しかったけどね。 

 

 
 

さて、前座は終わりにしてとっとと出⾛しましょう！⾃転⾞を取り出して！パンク！パンク⁉なんかタ

イヤ⼀つパンクしてました‼enjoy!!どうしよう・・・ 

遅刻待ったなしだったので⽊村君のタイヤ⼀つ差し替えるという応急措置。ていうか永岩も⽊村も替え

チューブ持ってなかったです（よくない）なぜ抜けてしまったんだ・・ 

 

急いで直江津へ。下り→平地なので⾮常に快適です、や

ったね！（なお帰り道）遅れ気味だったので往路は写真

撮る余裕なし。何事もなく件のラーメン屋『麺屋あごす

け』に着。めっちゃ並んでる・・すご・・並んでる途中

に三輪と合流して待つことしばし、⼊店！ 

定番⼈気のあごすけ塩ラーメン注⽂！⾒てくださいこ

の美しいスープ！美味しくないわけあるだろうか、いや

ない！実⾷！うー・まー・いー・ぞぉぉぉっ!! 

いや、おいしかったです。⾷べログも 3.74 になるはずです。いいものを⾷べました、またいつか⾏きた

い。皆さんも直江津きたら是⾮。 

 

さて、次はお⼟産を買おうということで。新潟と⾔ったらやっぱお酒です

よね！⽇本酒は最⾼です。いい感じの酒所に来店、地酒がいっぱいありま

した。天国か・・・？ 

家族へのお⼟産と、バイト最終⽇にするお疲れ様会⽤のお酒をちょこちょ

こ。特に推されていたのが⼋海⼭・緑川・鶴齢の三つだったのでお疲れ様

会に⼋海⼭と鶴齢を、家族には緑川をチョイス。いや、⼀つのお酒でも⼤

吟醸とかのランクやら⽣酒だったり種類いっぱいじゃないですか？全部



飲みたいくらいなんですが、惜しむらくはチャリで来ているところ。試飲とか飲酒運転になるので出来

ませんね、悲しい・・ 

そこで⽢酒⼆つと⽇本酒パウンドケーキを購⼊。これなら合法運転ですね、補給にします。ところでウイ

スキーボンボンって飲酒運転になるんでしょうか。お菓⼦なんかで酔うわけないれすよ〜。 

 

さて、あとはもう帰ってよかったんですが、タイヤパンク問題がありましたよね。三輪くんが宿に⼀つ予

備チューブを持っているとはいえ、まあ今探しといたほうがいいでしょう。というわけで周辺⾃転⾞屋

をあさりましたが・・・チューブは⾒つけられませんでしたね。ま、まあ宿に⼀つあるわけですし問題あ

るわけないでしょう、余裕余裕。まさかまたパンクなんてね。イージー！ 

これが後のフラグになるとは・・・ 

 

永岩たっての希望で 10km ほど先の海⽔浴場へ。夏といえば

ビーチ！照りつける太陽！キラキラ！ウェイ！捕まえてごら

んなさーい・・ 

そんな夢を⾒ていた時期もありました。ほとんど⼈いねぇ・・

現実は厳しかったです。 

 

 
 

さてあとは帰るだけですが、ここで後ラン開始以来の最⾼のハプニング！三輪くんのタイヤがパンクし

ました！イェーイ！どうすんだこれ・・ 

問題は⼆つ。まず、今のパンクをどうするのか。予備のチューブは宿にあってこの場にはありません。つ

まりこのままでは宿に⾛って戻れないのです。帰れない・・・ 

さらにもう⼀つ、永岩のパンクをどうするか。パンクタイヤが⼆つ。予備チューブは⼀つ。いや、完全に

輪⾏で帰るならいいんですが、帰る⽇にも⾃転⾞使わないといけないんですよ。帰れない・・・ 

 

というわけで⼆重に詰むという絶望状態。しかし世の中、なせば⼤抵なんとかなる！ものです。検索して

みると、パンク時の簡単な応急処置の⽅法がちょこちょこ出てくるんですね。⾃転⾞乗るなら⼀度は調

べておいても良いでしょう。 

 

幸い、彼のパンク⽳はかなーり⼩さめのものでした。強く押さなきゃ開かないくらいの⽳です。てこと

は、タイヤとチューブの間に何かしらをギッチリ挟んでおけば空気が漏れないんですね。 

 

今回はレシートを使いました。レシートのような丈夫な紙（特にお札は丈夫）を重ねて、チューブとタイ



ヤ⽳の間に挟みます。すると⽳なんてなかったかのように問題なく⾛れるんですね！ヤッター、

Successs！！無事解決です（なおもう⼀つは解決していない模様）皆さんも是⾮緊急時には参考にしてく

ださい。紙 is God、ハイ復唱！ 

 

⾊々疲れたままとりあえず宿に向かいます。こういう時に限って延々登り&真っ暗なんですね、⼼が削ら

れる・・でも途中で補給した⽢酒とケーキ、めっちゃ美味しかったです。すごい麹の⼒を感じます、本物

はちげえや・・ 

⼼も体も疲れきった状態で宿に着。お休みデーとは。今⽇は⻑すぎた、もう寝ます。おやすみなさい。 

 

                        
 

今⽇は勤務最終⽇です。後ラン最終⽇じゃないぞよ、後もうちっとだけ続くんじゃ。 

昨⽇が⻑かったので⼿短に⾏きましょう。〆切がピンチです。 

 

よくしていただいた職場の⽅々ともお別れです。⾷堂のおばちゃんたちとも仲良くなったのに残念です。

振り返るとやっぱり楽しい⽇々でした。またいつか、お客さんとしても来たいですね。 

 

最後の勤務を終えて、三⼈でミニ打ち上げ。といっても、買ったお酒をちょこっと飲むだけなんですけど

ね。やっぱり新潟の⽇本酒はとっても美味しかったです。なんで⽇本酒はこんなに美味しいんでしょう

か、このために⽣きてる。⼀週間お疲れ様でした。 

 

明⽇も早いのでとっとと寝ます。おやすみなさい。 

 

                        
 

今⽇で⻑かった旅も最終⽇です。準備を終えて宿を発ちます。

さらばキューピッドバレイ・・お前のことは忘れねえぜ・・・ 

 

ルートラボは省略。国道 403 号線を南下して（峠）、千曲川の⽅

へ。棚⽥綺麗でした。そのまま桑名川駅に⾏っても良かったの

ですが、電⾞が少なく余裕があったので川の⼿前で⻄に曲がり、

景⾊の良いみゆきのラインを通って飯⼭線上境駅まで。ここか

ら JR で輪⾏⼀本です。18 きっぷ⼀枚でおうちまで⾏ける、すごい！ 

9 日目(8/18) 
 

10日目(8/19) 
 



 

あ、永岩のパンクタイヤの件についてですが、やっぱりなんとかしました。実は永岩のはスローパンクだ

ったので、パンパンに空気⼊れては⾛り、抜けてきたら⼊れ直すを繰り返せば、多少の距離⾛りきること

はできたんですね。いやーよかったよかった。（よくはない） 

皆さんも、⾛るときは必ず「⼀⼈⼀つは予備チューブ」を徹底するよう気を付けましょう。お兄さんとの

約束ですよ！ 

 

さて、あとは電⾞で適当におうちまで帰るだけでした。

最後に途中で通過した⽇本三⼤⾞窓の⼀つ、篠ノ井線姨

捨（おばすて）駅の絶景をば。⾼くを⾛る列⾞から善光

寺平の広⼤な平地が⼀望できます。本当に広⼤な景⾊で

感動しました。景⾊好きな三輪君⼤はしゃぎ（当社⽐）

永岩も⼤はしゃぎ。駅近くの棚⽥もすばらでした。 

 

これで俺たちの⻑きにわたる旅は終わりました。ただ、⾃転⾞⼈⽣が終わったわけじゃない。この先もい

ろんな道が俺たちを待っているでしょう。 

 

そう、俺たちのランは、これからだ！！ 

 

 
 

これにて後ラン記終了です。ご愛読ありがとうございました、永岩の次回作にご期待ください。 

 

いや・・⻑くないですか？さすがにラン関係ない部分が⻑い⻑い。全部読んでくれた⼈なんているのでし

ょうか。当初はこの 1/5 くらいで終わらせる予定だったんですがね・・ 

〆切も延ばしてもらいまくりましたし、編集⻑の⽩崎くん、ご迷惑おかけしました。 

あと結構アレなテンションで書いていたので果たして轍として許されるか怖くて怖くて。許して・・ 

 

楽しい 11 ⽇間でした。いい経験になったと⾃負しています。 

⼀緒にいた三輪君と⽊村君にはお世話になりました、感謝。 

せっかくの合宿の遠出、こういった形で活⽤できたのは良かったと思います。純粋に観光などでも活か

せるでしょうので、皆さんも合宿などがあれば最⼤限に楽しんでみてください！終わり！ 

〜完〜 



ビーナスラインは良いぞ 

                          2 年 山田 英佑 

 

  8 月 28 日、まだ残暑が残る中、「暑くて走りたくないなら涼しいところを走ればいいじ

ゃない」の考えのもと、3 年の金巻先輩(以下ケニヤ先輩と表記する)とともにビーナスライ

ンを走ることになった。朝五時出発で輪行して向かうも、中央線非特急は非常に遅いのはい

つものことで、長野県の茅野駅に 10 時に降りた際には既にだいぶ暑くなっていた。 

 
↑駅には近くから発掘された土偶のレプリカが置いてある 

  

輪行解除して、ビーナスラインを走り出すと、まずは軽いジャブで 900m 分ほど登ること

になる。交通量は多少あるものの、十分気持ちの良い道であったし、景色もそれなりであっ

た。なにより、本ルートは平均標高が高いことで、涼しい中走ることができるのが魅力なの

で多少ののぼりは仕方がないのである。 

 

 そこから少し下って、白樺湖を通過し、しばらく走った先の道の駅で食事をとる。ここの

区間はビーナスラインの真骨頂であり、木が少なく草原が広がる大変気持ちの良い道が広

がっている。道幅はさほどないので追い越されるときに注意が必要ではあるものの、一度は

走った方が良い道である。 



 

 

 ここからは走りやすい若干の下りののち、登りなおしたところに展望台がある。寄ってみ

たが、絶景の大安売りである。 

 

 ここを過ぎると、500m くらいの登りがある。ここまで無理してケニヤ先輩に追随してい

たので、足が売り切れて千切れゾンビ状態で登る。道中の景色もそこそこいいので頑張れて

しまう。 

 



登り終わると、そこは美ヶ原である。多少歩くので、クリートカバーを忘れないようにしま

しょう。そこは絶景である。空が近く、空気も良く、日ごろの悩みも吹っ飛ぶほどである。

実はここでケニヤ先輩にチーズケーキを奢っていただきました。ありがとうございます。 

 

      ↑謎モニュメント 

←ケニヤ先輩 

 しかしあまり休憩はできなかった、というのも東京に帰るには、松本駅 18 時半が終電で

あったからである。さて標高 2000ｍ近い美ヶ原から松本駅、下るだけだと思ったらさにあ

らず。いったん下ってから 800m ほど登り返して、また下ってやっと松本駅である。実は美

ヶ原から北のビーナスライン、車は嘘のようにおらず、舗装はガタガタで車がすれ違えるか

怪しいようなところも多い上に、暗い雰囲気で景色も良くない。登り返した頂上も、次写真



のようで渋いものだった。 

  

さてあとは下って松本駅に向かうだけなのだが、一部わかりにくい分岐で間違えたり、終盤

斜度 20％の下りであったり、しかもコンクリート塗装で滑って死にかけたりしながら下り

終え無事に帰った。このライドは 115km3300mUP だった。松本スタートならばもっと増え

ると思うので誰かやってきてください。 

 総評 獲得標高は多いものの、お釣りがくるほど絶景に恵まれた道であり、アクセスも良

くお勧めである。一緒に走ってくださったケニヤ先輩ありがとうございました。  



限界乗鞍 

                      2 年 山田 白崎 

 

 9 月 20 日、夏休みも終わりがけに久しぶりに自転車に乗りたいと思い、白崎氏と乗鞍へ

行くことになった。時間が取れないため、1 日で行く必要があり、深夜バスで高山へ出る必

要があった。(乗鞍の松本-乗鞍麓区間はトンネルが多く危険であるため、避けることにし

た。) 

というわけで夜行バスに乗り 

 
ワープ。 

 

高山側で降りた(6000 円程度)が、大変寒く、寝なおすこともできず、結局徹夜状態でヒル

クライムへ。早朝スタートでヒルクライムを開始すると、普段見られない景色を見せてくれ

ることもある。 



 

写真を撮りながらゆるふわと登ると、いつもの畳平(2720m)地点にたどり着く。普段はここ

をゴールとするが、我々は乗鞍岳(3024m)に登山することにした。しかし、ここで体力がゼ

ロになったため 30 分ほど仮眠をし、靴をトレッキングシューズに履き替えてスタートした。 

さて、標高差は 300m 程度であるものの、序盤は砂利道である一方で中盤以降ガレガレのガ

レ場で、ふきっ晒しの尾根伝いに登ることになり非常に辛い。 

 



 

登頂には成功したものの、この登山区間だけで往復 3 時間半もかかってしまった。 

恐らく登山勢の平均タイムくらいでの突破だったが、風速 15m 毎秒クラスの暴風が吹き荒

れる中で突撃したため、吹き飛ばされそうだった。滑落すれば死にそうな箇所が何か所かあ

るため、風の強い時はお勧めしない。本当にお勧めしない。あと SPD シューズだからって

イキって突撃するのも危ないのでお勧めしない。ガレ場を 8 ㎞も歩くことになるので、そ

れなりの靴を用意することを推奨する。 

そして、帰りは松本側へ下り、途中の観光センターで食事をしようとピットインすると、偶

然、弊サークルの 344-339 先輩カップルに迎えられた。完全な偶然である。ここは長野県

の僻地だというのにである。そして、先輩たちは、自家用車で上がれるところまで上がって、

なおかつ宿泊してから翌日登ったそうだ(40km くらいしか走ってないのでは)。男二人、夜

行バス徹夜限界ヒルクライムからの登山をキメた僕らとは人権が違う。 

その後は松本へ下りずに（トンネルが危ないので）、峠を 2 本追加で登って(白樺峠 and 長

野県道 26 号線を利用)藪原駅へ出た。松本ルートに比べ、道幅は狭いものの、交通量は少な

く比較的安全であったのでルートとしてお勧めしたい。しかし、ところどころ、1.5 車線程

度の幅の区間が表れるので、下りにはくれぐれも気を付けて欲しい。 

 今回は 90km2500mUP くらいのライドではあったが、途中 4 時間近い登山を挟みかつ徹

夜であったため体力的には厳しいものであった。 

 乗鞍スカイライン/エコーラインは標高のわりに斜度が緩く、時間をかければ誰でも上る

ことができるためあまり恐れずに挑戦してほしい。ただし松本-観光センター間のトンネル

地獄は避けたほうが良いだろう。一緒に行ってくれた白崎君ありがとうございました。 





蟲



彼

雖



謐



















ツール・ド・東北に行ってきた
大会 HP → https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=1ac27cfda456daa2c2d776f6f1c6d622

文責：２年森田

参加者
高橋さん・細田さん・嶋田さん・鈴木さ
ん・ルイさん・田嶋さん・齋藤・古谷・
高橋・三輪・森田

応募
去年は応募したものの、抽選で外れてし
まい参加できなかったツール・ド・東北。
今年度から抽選ではなく、先着申し込み
方式に変更になりました。確か 12 時応
募開始だっけ？授業中に申し込みした気
がします。社会人には不利な方式だ、な
どと囁かれていましたが、参加していた
人に偏りは特になかったと思います。

台風接近
ちょうど大会の週に台風が接近しまし
た。週末の天気予報を見てはげんなりす
る日々。雨の中を走るのは勘弁 ... とい
う一心でした。

森田出発
今大会は 16 日 ( 土 )17 日 ( 日 ) の二日
間開催でした。私は 2 日目のフォンド
に参加だったのですが、前日受付のため
に、土曜の朝に家を出発しました。当初
は早朝に家を出て鈍行で石巻に向かう予
定だった ( 予定 ) のですが、意志薄弱の
ため絶起して、新幹線課金をしないと受
付に間に合わなくなりました。東北新幹
線やまびこの自由席を取りましたが、三
連休初日だというのにガラガラでとても
快適でした。自転車は車両連結部におけ
ば完璧です。

大会当日（土曜日）
今回の大会は第 1 日目、第 2 日目の両
日エントリーが可能になりました。高
橋さん・田嶋さん・ルイさんは第 1 日
目の奥松島グループライド & ハイキン
グ（70km）にも参加！お疲れ様でした。
グループライドに参加されていた先輩方
がゴールの石巻専修大に到着する頃、２
日目に走るメンバーが受付のために石巻
専修大に集合しました。受付を済ませた
後仲良くジョイフルで夕食でした。

コース縮小
土曜日に日曜日のコースの全面縮小
が 発 表 さ れ ま し た。「 南 三 陸 フ ォ ン
ド 170km → 65km, 北 上 フ ォ ン ド
100km → 65km, 女川・雄勝フォンド
65km( 変更なし )」私は 100km のフォ
ンドにエントリーしていたのですが、喪
失感がパなかったです。170km 走る気
で来ていたライダーにとっても辛い知ら
せだったと思います。しかし天気はどう
にもなりませんね。

大会当日（日曜日）
天気は持っているよう。北上フォンドには
集合 7:10、出走 7:40~ 順次ということで、
宿を 6 時頃に出発。宿から 10km ほど走っ
て石巻専修大に到着しましたが、すでに車
両チェックは長蛇の列でした。北上フォン
ドに参加するのは高橋さんと 2 年 5 人（齋
藤・古谷・高橋・三輪・森田）。公式の大
会に初参加の私はこの列に並んでいるとき
からワクワクしていました。車両チェック
は流れ作業で終わり、スタート地点に並び
ます。高橋さん・三輪・私はちょうど８時
頃出走しました。（その時すでに、齋藤・
古谷・高橋は出走していました…スタート
地点の雑踏の中で分裂した模様。まあどう
せ速いですから）

０km 地点：大音量の BGM とカウントダ
ウンに背中を押されて出走〜〜！このお祭
りさわぎが大会ならではでテンション上が
りました。ちゃんとインスタでストーリー
投稿しました。

（↓最強の晴れ女晴れ男はいなかった）

（→縮小された後のコース）



19km 地点：女川駅（女川 AS）新築の
女川駅。高橋さんの「ここが一番大きく
変わった。震災直後は何もなかったもん
なあ」という言葉で、震災からの６年間
の重みを感じました。
エイドステーションでは女川汁をいただ
きました。秋刀魚のすり身汁です。美
味しい！その他にもスポドリ、トマト
ジュース、水、お茶、冷却スプレー、日
焼け止めまでたくさん並べてあります。
ライダー達が思い思いに休憩していて楽
しい空間でした。

39km 地点：雄勝 AS　山間の空き地に
設置された AS。ホタテを食べました。
美味しかったけど、「一個じゃ足りない
(´・ω・｀ )」以外の感情を失いました。

65km地点：ゴール（石巻専修大）ゴー
ルのゲートを通る時楽しい。ゴールする
まで雨に降られなかったのは良かった。

11:25 頃　齋藤・古谷・高橋完走
12:45 頃　高橋さん・三輪・森田完走
完走証をもらって、記念撮影をして、イ
ベント会場の出店でお昼を食べて、雨が
降り出さないうちに宿に帰りました。

あともう一つ、やはり震災の爪痕ははっ
きり感じました。北上川沿いを走る時、
川沿いの家は全て新築。広がる田んぼの
合間に献花台がありました。途中大川小
学校のそばも通り、6年前に想いを馳せ、
いたたまれなくなりました。

大会に参加しようと声をかけてくださっ
た高橋さん、ありがとうございました。
先輩方と久しぶりにお話できて楽しかっ
たです。本当にお世話になりました！

そのあと宿にて美味しい食事と飲み会を
楽しみました。ゴリラ３人の大会中の話
は面白かったですね。手に汗握るレース
を展開したらしいです。（適当）飲み会
の最中から外は大荒れでした。夜中、暴
風に怯えて何回か起きました。

感想
コースに観光名所？風光明媚な景色って
あんまりなかったような。曇天だったの
が悪いのかな。ちょっと残念。でも道の
そばで地元の方々が旗を振って応援して
くださっていて支えられました。パパに
抱っこされたちびっ子が手を振っていた
のがハイライト。たくさんの方々に見守
られて安全に走れるのはやっぱり大会な
らではですね！

（→２年のショット）



夕方頃に浪江駅に到着。浪江町はご存知
でしょうか。帰宅困難区域に未だ指定さ
れ、メディアで「ゴーストタウン」と取
り上げられることも多かった町です。こ
の駅に日が沈む中、降り立った時、寒気
がしました。マジで誰もいない。異様。
ホラーゲーム。夕日に照らされる町には
誰も住んでいなかった……
そこから代行バスに１時間ほど揺られて
竜田駅まで向かいます。車内には車内の
放射線量を表示するパネルが。そしてこ
の代行バスは「帰宅困難区域」を通過し
ます。この国道６号線のみの通行が許可
されており、横道に逸脱しないように横
道は全てフェンスで封鎖されていまし
た。封鎖された無人の街 ...... ついに福島
第一原発に最接近します。間近に第一原
発があるのは正直恐ろしかったです。
ちなみにあとで車内で聞いたのですが、
この代行バス、１日に２往復しか運行し
ていないとのこと。なぜ私は待ち時間
10 分で無事に乗れたんや…三輪のタイ
ムマネジメントは神なんか…
追記）大阪出身の私は、原発事故があっ
た時以来、福島という地は東北の片田舎、
遠い世界、としか感じていませんでした。
実は今回初めて福島を訪れました。この
目で初めて町並みを見ることで、復興に
携わる人がいて、復興のため命を削る技
術者がいて、ここを生活の場にする住民
がいることを肌で感じました。私自身、
原発の話は無意識に避けてしまっていま
したが、まだまだ積極的に議論していく
べき話題なのだな…と再認識させられま
した。（東大生並感）
竜田駅から無事に常磐線に復帰し、南下。
途中夕食代わりにメロンパンを貪る駒代
が可愛いかった。日付が変わる前には帰
宅できました。この日の経験はまじで貴
重でした。１日ありがとう！！

・常磐線の旅
仙台から東京へ帰ろうとすると、自然な
発想では JR 東北本線を使うことになり
ますが、鉄オタの三輪くんが海沿いを走
る常磐線での南下を提案。ところが、JR
常磐線は 2017 年 9月 18 日時点で竜田
～浪江間 27.7kmが震災の影響で未だ運
休となっていました。
ひとまず浪江駅まで南下。途中山下駅、
坂元駅、新地駅の三駅は内陸部に移設さ
れた真新しい駅でした。東北は至るもの
が真新しい。それが雄大な自然と相まっ
て、心が傷みました。

・台風一過の松島
大荒れの夜が明け、月曜の朝に宿にて解
散になりました。台風一過で快晴。ルイ
さんは颯爽と次の目的地に走り出し、先
輩方は車で帰路に。ゴリラ 3人衆は最
寄り駅から電車で東京に向かった模様。
というわけで私は三輪とプチ後ランをし
ました。
宿を出発して南下。日本三景の松島を回
収しに行きました。松島四大観の一つで
ある「大高森」からの眺望は素晴らしい
ものでした。
その後松島海岸駅まで走って、名物あな
ごと牡蠣を食そうと思ったのですが、走
行不能なほどの向かい風に煽られ、仕方
なく近くの野蒜駅から輪行することに。
この駅の周辺は津波の被害を多大に受け
た地域でした。旧野蒜駅は震災伝承館と
して管理されていました。そこを見学し
た後、内陸に新設された野蒜駅から仙石
線に乗車。仙台に着いて牛タンを食しま
した。（単純な森田は美味しいものを食
べて大満足）

（↑大高森からの奥松島。壮観。）
　　　（↓牛タン！とユッケ丼 (^.^)）

（↓第一原発に最接近した時のスクショ）

（↓バス車内の放射線量表示パネル）

番外編



 １年　山口　玲 
  
 2017年11月13日 

しまなみ海道ラン ～初の飛行機輪行旅～ 

　こんにちは、NC１年の山口と申します。私はもともと中高生の時から友達と日帰りママ
チャリツーリングを繰り返していて、今年の夏休みにその友達2人（中大生(本人の希望によ
り顔出し・名前出しNG、以下A)、埼玉大生(B)で2人とも非NC民です…）と一緒に念願の
しまなみ海道を走ってきました。拙文ではありますが、コースの状況やごはんやアクシデン
トの様子をつらつらと（というか無駄に長々と）書いてみましたので、読んでいただけると
幸いです。なお当方重度の飛行機好きのため、飛行機輪行周りのところはかなり詳細に書く
ように心がけました()。沖縄合宿を控えている１年の皆様にはそのあたりも目を通していた
だけると喜びます。 
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旅の概要 
1日目　9/1（金） 

羽田空港集合（→ANA679便に搭乗）→広島空港→中央森林公園→県道82号→国
道2号→尾道国際ホテル泊 

2日目　9/2（土） 

尾道国際ホテル→駅前渡船→大山神社→多々羅しまなみ公園→亀老山展望公園→今
治アーバンホテル泊（概ね各所のマップで推奨として掲載されているルート） 

3日目　9/3（日） 

今治アーバンホテル→国道196号→道後温泉（駐輪場に留置）→松山城→道後温泉
（→空港リムジンバス）→松山空港（→ANA598便に搭乗）→羽田空港→解散 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No matter how far, 
No matter how 
hard, 
Take the first step 
And someday we 
will break through    

-TOLIP「To The Sky」 



飛行機の予約、輪行について 
　今回は往路は羽田13:15発、広島14:35着の
ANA679便、復路は松山19:25発、羽田21:00着
のANA598便を利用しました。陸路でも行けると
ころを羽田→広島と松山→羽田の飛行機輪行を選
んだ理由は、新幹線よりも飛行機を予約した方が
安かった（参考までに、旅割55で羽田→広島が
11290円、松山→羽田が13390円でした。多分。
数日早く予約していれば旅割75が使えてさらに安
くなったはずです）のと、四国からの脱出が容易
だったりして旅程が短縮できたり、自由度が高く
なったからです。（あと新幹線輪行って複数人で
やるとチャリの置き場に困りそうな気がするんで
すが…） 

　輪行のスタイルとしては、ライトとかサイコン
とかサドルバッグとかボトルを外し、概ね普段通りで部分的にケアしていくという感じでし
た。（↑おうちに帰還した時の状態です）輪行袋はいつものオーストリッチロード320で、
この旅にあわせてフロントエンド金具を導入しました。いちばん気になるリアディレーラは
袋状のプチプチで覆ってその中にまたプチプチを詰めまくり、その上からロックタイを巻い
て固定して気休め程度に衝撃吸収を図りました…。そのほかはハンドルとかフロントフォー
クとか突起になっているところを何箇所かプチプチで覆ってロックタイを巻き、ブレーキは
引いた状態で固定した、という感じです。 

　また、飛行機を予約した直後に、一応ANAのコールセンターに電話をかけて9/1の
ANA679便と9/3のANA598便に受託手荷物としてチャリを3台載せる旨と、その寸法を連
絡しておきました。10分ぐらい電話を保留された後に搭載可能との返答が得られ、実際当
日も預かってもらえましたが、この電話のおかげで空港での手続きがスムーズに進んだとい
うようなことはなさそうでした()。 

　今回の輪行はANAだったので、自転車は定形外受託手荷物の扱いで、重量は規定量の
23kgを余裕で下回ったのでもちろん追加料金はかかりませんでした。LCCだとここら辺を
気をつけないと相当ヤバそうだし、そもそも預かってもらえるかどうかすら怪しいので注意
が必要かと思われます…。 
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1日目　広島空港外周からのダウンヒル、そして尾道へ 
Strava: https://www.strava.com/activities/1162571050?
utm_content=23947818&utm_medium=referral&utm_source=twitter  

　僕は最寄駅を9時前に出て、TXと大江戸線と京急直通の浅草線を乗り継いで羽田空港へ余
裕の10:30着をかました。しかし、埼玉在住のBが僕より早く家を出てすでに羽田に着いて
いた。かてへん。そしてAと合流して有人の手荷物カウンター（ANAは羽田空港に自動のバ
ゲージドロップを導入していて、そっちでは自転車を預けられ
ない）へ行き、自転車を預けた。この時、預けるものが自転車
であること、立てて置くことを伝え、誓約書を書き、そして保
安検査の係員さんが来て開披検査をしてもらった。自転車が大
きすぎてX線検査の装置を通せないため、輪行袋を開けて目視
での検査になるとのことだ。全体的に手続きがかなりモタつい
て20分ぐらいかかったので、早めに来ておいてよかったと思った。そしてターミナル内で
昼食をとることになったが、同行者2名の「焼肉！焼肉！」コールにより「空港の焼肉屋」
とかいうありえん超高価格帯が予想される店に入ってしまった。（↑豚丼とホルモン炒め） 

　そして特にトラブルなく保安検査を通過し、ANA679便に搭乗し広島へと向かった。機
内では僕がヲタクスピリットを発揮してしまい機窓を凝視、残りの２人は終始爆睡だった。
1時間ちょっとで山の上にある広島空港に到着してしまった。ネタとしてStravaでログを取っ
ていたところ獲得標高が12589mになっていて笑ったが、いいねされたところで後ろめた
さが芽生えて消してしまった。 
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　広島空港では係員さんからの手渡しで自転
車を受け取ったが、その係員さんがエンド金
具ではなくハンドルが接地するような向きでマ
イチャリを担いでいたのにはビビった。「立
てて置く」というのがうまく伝わらなかった
ようだ。そんなことはあったがここはサイクリ
ストフレンドリー(?)な空港のようで、スタン
ドや空気入れ、各種工具まで備え付けてある
スペース（写真→）や専用更衣室、梱包用ダン
ボール置き場まで用意してあった。ありがたくフル活用させていただいた。この時、梱包時
に使ったプチプチを僕は持って、2人は捨てて出走した。ものを捨てられない僕の性格が如
実に出た感じである。 

　雲が若干多めの空の下、空港を出てすぐに
中央森林公園に向かった。ここにはいくつか
のサイクリングコースがあって、中でも空港
を取り囲む1周13kmの「健脚コース」なる
ものが非常に楽しそうだったので行ってみた。
その選択は大正解で、道は比較的カーブが緩
やかで、自転車以外（というか自分たち以外）

誰もいない（写真↑）ので非常に快適だった。
コースの前半は短い8％ぐらいの下りが連続し
ていて、スピードも適度に出てとても楽しかっ
た。途中で空港の滑走路末端を見渡すポイン
ト（ここはロードレースのスタート/ゴール地
点になっているらしい）に着いた時、いい感
じのタイミングで東京からの便が到着した。
しかもANA C-3PO JET（写真→）（ここで
ヲタクが喜ぶ）！轟音を響かせながら目の前を過ぎ去る機体に、思わず興奮しながらレンズ
を向けた。コースの標高最低地点を過ぎた後は最大12%の登りが断続的に続き、一気に
100m以上のアップを経て最高点に到達、まもなくゴールという感じだった。とにかく楽し
かった。しまなみ海道より走りごたえがあるのではとさえ思ってしまった。施設維持協力金
の名目で100円を求められたが、それ以上の価値があると思う。（ヒコーキヲタク並感） 
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　16時ごろに中央森林公園を後にして、県道82号からの国道2号で一路尾道を目指した。
この県道82号、標高300m以上の広島空港から一気に川沿いの平地まで降りる道であり非
常に斜度がきつく、車通りも多い上に路肩も狭かった。50km/h程度で車の流れに乗りなが
ら下っていったが、道が悪かったので僕のサドルバッグにつけていたリアライトと、後ろを
走っていたBのボトルゲージのファンタが吹っ飛んだ。金曜の夕方ということもあり国道2
号は非常に混んでいたが、車の速度が遅かったのはこちらにはむしろ好都合だった。 

　結局ホテルには18時前に到着し、その後
徒歩で尾道駅方面に向かい尾道ラーメンを食
べ、そして夜景が有名らしい（写真→）千光
寺公園に向かった。道を多少間違えて、民家
の裏の真っ暗で急勾配の細い路地や藪の中の
道無き道を攻めていくことになったが、それ
はそれでなかなか楽しかった。山頂は確かに
夜景が綺麗だったが、黒いアレが大量に闊歩
していたのが残念だった。 

2日目　しまなみ海道（推奨コース）初心者の旅 
Strava: https://www.strava.com/activities/1163893786?
utm_content=23947818&utm_medium=referral&utm_source=twitter  
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　この日は、9時ごろにホテルを出てまず尾道駅前の船着場から渡船に乗った。乗船料は自
転車込みで110円、陸路で行くには†路肩が存在しない†尾道大橋を渡らないといけないら
しい。向島の船着場には5分ちょっとで着いた。「向」島というだけのことはある。船を降
り、いざ走り出してみるとブルーラインが引かれた路肩の広さと路面の状態、それに瀬戸内
の陽気がとても心地よかった。25分ほどで因島大橋の接続道路に差し掛かり、平均1％あま
りの緩い坂を快調に飛ばして行った。僕の2週間前にしまなみ海道を走った両親はこの坂道
が死ぬほどキツかったと言っていたので、今のうちに飛ばせるだけ飛ばしておきたいと思っ
たりした。 

　2つ目の島である因島では、生口橋
の入り口を一旦スルーして、自転車神
社として知られている大山神社（写真
→）へと向かった。ここでは自転車の
お祓いをしてもらえたり、自転車お守
りが売ってたりする。何故か僕は買わ
なかったけど…。お賽銭を入れてお参
りを済ませ、無料で提供されていた麦
茶を飲んで早々に出走した。 

　橋を渡った先の生口島では島の北側を走り、途中でジェ
ラート屋さんに寄った。サイクリストの使命である
（？）。ちょうど前を走っていた観光バスのご一行様が
到着した直後だったので、店内はかなり混んでいた。イ
ンスタ映えを狙った写真（←）を撮るなどしたが、ツイッ
ターが生息地である自分には無駄な行動であることを

悟った。 

　生口島を後にし、多々羅大橋を
渡って大三島に入った。人生初の
愛媛県、四国入国（！？）である。
聖地巡礼を済ませ（写真→）、ちょ
うどお昼だったので、橋のたもと
にある公園と一体になった道の駅
で今治焼豚玉子飯なるものとタコ
唐揚げを食べた。その後、僕とゴ
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リラAで公園内の展望台（標高数十m）に
登った。なかなかの眺めだったけど、登り
としては物足りないものである。そうこう
しているうちに時間がなくなってきたので、
元々行く予定だった大山祇神社には寄らず
に大三島橋を渡って伯方島に入り、その伯
方島も一気に通過してしまった。 

　伯方・大島大橋の途中で見近島なるもの
を発見し、橋から接続道を通って下りてみ
たところ、プライベートビーチみたいなのが広がっていて思わずテンションが上がった。同
行者２人はビンディングシューズも御構い無しにこの様である（写真↑）。しばらく休んで、
再び走り出して大島中央部の峠（標高100m足らず）を越え、そしてBを残して（彼は坂が
好きではないらしい）、今回のラン最大の見せ場であるところの亀老山にアタックした。
232mUP、平均斜度9％という圧巻の内容である。観光バスが行き交う中、あまりにも速度
が出なくてコケそうになりながらなんとか登り切った。Aは僕より3～4分早く着いていた
ようだ。かてへん。頂上はこんな感じ（写真↓）で観光客が大勢いた。ダウンヒルは前を走っ

ていた軽と対向の観光バスがカーブで鉢合わせになったりして本当に怖かったがなんとか生
還した。 

  そんなこんなでしまなみ海道のクライマックス、来島海峡大橋にたどり着いた。来島海峡
といえば鳥羽一郎である（ホンマか？）。途中でエレベーターに乗って自転車ごと馬島とい
う小島に降りたが、何もなかった。再び橋に戻って走り出した矢先に、なんと路面に落ちて
いた針金が見事に前輪にブッ刺さり、停止してそれを引っこ抜いたところ清々しいまでの「ｼ
ｭｩｩｩｩｩｰｰｰｰｰｰwwwww」の音。やってもうた。幸い僕は予備のチューブを常にサドルバッグ
に入れていて、またBが インフレータを持っていたため素早く復帰でき、再び走り始めCO2
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て6時前には宿に到着できた。圧倒的感謝…！宿の目の前にある今治駅のジャイアントスト
アで、前日に吹っ飛ばしたリアライトと、新たな予備チューブとタイヤに貼るパンク用補修
シールみたいなものを買った。あそこ物価高杉 

　夜は近所のラーメン屋で久留米ラーメンを食べた。昼の今治焼豚玉子飯のおかげか僕らの
中の「今治ご当地グルメ」への熱は冷め切っていた。 

3日目　今治→松山快速運転、そして市内観光 
Strava: https://www.strava.com/activities/1165330173?
utm_content=23947818&utm_medium=referral&utm_source=twitter 

　この日は帰りの飛行機の時間が決まっており、そしてその前に松山市内観光をするつもり
で時間がシビアだったので8:20ごろに出走した。普段の僕の生活リズムからすれば驚異的
なほどの朝型ランである。瀬戸内の日差しと風を浴びつつ、路肩にブルーラインが引かれた
通称「はまかぜ海道」こと国道139号を巡航33km/hでひた走り、途中一度だけ道の駅に寄っ
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たほかはノンストップで道後温泉に辿り着いた
（写真→）。所要時間約2時間半、停止を抜いた平
均速度は実に28.9km/hだった。個人的にはこうい
う平地を颯爽と駆け抜けるランは大好きだ（刺激
を求めたゴリラAの提案により山中をブチ抜く国道
317号経由のルート案もあったが、諸々の事情に
より却下となった。本当に良かった）。 

　到着してすぐに「道後温泉まち駐輪場」に自転車を
しっかりロックして駐めておき、道後温泉の神の湯に
入浴した。俺は神や。シャンプーとボディソープは自
分で買う必要があり、これと入浴料を合わせて490円
だった。風呂を出てサイクルジャージから着替え、近
所のお店で鯛漬け丼セット（写真←）をいただいた。
松山で「鯛めし」と言ったら、炊き込みご飯ではなく

てこれを指すらしい。昼食後、自転車を駐
輪場に置いたまま市電に乗って松山城へと
向かった。スキー場みたいなリフトで山を
登って天守閣（写真→）へと向かったが、
中には入らないまま撤収し、近くのホーム
センターに行って同行者2人が復路の輪行
用プチプチを調達し、再び市電に揺られて
道後温泉へと戻った。 

　この後、2名の再びの「焼肉！焼肉！」
コールが発生し、空港に向かう途中の焼肉屋で優勝してから帰宅する説が浮上した（！）。
そんなことをしていたら飛行機に乗り遅れる未来しか見えなかったので流石に却下となり（代
替案として後日新宿の牛角でひたすら肉を食した）、着替えた後の自走も面倒だったのでリ
ムジンバスで空港までの輪行をキメた。この時、床下の貨物室に自転車を横倒しにして入れ
ることになったが、無傷で到着まで持ちこたえてくれた。 

　松山空港に到着してすぐ自転車を預けたのだが、印象的だったのが圧倒的な手際の良さだっ
た。ANAの係員さんが僕らを見るや否や「自転車ですね」と声をかけ、羽田でだいぶ手間
取った開披検査から引取りまでかなりスムーズに進んだ。輪行袋の脇に大きく天地方向の指
定、そして「万一横倒しにするならこちらを上に」と書いた紙を貼り付けてもらった。だい
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ぶ手慣れた様子である。やはりここから輪行
する同業者は多いのだろうか？（ちなみに広
島空港と同様のサイクリスト用設備がここに
もあるらしい） 

　そして松山空港といえばみかんジュースの
出てくる例の蛇口（写真→）である。みかん
愛好会垂涎の（？）アトラクションを、夕焼
けに染まる瀬戸内の空と翼を眺めながら楽し
ませていただいた。1杯360円の贅沢である。 

　19:25発の便ではあったが、お土産ショッピングに飽きたので18時ごろに早めに保安検
査場に向かった。すると、リュックにぶち込んだサドルバッグの中のツールが検査で引っか
かり、六角レンチを展開した状態で刃渡りが測られたりして非常に焦った。レンチは刃物
じゃないんだから刃渡り０cmでしょ結果的に持ち込みOKとの判断が下りて没収は免れた
が、サドルバッグは付けっぱなしで自転車ごと預けた方がいいという知見が得られた。 

　ANA598便は直前の機材変更はあったものの順調に飛び、定刻前に到着した。羽田の係
員さんはちゃんと自転車を持ってきてくれた。やはり出発地で明確に天地とか指定してもら
うのが大事なのかな～と思った。そしてモノレールに乗り、浜松町からの京浜東北線の車内
で解散となった。帰りの電車の中で、密度の濃い3日間を思い出していた。 

 

おわりに  
　最後まで私の長々として読みづらく取り留めのない旅行記におつきあいくださりありがと
うございます。今回自身初の飛行機輪行で、いろいろな心配事がありましたし、そのうちい
くつかは実現してしまいました（笑えない）が、NCの先輩方や同級生の皆さんのアドバイ
スに大いに助けていただきました。ありがとうございます。そして今回の旅を共にしてくれ
たA、B両氏、本当にありがとう。
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上日川祭に参加してみた 

2 年 高橋 

 

NC 三大非公式ランと言われているうちの一つである上日川祭に参加してきま

した。僕にとっては、自転車を始めてから最も距離が長く、獲得標高も高いラ

ンになりました。僕が写真を取れるほどの気力が残っていなかったため、写真

は少なめです。あと、文才がないので読みにくいと思います… 

 

7/2 小作駅 8:00 スタート→奥多摩湖→柳沢峠→上日川峠→笹子峠→大    

垂水峠→高尾駅 20:30 ゴール (170km 3660mup) という内容でした。 

ルート詳細 : http://yahoo.jp/L8cR44 

 

・ 8 時前に小作駅に集合し、普段の時間にルーズな NC のランとは違い、時間

も限られていたので 8 時丁度ごろにすぐ出発した。最初は小作駅から奥多

摩湖周辺までの 30km 400mup 平均斜度 1.3%の「前菜」と言われている部

分を走った。なんとかダラダラと続く登りを登って奥多摩駅に到着し、休

http://yahoo.jp/L8cR44


憩＆別所さん回収をして次のルートである柳沢峠に向かった。 

 

・ 柳沢峠に行くまでに 20km 弱?奥多摩湖周辺などを走っていたが途中の公園

にさしかかった頃、NC 内でゴリラ登りに強い人として認知されている今城

さんと 1 年(4 年)の小堀さんがまだ上日川祭の 1/4 程の部分なのに、僕を含

めその他のメンバーを千切って行ってしまった…その後、気を取り直して

柳沢峠に向かった。 

 

・ 柳沢峠に入るまでの道も登りで辛かった記憶があるが、その後の柳沢峠は

とにかく長かった…(17km 832mup 平均斜度 5%) 柳沢峠の終盤には湧き水

があり、その水をボトルに入れて残りも登っていった(とても美味しくて精

神的にも助かった)。柳沢峠の頂上からは富士山を見ることができて大満足

でした。 

頂上からの景色はこんな感じ。(奥に見えるのが富士山) 

 



 

 

・ 柳沢峠の上で軽く休憩したのち、少し下って上日川祭のメインディッシュ

である上日川峠を登り始めることになるのだが、上日川峠の直前でメカト

ラ発生。別所さんのロードのフロントワイヤーが切れてしまったが、それ

をなんとか軽いギアに固定できる様にして上日川峠に出発した。 

 

・ 上日川峠(9km 732mup 平均斜度 8.1%)はやはり、今までで一番辛かった。

一生懸命に力を入れて漕いでも一桁の速度しか出ない。しかも一旦足を止

めると終わりだということが直感でわかるぐらいヤバかった。それでも峠

の端々にある頂上までの残りの距離に励まされてなんとか登ることができ



た(本当に辛かった)。頂上についてみたら、看板がどこにも無くて軽くショ

ックを受けた… 

 

・ その後、下ってすぐに笹子峠(7.3km 400mup 平均斜度 6.1%)へ。笹子峠は

上日川峠を登った後に登ると、疲れよりも登るのが楽という感情が先に来

たので特に何も覚えていない黙々と登った。多分少しは疲れたと思う。笹

子峠の頂上には心霊スポットっぽいトンネルがあり、少し肌寒かった。下

にトンネルの写真をつけるが、何か写っていたら申し訳ない。 

笹子峠はトンネル以外本当に何も覚えていない。 

 



この暗さは普通に怖かった… 

 

・ 笹子トンネルを越えたら、もうあとは大月まで下るだけ。この下りが途中

で変に登りがなく気持ちの良い下りだった。 

 

・ 大月まで下った時、ここでリタイアするかどうか迷ったが折角だから最後

まで完走しようと思い大垂水峠へ向かった。大垂水峠まではアップダウン

が厳しい上にもうだいぶ暗くなっていたので精神的にも辛かった… 

 

・ 最後の大垂水は真っ暗で疲れている中でのヒルクライムでやっぱり疲れ



た。登った後はもう惰性で高尾駅まで下って上日川祭を完走する事が出来

た。走った後は意外ともう少し走って 200km は行けそうと思えるぐらいに

は上日川祭中で強くなれた気がした。 

 

・ 坂があまり好きじゃなかった僕が、上日川祭に参加してみて、坂が好きま

でとはいかないが、まあまあ登れるようになり、走りに行こうと思えるよ

うなルートや地形が広がったので、来年は是非みなさんも参加してみて下

さい！たまには観光ではなく登ることを楽しむライドもいいと思います！ 



初級キャノンボール制覇 

～東京名古屋 370KM/20 時間の旅～ 

2 年 白崎大輔 

0,YOUTUBE チャンネルの宣伝  

この記事で紹介する初級キャノンボールの様子も含め、

様々なサイクリングの動画を以下のチャンネルでアップし

ています。文字だけでは伝わらない部分も、実況動画で伝

えられると思いますので、是非御覧ください。 

チャンネルは「ie3saien」で検索していただくと出てき

ます。こちらのリンク

https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg 

又は QRコードからもアクセスして頂けます。 

今回の初級キャノンボールの動画の再生リストは、右の

QR コード又はこちらのリンクからアクセスして頂けま

す。 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrM3_WHockQa6_DathKBOFgr 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBW5hBazVbrM3_WHockQa6_DathKBOFgr


1,初級キャノンボールとは  

24時間以内に東京名古屋間の約 370km を走りきる競技です。スタートは東京でも名古

屋でもよく、また、ルートも各自に任されています。 

 出発地を決めるにあたって、いくつか条件がありました。 

 朝出発にする。 

 箱根は昼間に通過する。 

 全体的に追い風で、特に沼津～富士～由比あたりの強風区間は追い風を望

む。 

朝出発にする理由は、以前犬吠埼の日の出を見るためにナイトランをした所、日が出た

瞬間眠気が襲ってきて昼間の行程をキャンセルしたことがあるからです。 

箱根を昼間通過にするのは、ダウンヒルを安全に行うためです。夜間でも速度を落とせ

ば下れますが、握力を持って行かれるし、せっかく蓄えた位置エネルギーが勿体無いで

す。 

箱根は、東京から 100km、名古屋から 270km くらいの地点にあります。その為、東京

を 6:00 に出発した場合は 12:00 位に、名古屋を 6:00 に出発した場合は 23:00 位の到着に

なります。この時点で、私にとって名古屋出発は無理でした。 

あとは、3 つ目の条件である風向きですが、実施した 2017/10/8 は基本的に弱い東風が

吹く予想でした。 

以上のことから、5:00 に日本橋を出発して名古屋を目指すことにしました。 

結局寝坊して、出発は 6:02 になりましたけどね(笑) 

結果的には正解だったと思います。 

  



2, 持ち物  

10月ではあるものの、最高気温が 28℃予想という難しい天気だったので、半袖レージ

ャー+半レーパンを基本とし、アームウォーマー、レッグウォーマー、アンダーウォーマ

ー、ウインドブレーカーが薄手と厚手で 2つを持っていきました。 

結果としては、レッグウォーマーとアンダーウォーマー、厚手のウインドブレーカーは

夜でも不要でした。ただ、走り終わった後、夜、歩き回るときには重宝しました。結局全

部着ましたからね。 

その他のキャノボ特別の装備というと、 

 24時間耐えられるための計 24000mAh のモバイルバッテリー約 400g 

(スマホ、アクションカム、ライト用) 

 VOLT400 と中華 1200lmのダブルライトとそのバッテリー6000mAh 

これはマジで重宝した。 

 薬局で売っているカフェイン錠 

万が一眠気に襲われた場合に近くの宿泊所まで安全に移動する用。 

 370km の行程の中での曲がり角を全て記した Q シート 

一回一回曲がり角で地図を確認す

ると時間の無駄なので、Q シート

を作りました。60 個程曲がり角が

あったので、一つにつき 20秒止ま

るとそれだけで累計 20 分のロスで

すからね。無視できません。 

くらいでしょうか。無駄に持ちすぎると重いし、かと言って減らしすぎて必要なものが無

い or 現地調達となると時間のロスなので、難しい所です。 

では、時系列で追っていきましょう。 



3,時系列  

6:02 0KM  

 東京日本橋を 6:02 に出発しました。      

370km の旅の始まりです。因みに、日本

橋まで 20km程自走しているので、全行

程としては 390km 程になります。 

 

 

6:30 7KM  

事前に作成した Q シートでは、横浜ま

で R1を進む予定だったのですが、R15 の

方に入ってしまったので、そのまま R15

を進みました。朝なので空いていまし

た。 

 

9:10 70KM 

横浜で R1に乗り換え、藤沢バイパスの

直前で K30 へ。そして R134 を西へ進み

ました。良い感じの東風で、R134 では

30km 以上の巡航スピードを出せました。 

  



9:50 80KM 

80km 地点にして初めて休憩を挟みまし

た。無駄な休憩は平均速度を下げるの

で、計画段階から休憩は 370km の行程の

中で 3 回くらいにしようと決めていまし

た。朝飯も、信号待ちをしながらおにぎ

りを頬張る感じで、極力止まらないよう

にしました。本当は小田原に着いてから

休憩にしたかったのですが、トイレが我慢できなかったので、80km 地点のコンビニでト

イレに入ることにしました。ここでの休憩時間は 7 分程度でした。 

10:15 90KM 

いよいよ箱根を登り始めました。晴れ

た 3連休の午前中ということもあって、

道は混んでいました。下りもこの混み具

合だと渋いなぁと思いながら、登りまし

た。勿論、チンタラ登っていてはいけな

いのですが、まだ 280km 以上残る中で、

踏みすぎて膝を壊したり、体力を消耗し

てはまずいので、マイペースに登りました。 

11:15 100KM 

ここまで順調に来ていた初級キャノン

ボールでしたが、ちょうど 100km 付近の

小涌谷でトラブルが発生しました。登っ

ている時に急に左脚のふくらはぎが攣っ

たのです。思ったよりもトイレに行きた

くなることに気づいたので、摂取水分量

を減らしていたことが仇となりました。

この日は 10月にも関わらず最高気温が 28℃もあり、水分を十分に摂るべきでした。10分

ほど休んだらなんとか落ち着いたので、ゆっくりと再出発しました。 



12:00 105KM 

ここまで 100km 走って休憩時間は 20

分足らず。箱根を登りきった達成感から

気が緩み、道の駅箱根で 20分も休んでし

まいました。 

下りは空いていたので、気持ちよく下

ることができました。 

13:00 130KM 

沼津市内を抜けて、駿河湾沿いを進み

ました。左手に防風林が広がり、信号が

10km ほど無い道を進みました。平均速度

は上がるのですが、お尻を休めることが

出来ないので、非常にストレスが溜まり

ました。程よく信号があることも大切で

すね...  

 

14:00 145KM 

防風林地獄は抜けましたが、今度はバ

イパス地獄。真っ直ぐな道が続くことは

変わりません。あと、自転車通行禁止区

間もあるので、事前に調べていくことが

必要です。その場で調べると、時間のム

ダです。 

  



14:30 155KM 

由比のあたりを進みます。この、山と

海に挟まれた田舎の漁村感が大好きで

す。昨年通ったことを思い出しながら進

みます。 

また、由比バイパスの回避は初見だと

かなり難しいので、事前にストリートビ

ューとかでしっかりと調べておく必要が

あります。間違えて進入すると、高速道

路並のスピードで飛ばすトラックに怯え

ながら走ることになります。 

 

 

 

16:00 180KM 

初級キャノンボールでは、静岡市が折り

返し地点です。静岡って結構都会だなぁ

と思いました。まだまだ体力がありまし

た。とりあえず無心に進みます。 

 

 

  



16:30 190KM 

箱根以来の峠、宇津ノ谷峠です。名前

は峠ですが、100m も標高が無いので、単

なる坂です(笑)。すっかり日が傾いてきま

した。涼しくなってきたので嬉しかった

ですけどね。 

 

17:30 210KM 

残り一つの峠を越える前に日が暮れそ

うです。島田市辺りの雰囲気が、群馬の

実家あたりに似ていました。 

 

 

 

18:00 220KM 

金谷峠を登る頃にはすっかり日が暮れ

ていました。ダウンヒルも暗闇の中にな

ってしまいましたが、普段の VOLT400

に加えて 1200lm の中華ライト(2500 円)

も買っていったので、安心でした。 

暗闇の中ボワッと灯りがともる夜のトン

ネルってマジで怖くない..??? 

本当に苦手。 

 



19:30 240KM 

ひたすら進んでいきます。ここらへん

から疲労を感じなくなりました。アドレ

ナリン出まくっていて、脚から血を流し

ていても気づかないのだろうなぁなんて

考えながら進みました(笑) 

 

21:30 290KM 

とりあえず、夜になると何も景色が見

えないので、書くことはありません(笑) 

実際に走っているときも、楽しみはヘ

ルメットスピーカーの音楽だけです。 

でも、こうやって初級キャノボをする

のも人生で 1回だろうなぁと思いながら

楽しんでいました。疲れて死にそうとかいう事はありません。 

22:00 300KM 

そんな感じで夕飯を食べてからの 2 時

間、24 時間は、どんなに遅く走っても走

り続ければ達成できることを確信したの

で、ダラダラと走り続けていました。 

しかし、300km を超えたところであるこ

とに気づいたのです。Ave18km であと 4

時間進み続ければ、20 時間切りできると..  

やっぱり 20時間台と 10 時間台では印象が違います。平均速度が落ちてきた中で

Ave18kmキープは辛いということはわかっていましたが、このまま何も目標を持たないと

ダラダラ終わるだけだなと思ったので、20 時間切りをやってみることにしました。 



23:00 315KM 

途中、200m ほどの丘があったのですが、思いっきり走ったら気持ち悪くなりました。

補給も喉を通りにくくなり、QOR(Quality of Ride)が一気に下がりました。とりあえずあ

と 3時間、3時間と言い聞かせながらムチを打ちます。 

24:30 340KM 

20時間切りを決めた時に、「Ave 維持のためにはコンビニに寄れるのは多くてあと 1

回」と決めていたので、気持ち悪くなりながらもコンビニを先に先に引き伸ばしていまし

た。流石にトイレが我慢できなくなったので、コンビニに寄り、吐き気解消のためにハイ

レモンを買いました。これは、吐き気止に効きます。 

25:00 355KM 

残り 10km となりました。都市高速の

高架が通る名古屋市に入り、本当にゴー

ルが近づいているのだと感じました。 

体に鞭打って進んだ甲斐があって、こ

のあと都市部に入って Ave が落ちたとし

ても 20時間切りはできるだろうという感

じになっていました。名古屋の雰囲気を

感じながら進みます。1日の光景を思い出したりもしました。藤沢を、箱根を、由比を、

静岡を走っていたのがたったの半日前だと思うと感動しました。 

25:45 370KM 

ついに 19 時間 43分で日本橋→名古屋

駅の 370km を走りきりました! 

写真は駅にいた大学生グループに撮っ

てもらいました。 

 

 



走り終わったその後  

帰りの始発は在来線だと 5:00 過ぎ、新

幹線だと 6:00 過ぎでした。それまで約 4

時間、時間を潰さなくてはなりません。

元々、24 時間いっぱいかかって 6:00 位に

到着するものだと思っていたので、あま

り潰し方を考えていませんでした。駅は

当然の如く空いていないので、駅前で少

し自転車と共に座り込みました。疲れがどっと出てきて動けなくなり、30分位そのまま居

ましたが、流石に残り 3 時間このまま居るのは無理だなと思い、場所を探すことにしまし

た。 

駅から数百 m離れたコンビニで買い出しをして店の外で食べていたら、全く別のおじさ

ん二人に口をそろえて「ここらへんにいると、全部盗られるよ」と立て続けに言われまし

た。 

「名古屋、怖えええええええ」と心底思い、安全な寝床をいち早く探すことにしまし

た。 

候補は、・カラオケ  ・ネカフェ  ・カプセル

ホテル  ・24 時間営業飲食店  でした。真夜中に

出歩いたことがないので、正直どこで時間を潰せ

ばよいのか全然わかりませんでしたが、思いつく

のは上の 4 点でした。残り 3時間を潰すとなる

と、前の 3 候補は割高だと感じ、24時間営業飲食店をググり、結局サイゼリアへ。お店の

ご厚意で、輪行状態にした自転車を店内に置かせて頂ける事になり、店内へ。(名古屋の治

安だと外には置いておけないので助かった。) 



カロリー補給のためにミニパフェを頼

みましたが、胃腸が死んでいたのでスプ

ーンが進まず、そのまま眠りにつきまし

た。 

物音で目を覚ますと 5:30。朝食を食べ

にきた客で賑わっていました。「夜の間

何処に居たんだ?この人達?」と思いつ

つ、パフェの残りを食べ、店を出ました。 

名古屋の朝は綺麗でした。出発前は

「名古屋観光して帰るか」とか思ってい

ましたが、とてもそんな気分にはなれ

ず、始発で帰ることにしました。東京→

田沢湖を 12時間かけて 18 切符で移動し

たことのある私でも、6時間かけて在来線

で帰る気にはならず、4000 円を追加課金

して新幹線で帰ることにしました。自分のお金で新幹線に乗ったのは初めてだなぁと思い

つつ、自転車が置ける最後部座席を指定で確保(名古屋始発なので要らない) 。 

新幹線に乗り込むと、すぐに爆睡。目が覚めると品川に着いていました。結局名古屋を

出発してから 2 時間半ほどで 9:00 前に自宅に到着。自転車で 20 時間掛けて進んだ道のり

を、その十分の一余りで戻ってきてしまう文明の利器、新幹線にただただ感動しました。 

Fin 

 

 

 

 

 



4,各種記録  

サイコンとスマホの GPSでデータを取っていたので、少しお見せします。

 

まず、1時間ごとの平均速度です。この平均速度は、タイヤが回っている時の平均速度

なので、信号待ちや休憩は含まれません。5-6 時間目で箱根の登りで速度が落ち、7 時間

目にダウンヒルで上がっている所以外は、おおよそ 20-25km の間を動いています。最後の

6 時間位 22km/h以上を維持できたのは良かったと思います。 

 

一方の心拍数はどんどん下がっています。脚が先に売り切れて、回したくても回せない

のか、心肺機能が死ぬのかよくわかりませんが、必ずロングライドでは後半ダレます。 
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5,感想  

2 回目をやることは無いと思いますが、暫く経つと懐かしくなってもう一度やりたくな

る挑戦でした。20 時間ずっとアドレナリンが出っぱなしというこの体験は、ある意味麻薬

的な中毒性があるようにさえ思えます。 

普段トレーニングを全くしない私でもクリアできたので、「初級」キャノンボールに関

してはそこまでレベルは高くないと思います。成功に必要なものは、・休憩を最小限にす

る事  ・登りで体力と膝を削らない事  ・眠くなったらリタイヤでいいや、位の楽な気持

ちを持つ事  ・修行をしに来ているのではなく、あくまで趣味だと忘れない事  だと思い

ます。 

少しでも興味を持たれた方は、キャノンボールの解説サイトを見て、計画を立てて実行

してみてください。きっと楽しいと思いますよ。安全にだけはくれぐれも気をつけてくだ

さいね。 


