
 

Nakayoshi Cycle 
 

Newsletter 
July 2016 



��� ����� � �� ����

 �� ���� �������������� � �� ���

  � ����������� � �� ���

 �� ������� � �� ���

 �� ����� � �� ���



初乗鞍！ 
2年 佐々木 

ままええががきき  

5月某日、部室にて。 

駒代「7月くらいに軽く自転車旅行したい」339「乗鞍とか行ってみたいよね」 

という訳で、同期を誘って乗鞍への旅行を企画・実行してきました。 

乗鞍（岳/高原）はロードバイクで登れる日本で一番標高の高い舗装路としてあまりにも有名。
サイクリストの聖地への憧れと毎年 NC で誰かは行ってることもあって行き先はすぐに決まっ
たのでした。 

 

概概要要  

日にち 7/15(金)-7/16(土) 

行き先 乗鞍（エコーラインピストン） 

    http://yahoo.jp/xCarRF 

参加者1 佐々木 井澤 横谷 寺田 今城 三好 鈴木 関野 

 

 

 

                                                     
1 最初は 10人くらいだったが、金欠や予定に不都合が出たなどで離脱。駒代は重度の熱中症に
かかり断念する形となった。お大事に。 



内内容容  
先輩からいろいろと教えてもらい、新宿～白馬を結ぶ夜行列車ムーンライト信州で松本まで移
動。夜行列車という響きだけでテンションは上がるのだが、寝台列車ではないので、ただの「夜
も走る列車」。リクライニングはそこまで倒れないし、電気消えないしで熟睡なんてできなかっ
た…。 

4:32、松本到着。ここで全自走組と乗鞍観光センターまで輪行組が、浪人会2と現役でくっきり
と分かれた。私と三好と関野が自走する浪人会を見送って、上信電鉄に揺られ新島々駅、そこか
らバスを乗り継いで観光センターに着いたのが 6:00過ぎ。準備したり朝ご飯を食べたり乗鞍大
雪渓関係のカメラマンの方3と話していたりして、出発は 7:00 ごろになった。20km の登坂を 3
人で行くので、6kmちょいで先頭を交代しながら進むことに。 

にしても天気が怪しい。予報で晴れでないことを確認してはいたが、山にかかる雲を見るとどう
してもテンションは下がってしまう。初代から直々に二代目雨男の称号を引き継いだ彼4が参加
したせいか…（失礼）。 

じゃんけんで負けた三好が初めに牽く。雲間から差す朝日を浴びながら鳥の鳴く木々の中を走
る。さすがに路面は良好、車もほとんど通らないので走りやすく、自然と自分と自転車だけとい
う状況。これだけでも純粋に峠を登っている感覚になり、満足しそうになった。はじめのうちは
そこまで斜度はきつくなく、5-6%くらい。スタート地点で標高 1400mなので、既に周りの山と
同じ視線。特訓ランで登った山々（多分）が見えて懐かしい気持ちになった。 

                                                     
2 沖縄で発足した、浪人と浪人っぽい人で形成されるグループ。浪人会現役枠とかいう訳の分
からないくくりがあるが、鈴木はともかく寺田には浪人臭はないと思う。 

3 今回、ずっと密着取材を受けました。 

4 三好が主催するランは雨でいつも中止になるため。（第二回新歓ラン、7月定サイの前科二
犯）



6km ちょいを走り切り、今度は私が牽いた。現役は浪人会と違って登坂ではなく峠を楽しむの
がコンセプトなので、10km/h切るペースでも許された（はず）。途中木々がない開けた場所に
出た。下には高山植物の斜面と通ってきた道が、目の前には八ヶ岳連峰のパノラマが。えっ、中
腹の地点で並な峠の頂上と同じ景色なんですけど。改めて標高の高さを感じさせられる。すごー
いと感動していたら、例のカメラマンの方が「森林限界を超えるとそんなもんじゃないよ。それ
に、今日は雲の上を抜けられそうだよ」とのこと。「え？あんなに雲厚いのにその上まで行ける
の？」と半信半疑になりながら、更なる上を目指してペダルを踏む。 

ここから斜度が上がり、九十九折りのコ
ースが始まる。平均 7-8%、ワインディ
ングは 13%くらいありそう。雲に突っ込
むあたりで関野と交代。視界は真っ白、
まさに「くものなかにいる」。本当に抜
けられるのだろうか。とまあ「キツい・
眺望（ご褒美）が無い・辛い」の三拍子
が揃い、登坂特有の「何で来たんやろ…
（後悔）」現象が出てきたころ。一瞬霧
が無くなり、前を見上げたら… 



何これ!?青い空、茶色い岩肌、それに沿う道路。え、あそこまで登るの？感動と困惑ですっかり
カオスな心情に。ただ、上は晴れていること、ご褒美の絶景にありつけそうなことで先の現象は
吹っ飛び、モチベーションMAX。いや、あんなの見せられたら何でもする。 

再び雲の中に戻り、じわじわ標高をあげていく。霧に包まれる高山植物と岩々、という普段目に
することのない光景に横目に眺めていると、だんだん霧が薄くなり晴れ始めた。そして完全に雲
を抜けると… 

自分がこの中にいることが信じられないくらいの絶景。ここは日本じゃないんじゃ？何あれ、雪
残ってるよ。こんなにも空が近くて青が濃いなんてことあるの。見回した視界が全部画になる景
色にただただ感動していた。乗鞍の本番は残り 3kmから始まると言っても過言ではないと思う。
「終わってほしくない」と思った登りは初めてだった。 



眼下にワインディングロードが見える有名な
景色を目にして、「わー、乗鞍っぽい乗鞍だ
ー！」と小学生以下の感想を述べていたところ
をしっかりカメラマンの方に聞かれてしまっ
た。大学名言わなくてよかった。ここで写真を
撮ってもらったのだが、無事「乗鞍大雪渓 web
サイト」という HPでフリ素化されました。 

そしてついにゴール畳平到着。10:00だったので、ちょうど 3時間くらい。それから後続の浪人
会を待つ。「あの人たち足つきなしチャレンジとか TT とかやってそうだよねｗ5」と話してた
ら 10:30に今城と井澤が来た。えっ、早すぎない。観光センターから 2時間で来たらしい。化け
物かよ…。そんなこんなで全員揃ったのが 11:30ごろ。全自走の浪人会の方々、お疲れ様でした。 

いい時間だったので、バスターミ
ナルでそばとかうどんとかカレー
を突っついた後、記念撮影に向か
う。乗鞍写真で有名なポイントを、
どうやら私は「ちょっと歩かない
といけない」と勘違いしていて6、
ここから 15分で行ける「魔王岳」
かな、とヒルクラの後に登山を敢
行。ひぃひぃ言いながら登頂し、結
局例の写真ポイントは無かった
（それはそう）けど、霧が流れる畳
平を一望できた。ヒルクラ後、乗鞍
岳を手軽に感じられるポイントで

                                                     
5 さすがにやってなかった。 

6 ほんとはすぐ近くにありました。ゴメンネ(・ω<) 



はなかろうか（という正当化）。せっかくだしとここで記念撮影して、下山して、有名なポイン
トでもパチリ。横一列に 8人 NCジャージが並んでるのがすごくよい。 

あったかいうちにダウンヒルしたいので、13:00すぎにピストン開始。だが、天気が崩れ始め終
始霧の中を走る形となった。視界がない状態で、斜度のある九十九折りを下るのは恐怖以外の何
物でもない。特に前日寝れてない状態も合わさり、何度か死にそうになった。乗鞍エコーライン
（霧）は私の中で嫌いな下り NO.1に輝きました。雨の中生きて下ったでるでさんすごすぎ。 

エコーラインが怖かったので、松本までも私だけ輪行することを決定。観光センターで自宅まで
自走チャレンジを行う今城と井澤を見送り、バスの中でぐっすり寝て、松本駅。松本で観光とい
う選択肢もあったのだが、なんせ時間が中途半端だったため、スーパーあずさでブルジョワ輪行
して帰りましたとさ。 

初めての乗鞍、最高だった。天気にもいい意味で裏切られ7、ベストなタイミングで登れたのは、
本当にラッキーだったと思う。企画した時はかなり不安だったけれど、無事に終われて良かった。
参加してくれた同期の皆、いろいろと教えてくださった横地さん、尾家さん、ありがとうござい
ました。絶対来年も行こうな。 

 

 

 

 

 

                                                     
7 翌日は雨＆濃霧＆強風で最悪の天気だったらしい。 



後後世世へへののヒヒンントト？？  
この拙稿を読んでくださって「乗鞍行きたい！」と思った方々に向けて、留意点やアドバイスな
どを遺しておきたいと思います。 

・東京から乗鞍アタックするにはエコーライン（長野側）が輪行的に楽。 

・始発でも登れないことはないが、早朝から行くのがやっぱりお勧め。その際は季節限定ではあ
るが、ムーンライト信州を使おう。ただしこの電車、めちゃくちゃ人気のため予約開始の日には
席が無くなるので注意。学割で¥4500ほど。 

・ムーンライト信州で寝れると思ったら大間違い。むしろ体力精神力を消費するので、その覚悟
を。ネックピローがあるとちょっとはマシかもしれない。 

・松本～乗鞍観光センターまでの R158はとっても危険。路肩はほぼなく、トンネルは無数にあ
り、なおかつ交通量が多い 40km,1000mUP。怖い人、眠くて集中力が切れやすい人は避けるべ
き。下りも同じく。輪行代はリーズナブル（電車＋バスで往復¥3200）なので、お金で安全を買
った方がいいかも。ただしバスに乗る自転車はせいぜい 4-５台なので人数には注意。 

・乗鞍観光センターまで輪行すると、あらかじめ持ってない限り補給が買えない。観光センター
に 7:00から開く売店は一応あるが、高いので夜行列車に乗る前に買っておこう。 

・ピストンするなら松本駅のコインロッカーで荷物を預けることが可能。 

・山の天気は良くも悪くも変わりやすい。温度調節できるように。特に 2000m代の下りで雨な
んかに降られたら気温一桁にもなる。ダウンヒルの格好には気を付けて。 

・エコーラインの下りはめっちゃ怖い。斜度のキツいヘアピンで曲がり切れなかったらワイヤー
突っ込んで最悪突き抜けて落下…なんてことも？輪行して回避する選択肢も全然あり。 

・6 人いればスーパーあずさの回数券が使えて、¥4600 で松本～新宿間を 2.5h で帰れる。その
場合、支払いが面倒なので予め買っといたほうがいいかも（反省点）。なお「6 人もいない！」
という場合は、松本駅西口に金券ショップがあり、¥4500~購入可能。今回は疲れで頭が働いて
ないせいで、回数券より高かったが集金の面倒もあってこっちで買った。 

・下って松本観光するなら松本城、浅間温泉など。ただし松本城は 17:00まで、浅間温泉は往復
10kmなので時間には気を付けよう。スーパーあずさの終電は 20:00で、逃すと多分その日にお
家に帰れません。 

役立てれば幸いです。皆もぜひ乗鞍へ！ 



ココララムム  東東海海岸岸おおすすすすめめ観観光光ススポポッットト     4年 田嶋  
前回の記事が編集不足だったため、たくさんの方にご迷惑をかけたこと大変申し訳なく思います。 
また、今回の台湾紀行は諸事情があり、休刊です。その代わりに少しだけ東海岸を紹介したいと思います。 
29日夜に洗濯しようと歩いていたところ、転んでスマホの液晶を割り、台湾をはじめ今まで取っていた写真のデ
ータが消えました。ということで写真はありません。 
  
太太魯魯閣閣国国立立公公園園  
国立公園内にある渓谷では立霧渓の激流が流れており、長い年月をかけて太魯閣の岩肌を侵食し、険しく、神秘

的に形成された。立霧渓の峡谷には、約 20kmに渡って断崖が続いている。新城から中部横貫公路（台８）を登
ると、岩の洞窟や渓流がみられてとても楽しかった。燕子口という大きな岩の洞窟が一番おすすめである。 た

だしこの道路は世界大危険道路に認定されており、道が細かったり（車一台分の幅）落石があり危険である。天

候に左右され、大雨が降ると浸水し、毎年のように衝突事故が起きるらしい。行くときには十分注意が必要だ。 
また、ずっと登っていくと武嶺（標高 3275m）という台湾公路最高地点にたどり着ける。ここでは、毎年ヒルク
ライム大会が開催されており、日本からも何人が毎年参加している。太魯閣ヒルクライム大会インターナショナ

ル部門は約 90.5kmで武嶺まで登るダイナミックなコース設定。世界でも有数の難易度を誇るヒルクライム大会
である。学生のうちに武嶺には登ってみたい・・（切実） 
・・清清水水断断崖崖    
蘇花公路沿いにある、和仁駅と崇徳駅の間約 9km の区
間は険しい岩山が急激に海に落ち込む断崖ときれいな

ブルーの海の絶景が続くことから清水断崖と呼ばれて

いる。22.7kmにわたる海岸は高さ 1000mの岩壁がそそ
り立っていて世界でほとんど見られない珍しい地形。台

湾八景の一つに選ばれている。 
 ただしこの道路は道も狭く、また落石も多く危険な道

なのでなるべく輪行して回避するべきである。どうして

も走りたい場合、トンネルでは大型トラックなどに煽ら

れて危険なのでバイクに一緒に走ってもらえるよう頼

んだほうがよい。 
http://www.taroko.gov.tw/Japanese/Default.aspx?mm=5&sm=1&page=1 
九九份份  
北部の港町新北市瑞芳区の山合いにある、千と千尋の神隠しの撮影場所で有名な観光スポット。ライトアップさ

れるので夕方から夜がおすすめ。ただし年中雨が多いらしい。私たちが行った時も大雨で渋滞していた。駅から

約 20km、登坂 15km？？山の斜面一帯にあるので階段が険しい。商店街が所狭しと並んでいて何時間でも楽し
める。おすすめのグルメは阿柑姨芋圓の芋圓。店が絶壁の上に立っているので景色もよい。 
＜＜おおままけけ＞＞台台湾湾のの地地図図事事情情、、道道路路標標識識事事情情  
・台湾の地図は日本のようにページ数も書いていなく縮尺もバラバラで非常に見にくい。本屋でわざわざ重い地

図を買うよりも観光スポットのある駅に大型の地図が置いてあるので、そこでもらった方がいいかもしれない。

九份の最寄り駅瑞芳では台湾全土を４つにわけた見やすい地図が無料でもらえた。 
・台湾の道路には日本のように丁寧な道路標識がなく、また都心部では道が複雑でわかりづらい。特に高速道路

と交わっているところ。道路の名前で逐一確認した方がよい。走る前のルート確認を丁寧にすることが大事だと

思った。私は台北で 13キロで行けるところを 27キロも走る羽目になった。 



会長連載7 

3年 田中優亮 

Pokémon GO  
みなさんこんにちは。期末試験に無事殺されている田中です。あと5つ試験が残っているため

今月は短めにさせていただきます。毎月手抜きだろとか言わない。 

さて7月22日についにPokémon GOが日本でもリリースされ、街行く人のうち114514割がプレ

イしています。正直ここまでの歩きスマホ助長ゲームだとは思っていなかった……周りの人は全員

自分のことを認識していないと思って歩く必要がありそう。 

で、一応（？）自転車サークルに所属している我々的には、自転車を使って効率よくプレイで

きないかと考えるわけです。このゲームはポケストップというアイテムを貰えるスポットをまわり

ながら野生ポケモンを見つけたりタマゴを孵化したりといったことを延々と繰り返すゲームなので、

自転車使って素早くポケストップ巡り、タマゴ孵化とかできたら素敵ですよね。 

しかしよく知られている通り、このゲームで移動距離としてみなされるのは時速10km以下の

移動らしいです。なのでロードバイクは当然のことながらママチャリですら無理です。ゆるすまじ。

原作（？）のポケモンをやる方ならご存知だと思いますがタマゴの孵化というのは自転車に乗って

同じ道を何度も何度も何度も何度も何度も行ったり来たりしてやるものなんです。自転車に乗った

らタマゴの孵化歩数にカウントされないなんて訴訟も辞さない。 

それにこのグラフィックを見てください。これは現時点でのポケモンの（原作の）最新作、

ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイアでの自転車のビジュアルなんですが、みな

さんお分かりの通り、左のマッハ自転車、どう見てもロードバイクです。よく見ると左前ブレーキ

だ！とか、リアブレーキ浮いてるやんけ！とかいろいろ突っ込みどころがありますが、そんなこと

は置いておいて、ゲーム中でロードバイク使ってタマゴ孵してるのに現実世界でできないのは不公

平だ！！！！！！ってことを言いたかっただけです。それでは試験勉強に戻ります。よいPokémon 

GO生活を。



駒代連載 7月号

熱熱中中症症はは怖怖いい
2年　小森雄太

こんにちは, 熱中症になりました小森です. 今回の駒代連載は, 熱中症の事故報告みたいな感じ

です(ネタ切れ). 今, 定例会当日の午前 1:00で, 早く寝たいのですごい簡潔に行こうと思います.

原因: イオン飲料(アクエリアスなど)を持たないで, 長時間外で無理をしていたこと.

症状: 凄い高熱(41度)が 3日くらい続いた. 高熱のせいで腎機能に少し障害が出たレベル. 免疫

が弱っていたので何らかの細菌性の合併症を発症. そのため熱が引いても頭痛が引かなかった.

反省: 暑い日に無理をしないこと. 必ずイオン飲料を飲むこと. 気持ち悪くなったらすぐ運動をやめ

ること.

以上です. おやすみなさい.
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