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１０月定サイのお知らせ 
 

2年	 関野敬太 

 

今回は秩父方面に向かいます。どうやら秩父の紅葉の見ごろは１１月らしく、まだ色づいて

いないかもしれませんが、景色は良い感じだと思います。 

皆さまぜひご参加ください。追ってメーリスでも案内を流します。 

 

＜日時＞	 10月 29日（土） 

＜集合時刻・場所＞午前 10時	 飯能駅北口 

＜解散場所＞西武秩父駅 

＜ルート＞48.4km	 762mup 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=3155eb78b1ea2fce2e12d1df95bd26f6 

飯能駅→名栗湖→山伏峠→正丸峠→道の駅果樹公園あしがくぼ→西武秩父駅 

 

道の駅では秩父名物（？）の「ずりあげうどん」を食べられるようです。 

 

 

 

＜参加表明＞googleフォームに回答してください。 

https://goo.gl/forms/ayz6LNrmtQLIoDxB2 

 

 

＜締め切り＞ 

自転車を借りる方・・・１０月２２日 

	 	 	 借りない方・・・１０月２６日 

 

 

何か質問等あれば 

keita.sekino<アットマーク>gmail.comまでお願いします。 



東海道ラン 日本橋～名古屋 

2年	 今城雄太郎 

 

今月隊長と、初級キャノンボールやってきました。自分はすでに何度も東京～名古屋を何

度か走ったことがあったのですが途中輪行しているので、全区間を通しで、まして 1 日で

走ったことがなかったので達成感はなかなかなものでした。 

	 さて、個人ランについてはあまり書かない僕ですが、 

Ø 東京～名古屋(大阪)を走る（りたい）人は今後かなりいるであろう 

Ø 途中バイパスを回避しないといけない 

Ø しかし、どの区間が自転車通行不可かは分からない 

	 ということで割と需要があるんじゃないか？と思ったので今回執筆することにしました。 

 

ルートについて 

	 基本的には 1 号線に沿って走ります。また、自転車通行不可の標識がない限りはバイパ

スも走ります。しかし、神奈川、静岡では 1号線に自転車通行不可区間が存在するため、県

道や歩道を駆使して走ることになります。基本的には標識に従えばよいのですが、道からそ

れたときに迷わないように(普段は作らないけど)キューシートを作成しました。(下りのみ) 

 

ちなみにルートラボで作成したルートは	 http://yahoo.jp/XWKFKm	 になります。 

（ざっとチェックしましたが間違いが存在すると思うので、発見したらコメントをいただ

けるとありがたいです。） 

また、実際の記録は https://www.strava.com/activities/709658195です。 

 

キューシートはルートラボの距離をもとに作成しました。実際のランでもサイコンとの誤

差はあまりありませんでした。 

 

次ページはキューシートです。走行中は紙の方が便利です。(途中でボロボロになるので数

枚用意した方がベター)が、夜間用にスマホにも入れておいた方が。自分用なのでわかりき

っているところ、標識に従えば大丈夫なところなどは多少カットしています。自分が使いや

すいように編集してお使いください。 

 

あと、一緒に走りたい人はぜひ声をかけてください!!	  

 

 

 



東京	 	 国道 1５号 
29km 横浜	 国道 1号に入る 
40km 不動坂	 左折 (直進自転車不可) 

川の手前で左折 r203 
1㎞程走行してセブイレブンのところで横断し右車線へ 
右手の小さな道をくぐり左折しすぐ右折 
八坂神社前で左折し 1号線 

48km 原宿交差点は直進し、キープレフトで県道 30号 
56km 国道 134にぶつかったら右折 
67km キープレフトし左折し 1号線に入る 
84km 左折 
97km 宮ノ下交差点左折(芦ノ湖方面) 
129km	 キープレフトし r380 
145km 檜交差点左折 
148km	 吉原駅通過後右折 
 しばらく直進し、裏道に入る 
 国道一号合流 
155㎞ 富士川をこえてキープレフトで降りる 
 降りたところの交差点右折 
 次の信号左折(右手ローソン、左折後右手セブン) 
 2つ目の信号、左折し r396に入る 
161km 二又の交差点左に入る r370(どっちでもよい) 
164km 右折し坂を下ったところで歩道橋をわたる 
 1号線に合流(しばらく歩道) 
169km 興津川をこえる。キープレフトで 1号降りる。左折。興津中町交差点直進 
174km  清水駅のそばの交差点右折(駅と反対方向に) 
	  江尻大和交差点左折。1号線のまま 
静岡	 安倍川こえる 
196km トンネル超えたら左折 r208 
 3㎞くらい走ると r81,r381にかわる。 
218km 大井川を横断。峠。 途中 r415にかわる 20㎞ほど r415 
237km 沢田 IC南直進で 1号線 
243km キープレフトで r413 
253km 注意	 信号のないところで左折すぐ右折し r261に入る 
 天竜川を越えて道なり r312に。1号線が見えたら左折し 1号線浜松バイパスに乗る 
 



さて、詳しい解説。 

都内 

	 日本橋出発後 15号をひたすら走れば、横浜に入ります。 

キープレフトしていると大森駅付近で 131号に入ってしまうので注意しましょう 

（標識見ればわかるのでキューシートには載っていません） 

 

神奈川 

	 29㎞地点で 1号線に入ります。栄町交差点で三方向に分かれるので右折するか真ん中の

道を進んでください(真ん中は信号ないのでおすすめ) 

	 そのあとは、標識に沿って 1号線を走れば大丈夫です。 

	 ただし、保土ヶ谷橋交差点は右折しましょう（1号線が右に曲がっている。標識に従って

1号を走ればよいのでキューシートには載っていません） 

 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@35.4696323,139.626209,17z 

https://www.google.co.jp/maps/@35.4438846,139.5926521,16z) 

 

 

	 次は、もしかしたら一番の難所。戸戸塚塚駅駅越越ええ 

40㎞地点、不動坂交差点で左折します。（直進する方の 1号は自転車通行不可） 

しばらく走ると川があるのでその手前吉田大橋交差点で左折して県道 203号に入ります。(直

進したら出てくるアンダーパスは自転車通行不可) 

1 ㎞程走行するとセブイレブンが左手に見えるので、その付近で横断し右の歩道に入ります。 

線路の下をくぐって、左折しすぐ右折します。八坂神社前で左折し 1号線に復帰します。 

 

このあたりの道は江の島に行くときとかによく使うのですが、今回の回避方法が信号も

少なく、歩行もしなくてよいのでベストだと思います。戸塚駅を超えるために今までは駅を

歩いて渡っていましたが、歩行区間が長く、そのあと信号も多いのでお勧めしません。難所

です。 

 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@35.4118384,139.5400502,16z 

	 	 	  https://www.google.co.jp/maps/@35.4050496,139.5370676,16z 

	 	 	  https://www.google.co.jp/maps/@35.395038,139.5361052,18z) 

 

48 ㎞地点では 1 号から外れて県道 30 号線に入ります。標識に従った場合右の車線に入らな

いといけないので危険です。実は左側にも道(地図の白い道)があるのでこちらを使いましょう 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@35.3620246,139.4956696,17z) 	   



56kmで国道 134にぶつかったら右折します。小田原方面に進みましょう。ちなみにここはか

なり走走りりややすすいいでですす。 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@35.3203296,139.425863,15z) 

 

67km 自転車通行不可に入るので、キープレフトして 134号を出ます。大磯駅入り口交差点で

左折し 1号線に入ります 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@35.3105528,139.3202714,17z) 

 

84km 小田原です。丁字路を左折します。（標識に従えばよい） 

小田原を抜けたあたりから、登りになります。がんばりましょう。 

 

97km 宮ノ下交差点で左折します。手前にローソンがあるので目印に

してください。登りの中間地点な気がするので、ここのローソンで休憩

もあり。 

(参考: https://www.google.co.jp/maps/@35.2449206,139.0594712,16z） 

箱根の下りの途中も標識に従って 1号を沼津方面に進めばよし。 

 

 

129km	 キープレフトして県道 380号線に入ります。(千本街道) ここからしばらく信号が減る

のでス走走りりややすすいいでですす。 

(参考: https://www.google.co.jp/maps/@35.1089212,138.8958282,15z) 

 

145km 檜交差点左折 (直進は自転車通行不可です) 

(参考: https://www.google.co.jp/maps/@35.1390808,138.7232896,16z) 

 

148km	 吉原駅通過後右折します。しばらく直進すると「富士

山に一番近い港田子の浦港」の看板が見えます。裏道に入って

国道一号に合流します。（少し先にも入り口があるがこちらは

自転車通行不可。最初の交差点過ぎたら自転車通行不可の看板

がないので車道走ってよさそうです。）初見じゃ迷うので、

stravaかルートラボでチェックしましょう。 

 

(参考: https://www.google.co.jp/maps/@35.14406,138.6839509,17z) 

 

155㎞ 富士川をこえると、自転車通行不可になります。少し先に出口があるのでそこで出れ

れば大丈夫です。降りたら右折し、蒲原東 IC交差点直進。次の信号を左折(右手ローソン、左折



後右手セブンがみえる)します。上原東高架橋を左折し県道 396に入ります。割と難所かも。 

(参考: https://www.google.co.jp/maps/@35.1268913,138.621836,17z) 

 

161km 分岐(神沢交差点)があります。左の県道 r370のほうが近いで

すが微々たる差です。 

 

 

164km  右折し坂を下ったところで歩道橋をわたります。1 号線に合

流(しばらく歩道です) 

(参考: https://www.google.co.jp/maps/@35.1023413,138.5589236,15z) 

 

169km 興津川をこえると直進自転車通行不可なので歩道に沿ってバイパスから出ます。でた

ところを左折し、興津中町交差点を直進です。 

(参考: https://www.google.co.jp/maps/@35.0552903,138.5309646,17z) 

 

174km  清水駅のそばのスクランブル交差点を右折します。(駅と反対方向に) 

	 	 	  江尻大和交差点左折。標識に従って 1号線を走り続ければ大丈夫です。 

(参考: https://www.google.co.jp/maps/@35.0235197,138.4834487,17z) 

 

 

ここからしばらく走ります。途中、静岡駅、安倍川を通過します。途中バイパ

スになり、トンネルもありますが、走行して大丈夫です。 

 

 

196km トンネルをぬけてしばらく走ると歩道橋があります。直進不可なのでキープレフトし

て出ましょう。左折して県道 208号に入ります。3㎞くらい走ると県道 81,県道 381にかわりま

す。 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@34.9240959,138.2967448,17z) 

 

218km 大井川を横断すると小さな峠に入ります。 途中で県道 415にかわり 20㎞ほど続きま

す、 

237km 沢田 IC南で 1号線に入ります。(袋井バイパス)  

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@34.7700557,137.9788401,17z) 

 

243km キープレフトで 1号を出て、県道 413に入ります。（直進自転車通行不可） 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@34.7700557,137.9788401,17z) 

由比にて 

日本一濃い抹茶アイス（ななや） 



 

 

253km 信号のないところで左折。すぐ右折し県道 261に入って天竜

川を渡ります。わかりづらいです。天竜川を越え道なりに走ると県道

312号に変わります。左折し 1号線浜松バイパスに乗ります。かなり

走走りりややすすいいでですす。 

 

 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@34.7269009,137.8149394,17z 

	 	 	  https://www.google.co.jp/maps/@34.7269559,137.7885128,16z) 

 

271 ㎞ 直進すると浜名バイパス(自転車通行不可なので)キープレフトして 1 号線を降ります。

自動的に国道 257号線に入るのでそのまま直進です。 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@34.6806338,137.6661569,17z) 

281㎞	 栄町交差点をキープレフトして国道 42号に入ります。潮見坂を越えると県道 173号に

かわります(気にしなくて大丈夫です) 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@34.6934051,137.5607485,15z) 

 

289㎞	 潮見坂を越え、一里山東丁字路右折（豊橋方面 1号線） 

(参考：https://www.google.co.jp/maps/@34.6945704,137.4885853,16z) 

 

あとは 1 号線を走れば大丈夫です。豊橋手前で右折したり、一瞬自転車通行不可になるの

で踏切を越えたり、名古屋で左折したりしますが、標識に従えば大丈夫なので愛知以降は省

略します。以上。 

 

 

浜松餃子 



 

はじめましての方ははじめまして。NC 2年の中田と申します。ましろにそと呼んでいただいて

もかまいません。 

このたび、峠っていいなと思いまして、いつのまにやら己の自転車に乗る楽しみのうち半分ほどは

峠に帰着するんじゃないかと考えてしまうくらいになりました。峠登っていい景色見たいですよね。と

はいいつつ、根がひきこもりなので自宅でマップルを眺めるばかり、なかなか実行に移せていないわけ

なんですが。 

そこで今回は、比較的気楽にチャレンジできる首都圏近郊――おもに西側――の峠をいろいろまと

めてみました。この記事を読んでもらいたいのはとくに1年生で、関東出身ではない人はまず地理から

自信がないと思います。この機会に大まかな位置関係だけでも把握して、ぜひ今後の自転車ライフに活

用してみてくださいね。 

なお、会報の締切6時間前に思い立った行き当たりばったりの記事なので、いっぱい粗があると思

いますがご勘弁ください。 

 

まずすっごいおおざっぱに首都圏西側の地図を書いてみました。山手線は大丈夫ですね。新宿か

ら左へまっすぐのびるのが中央線、青いのが小田急です。井の頭線がどれかは東大のひとならわかるで

しょう。なお道路でいうとこ

ろの中央線、すなわち甲州街

道はJRとは少しずれていま

す。新宿から明大前のほうへ

いく赤い道路ですね。甲州街

道は便利なんですが、あまり

都心部を走ると車通りが多く

て怖いです。ほかにも東京に

は危険な道がたくさんでうん

ざりします。だから峠にいく

のが好きなんですけどね。 



 少しずつ道を書き加

えていきましょう。まず埼玉

方面ですが、荒川サイクリン

グロードが通ってます。第1

回新歓ランは和光スタートで

浅草のほうまでいったんでし

たね。6月定サイは川越解散

でしたが、自走で荒サイを使

ったひともいたんじゃないで

しょうか。 

 この範囲で有名なサイ

クリングロードはあと2つ。

八王子から羽田へ抜ける多摩川サイクリングロード、それと江ノ島付近まで続く境川サイクリングロー

ドです。第3回新歓ランは渋谷から東急で中央林間まで輪行し、この境川をひたすら走ったのでした。

当時はただ先輩にくっついて走っていた1年生も、自分でどこを走ったのかを把握するとそのときの思

い出なんかもよみがえったりしておもしろいんじゃないかと思います。 

 さて、ここまで道を書いてきましたが、空白の左半分がおおよそ山岳地帯です。そこへ東京から

向かうとすれば小田急か中央線かというところですが、ここでもう一つの選択肢を紹介しておきましょ

う。八王子付近から富士山の近くへ直接向かう、「道志みち」です。ピンク色のラインですね。基本的

にただの長い上り、って感じなので眺望が期待できるとかではありませんが、車の流れはいいみたいな

ので利便性は高いです。行き着く先は山中湖で、あとで詳しく書きますがどうぞ富士山をご堪能くださ

いっていうルートになっています。 

 湖ついでに。山中湖の左にあるのが河口湖、南にあるのが芦ノ湖です。別荘が立ち並ぶ風光明媚

な場所なのでいつかじっくりまわってみたいですね。八王子の近くにあるのが、5月定サイでぐだぐだ

した相模湖。道志みちをはさんで南にあるのは宮ヶ瀬湖。奥多摩にあるのは奥多摩湖でそのまんまで

す。これらは富士五湖とは違ってダムでせきとめてできた人造湖なんですが、首都圏に近いのでお手軽

な湖です。ぼくは奥多摩湖が大好きで、そんじょそこらの湖には負けていないと思います。奥多摩へい

く青梅街道も、小さなトンネルがぽこぽことあっていい感じです。今年の5月会報を読み返してみると

その魅力がよくわかるんじゃないでしょうか。 



いよいよここから峠の

紹介に移ります。まずはみんな

大好きヤビツ峠。漢字で書くと

矢櫃。裏新歓では小田急の秦野
は だ の

からぜえぜえいいながら登りま

したよね。都内から最もアクセ

スしやすく、登る手応えもある

きれいな峠です。自転車乗りの

メッカになっています。暴走族

のメッカでもありますが。 

 裏新歓では頂上に到達し

たあとは秦野まで往復しました

が、峠を反対側に下る道は「裏ヤビツ」と呼ばれています。こちらも悪くないんですが、道路の舗装が

がたがただというので、公式ランでは新入生の事故を防ぐために避けるようにしています。昔は裏新歓

は個人ラン扱いで、もともと経験のある新入生を誘っての企画だったようですが、今はサークルが大規

模化しちゃいましたからね……。 

 裏ヤビツを下ると宮ヶ瀬湖にかかる「虹の大橋」をわたって、道志みちに交差。ここから先、物

好きなひとは牧馬
ま き め

峠というところにいっちゃうらしいです。標高は大したことないですが12%の坂が続

くとか。それを越えれば相模湖ですね。 

 いっぽうで5月定サイのルートは、武蔵五日市から檜原地区を通って相模湖へ抜けるものでし

た。これもまずまずの登りですが、峠としては名前がついていません。トンネルの中でしたもんね。行

先をいうときには便宜上、甲武トンネルとしておきます。そのあと相模湖からゴール地点の高尾山口へ

抜ける甲州街道では、大垂水峠を越えました。これはそこまでつらくなかったと思います。 

 大垂水じゃぬるい、というひとには、その北側からまわりこむ和田峠をおすすめしておきます。

最大斜度13%でヘアピンカーブの連続、しかし眺望はそれほどよくないという、マゾ体質にはうってつ

けの峠となっております。頂上には陣馬山
じんばさん

への登山口があり、軽装備でもささっといって帰ってこられ

るので一粒で二度おいしい。真面目な話をすると桜の名所なのでその時期が狙い目かと思います。 

 

 



 次は奥多摩から山

梨にかけての峠を見ていき

ましょう。青梅線で輪行、

もしくは青梅街道を走って

奥多摩駅に辿りつくところ

からスタート。さっきもい

いましたが奥多摩湖はとっ

ても素敵なところなのでぜ

ひいくべきです。湖にいく

つも橋がかかっていてその

デザインもいいし。 

 さてまずは近くてお

手頃な風張
かざはり

峠から。奥多摩周遊道路という名前がついていて、東京都の道路の最高地点だそうです。5

月会報に詳しく載ってます。付近には都民の森というハイキングコースがあり、歩いてみたいです。 

 東京都からもう少し足を伸ばしたいなら、山梨県小菅
こ す げ

村のあたりから始まる鶴峠があります。聞

く話によればアップダウンが激しいらしい。去年の10月定サイで走ってましたね。 

 鶴峠よりもう一本向こう側は、松姫峠。武田信玄の娘の松姫が越えた峠だそうな。道は狭いけれ

ど展望はいいとのことで、とってもいってみたかったのですが、バイパスのトンネルが開通したことに

より、峠道は落石が危険との口実をつけて、頂上から大月方面が当面の間は通行止めとなっているよう

で……。登るとすればピストンするしかないんでしょうね。なんと残念。 

 松姫峠よりさらにもう一本奥、こちらは大菩薩ラインという道で、奥多摩からひたすら上りで標

高1500m近い柳沢峠に到達します。富士山も見えるのでお気に入りの峠。これに関してはまたいつか

書こうと思います。 

 柳沢峠を下った先から甲州街道で大月へ向かおうとすると、新笹子トンネルがありますが、絶対

に通ってはいけません。交通量むちゃくちゃ多い上に歩道も路側帯もない暗くて狭い激長のトンネルと

いう、自転車乗りを殺る条件がそろっているので、ここは迂回して笹子峠のほうへ向かいましょう。 

 山梨はほかにも峠がたくさんあるので、開拓しがいがありますね。10月下旬から11月頭のあた

りで、1泊の山梨紅葉ランを企画してみたいのですが、乗っかってくれるひとがいたらうれしいなあと

思います。 



 みなさんお待ちか

ね、富士山周辺の紹介です。

富士山の五合目までは自転車

で登ることができます。ルー

トは3通り。あなたのお好み

でどうぞ。 

 山中湖から出ている黄

色い道が、富士スバルライ

ン、略してふじすば。NCで

は後閑杯でおなじみですね。

有料道路ですが自転車は200

円で往復できます。 

 吉原からの青い道が、富士山スカイライン。3つの道の中ではいちばん勾配がゆるく、なおかつ

樹海を抜けるのでいちばん景色がいいとのこと。東京からは遠いのが唯一惜しいことです。 

 そして黄緑色が、ふじあざみライン。この記事で紹介している坂の中ではダントツに厳しい。斜

度は平均で10%、最大20%だなんてご冗談でしょう。和田峠×3という噂もあります。いつか強くな

ったらいってみたい……。なお御殿場からのアクセスは渋滞のおそれがあるので注意です。 

 ところでその御殿場、新歓合宿の集合場所だったのを覚えているでしょうか。洞窟入ったり反射

炉見たりしましたよね。2日目は湧水飲んで、沼津から吉原への海岸サイクリングロードをヒラメのた

たき売りのような向かい風の中で走りました。後ランでは小田原に辿りつくため、迫真の箱根越えをし

た執行代もいたようです。伊豆半島は想像以上に大きいもので、沼津―小田原間をいくには峠越えしか

ないのです。箱根駅伝じゃないのでトラックが容赦なく通るため、ぼくは気が進まないんですけどね。

ちなみに、去年の会報1月号には真冬の夜に氷点下の箱根越えをして生命の危機にさらされた駒代と編

集長の話が載っていますので必読です。 

 また、甲府方面から富士山に迫りたい場合は、御坂
み さ か

峠から河口湖、山中湖と南下してくるのがい

いルートのようです。三国峠に軽く寄り道するのもよし。晴れていればひたすらきれいだと思います。

なお三国峠という地名、3つの国の境になっていれば安直に三国峠と命名されちゃうみたいで、北海道

にも群馬にも埼玉にもあります。このうち北海道の三国峠は夏合宿の後ランで回収したのでした。 

 



 最後に埼玉県秩

父方面の峠をいくつか。

笑点のたい平さんの出身

地というイメージしかな

かったんですが、滝があ

ったり橋があったり、秩

父鉄道のSLが走っていた

りして、なかなか幅を利

かせています。 

 東京からアクセス

するには、池袋から西武

線を使うか、吉祥寺のあ

たりから北西へ向かい、

西武線に沿って国道299をずっとまっすぐいくのが一般的だと思います。ただ、交通量が多く道幅狭い

のでけっこう怖かったです。途中に正丸
しょうまる

トンネルという危険なトンネルがあるので、回避する一択。正

丸峠をまわるのが旧道で、今はほとんど車が通らず落石で路面も荒れていますが、頂上の茶屋からはは

るかスカイツリーまで東京の街が一望できます。昭和天皇も訪れたようで記念碑が建っていました。 

 国道299を北側から回避するなら、東武線もしくは八高線で越生
お ご せ

のあたりまで輪行して、奥武

蔵グリーンラインに入るという手段があります。尾根から尾根へとわたっていく、とっても細い林道で

すがまさに山という感覚でよさげ。顔振
こうぶり

峠は景色の美しさゆえ何回も振り返ってしまうためその名がつ

いたとか。そこから傘杉峠、飯盛峠、刈場坂峠、大野峠、白石峠、定峰峠と細かいアップダウンを繰り

返してようやく秩父にゴールします。とくに定峰峠は桜もきれいですし、道は広くて舗装もよいと聞い

ています。頭文字Ｄの聖地らしいですがね……。 

 いっぽうで青梅から山伏峠を越える裏道もあり。2014年の5月定サイは山伏峠から正丸峠とい

うルートだったようですね。きついらしいですが渓流沿いを走れるのでいいんじゃないでしょうか。 

 秩父より西は山ばかりで、どちらかというとダートの道が多いイメージです。さすがに遠いので

走ろうと思えば合宿になるでしょうね。サイタマに残されし秘境です。ぜひ開拓してみてください。 

 

 



 

いかがだったでしょうか、首都圏近郊峠マップ。いろいろ紹介したとはいっても、そのうちぼ

くがいったことあるのはほんの一部です。むしろ自分がいきたいところをまとめた感じになってしまい

ました。自己満足の記事になっていなければいいですが……。 

ところで、近郊とはいっても峠遠いよ、もっと手軽なのないの、というひともいるかもしれませ

ん。そんなときには多摩丘陵。午前中だけ、午後だけという感じでささっと登って帰ってこられる坂が

たくさんあります。詳しいことは昨年11月会報の安西さんの記事に譲ることにします。つい先日、よ

みうりランドV坂を登ってみましたが、多摩地区が見晴らせるきれいな道でした。ただあれを何十本も

登ろうとするひとの感覚はよくわかんないですけどね。 

ではまたいつかお会いしましょう。ここまで読んでいただいて感謝です。締切時間をすぎてしま

って編集長にはもうしわけないことをしました。あなあなましろ。 



台湾連載 第 1弾 

近所の練習コース探し ― 找找練車路線 

3年 金巻 

 

みなさんご無沙汰しております．国立台湾大学で交換留学中の 3年金巻です．台北に来てち

ょうど 2週間が経ち，手続きも一通り終わって授業が始まりました．日本にいたときと変わらず

出不精になりかけてるものの辛うじて自転車活動のモチベはキープしているところです．あと

何回続くのか分かりませんが，やる気のある限り自転車関連のネタで連載していく所存です． 

こっちに来てから台湾大の自転車サークルに顔を出したり，自転車屋を何件か回ったり，台

湾国内の自転車グッズ扱ってる通販を使ってみたり，実際に台北の自転車関連インフラを利用

してみたりネタには事欠かないのですが，提出期限が迫っているので（日本時間が 1時間早いの

を忘れていた）今回は手短に． 

台北の地理のいろは 

台北市
1
は，東京 23区比で面積が約 3分の 1，人口がだいたい 3割（270万人）ですが，そ

の市域は四方を山に囲まれた盆地にあり，西側には淡水河とその支流が流れています．つまり，

川沿いのサイクリングロードとヒルクラのできる山道がどっちもある！ということです．だ

いたい市街地の北側の山から南側の山まで直線距離で 10km強なので台北市内に住んでいれば

山道までのアクセスは東京でいうと立川くらいの感じになるはず． 

 

まだ数回しか走れてないですが，取りあえず行ったところだけ紹介しておきます． 

                                                      
1 行政区分でいえば淡水河の西側は新北市(New Taipei City)． 



1. 貓空 Maokong 

 

↑ 南から台北市街を望む 

z 基本データ 

混元宮到明德宮 4.1㎞, 標高差 266m, 平均斜度 6%, Strava 1,734人 

https://www.strava.com/segments/3907879 

z 要点 

¾ 台北市の南西の端っこにあるゴンドラ周辺 

¾ 寮からサイクリングロード一本で上り口に着ける 

¾ 貓空ステーションが必ずしも頂上ではなくセグメントは多数 

¾ 最後の 500mが平坦のため実際 6%よりは急で，10%越えもぼちぼち 

¾ 観光地のためカフェや屋台などが充実している反面，人通り車通り共に多い 

¾ 道幅は辛うじて車がすれ違える程度，路肩は落ち葉や枝が多め 

  



2. 華城路 Huacheng Rd. 

 

↑ 華城の一部 

z 基本データ 

華城 TT 6.4km, 標高差 389m, 平均斜度 6%, Strava 359人 

https://www.strava.com/segments/4778039 

z 要点 

¾ 山の上に立ち並ぶ高級住宅・別荘地「華城」に至る道路 

¾ 1.より寮から近いものの高架や自動車専用道のせいで意外と面倒なアクセス 

¾ 斜度に緩急があり一部は下りも，頻繁に 10%を超えてくる 

¾ 上り口の近くに 7-11と飲食店があるものの，上では基本的に補給地点なし 

¾ 住宅地のため 4つくらい検問があるが止まる必要はなく，応援してもらえる 

 

とりあえず日常的に通えそうなセグメントとなるとこの 2つくらいになりそうですが，プロ

フィール的にヤビツっぽい風櫃嘴（市の北側，松山空港の近く）と，台北の自転車乗りのベンチ

マークらしい北宜路線（台北と南西の宜蘭を結ぶ道路）は聞くところ行く価値がありそうなので

近いうちに走ってみる予定です． 

9月は雨季だそうで，台風もすでに 2つ襲来してたり本当に雨ばっかりなのがつらいですが，

明らかに東京で一人暮らししてたときより環境がいいので，留学の他の目的達成に支障が出な

い範囲でたくさん自転車乗っていきたいところですね． 



事故報告

日時    年   月   日 学年   名前          

場所 事故内容

事故状況（路面・体調・天候など）

怪我の状況 自転車の破損

保険手続 相手方との交渉

事故の原因 反省・教訓

同行者の所見

2016 6 12 1 安部 弘晃

麦草峠を越えた後の下り坂のカーブ カーブで不安定な足を取られ減速
しきれず、ブレーキをかけている
際に(恐らく)ハンドルを右に切って
タイヤをロックしてスリップして
擦り傷を負った。

路面はあまり良くなかったと思う。
体調は良好で天気も問題なし。

手術手当は出ないようだ。
通院手当は出るようなのでしっかり
治したい。

口元を計8針程度、右腕を数針縫
い
右膝に擦り傷を負った。
23日時点で腕の糸が残っている。

完全に自己責任。一旦眺めがいい
ところでの小休止まではあまりブレ
ーキを意識しなかったがその後やは
り意識して下ろうと思った矢先でブ
レーキのタイミングを誤った。

裏新歓、新歓合宿、特訓ランと毎度しっか
り
カーブ中はブレーキをかけてはいけないと
言
われていたにも関わらず、このような事故
を
起こしてしまった。ヘルメットをしっかり
し
ていたので頭は守れた(前回の会報で意識し
ていた)し、手袋のおかげで手のひらは守ら
れ、たまたまの厚着で怪我がこれだけで済
ん
だことは本当に幸いなことだった。
個人的に、今後乗る際は安全面で関節のサ
ポーター等を充実させたうえでやはりあま
り
好きではない下りではスピードを抑えて走
る
つもりだ。

2016 6 12 1 安部 弘晃

麦草峠を越えた後の下り坂のカーブ カーブで不安定な足を取られ減速
しきれず、ブレーキをかけている
際に(恐らく)ハンドルを右に切って
タイヤをロックしてスリップして
擦り傷を負った。

路面はあまり良くなかったと思う。
体調は良好で天気も問題なし。

手術手当は出ないようだ。
通院手当は出るようなのでしっかり
治したい。

口元を計8針程度、右腕を数針縫
い
右膝に擦り傷を負った。
23日時点で腕の糸が残っている。

完全に自己責任。一旦眺めがいい
ところでの小休止まではあまりブレ
ーキを意識しなかったがその後やは
り意識して下ろうと思った矢先でブ
レーキのタイミングを誤った。

裏新歓、新歓合宿、特訓ランと毎度しっか
り
カーブ中はブレーキをかけてはいけないと
言
われていたにも関わらず、このような事故
を
起こしてしまった。ヘルメットをしっかり
し
ていたので頭は守れた(前回の会報で意識し
ていた)し、手袋のおかげで手のひらは守ら
れ、たまたまの厚着で怪我がこれだけで済
ん
だことは本当に幸いなことだった。
個人的に、今後乗る際は安全面で関節のサ
ポーター等を充実させたうえでやはりあま
り
好きではない下りではスピードを抑えて走
る
つもりだ。



会長連載8 

3年 田中優亮 

後閑杯のお知らせ  

みなさんこんにちは。すでにメーリスで連絡しましたが、今年も後閑杯を富士スバルライン

で開催することとなりましたので例によって会長連載を書く時間がとれなかったので会報の紙面を

お借りして改めて告知させていただきます。 

「後閑杯は不幸の事故で亡くなられた後閑さんを忘れないようにと始まった大会であり、大

会の沿革や趣旨について確認することを通して、安全意識を高める機会としてとても重要です。ま

た後閑杯は、日頃の活動の成果を発揮する場でもあり、さらにOBの方々にも参加していただくな

ど交流の場ともなっております。」(2014年9月会報より) 

それでは、以下大会の詳細です。 

・日時　10月15日（日） 9:15集合 

※雨天の場合は翌週に延期します。中止判断については後述 

・集合場所　富士山世界遺産センター 

　　　　　   山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 

・コース　富士山世界遺産センター前～奥庭駐車場　距離25.4km、獲得標高1360m 

　　　　　※途中交差点が2つありますがどちらも直進です。信号は厳守してください。 

　　　　　※4km地点にある料金所の通過については当日連絡します。 

・持ち物　自転車、ヘルメット、グローブ、道交法上の必要機材、補給、保険証（コピー可） 

　　　　　防寒着（10月の富士山は真冬並の寒さだと思ってください。） 

　　　　　※登坂時に不必要なものはサポートカーに預けることができます。 

・参加費　1000～2000円（参加者数が確定次第連絡します） 

　　　　　当日富士山世界遺産センターに到着したら担当までお支払ください 



・出走　10:00予定　出走順は各自の走力を検討した上で決定し、前日までに連絡します。 

・表彰　 

総合優勝、新人賞、努力賞（タイム短縮率）、女子総合の各部門でトップの方に素敵な粗品 

（形容矛盾）を差し上げる予定です。 

・中止（延期）判断 

前日18時発表の天気予報で富士河口湖町の降水確率が50%以上の場合は翌週に延期とします。 

tenki.jpの情報（日本気象協会）を参照します。 

・その他注意点 

遅刻厳禁 

上述したとおり標高2000mを超えると真冬並の気温です。防寒着、冬用グローブをお忘れなく 

日曜日のため、交通量が多いことが予想されます。特にバスがとてもとても多いです。ふら 

ついたりしないようご注意ください。 

ゴール後は順次5合目まで登ってもらうことを考えていますが、5合目の混雑のことを考え、集 

合写真は5合目ではなく他の場所での撮影になる可能性があります。 

登りはともかく下りはかなり危険です。距離が長い、交通量が多い、舗装の悪いところあり 

駐車場が4箇所か5箇所くらいあるのでしっかり休憩しつつ下ってください。 

・前日泊 

民宿旅館　つばめ荘 

山梨県南都留郡富士河口湖町小立1249 

を素泊まりでとりました。1人3780円です。2年佐々木さんに取りまとめをお願いしました。 

富士山世界遺産センターまで3kmほどです。 

・打ち上げ 

20時から渋谷か新宿あたりで行う予定です。詳細はのちほどメーリスで。 



・参加者（敬称略） 

<1年>白崎、西村◯、森田、木村◯、永岩◯、山田、小林◯、鎌田、山本 

<2年>三好◯、佐々木◯、今城◯、井澤、野崎、小森、横谷◯、寺田 

<3年>安西、内海（サポ）、鈴木（サポ）、中橋（サポ）、田中（サポ） 

<4年>嶋田、田嶋、高畑、羅、横地（保留） 

<OB/OG>秋本、島田、山田 

◯はパワポケで覚醒した選手ではなく前日泊希望者です。 

以上が詳細になります。 

何か疑問点などありましたら田中（wing0920【✩】gmail.com）までお問い合せください。 

【✩】を@に変えてください。



バイトについて 
2年 小森雄太 

 
ただいま 9月 19日午後 23時 30分を回っております. 今になって編集長から
のメールで駒代連載というものの存在に気づき, こうして記事を書いており
ます. そして何とも大変申し訳ないことに明日の定例会に行けないんですね. 
家庭教師のバイトが入っていて… そういうことで(!?), 今回はバイトについ
てとりとめのない話をしようと思います. 
バイト探し大変ですよね. 東大生となれば簡単に高時給のバイトが手に入る
とか思っていた時期もありましたが, いざバイトを探し始めてみるとこれが
まったくない. 時給がいいところだと集団塾講師とかありますが, これまた大
変そうだなあなんて敬遠していると本当に時給 1000～2000 の個人指導塾講
師や採点・添削アルバイトくらいしかないですね. カフェとか飲食店で働くコ
ミュニケーション能力があればいいのですが, まあそんなもの持ち合わせて
なんていない東京大学理系学生なわけで, そうすると本当に学を売るしかな
い. しかし, 時給が低いのはいやだ(わがまま)から, なんとかして都合のいい
バイトを見つけようとする. そういうことでたどり着く結論が, 「家庭教師バ
イトしよう」だと思うんですね. これはたぶん多くの人に共通する. 
しかし家庭教師バイト, 探し始めてみるとなかなかない. 求人はたくさんあり
ますが, こんな大学 1, 2 年の素人に任せようなんてする親御さんがいるはず
ないんですね. そこで, 家庭教師登録サイト(某の会 etc)に登録しておいて, 今
か今かと求人が来るのを待ちながら, 数週間がたったあたりで家庭教師バイ
トをあきらめる. そんな感じの経験はまず 5 割の東大生ならしてる気がしま
す. 
そこで一部の人は親や近所の伝手によって, 個人契約の家庭教師バイトを見
つける. 僕もそのタイプですが, これができるのは本当に運が良かったとしか
言えません. 個人契約の家庭教師バイトは時給にキリがないです. 友達だと, 
時給 10^4万円でやってる人さえいる. これは半端じゃない金額ですよね. 3, 4
時間勤務すれば 1か月暮らせる額ですから.  
しかし, こんな高時給なバイトばっかりしていると, いざ社会人になった時の
給料の減り方に驚いてしまいそうですよね. なので, バイトなんていうのは時
給せいぜい 3000円程度でいいんです. 金銭感覚を大事に保っておきましょう. 
なんてひがみごとを書きながら, 今回は終わりにします. おやすみなさい. 



編集後記 

2 年野崎悦 
 
こんにちは。編集⻑の野崎です。 
今⽉は定例会の⽇程決定が⼤変遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 
秋合宿が消え 9 ⽉定サイとなり、急遽⾃転⾞ツーリングと旅⾏が決定し...というバタバタ
の中、完全に定例会のことを忘れていました。 
来⽉の定例会は充実したものにしようと思うので、よろしくお願いします。 
 さて、いたって個⼈的な話ですが、来る本郷通学に備え、今⽉ついにクロスバイクを購
⼊いたしました。⾞種は GIANT Escape R3 です。クロスバイク売り上げ圧倒的第⼀位の
アイツです。街で 30
⼈⾃転⾞に乗ってたら
1 ⼈は Escape R3 とい
っても過⾔ではないで
しょう。 
 なんでこんなに没個
性的な選択をしたか、
理由は単純で、アップ
グレードするためで
す。 
ロードバイクのリアホイールのエンド幅は 130mm で世界共通、もちろん僕のロードのエ
ンド幅も 130mm です。⼀⽅で多くのクロスバイクのエンド幅は 135mm、つまりロード⽤
のホイールを履くことができません。その中で良⼼的にも 130mm のエンド幅を持つのが
GIANT Escape なのだそうです。 
というわけで将来的に新しいロードホイールを買い、今の鉄下駄ホイールをクロスバイク
に履かせよう！という魂胆なのですが、お⾦がなくていつになったらホイールを買えるか
わかりません。誰かお⾦をください。。。 
 それと、9 ⽉定サイのルートはだいぶ春合宿と被ってます（無断使⽤です、ゴメンなさ
い）。。。遠い！というご意⾒もありますが、もともと合宿の予定だったのでまあいいかな
と。海岸線を気持ち良く⾛りましょう！ 


