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12/27  66.6km 1283up 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=543d1c77bdcb2802c7a42f736a7ae22a 

12/28  24.7km 586up 

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=841e20a4443a4476faa4b333bec1f896 
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http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=3155eb78b1ea2fce2e12d1df95bd26f6 

48.4km� 762mup 
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明神祭2016 
3年　安西 

参加者（敬称略）：山田（1年）,山本（1年）,三瀬（2年）,今城（2年）,井澤（2年）,安西（3年）,中橋（3年） 
コース：熱海→熱海峠→元箱根→仙石原→明神黒白林道→足柄峠→駿河小山→明神・三国峠→道志みち→橋本 （http://
yj.pn/_F5cCS） 

　明神祭を文化の日(11/3)に走ったので、一応記事を書きます。 
　メンバーは去年に比べてかなり少なく、少数精鋭？な感じ。実はもともとコレに加えて女性が二人いたの
ですが、前日までにキャンセルでした。来年は走れるといいですね～。かなり集合時間をはやくしているの
で女子でもきちんと峠走り込めば問題なく完走できると思います。よみうりランドとか連光寺おすすめです
ね。 
　集合は熱海駅八時。この時点で遅刻連絡が3人ほ
どいる辺りなかよしさいくるですネ！といってもJR
が小田原熱海間で止まっていたのでしょうがなかっ
たのですが。結局熱海に遅刻メンバーのうち二人
が集まったのは8：40頃で、残りの一人の三瀬さ
んには小田原から登ってもらい芦ノ湖のセブンで
待ち合わせすることになりました。 

1.熱海-熱海峠 
　いきなり10％超えの熱海峠。人によって7kmく
らいで30~60分くらいで登ります。十国峠で待ち
合わせにして各自ばらばらで走りました。非常に 中橋：熱海峠にて



天気がよく、自分は気持ちよく走れました。1年生や女性もいたので少し不安でしたが、全く問題なく走れ
ていました。すごい。この時点では去年とほとんど変わらないペース。 

2.熱海峠-芦ノ湖のセブン 
　ココらへんは標高が高いで
すが、若干肌寒いくらいで、
薄着でも問題なしでした（走っ
てるときの気持ち）。やはり
各自のペースで箱根峠まで進
み、そこからみんなでコンビ
ニに行きました。三瀬さんも
回収。休憩でピザまんとあん
まんを食べましたが、やっぱ
り寒かったです（休憩中の気
持ち）。ちなみに短パンビブ
ショーツに指切りグローブは
ぼくだけでしたハイ。みんな
で仲良く団欒？をしてちゃ
ちゃっと出発。山田くんは自
転車に詳しいようで、GIANT

の上位モデルがISPという知識
を獲得しました。もう自転車歴五年のようで自転車歴二年半の自分より先輩でした。Orbea Orcaうらやま
しいよ・・・ 

 
3.芦ノ湖-金時山 
　仙石原のすすきを抜けて
金時山に向かいます。金時
山の林道入り口はいきなり
現れるので見落としそうに
なります。ここでもマイペー
スで登ります。7分~15分く
らい。2kmくらいの長さの
登りで明神祭で一番ゆるい
登り（7％位）。 
　井澤の顔が真っ黒で、戦
争映画に出てくる兵士みた
いでした。（メカトラでセ
ブンで直してるときにこう
なってしまったようです）
ここの下りは結構凸凹なの
でゆっくり下ります。誰も
怪我しなくて良かったです。下りきると井澤がいないことに気づく。かなり遅れて下ってきて聞くと、チェー
ンが切れたらしい。ということでここで井澤はDNF。さようなら～～。 

仙石原のすすき

山田＆今城：箱根峠にて



4.足柄峠 
　足柄峠は3km10％くらい個人的にめ
ちゃくちゃ辛かった。10～30分位かかる
と思います。山田くんが「ありえん魔剤ン
ゴ」「つらみ」とか百回くらい言ってた
気がします。（ネット外で初めて聞きまし
た） 
　この足柄峠の時点で全員揃ったのが去
年より20分遅かったので少し焦ります。
そこで休憩せずにそのまま下りました。
下りの途中にある誓の丘？というリア充
スポットで記念撮影でもしようかなと思っ
たのですが、本物のリア充っぽい方々が
いらしたのでささっと退散。 
   気づいたのですが峠ごとに集合アンド
出発の繰り返しで休憩少なめにしたこともあり、あまり会話を交わした記憶がここまでないです。みんなほ
ぼバラバラで走ってました。山田くんの発言は何故か大量に記憶しているのですが・・・なんだかすみませ
ん。 

5.最後のコンビニ-明神峠三国峠 
　最後のセブンにつくと、離脱したはずの井澤から、自転車屋さんで直してもらったので40分ほどしたら合
流できるとの連絡が・・・すごいやる気です。自分なら心が折れて輪行してしまいます。待っている間はコ
ンビニで雑談。かなりまったりしました。睡眠不足の今城と三瀬さんはおやすみ中。 

顔が黒い井澤

山本：足柄峠にて



　ここで山田くん脅威の荒サイ60km/h巡航
という発言が飛び出しました。ちなみに
60km/hはパワーウェイトレシオ12倍くらい
必要なようで一分維持できるだけでも国際プ
ロの中でもさらに最上級らしいですよ(@_@) 
　また、今城井澤の脅威の自走コンビは今度
はブルベに挑戦するようでSR獲得を目指す
らしいです。今までクソ寒い山の中での野宿
をしたり、大弛全自走、初級キャノンボール、
精神修行のような自走をこなしてきたようで、
2人ならさくっと取れそうですね・・・など
などいろんな雑談をしていると井澤合流。ち
なみに山本くんも300kmブルベ認定あり、

自分もフレッシュ、200kmブルベ認定有りとNCでブルベ挑戦する人が増えているのかな・・・？（自分は
フレッシュやってからもうブルベはいいやってなりました・・・） 
　井澤にそのまま休まずに出発してよいかと聞くと、良いということだったので出発。本当にタフです。 
　ところがこんどは今城のタイヤがパンクしていたので今城に関しては後から追ってもらうことにしてまし
た。 

　明神までの分岐もほぼ登りなのでやはり各自のペースで走りましたが、分岐地点で待っていても今城がな
かなか来ない・・・待っていると暗くなってしまい登りきった後の気温が大変なことになるので今城を待た
ずに登り始めてしましました。（ごめんなさい） 
　明神は序盤から10％越えで6.7km。単体でも嫌な峠なのに、今まで2500mupしてきて足がカスカスなの
でもう本当に逃げ出したい気分でした。途中で足着きたいと何回も思ったのは久しぶり。でも、他の参加者
全員文句も言わずにきちんと登りきりました。すごい！ 

����な三瀬さん

明神峠の分岐



　三瀬さんなんかはピンピンしてた気が。修士課程なかよし2年は伊達じゃない(?)帰りに「今日めっちゃキ
ツかったです、去年の明神より数倍キツかったですよね」と声をかけたら、え、去年より楽だったよみたい
なことを言われてしまいました。 
   山本くんは夏休みにぼくと奥多摩に一緒に走ってもらったのですが、その時よりもタフになっていた気が
しました。ちょくちょくよみうりランド走ってるだけのことはある。 
   山田くんは道志みちメッチャ下って自走したいオーラを出していて若いってすごい・・・ってなりました
（おじいちゃん）。体脂肪8パーセントだったり、コンビニで唐突に反復横跳び風ダンスを見せたり、なか
なか謎に包まれた山田くんでした。そんな山田くんも、登りきったらあまりの寒さ（気温3度）にやられ
て、一転守勢、道志みちで自走して帰りたい発言をALESAを口実に完全になかったことにしていたのが面
白かったです。来年はどうしみちを下って帰ると言っていたので期待です。言質とりました。ぼくは絶対や
りません。 

   井澤もケロッとしており、山田くんと打って変わって、道志みちは避けるとしても、自走して変える気満々
でほんとうにすごかった。（実際井澤は全自走で帰りました）SR期待してます！来年後閑杯で負けないよ
うにぼくも頑張ります。 
   中橋は唯一の女性で、なんだか詐欺のような感じで釣れてしまった（他に女性がいるということで参加し
てくれた）のですが、最後までさくっと走りきっていてほんとうに尊敬でした。ログ見たら前半5時間心拍
ave170bpm超え・・・このメンバーの中で一番根性あるのではないでしょうか。なんだか配慮が足りな
かったかもしれません。ごめんなさい！ 

　ちなみに3度。圧倒的薄着のぼくは寒さで震えが止まらず手の感覚がないくらい・・・去年も全く同じこ
とをやらかし後悔していたのですが、どうせ大丈夫だろうと舐めてかかっていました。幸い、中橋が長指グ
ローブとウィンドブレーカーを貸してくれて一命をとりとめました。感謝。本当にありがとうございまし
た・・・2時間だけassosおじさんになれた。 

お疲れ様でした。今城ごめんなさい。

安西 三瀬
山田

中橋 井澤

山本

今城



　明神峠を下り始めるともう真っ暗で、本当に寒かった。汗が冷えて大変。下ったところで今度は三瀬さん
がパンクしたりといろいろ有りましたが、なんとかして（書くのが面倒になった）新松田駅まで246で向かっ
て解散。井澤は自走で帰った・・・ちなみに自分のことでいっぱいいっぱいで（寒さと疲れで胃とメンタル
と脚が死んでいた）今城と合流することをすっかり忘れていました・・・今城はたまたま携帯持っていなかっ
たというのもあり・・・というのは、言い訳です、ごめんなさい！きちんと帰れたようで本当に良かったで
す。 
　参加してくれた皆さんありがとうございました！同期にもっと参加してほしかったです（号泣） 

6.反省とかタイムスケジュールとか感想とか 
　反省は自分の服装が軽装すぎたことです。あとはコクーンを縦にして立てかけるのは危険なのでやめましょ
う・・・（手で支えるなら大丈夫だと思います）また再合流等がある場合はきちんと合流できなかった場合
どうするかまで事前に約束すべきでした。 
　ほかは皆さん安全に怪我なく走っていてよかったと思います。みんなタフだった。秋は服装が難しい・・ 
　タイムスケジュールは以下のようです。来年以降のメモ用。景色、走りごたえ、ともにすばらしいコース
（走ってるときは何だこのコースこの野郎と思ってました）なのでぜひ来年も走れるといいですね！ 
   写真はGooglePhotoに上げたのでどんな感じか知りたい方は見てくださいね。 
　あと需要があるかわかりませんがこういう面白いランたまに企画してみたいなと思ってます。 

熱海駅出発（8：40）ー十国峠（9:40）ー箱根峠（10:00）ー芦ノ湖セブン（10:30-11:30）ー金時山(12:15)ー足柄
峠(13:20)ー駿河小山セブン（13:40-14:40）ー三国峠（16:20）ー新松田駅（18:30） 

おまけ：Stravaのお誘い 

↑https://www.strava.com/activities/764495073 
Stravaという自転車SNSおもしろいのでおすすめです。 
なかよしさいくるのクラブページもあるのでよければ参加してください～。
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秋は来ぬ紅葉は宿に降りしきぬ
道踏みわけてとふ人はなし

古今集・秋下・287 よみ人しらず

いいんんととろろだだくくししょょんん

せっかくの美しい秋だというのに、中田は自宅にひきこもってばかりいた。紅葉踏み
分け訪ねてくれるおともだちもいない。欲求不満だ。自転車に乗りたい。

知床後ラン(轍の記事読んでね)の好評に味をしめていた中田は、ついうっかりまた個人
ランを企画してしまった。

マップルを眺めつつ、広大なネットの海にダイブしていたら、行先はすぐに浮かび上
がってきた。山梨県、クリスタルライン。八ヶ岳から秩父山系をつなぐ細い林道は、標高
1000mを超える山梨北部の風光明媚な森林を堪能できるという。大衆的な有名観光スポットか
らは離れ、しかしそれでも紅葉の美しさでは一歩も引けをとらない。魅力的だ。

そして、山梨へ行くからには、個人的にぜひとも行っておきたい場所があった。大菩
薩ラインの柳沢峠。夏にルイくんと走ったのだが、中田が右膝を痛めてところどころ自転車を
押して登った。道はとても素敵だったのでリベンジしたい。あの時は頂上から富士山が見られ
なかったので、それも兼ねて。

そういうわけで、紅葉ラン1日目は奥多摩から大菩薩ライン、韮崎に泊まって2日目は
クリスタルラインへという計画ができあがった。

正直、特訓ランを凌駕するつらいコースになってしまった。けれども紅葉は期待を裏
切らないはずだし、道中に用意した観光スポットもたいへん魅力的なので、なんとか走りきれ
るだろうと目論んだのだった。

LINEで参加を呼びかけたところ、中田を含む執行代5人と、1年生3人、そして不純1年
生1人から反応があった。開催日も迷ったが11/5(土)・6(日)に確定。さあ、お願いだから晴れ
て頂戴。

25日先の天気まで予報されている怪しげなサイトを毎日のように確認し、そして数日
前になってようやく晴れを確信した時、中田は己の晴れ男っぷりに心の底から親指を垂直に立
てたのだった。

かくして、紅葉ランは当日を迎える⃬⃬。
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真真っっ赤赤にに染染ままれれ

べっっっっしょ
なにこの写真いい男

339ちゃん
スマホはバキバキです

永岩
安心と信頼のすみません

久保
これあかんやつや 荒井

敬語は苦手です

みよっしー
男子校の姫

ふらい(古谷)
バ畜の不純一年生

ましろにそ(中田)
懺悔

文歌ちゃん(桑野)
誠実にして怪獣



奥奥多多摩摩→→大大菩菩薩薩
起床報告、電車乗ったよ報告を紅葉

LINEにみんなで投下しつつ、1時間半ほどの
輪行。奥多摩駅に8時半という非人道的な集合
時間だったが、だいたいみんな間に合った。
唯一自走の別所(さすが浪人会)も数十分遅れで
到着。みんなまずまず優秀だ。

それにしてもこのシーズンの奥多摩は
混む。我々以外にも輪行マンを見かけたし、
登山客がとてつもなく多い。もっと時間が遅
くなればこれに一般の観光客が加わるだろう
し、集合を早めにしておいて本当によかった。

じゃんけんで班を分けたところ、1年
生3人とみよっしーという組み合わせになって
しまいさすがにまずいので、339ちゃんにそち
らに移ってもらう。妻有ジャージいいなあ。
残りは別所、文歌ちゃん、ふらい、中田の2年
生班。

青梅街道沿いの通称「ラストコンビ
ニ」で補給を買い、さっそく出発する。登り
始めるとすぐに身体があたたまってくる。奥
多摩の雰囲気は好きだった。東京都とは思え
ない、味のある道。

いくつかトンネルを抜け、なんという
ことはなく5kmほどで奥多摩湖に到着。今日
の湖面は鏡に近い色をしている。11月とは思
えない鋭い日差しがまぶしい。サングラスが
ほしいと思うくらいだ。肝心の紅葉は、噂に
聞いていたとおりまだ色づき始めたというく
らい。まあいい。これからどんどん標高を上
げていくのだから。

11日日目目



ここまで異様に遅かった
文歌ちゃんのサドル位置を調整
し、再出発。奥多摩湖に沿って
しばし快走する。渋滞を心配し
ていたがなんともない。湖の色
が上流へ向かうにつれて深い緑
になっていくことに気づいた。
その上に架かる真っ赤な峰谷橋
を走り抜け、トンネルを抜ける
とすぐに目的の麦山浮橋が目に
入った。唐突に出現したので
オーバーランしそうだった。

通称「ドラム缶橋」。湖
面上を渡れるのはうきうきする。
浮橋だけに。そしてけっこうゆ
れるので楽しい。奥多摩に来た
ならおすすめの場所だ。夏は渇
水のため通行禁止なので、やっ
ぱり紅葉の季節がいい。

対岸まで渡り、階段を
登っていくと奥多摩周遊道路に
出る。これといってなにかがあ
るわけではないが、とりあえず
満足して引き返す。

永岩がFLOWの自撮り課
題を浮橋の上で撮影し、期限1時
間前にSubmitを完了した。乙で
す。

再び奥多摩湖畔を青梅街道に沿って
走り、色彩豊かな景色と、情緒を感じさせる
橋の数々を楽しんでいたら、やがて山梨県に
入る。そして、通称「大菩薩ライン」の開始。
このあたりから、行楽地の雰囲気とはうって
変わって、道はどんどん山へ突入していく。
勾配も徐々に増してきた。激しく流れる丹波
川を眼下に眺め、浮遊感のある道で気に入っ
ている。あの多摩川は奥多摩湖より上流では
丹波川と呼ばれているのだ。道はいくらかの
アップダウンを繰り返し、永岩がパンクした
り修理の合間に久保と荒井がひなたぼっこガ
チ勢をしたりといろいろあったが、やがて見
えてきたのは丹波山村の集落。

道の駅の裏手にはつり橋があって、
木々もいい具合に朱く色づいている。川原に
下りたりして休憩する。

そろそろお昼ゴハンの時間だったの
で、ここに来たならということで食堂「仲よ
し」へ。アットホームなのがいいですね。お
店の方のキャラが濃いのと、おそばがおいし
い。ふらいがバイトで鍛えられたコップの持
ち方をする。

そしてせっかくこの人数で丹波山に
来たのだから、もうひとつ、行っておきたい
場所があった。全長247mのローラーすべり
台、ご存知だろうか。村のアピールのための
施設ということで、どんなものかと期待して
いた。



すべり台に至るまでに10%をゆう
に超える激坂があったが、気合で登りき
る。この日いちばんつらかったかもしれ
ない。

1人400円で回数無制限ですべる
ことができる。受付のおじさんにビート
板を借りて、長い階段を登った。

先陣をきって別所・339・中田の
3人でビート板を結合させ、肩につか
まって準備OK。別所が手で漕いでス
タート。ぐおんと身体が引きずられるよ
うに急降下する。別所が叫ぶ。ループを
描いている中盤ではスピードが落ちるが、
それを越えるとクライマックス。何段階
かの加速を繰り返し、予想をはるかに超
えるスピードに阿鼻叫喚、魑魅魍魎。

ゴールではずざーっと迫真のスライディングを決めたり各位お尻を強打したりする。こ
れは楽しい。受付のおじさんによると、後からすべったほうがローラーの回転が残っていて速
いという。さすが、すべり方を心得ていらっしゃる。

2回目は順番を入れかえてすべり、たしかに速くなってる気がする！と盛り上がる。ふ
らいがビート板においてけぼりにされているのを見てゲラゲラ笑った。

9人みんなですべったらめっちゃ速いんじゃね？ということで、おじさんにコツを伝授
してもらって挑む。スタート地点は狭いので、4人と5人に分割して、中盤のループ箇所でス
ピードを調節して結合する作戦だ。

ここれれははすすごごいい。。
これがすべり台なのか。カーブのところでは本能的に命の危険さえ感じる。すべり台の

外に吹き飛ばされるぞ。
「そのへんのジェットコースターより怖い」、「今までのNCでいちばん楽しい」との

賛辞を1年生からもらって、担当冥利に尽きる。
丹波山のすべり台、とってもおすすめなので、今後の定サイに盛りこんでもらっていい

んですよ？
3時を過ぎたので退散する。文歌ちゃんの「ありがとうございましたあ～」におじさん

が「小学生じゃあないんだから」と好打を入れる。
さんざん楽しかったはいいものの、これから大菩薩ライン15kmにおよぶ上りが待ってい

る。もう紅葉ラン満喫したよね？という雰囲気の中、いやしかし、中田は柳沢峠リベンジを果
たさねば帰れない。



大菩薩峠は死の峠という呼び名も
あると聞くが、それに反して開放的な雰
囲気を味わえると思っている。5%ほどの
上りが続く。標高を増すにつれて葉の色
づきも変わってくる。トンネルを2つ抜
けると一ノ瀬高原への入口と花魁淵。共
に遡上してきた丹波川とは別れを告げ、
ここからは柳沢川。ヘアピンカーブを抜
け甲州市へ入る。落合の小さな集落。山
に倚つて家まばらなりむら紅葉。これは
正岡子規だ。

残りは7km。文歌ちゃんはゆっく
りと、それでもまだ元気そうについてき
ていたので安心した。大菩薩は長い。日
が暮れないうちに峠を越えて下りたいの
で、そろそろ時間との勝負になってくる。
景色もだんだん目に馴染んでくるころだ。

坂の先が見えなくなっているとこ
ろ。あそこだ。1年生に最後の力を振り
絞らせて登頂成功。そして夕暮れの中に
富士山が！ 登っている最中はさっぱり
見えなかったものが、ここに来て現れる
というのは、気分的にも素晴らしかった。
夏のリベンジは完全に果たせたといって
いい。

そして定番のわらび餅茶屋に到着。先行して
いた若者班はここで休んでいた。お店はすでに店じま
いしているようだったし、時間も押しているので今回
は諦める。茶屋の猫は今日もけなげに絡んでくる。

ここからの3kmがいわゆる「ラスボス」で、
斜度が8%くらいになる。これがまったくつらい。精
神力だけでごりごりと登るしかない。久保と荒井の凸
凹コンビがへばりだす。夕暮れが近づく。中田は後ろ
から茶々を入れつつ励ましつつ、先輩としての余裕を
若干見せていくスタイルを貫いて登る。



感慨にひたっている間にどんどん日が落ちて、真っ暗になってしまった。ありったけの
防寒具を身にまとい、塩山の駅まで息つく間もない15km超のダウンヒルを開始する。

中田はダウンヒル恐怖症なのでみんなの後からゆっくり下る。暗いのと寒いのとで恐怖
5割増し。構造物としての魅力あるループ橋を下っていくが、ちょっと余裕がない。

18時半ごろ、塩山駅到着。もう2時間早ければ宿まで自走したが、当然のごとく輪行す
る。339ちゃんとみよっしーは光速で下ってすでに宿GOしまったので、ゴハンや買い出しもろ
もろの調整を丸投げした。

久保がダウンヒルの途中で行方不明になったが、「久保は生命力はあるんで大丈夫で
す」との荒井を信用して待っていたらちゃんと来た。みんなで輪行し韮崎へ向かう。

宿は韮崎駅からすぐそこの「よろづや旅館」。正直今回の宿は値段だけで決めたもので
質素なのは致し方なかった。もうちょっと早く予約とっておけばいい宿もあったのだが……。

宿に戻ってぬるめのお風呂に入り、部屋に戻ると1年生や339ちゃんが凸ってきていた。
アルフォートや柿の種をつまみながら、明日のルートについて作戦会議。獲得標高、今日と同
じくらい。1700UP。うーん。しかしクリスタルラインを走ることが紅葉ラン企画の動機だった
ので、中田は楽しみでしかたがなかったのだが。久保は「甲府盆地入ったのに、まだ登るんす
かあ！？」と言う。行程見てから参加表明しような。上りの距離自体は今日より短い。そこか
ら導き出される結論は……。文歌ちゃん「シャドテン……」。

そういうわけで文歌ちゃん、久保、荒井というなんとも恐ろしいメンツのゆとり班を作
ることになった。彼らには甲府へ直接向かって遊んでいってもらおう。ちょうど甲府に「こど
もの国」というアスレチック公園がある。

その後は事案写真を撮ったりTwitterで晒したりして、はるかオーストラリアからも話題
に参加する御仁が現れるなど、よく賑わった楽しい夜になった。諸事情により眠れなかったと
いう声も聞いたが、中田は部屋の真ん中に死体をどかしてちゃんと布団を敷いて、朝になるま
で熟睡したのだった。
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1日目のキーワード
赤軍派 ここを山頂としよう ひなたぼっこガチ勢 不純1年生 生命力 ドドリア してやったり
夜のなかよしさいくる ファクト 万物斉同無限者たれ次元を超えろ

ゴハンは339ちゃんの提案で駅近くのくら寿司
へ。最近の回転寿司のシステムはいろいろハイテクノ
ロジーだった。何年ぶりだろう。5皿ごとにルーレット
が始まって当たるとガチャガチャのカプセルが出てく
る。中を開けたらそれは昔懐かしのゴム製のおもちゃ、
ポッピンアイだった(当然、ポッピンアイという正式名
称はGoogle先生にお世話になった)。これ、この合宿が
終わるまで1年生たちを楽しませてくれた。

1分で描いたポッピンアイのイメージ↓



だれかからのひんやりとした視線を浴びつつ寝坊することもなく起床した。きちゃない
部屋を片付け、8時には久保も文歌ちゃんの手により叩き起こされ、出発の準備を整えた。なん
だが微妙な雰囲気が漂っている気がしたが、中田は単にクリスタルラインの紅葉は昨日のよりも
さらに素晴らしいことを期待してわくわくしていた。

さてこの日の行程は、文歌ちゃんの文章とミックスしてお伝えしようと思う。

韮韮崎崎→→甲甲府府

〜序章〜

「頑張ってね！ バイバイ！」
�日目の朝、事は宿の前で行われた。
私は愛嬌と哀愁を混ぜたような笑顔をして、
山に登る勇ましいメンバーたちを見送った。
自分の顔が、朝サラリーマンを見送る
ちょっと昼寝できるから嬉しい妻のような顔
をしているんじゃないかと、思いつつ、間違
えてもガッツポーズらしき素振りを見られて
はいけないと思っていた。
山勢が見えなくなるまで、私は草むらを
ジッと見つめ、「�日目も山に登りたかった
けど、体力的にどうしてもキツかったんです。
すみませんでした」という顔をするのが、山
へ自ら進んでゆく仲間たちへのせめての敬意
だと思っていた。
みんなが居なくなると、私と�人が残った。
（本当は山、登りたかったのかな、あやに合
わせてくれたかな）
胸がチクリと痛んでそっと�人の顔を見た。
すると�人が、

「よし、まずカラオケ行って、仮眠とるか
〜！」�人が言う。
「お腹すいたな〜、朝ごはん食べたい」もう
�人が言う。
「とりあえず地図見て、緑がありそうな所行
こうか！」私が言った。みんな自由すぎであ
る。
口が裂けても山勢には言えない行事を、私
たちはやろうとしている！
白い銅像が太陽に反射して、私たちに道し
るべを示しているように見えた。
「白い銅像に向かって出発だ！」
誰も大して地図を見ていないのに関わらず、
自信満々、�人とも自転車を漕ぎだした。

22日日目目



「山勢」こと我々も自転車を漕ぐ。
いきなり道を間違えたり、目指したコンビ
ニが改装閉店中だったりしたが、ひとまず
茅ヶ岳広域農道を登っていく。左手には偉
大なる南アルプス、正面には特訓ランで越
えた八ヶ岳、右手には深田久弥最期の山で
ある茅ヶ岳を望む、雄大な道だ(深田久弥は
石川県出身なのでひいきしている。中田の
出身中学の校歌は彼の作詞)。そんなことを
しゃべりつつ登るつもりだったのだが、昨
夜の報いを受けたのか、早々にパンクして
おいていかれてしまった。ぼっちでもさみ
しくないんだからね！

山梨らしい野菜の直売所を過ぎ、
ゆっくりと漕いでいくと、唐突に下り。
えっこんなに下っちゃっていいの、と不安
になるが、その先には本日の紅葉きれいス
ポット第一があった。写真を撮って紅葉
LINEに投下。

この橋を渡ると、増富ラジウムライ
ンに合流する。目指すは増富温泉郷。温泉
のラジウム含有量が世界一とかなんとか。

やがて根古屋神社の大ケヤキに到着。
樹齢1000年と推定される、国の天然記念物
だ。一目見ておきたかった。予想よりも立
派だ。

先行する5人もここを訪れたらしい
が、もうとっくに出発してしまっていた。
追いつかなければ。紅葉LINEには、ゆとり
班からススキの写真が送られてきている。〜ススキの編〜

風に揺られるススキ畑が、おいでおいで
と手を上下に振るので、有難く招かれるこ
とにし、�人はベンチに腰を下ろした。
ススキの擦れる音は、海の波の音に、少
し似ていた。私はずっと見つめていたら、
時間軸が止まったススキ畑に引き込まれて
しまうんじゃないかという気がした。
「とりあえず、山梨まで����自転車で行
こう！」朝ごはんを食べて、ススキマジッ
クにかかりそうな�人に塩胡椒のようなパン
チを効かせて喝を入れた。
�人は山梨の甲府駅に向かってススキ畑を
後にした。
そこからの道は天国であった。後に私は
こう呼ぶ。
「富士山ミラクルロード」
甲府までの道は、����富士山に向かって、
愛すべき下り道であったのだ。
後ろでは、�人が歌を歌っているし、もう
�人は笑っているし、あやは「サウンド・オ
ブ・ミュージック」の主人公になりきって
いる最中である。
じきに甲府駅に到着するであろう。



かくして孤独ヒルクライムは続行する。トンネルを抜
けて、そこに待っていたのは斜度10%⃬⃬シャドテン⃬⃬。
これアカンて、これおかしいやろ、とエセ関西弁をつぶやきな
がら登った。景色がよければそれは登るさ。それにしても339
ちゃん、インナーローが壊れてるのにどうして登れるんだ。

ついに「ようこそ増富温泉郷へ」の看板を見つけ、広
場でくたばっていた5人との再会を果たす。ラジウムライン、
いい道だったぜ。

339ちゃんが見つけてくれた食堂へ。注文してから料
理がくるまでの間、中田以外は寝落ちしていてびっくりである。
睡眠大事。山梨名物ほうとうとか、ラーメンなのに麺がうどん
になっている「うーめん」とか、イワナの塩焼定食とか、それ
はそれはおいしいこと。

いっぽう、ゆとり班は無事に甲府に着いたという情報
が入っていた。

〜陰謀編〜

アスレチックは山の上にあった。
結局、巡り巡って、私たちも絶賛山道を登ること
になった。葡萄畑が山の斜面に一面あり、山梨県の
風情に心が情感で満たされていった。
手押しでやっと頂上に辿り着いた時には、�人は
ちょっと誇らしく思っていた。ゆとり班といえど、
我々も正式に山を登ったのである。
証拠写真、証拠写真、と見晴らしがいい展望台か
ら、富士山さんの見える写真をとって、『紅葉ラン
	�
�』に貼り付けた。
その時、『紅葉ラン	�
�』にもっと綺麗な山の写

真が載せられていた。山勢も山を登ったのであろう。
それも、我々が撮った写真より綺麗である。
ゆとり班 ��山勢。
これは対抗だな、と見なし、連携プレーでネット

から、写りが良い富士山画像を�枚を厳選し、どう
だ言わんばかりに『紅葉ラン	�
�』に載っけた。
明らかに不自然なほど綺麗すぎる写真で、ハガキ

などで使われる富士山であった。
「絶対バレるでしょ〜〜！」
もう私は、箸が転がっても笑う年頃なので、笑い
すぎてスパゲッティを吹きそうになった。
�人は勝ち誇ったようにケラケラ笑うが、数分後、
我々の作戦は無事、華麗にスルーされた。

富士山ミラクルロードならぬ紅葉
まっかっかラインを登り、中田はみずが
き湖に到着。ダム湖だが、雰囲気がよい。
まさに穴場スポットといった感じだ。橋
がいい。己の「そらいろのじてんしゃ」
が映える。

先に来ていた5人には約4kmの湖
一周をすすめて、中田が追いつくための
時間稼ぎを企んでいたが、どうやら全会
一致で却下されて出発してしまっていた。
悲しい。

↑著作権保護のためモザイクを施しました



増富温泉郷の標高は1000m。目指す
べき木賊峠は標高1670m。ため息が出そう
だったが、ここから先がクリスタルライン。
紅葉ランの本領発揮だ。

このあたり、本谷川渓谷と呼ばれて
いる。黄色に朱に染まった光景が素晴らし
すぎて言葉にならない。からくれなゐに水
くくる、とはこういうことを言うのか。岩
にせかるる滝川の錦なりけり。ほんとうに
水が紅葉に濾されて染まっても不思議はな
い。赤いシャワーの中を自転車で遡上して
いく。道はしだいに細くなり、人の姿もつ
いに見えない。坂の険しさを脚に確かめつ
つ、楓と七竈の木々を肌に感じる時、自転
車という趣味を持っていることに喜びを感
じずにはいられない。

渓流の飛沫を頬に感じそうな朱い空
間を抜けると、さらに道は狭まり、車1台の
通行がやっとというほどになる。11月の日
差しは案外鋭い。残りはおよそ6kmという
ところか。勾配はじんわりと増し、中田は
だんだんとちぎれて、前をゆく5人の背中を
追う。

昨日は標高が上がるにつれて木々が金色
になっていったのが印象的だったが、この日は緑
から朱へ、そして朱から冬へと風景は様変わりし
ていった。道の両脇には散った紅葉の絨毯ができ
ている。茶色い細い枝が空へと腕を伸ばす。太陽
の光まで、なにかに濾されているみたいだ。

各人が休憩している間に、中田は距離を
稼いでおく。シャドテンの標識。そうこうしてい
るうちに、後ろから339ちゃんのBGMが近づいて
きて、追いつかれる。チルノのパーフェクトさん
すう教室はびっくりするくらいミスマッチ。

周囲の山が、見上げずとも視線に入るく
らいの高さになってきて、残り2kmかというとこ
ろで、スプリントをかけ始めたみんなに追い抜か
れる。それでも中田はちょっと寄り道したりして、
楽しみつつ登る。こんなんだからマイペースだっ
て言われるんですね。

頂上では荒廃したみんなが待っていてく
れた。木賊峠。登りきった。

そこは単なる交差点のようで、なんにも
ないように思えたが、ちゃんと下調べはしてあっ
て、少し離れたところに展望台がある。そして、
なんと富士山が奥には鎮座していた。ネット上で
木賊峠を検索しても、富士山が見えることは稀な
ようで、それはすてきな幸運だった。登りきった
ことに対価を求めたいみんなの要望にも答えるこ
とができて企画者は嬉しい。

永岩がポケットから、昨日のくら寿司で
ゲットしたポッピンアイを取り出し、富士山を
バックに跳ねさせた時は、ここいいつつはは本本物物だだと
思った。



〜アスレチック編〜

アスレチックは私にとっての、十八番で
ある。
小さい頃から泥塗れになり、猿のように
飛び回った記憶があるからだ。
しかし、か弱き乙女になった証拠なので
あろう。
「キャ〜〜〜」乙女の美声がアスレチッ
クからこだました。
�人はひょいひょいと、遊具から遊具へ
飛び移ってゆく。
「ま、ま、待ってよう〜」私は、小さな
妹になったように、�人の兄について行く。
��分後、「あれも行こうぜベイベー！」

野生的本能が蘇った私は、生き生きと遊具
をジャンピングするようになる。竹馬もお
手の物だ！
もうどこの世界も、この３人なら行ける

気がした。
���モンキーは夕焼け色に染まる遊具を
飛び越え、地面にその影がいそいそと飛び
交っていた。
それを見た、遊んでいる幼児たちの脳裏
に���モンキーが残り、いつの日か思い出
してくれたらな、と夕焼け色のアスレチッ
クを後にして、私は思った。
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山勢にもいろいろあった。永岩がそのへんの獣道へ消失したり、木賊峠からの三叉路
で下る道を間違えて数km引き返すことになったりした。ダウンヒルの途中で永岩のディレハ
ンが逝きそうになって結局あとで逝った。道が突然のダートになっている箇所があって焦っ
たが持ちこたえた。クリスタルラインはその名こそ清らかだが実態は林業用の道だ。細心の
注意を払って20kmにわたって下り、昇仙峡を目指す。小さな集落を抜けた先の能泉湖が、色
とりどりの山肌を露わにして美しい。

ここまで長いダウンヒルは初体験だった。少しずつ夕暮れが近づき、それと共に両脇
を断崖絶壁が囲み始める。昇仙峡は山梨随一の紅葉の人気スポット。今回の紅葉ランでは、
ルートを引いたらたまたまそこに昇仙峡があった、というだけでここはメインではない。ラ
ジウムラインからのクリスタルラインで、充分に紅葉は満喫していた。まあでもせっかく来
たんだから、と昇仙峡の名所、仙娥滝を回収しておく。ウーン、大きい。高い。雄大。テキ
トウな感想になってしまったが、今日はもうみんな疲れてしまったという感じだった。昇仙
峡自体は丸一日でも潰せる観光地なので、機会を改めてまた来よう。自転車なしでデートす
るのがいいんじゃないかな。

完全に日は暮れて、気温も下がり、あとは甲府駅へ向かってまっしぐら。いくつかト
ンネルに突貫し、若干の上りを経て和田峠という我々にとっては嫌な響きの峠に至り、そこ
からあまりに唐突に甲府の夜景が見えてふいに感動してしまう。さすが甲府盆地だ。しかし
ここからの下りがいけなかった。ヘアピンの連続する激坂で、あろうことか路面に無数のス
リットが入っていて振動で手のひらとお尻の感覚がなくなる。交通量も多いし怖い。山梨県
道104号はもう走りたくない道ベスト3にランクインした。

甲府の街中を抜け、駅にゴールイン。茨城住みのふらいは速攻で特急輪行を決める。
残りの4人も、体力を使い果たして中央線の揺りかごのお世話になった。

紅葉ラン、この上なく充実していました。ましろにそプレゼンツ大成功。遊びつつみ
んなで大菩薩を越えた1日目と、シャドテンに打ちひしがれながらも降り注ぐ紅葉を体じゅう
に浴びた2日目。満足しないわけがない。
NC三大個人ランに紅葉ランを加えたいとふと思った。来年もやります。もうちょっとゆるめ
のルートにします。ぜひともご参加くださいな。

ところで、ゆるめのルートというワードで、果たして文歌ちゃんたちのゆとり班はア
スレチックの後どうなったのだろうと気になった。きっと期待を裏切らないことをしているに
違いない。



〜カラオケ編〜

少し緊張した面持ちで私はカラオケに入る。
�人が「カラオケに入ったらまずこれを歌うのが主義なのだ」といって『ドナドナ』とい
う
昭和の童謡のような歌を歌い始めた。
もう歌というより、『ドナドナ』が流れているバック映像の虚ろな目をしたロバが面白
かった。
私は、『もののけ姫』を歌った。
�人は感激して言葉も出ないようだった。
そして、自分は絶対に歌わないと言い張った。
ドナドナと私で、『ちびまる子ちゃん』や『ドラえもん』国民的アニメを熱唱し、
ドナドナの真似をして、私も体を大きく左右しながら歌った。
「��分追加ぁ〜！」褒められて調子に乗った私は延長頼んで、白葡萄をガブ飲みした。
コップに入っている白葡萄が朝出発した時に見た、白い銅像を連想させ、本当に
�日本当に楽しかったなと感じ、また『アンパンマン』を�人で歌った。
きっと、これからも私たちの旅は続いていく、そんな気がしてならかった。

終わり

2日目のキーワード
だれのせいで眠れなかったと思ってんだ NCパンク処理班 24歳、登頂です 永岩の神隠し
笹じゃなく芒 和田峠チョロい うわ奢りたくねえ にゃんこ大戦争



執筆：中田、桑野
ラン企画、編集、題字、絵もろもろ：中田
地図：国土地理院
写真提供：みんな



会長連載9 

3年 田中優亮 

本郷のラーメン事情  

みなさんこんにちは．いつも通り採点バイトと実験レポートに追われている田中です．採点の

締切が迫っていてあまり凝った記事が書けそうにないので本郷キャンパスの近くにあるラーメンに

ついて書こうと思います．デブラーです． 

1．用心棒 本号 

東大生が駒場時代にお世話になったであろう千里眼．その姉妹店的な存在が本郷にもありま

す．味，トッピング，店の雰囲気などなど千里眼みたいなものと考えて間違いないでしょう．本郷

通いになってから千里眼の味が恋しくなったらここに来れば大丈夫です．ただし，千里眼名物の夏

季限定冷やし中華はありません．その代わり冷やしまぜそばっていうのがあります．実は食べたこ

とがないのですが，かなりおいしそうです．普通のラーメンはかなりアツアツ状態で出されるので

猫舌の僕はかなりハフハフしながら食べています．ラーメン 730円 ヤサイニンニクカラタマ 



2. らーめん大 本郷店 

本郷三丁目のほうにあります．実験が終わり「もやしを食べたい，もやしの食べ過ぎで死に

たい」というような気持ちになったときによく行きます．ヤサイマシマシのボリュームが結構いい

感じです．あと，18時位に行くとかなり空いているのでゆっくりと食べることができます．味のほ

うはというと，かなりさっぱりしています．ヤサイの量はともかく味はあまり二郎系二郎系してい

ません．初心に帰ることのできる味なので好きです．麺の食感も結構好き．卓上にいろいろ調味料

があるので味を調節しながら食べられるのも好印象です．あと用心棒ほど熱くないので猫舌の僕も

安心して食べられます．ラーメン（小） 680円 ヤサイマシマシニンニク 

3. 立川マシマシ 5号店（御茶ノ水） 

本郷からは少し離れますが，個人的に御茶ノ水をよく利用するので取り上げます．まずこの

お店，店内スペースの使い方がかなり下手な気がします（どうでもいい）．それはさておき，味の

ほうはかなりハイレベルというか，二郎を丁寧に作ったらこうなるよという感じの味だと思います．

乳化したスープがおいしいです．ヤサイの盛りも素晴らしい（マシマシコールをしたことはまだな

いですが）．また，ニンニクが卓上においてあるので好きなだけ入れることができます．デートを

控えている方は入れないと思いますが，僕は何もないので，ニンニクをこれでもかと入れて味わい

ます．このお店，ヘルシー志向の方向けなのか，麺を豆腐に変えることができます．やったことは

ないですが気になりますね． ラーメン（中） 750円 ヤサイアブラカラメ（画像次ページ） 



4. ラーメン荘 夢を語れ 白山店 

これを書きたくてこの記事を書いたといっても過言ではありません．ラーメン二郎が糸魚川

静岡構造線を越えていない現状において関西のデブラー界を牛耳っている（と思う）ラーメン荘グ

ループの1つである「夢を語れ」がついに東京に進出してきます．私田中は関西に遠征する度に

「ラーメン荘 歴史を刻め @下新庄」「ラーメン荘 地球規模で考えろ @伏見」「うさぎ屋」「マッ

チョ 難波千日前店」などの関西デブラーを食べていますが，ラーメン荘は総じてレベルが高く，本

家二郎にも劣らないという印象をもっています．ちなみにうさぎ屋はかなりまずかったのですが，

潰れたようです．さて，そんなラーメン荘の東京進出を飾る白山店は，はじめ11月11日開店という

掲示があったのにいつの間にか11月中旬開店になり，結局11月19日現在，まだオープンしていませ

ん．待ち遠しい限りです．開店したら光の速さで食べに行こうと思いますので，続報をお待ち下さ

い．
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