
 

 



目次 

 

・5月定サイ報告 2年 永岩 

・特訓ラン報告 2年 白崎 

 

・7月の新着動画                              2年 白崎 

 

・駒代連載   2年 三輪 

・編集後記 2年 白崎 



５月定サイ報告	
〜湖巡りラン〜	

	 	 	 	 	 	 2 年	 永岩	
	

【日程】平成 29 年５月 27 日(土)	

【行き先】相模湖及び周辺の湖	

【ルート】橋本〜津久井湖〜オギノパン〜あいかわ公園(⽯⼩屋湖)〜宮ヶ瀬ダム〜宮ヶ瀬
湖〜宮ヶ瀬湖畔園地〜津久井湖〜相模湖	 ラボ http://yahoo.jp/IyF00C	
【参加者】以下 21 人(敬称略)	 	

１年	 佐原	新	福山	奥田	泉田	佐藤	小堀	中澤	倪	武田	富山	麻生	藤井	岡	藤村	

中村	河原	高田	松浦	鈴木	

２年	 永岩	三輪	牧野	竹田	鎌田	高野	木村	中村	森田	高橋大	３年	 別所	中田	

４年	 中橋	

	

	

	

５月定サイ担当のＮＣ２年永岩です。もう７月号だというのに今更の５月定サイ報

告になります。前号の２月定サイ報告といい時空の歪みが板についてきています

ね。・・大変お恥ずかしい・・	

	

	

さて５月定サイといえば新入生にとっては新歓後初めての定サイになりますね。新

入生達に定サイの楽しさを知ってもらう大事なイベントです。	

しかし！！上級生の皆さんにはご存知の方もいるでしょう、５月定サイの裏の役割

を・・５月定サイの前は新歓期、そして５月定サイの後にはそう、きつーい特訓ラン

が待っています。もしも５月定サイが新歓ランのようにゆるふわランだったらどう

でしょう、登りを知らない一年生がいきなり特訓ランに突撃してしまう恐れがあり

ますね。勿論裏新歓はありましたし５月定サイに行かない特訓ラン参加者もいるで

しょうが、やはりリスクは減らしたいため５月定サイは例年、峠ごえなど割と登りが

あるランにされています。（初の定サイでいきなり峠とか鬼畜さいくるでは）	

	

しかし今年の担当は山嫌い思いやり溢れていたため、峠みたいなひたすら続く登り

をどうにか避けようとしたんですね。結果、相模湖周辺の登り・下り・平地が点在す

る起伏のあるルートが採用された次第です。今回は４つの湖を巡るためいい感じに

湖巡りランっていう題目にできました。後述しますが、いろんな点でコンテンツ力溢

れるランになったと感じています。（ちなみに今回の津久井湖・宮ヶ瀬湖湖畔を走る

ルートは走りやすさやある程度の手応えでサイクリング界隈では有名みたいですね）	

	



GW に下見を経てからいざ当日。集合場所の橋本駅はすぐ傍にイオンがあったので補

給に便利でした。自走上級生達の遅刻はもう恒例でしたね、ほんとよくない。遅刻&

輪行解除で９時半集合ながら最初の班の出走も 10 時半頃。遅刻組との調整やタイヤ

修理などのトラブルもあり、最後の組に至っては 11 時過ぎ出走に。グダグダでした

ね・・	

	

まずは 413 号線で津久井湖へ。普通に公道

で新歓終わったなあ・・って感じでした。着

いてすぐのところに花の苑地があって寄り

道をしたんですが・・・ここ、下見の時は上

の写真の綺麗な花のオブジェがあったんで

すが、本番では全部抜かれてただの土壌

に・・他の花も抜かれてたりですっかり寂しい場所になってました・・

GW 過ぎた観光地ってそんなものなのかなと。ちなみに右は中橋先輩が撮った写真で

す。綺麗ですよね、すごいですよね。楽しみ方も工夫次第ということですね。	

	

そのまま 413 を直進して津久井せんべい本舗へ。ここの名物ブランデーせんべいは

本当絶品です。その他にも色んな種類（20 以上はあったかな）のせんべいが味わえ

ます。お店の方めっちゃ試食を勧めてきてくれます、ありがたく味わっちゃうよね。

候補多すぎなので小袋複数購入がお勧めです。	

	

ここからが第一の関門、途中に下りを挟んで 8,9%くらいの坂が２km 弱あります。一

年生も二年生もクタクタですね。そこから一気に下って更にもう少し登ったらお昼

ご飯のオギノパンに着きます。このくらいキツイ登り坂・下り坂はここが初めての一

年生も多かったかと。お疲れさまでした。	

	

疲れた体を引きずっていざオギノパン。工場直売の

パンはどれも絶品です。特に揚げたてのあげパンは

有名でお店と合わせてこのあたりを走るローディー

の中では有名なんだとか。余談ですがここでゆっく

りランチタイムをとったうちの班、実はこの時点で

一時間弱遅れていました。せんべいとか寄るから・・	

	

ご飯の後は一気に下ってあいかわ公園へ。公園の奥の宮ヶ瀬ダムへ向かうのですが

なんとこの公園、自転車は乗入禁止なんですね。なのでこの先は宮ヶ瀬ダムまで１km

近く、自転車を押して公園内を歩きます！自転車を押して進むことになる定サイは

初めてでした。サイクリングとは一体。一応公道を進んでもダムに行けるんですが、

遠回り・登り・トンネルの三重苦です。一方公園内は景色も良く綺麗な石小屋湖もあ

り（写真）、何と言っても無料エレベーターでダムを 120m 近く一気に登れるんです！	

（自転者可）これぞ文明の利器。	

	



	

エレベーターでダムの堤上（広い！）についたら集合写真を撮影。結

局早い班は一時間ダムの上で待たせちゃったみたいで申し訳なかっ

たです。ちなみに右のはダムの上から底を見た写真。高い。すごい。	

	

	

撮影後は各班出走して宮ヶ瀬湖畔道路を走っていきました。久々の平地です、ちょい

長めのトンネルがあるので注意。橋を渡った先にある宮ヶ瀬公園ではまた自転車を

降りて散歩タイムを。最後尾ながらめちゃくちゃノンビリしました。すごーい吊り橋

大きいー（自転車邪魔で渡れない）	

	

宮ヶ瀬公園抜けたら観光はほぼ終了です。津久井湖経由しながらひたすら相模湖目

指します。津久井湖までは下り基調で道も非常に走りやすいんですが、相模湖直前は

大変ですね・・・登りはキツイし幅がない割りに交通量多いのでなかなかハードでし

た。前半と後半の落差はみんなの疲れた心にはなかなかキてましたね・・・💧ちなみ

に今回はゴールに対し異様に遠回りしているので途中でちょいちょい「遠回りして

なかったらここもっと早く来れたな・・」というポイントが出てきてメンタルに追い

打ちを。本ランの見所＝癒しである湖もこの頃にはすっかり見飽きてたりね。ただの

水ですやんみたいな。	
	

やっとこさ登りを越えて相模湖到着。集合はせず流れ解散でしたが、先に着いた班の

人たちは大体各自公園でのんびり・・・と思いきや一部いないんですね。今回は解散

後、希望者で大垂水峠を越えて高尾山口へ向かうボーナスステージも提案していま

した。実は今回の定サイ、時間はかかりましたがなんと距離としては驚きの 37km。

(短い！)ということで走り足りない上級生や特訓ラン参加新入生はいい感じに満

足・足慣らしできるかなーって感じです。（去年もゴール相模湖でボーナスステージ

ありだったんですが流れでほぼ全員参加に。今年は希望者だけでしたよ！当然担当

はいない）	

	

そんなこんなで終わった５月定サイでした。いい感じに色んなものが楽しめるいい

ランだったと思います。（登り下り平地に街道山道、散歩にトンネル、グルメにお菓

子に、大自然に科学の力！）二回行っても飽きなかったです、また行きたいですね！	

	

ここからは反省点。	

	

・集合から出走が遅い	

	 →遅刻組は合流判断もあり、集合前や貸出時にライトや空気圧確認	

・出走時間のズレ、観光時間の違いによって、先着いた組の待機時間が長すぎた	

	 →最初に集合時間を決めてそれを指標に行動。早い組はゆっくり観光、遅い組はグ

ダグダしない	

・登りでふらついた時に車の迷惑になってた＆危ない	



	 →上級生がサポート？	

・登り坂の前にギアを変えておくことを徹底すべき（特に初めての人）	

・本番前に観光情報のチェック（下見で見たからあるというわけじゃない）	

・下り坂の前には確実に降りかた教える！	

・登りでふらついた時に車の迷惑になってた＆危ない	

	 →上級生がサポート？	

	

	

最後に集合写真を。ダムの上で撮ったやつです。	

	

参加してくださった方々、ありがとうございました！！	

	

	

 



特訓ラン報告 

～上った分だけの体験がそこにはある～ 

２年 白崎 
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1. 概要 
 

【日程】平成 29 年 6 月 17 日、18 日 

【行き先】日光～金精峠～赤城山～前橋 

【集合場所】東武日光駅 

【集合時間】ゆっくり班・・・8:30   普通班・・・9:30 

【解散場所】群馬県庁 

【解散時間】16:00 

【ルート】1 日目→http://yahoo.jp/JieSIL     2 日目→http://yahoo.jp/IlArFQ 

【参加者】以下 50 名(敬称略) 

1 年 

新/佐藤/岡(敬)/遠山/鈴木/福地/藤村/岡(俊)/林/福山/山本/南雲/久留/山口/五十川/中村 

 

2 年 

三輪/仁木/森田/木村/齋藤/中村/鎌田/古谷/竹田/高橋(大)/高橋(遼)/白崎 

 

3 年(走行) 

中田/大熊/井澤/谷口/別所/今城 

 

3 年(サポート) 

横谷/佐々木/三好/寺田/林/石井/鈴木 

 

4 年(走行) 

岩尾拓哉 

 

4 年(サポート) 

内海/松野 

 

OB(走行) 

飯野/羅/嶋田/高畑 

  

http://yahoo.jp/JieSIL
http://yahoo.jp/IlArFQ


2. 旅行記 

【1 日目】 

担当は、8:15 に到着。ゆっくり班の皆さんは、自走をして 10 分ほど遅れた中田さん

を除いて全員集合時間に集まってくれました。ただ、輪行解除、サークル車の整備確認、

スマココ開始、LINE グループ作成等の他にも、荷物預け等の特訓ラン特有の準備もあ

ったせいで、電車到着から 30 分では出発準備が全く整わず、結局ゆっくり班の全班が

出走したのは、予定よりも 30 分遅れた 9:15 頃でした。 

ちょうど同じ頃、普通班のメンバーも到着し始めました。こちらも同様に準備に手間取

り、出発は予定より 20 分ほど遅れた

10:00 頃でした。 

問題は、遅刻をした 2 人。10:45 頃到着

ということだったので、遅刻班先導を買

って出てくれた今城さんに任せることに。 

また、OB の方から体調不良によるキャンセルを頂きました。ここで当イベント中で

最大のミスをします。班編成の変更ばかりに気が行ってしまったあまり、宿へのキャン

セル連絡をすっかり忘れてしまい、夕食を 1 食多く用意して頂いてしまう事態に。 

宿の方が、話を聞いていたようで、夕食を用意してくださったにもかかわらず当日キャ

ンセルをしてくださったので、金銭的な損失はありませんでしたが、普通なら大損失で



す。後述の反省点にも書きますが、担当は各所への連絡を忘れずに。 

遅刻班を除く全班が出発したのを確認し、サポートカーの出走をお願いして、私の班

も出走しました。 

すぐ近くのコンビニで補給を買

い、いろは坂へ向かいました。大し

た勾配では無いのですが、脚がフ

レッシュなこともあってガシガシ

回していたら、膝を壊しかけました。久しぶりに坂を本気で登る時は注意が必要です。

いろは坂手前の馬返しで、膝への負担を減らすために先輩からのアドバイスを受けてサ

ドルを調整しようとしたのですが、購入した時にフィッティングして以来調整していな

いサドルは固着し、全く動きませんでした。偶には可動部分をきちんと動かしましょう。 

そして、いろは坂を上り始めました。膝

の様子を気にしながらセーブしながら上

ったのもあって(言い訳)、一年生を引き離

すこともなく、順調に上りました。黒髪平

で休憩を挟んで、明智平まで一気に上りました。別所さんがいろは坂を上っている間、

空腹をずっと訴えていたので、中禅寺湖へ降りてはじめに目に入った蕎麦屋に入って昼

食を。湯葉うどんを頂きました。  



湯葉うどんで体を温めたと思って外に出ると、極寒でした。20℃くらいしかなかった

のではないでしょうか？300m くらい先に華厳の滝があり、そこにサポートカーが待機

していたので、上着を受け取りまし

た。華厳の滝は有料エレベーターで

近くまで寄れるのですが、ケチって

私達の班は寄りませんでした(笑) 

サポートカー周辺で話し込んでいた所、いつの間にか時間がなくなっていたので、急

いで竜頭の滝へ。そしてそこの茶屋でおやつということになりました。移動は素早く、

観光地ではゆっくりというのが、私達の方針といつのまにかなっていました。 

担当者一番のオススメスポット、湯滝を観光すると、

この日最後にして最大の山場、金精峠が始まりました。

計 6km 程だったので、2km おきに休憩を取りながら進

みました。標高があがるにつれて霧が濃くなり、頂上で

は視界が数十 m しかなくなっていました。無事に上りき

ったのですが、とにかく寒い！！とにかく着られるもの

は全て着ました。また、濃い霧の中をくだることが想定

されたので、リアライトをつけようと思ったのですが、

オートライトのため、点灯せず、仕方ないので分解して光センサーをガムで覆い、出発。 



「トンネルを抜けるとそこは雪国

だった」と言われるように、トンネル

を一つ越えるだけで天候というのは

ガラッと変わるものです。今回も例に

違わず、栃木県側の濃霧が嘘のように、群馬県側は晴れていました。 

ということで制限速度を守りながら爽快に下っていきま

す。プレ特訓ランで、後輩の事故に気付かず 500m ほど下

ってしまった反省があったので、時々後ろを確認しながら

下りました。 

そして無事宿着。大きな事故なく、1 日目が終了しまし

た。 

 

【2 日目】 

朝食 6:30、出発 7:30 という過去 1 を争う早朝出発だったため、案の定(失礼)3 年生

の寝坊が多発(笑)。特にゴリラ班は鎌田を除いて全員先輩方だったため、結局 1 時間ほ

ど遅れて出発したみたいです。(それでもヒルクライムでやすやすと抜かされた(笑)) 

出発時に、サークル車のメカトラが発覚したので、私達の班も 30 分程遅れて出発しま

した。ゴリラ班に申し込んでいた鎌田もしびれを切らして私達の班についてきました。 



吹割の滝で東洋のナイアガラ

(笑)(失礼)を堪能し、薗原ダムをチラ

ッと見て、赤城山ヒルクライム 15km

がスタートしました。この日は、5km

毎に休憩を取るように決めて上り始めました。そう決めてしまったので、約 4km 地点

にサポートカーがいたものの、パス(笑)。最初の 5km は結構きつかったものの、残りの

10km は傾斜が緩くなって 1 年生も喋り

ながら上れるくらいの傾斜でした。あと

で他の班の 1 年生に聞いても、一日目よ

り二日目の方が楽という意見が多かっ

たんですけど、坂の辛さは数字では測れないもんですな。 

上りきったところでサポートカーから荷物を受け取り、後は 20km 下るだけです。そ

の前に赤城山の大沼湖畔で昼飯を。けんちんそばでしたけど、美味しかった！ 

そして下り始めました。直線区間が多

かったので、かなり爽快にくだること

ができました。あのダウンヒルのため

に、もう一度登りたいですね。 

 



こうして、2 日間の特訓ランが終わりました。大きな事故なく終えられて担当として

安心しています。ただ、備品の貸出等、担当の不手際により、特に一年生には迷惑をか

けた部分も多かったと思います。すみません。 

そして、担当の失敗を執行代や先輩方がサポートしてくれたので、無事に特訓ランを

終えられたと思っています。ありがとうございました。 

例年より、特に 1 日目は観光スポットの量を増やし、上り坂に抵抗感を持つ一年生に

も上ることの楽しさを少しでも知ってもらうことを目標としてルートを組みました。 

勿論、辛さでいっぱいだった一年生もいるかと思いますが、少しでもヒルクライム(と

それによって得られる楽しみやダウンヒル)に興味を持ってもらえたら、担当としては

嬉しいです。 

実際に顔を合わせて活動したのは２日間という短い間でしたが、サポートの方等には

だいぶ前から動いていただき、ありがとうございました。 

そして、自分の作ったルートをこれだけ多くの人に走って頂けて、担当として光栄で

す。 

参加してくださった全ての皆さんにお礼を申し上げたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

  



集合写真＠おおくら荘 

担当の独断と偏見ギャラリー 

 

  



3. 反省点 

 反省点(走行編) 

 

⚠危険「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。 

⚠警告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。 

⚠注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。 

 

🚫してはいけない内容です。 

☞実行しなければならない内容です。 

 

⚠危険 

☞   カーブでは先を見るように。 

🚫  右カーブでは道路の左端に寄り過ぎない。 

☞   カーブ前で十分減速。 

 

⚠警告 

☞   1 年生へ下る前に下り方の説明をする。 

☞   出走前の整備を確認。 

🚫  走行中 1 年生を一人にしない。 

☞   貸出時にライトの確認。 

☞   新歓時期は手信号に加えて声でも合図。 

☞   気温に合わせた服装を準備。 

 

⚠注意 

☞   下りで休憩を挟む。 

☞   班員同士の連絡が取れる体制を予め作っておく。 

☞   山では体調変化に気づきにくいので、注意。 

☞   路面が悪い時は注意。 

☞   複数班が合体しないように注意。 

 



 反省点(担当者) 

➢ 当日キャンセルは、バタバタするが、宿への連絡だけは忘れないように！！！ 

➢ 当日の気温の低さについて、前日に警告するメールを送ったが、十分周知されてい

なかった。そして、送った本人も東京都とのあまりにも大きすぎる気温差に、「ま

さかこんなに無いだろ」と、高を括って軽装で行き、無事凍え死ぬ。 

➢ 貸出時にライト等の備品の確認をしっかり！ 

➢ メンテナンス道具を載せたサポートカーは出走時に間に合わないので、最低限必

要なものは担当が頑張って現地まで持っていこう。出走時にサポートに渡せば OK。

出走時になくて困ったのは、 

 ポンプ(少し前に貸し出したサークル車は空気が抜けている) 

 軍手(貸出してなかったり、忘れてきたりと絶対足りなくなる) 

 ライトの電池(貸出時にしっかり確認しておけば要らないかも) 

  



4. 参考資料 

(ア) 全体計画 

2 月頃にルートラボとかを引きながらルートを策定。3 月、沖縄合宿が終わっ

たぐらいから、宿を探す。この時、ホテルや有名温泉の民宿をあたると、団体お

断りだったりするので、ある程度離れたところにある民宿をあたろう。予算、宴

会場の有無、洗濯機の有無の確認は必須。断られ続けると心が折れるので、数日

に分けよう(笑)。こうやって 3 月中に宿が決まれば良いのだが、俺の場合決まら

ず心が折れて結局 4 月中旬に追い込みで決めました。2 ヶ月前には宿を決めた

い。 

そして、特訓ラン特有の仕事として、先輩のサポートへの連絡も忘れずに。

サポートもサポートでレンタカーの予約があるので、遅くても 2 ヶ月前には日

程を決めよう。今年は、会計も含めて丸投げでしたが、来年は...(笑)、いや来年

はサポート志望が多いのでやってくれるでしょう。 

宿の人数変更の少し前になったら、参加者一覧を掲載したリマインダーメ

ールを送ろう。そして、持ち物等に関するメールも(主に 1 年生宛)に送ろう。俺

が 1 年の時、そういう案内があんまりなくてトンチンカンな装備で臨んだこと

が多かったので、今年は送ってみたんだけど、評判はどうだったんだろ(笑)。ま

あ、今年感じたことを元に良いと思うことをやってあげてください。 



(イ) Google Form 等 

  

正直、特訓ランを担当するにあたって、過去資料がなさすぎて何をすればよいのかわからな

い部分が多かったので、拙い資料ではありますが、今年作ったものをそのまま貼っておきま

す。参加表明の Google Form については、5 重くらいの分岐になっていてよくわからない

と思うので、聞いてください(笑) 

 

 参加表明 

➢ https://goo.gl/forms/RbW2LBkCcYt9yy953 

 自転車貸出調査 

➢ https://goo.gl/forms/GQwCVbUtjMlzDEql1 

 1 日目感想アンケート 

➢ https://goo.gl/forms/yhImUWnak5ng7nQx1 

 自転車返却調査 

➢ https://goo.gl/forms/p2WLCJjXU3Mx1sm23 

 

以下、パンフレット、緊急時マニュアル、注意点マニュアル、チェックリス

トを連続して載せます。別にここまで細かく用意する必要はないけど、特訓ラ

ンは事故率が高いイベントなんで、ある程度安全意識は持って臨んでください

ね。 

あと、最後に、特訓ランについて正しい理解を一年生に伝えることだけ忘れ

ないで。当初、パンフレットの案内に綺麗事ばかり書きすぎた反省がありま

す。勿論、サポートカーが出るので、坂に自信がない人でも申し込んでくれて

大歓迎なんだけど、正しい情報が伝わらず騙して連れて行くことのないよう

に！5 月定サイで ngiw 君のネガキャンもあって、最終的にはちょうど良い位の

https://goo.gl/forms/RbW2LBkCcYt9yy953
https://goo.gl/forms/GQwCVbUtjMlzDEql1
https://goo.gl/forms/yhImUWnak5ng7nQx1
https://goo.gl/forms/p2WLCJjXU3Mx1sm23


情報が伝わったのではないかと思っていますが、脅しすぎず、甘すぎない説明

をしてくださいね。 

では、2017 年度特訓ラン担当からの言葉はここらへんで終わりにしたいと思

います。最後に一つだけ！ 

ヒルクライムの楽しさを 1 年生に伝えられるような特訓ランが、今後も事故

なく安全に続くことを祈っています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、パンフレット、緊急時マニュアル、 

注意点マニュアル、チェックリスト 
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特訓ランとは、新入生に山を登る楽しさを知ってもらうために毎

年1回この時期に企画されているイベントです。毎月1回の定サイや長期休

暇中の合宿など、NCの普段の行事では、極力山道を避けるように計画さ

れています。しかし！、少し苦労して山を上ることでしか得られない景色が

存在するのも事実です。

この特訓ランでは、普段の行事とは違って、サポートカーという

心強い味方が同行します。合宿では避けられない着替え等の重い荷物も、

サポートカーが運んでくれるので、最低限の軽い装備のみの最高の環境

で山を上ることができます。必要に応じて、サポートカーから水や補給食の

救援も受けられます。また、万が一、体力の限界や自転車の故障等で続

行不可となった場合でも、サポートカーが迎えに来て宿まで連れて行ってく

れます。

個人ランでは、このような最高の環境は整っていません。個人ラ

ンではなかなか一歩を踏み出せないヒルクライムを、サポートカーや先輩

達の助けを存分に利用して始めてみませんか？

特訓ラン
とは



【日程】6月17日、18日(台風等荒天を除き雨天決行)

【集合場所】東武日光駅

【集合時間】電車到着時刻を示しています。

ゆっくり班・・・8:30

普通班・・・9:30

【解散場所】群馬県庁北駐車場

【解散時間】16:00

【交通】

{行き}渋谷→東武日光でIC運賃1595円です。

{帰り}前橋→渋谷で学割使用1550円です。

【費用】交通費＋宿代＋補給昼食代＋コンパ代＋サポートカー代＋保険orサークル費

2万円＋交通費くらいだと思います。(サークル費込)サークルに入ろうと決めた方は、サークル費4000円を納めていただく

と、今後のランでサークル一括加入の保険に登録します。現在は、新入生の方は毎回簡易な1日保険に入っている状態

です。まだ入るかわからない方は先延ばしにしても大丈夫です。

【宿】温泉民宿おおくら荘 http://ookurasou.webnode.jp/

宿代は6500円です。貸し切りです。自転車は、車2台分のスペースのガレージ(鍵付き)に停めさせていた

だけるようです。洗濯機2台があります。宴会場をお酒持ち込み可で使えます。使える時間ですが、女将さん方は先に寝

るそうなので、節度をもって…夕食は19:00からです。それまでには到着しましょう。風呂は、洗い場は3人以上、湯船は10

人くらい入れそうです。東小川温泉源泉です。浴衣があります。

【宿の近隣施設について】

酒屋が2.1km先(高低差60m)にあります。スーパーは4.5km先(高低差90m)にあります。コンビニは営業

時間5:00-21:00で4.1km先(高低差90m)にあります。

【参加表明】

参加表明をGoogle Formから受け付けています。下記URLからどうぞ

https://goo.gl/forms/g9TBL6KKU1eafRE92

宿泊人数に制限があるので、満員になり次第上級生の方であっても締め切ります。(昨年の人数だとギリ

ギリ泊まれないかもしれないです…)なので、なるべく早く申し込んで頂けると安心かと思います。

概要

http://ookurasou.webnode.jp/
https://goo.gl/forms/g9TBL6KKU1eafRE92


観光情報

明智平

いろは坂を上りきると、そ
こには大パノラマが。

疲れも吹き飛ぶこと間違い
無し！！

http://www.nikko-
kankou.org/spot/19/

華厳の滝
中禅寺湖の水が高さ97mの
岸壁を一気に落下する壮大
な滝。

時間とお金に余裕があれば
エレベーターで降りてみる
のもいいかも。

http://www.nikko-
kankou.org/spot/5/

中禅寺湖

日光と言えばやっぱり中禅寺
湖。

湖を左手に、風を感じながら
走れるのはやはりロードの醍
醐味でしょう。

http://www.nikko-
kankou.org/spot/12/

竜頭の滝

左右から流れ落ちる滝を、
甘味とともに茶屋から眺め
るのもアリ。

ここらへんから再び少しず
つ上るので、エネルギー補
給。

http://www.nikko-
kankou.org/spot/6/

戦場ヶ原

広大な湿地のど真ん中を
突っ切ります。

360°湿地が広がり、その
奥に山が控える景色は圧巻
です。

http://www.nikko-
kankou.org/spot/10/

湯滝

日光にあるほぼ全ての滝7
つをロードで訪れた私が、
一番オススメの滝。

とにかくド迫力。

その一言に尽きます。

http://www.nikko-
kankou.org/spot/115/

吹割の滝

東洋のナイアガラと呼ばれ
る、超広大な滝。

滝のすぐそばの岩場を歩く
ので、特訓ランですが、
SPD-SLは止めたほうが賢
明かも…

http://www.city.numata.gu
nma.jp/kanko/fukiware/100
3064.html

赤城山

特訓ランの集大成は、赤城
山ヒルクライム。

1日目の疲れもあり、一番
きつい所かもしれないけど、
これを上りきったあなたは
きっと強くなっている！

http://akagi-yama.jp/

http://www.nikko-kankou.org/spot/19/
http://www.nikko-kankou.org/spot/5/
http://www.nikko-kankou.org/spot/12/
http://www.nikko-kankou.org/spot/6/
http://www.nikko-kankou.org/spot/10/
http://www.nikko-kankou.org/spot/115/
http://www.city.numata.gunma.jp/kanko/fukiware/1003064.html
http://akagi-yama.jp/


8:30 東武日光駅 集合

8:45 東武日光駅 出発

1h 10km/+3％

9:45-
10:00

馬返し(15分休憩)

45m 5km/＋6.5％(いろは坂)

10:45-
11:00

黒髪平展望台(15分休憩)

15m 2km/＋4％(いろは坂)

11:15-
11:30

明智平展望台(15分休憩)

10m 2km/±0％

11:40-
13:00

華厳の滝＆昼食(1時間20分観光)

30m 5.5km/±0%

13:30-
14:00

竜頭の滝(30分観光)

45m
2km/+5%
3km/±0%
1.5km/+5%

14:45-
15:15

湯滝(30分観光)

45m
1km/±0%
5km/+7%

16:00-
16:15

金精峠(15分休憩)

1h
2km/-7%
2.5km/+1%
16km/-5.5%

17:15 宿到着

予 定
1日目

明智平展望台(上ったご褒美に絶景)

華厳の滝(日光の滝と言えばココ)

竜頭の滝(茶屋あり)

湯滝(担当者オススメ)

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

左手に
中禅寺湖を
眺めながら

左右に
戦場ヶ原を
眺めながら



9:30 東武日光駅 集合

9:45 東武日光駅 出発

1h 10km/+3％

10:45-
10:50

馬返し(5分休憩)

40m 5km/＋6.5％(いろは坂)

11:30-
11:40

黒髪平展望台(10分休憩)

10m 2km/＋4％(いろは坂)

11:50-
12:05

明智平展望台(15分休憩)

10m 2km/±0％

12:15-
13:35

華厳の滝＆昼食(1時間20分観光)

25m 5.5km/±0%

14:00-
14:30

竜頭の滝(30分観光)

35m
2km/+5%
3km/±0%
1.5km/+5%

15:05-
15:35

湯滝(30分観光)

35m
1km/±0%
5km/+7%

16:10-
16:15

金精峠(5分休憩)

1h
2km/-7%
2.5km/+1%
16km/-5.5%

17:15 宿到着

予 定
1日目

明智平展望台(上ったご褒美に絶景)

華厳の滝(日光の滝と言えばココ)

竜頭の滝(茶屋あり)

湯滝(担当者オススメ)

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

左手に
中禅寺湖を
眺めながら

左右に
戦場ヶ原を
眺めながら



10:38 東武日光駅 集合

11:00 東武日光駅 出発

45m 10km/+3％

11:45-
11:50

馬返し(5分休憩)

30m 5km/＋6.5％(いろは坂)

12:20-
12:25

黒髪平展望台(5分休憩)

10m 2km/＋4％(いろは坂)

12:35-
12:40

明智平展望台(5分休憩)

10m 2km/±0％

12:50-
13:50

華厳の滝＆昼食(1時間観光)

25m 5.5km/±0%

14:15-
14:30

竜頭の滝(15分観光)

30m
2km/+5%
3km/±0%
1.5km/+5%

15:00-
15:30

湯滝(30分観光)

30m
1km/±0%
5km/+7%

16:00-
16:05

金精峠(5分休憩)

1h
2km/-7%
2.5km/+1%
16km/-5.5%

17:05 宿到着

予 定
1日目

明智平展望台(上ったご褒美に絶景)

華厳の滝(日光の滝と言えばココ)

竜頭の滝(茶屋あり)

湯滝(担当者オススメ)

CHECK

CHECK

CHECK

CHECK

左手に
中禅寺湖を
眺めながら

左右に
戦場ヶ原を
眺めながら



7:15 宿集合

7:30 宿出発

45m 13km/-2%

8:15-
8:45

吹割の滝

45m 9km/±0%

9:30-
9:45

薗原ダム

15m 2.5km/-3%

10:00-
10:45

つつじ亭(昼飯)

2.5h 15km/+6.5%

13:15-
13:30

赤城山頂上(北側)(15分休憩)

30m 5.5km/±0%

14:00-
14:10

赤城山頂上(南側)(10分休憩)

1.5h 25km/-5%

15:50 群馬県庁北駐車場

予 定
2日目

吹割の滝(東洋のナイアガラ？)

薗原ダム(通り道なので休憩がてら)

赤城山(最後にして最大の試練？)

CHECK

CHECK

CHECK

つつじ亭又は
赤城山で昼食
を取ってくださ

い



7:15 宿集合

7:30 宿出発

40m 13km/-2%

8:10-
8:50

吹割の滝

40m 9km/±0%

9:30-
10:00

薗原ダム

10m 2.5km/-3%

10:10-
11:00

つつじ亭(昼飯)

2h 15km/+6.5%

13:00-
13:15

赤城山頂上(北側)(15分休憩)

30m 5.5km/±0%

13:45-
13:55

赤城山頂上(南側)(10分休憩)

1.5h 25km/-5%

15:25 群馬県庁北駐車場

予 定
2日目

吹割の滝(東洋のナイアガラ？)

薗原ダム(通り道なので休憩がてら)

赤城山(最後にして最大の試練？)

CHECK

CHECK

CHECK

つつじ亭又は
赤城山で昼食
を取ってくださ

い



地 図 1日目

http://yahoo.jp/JieSIL

http://yahoo.jp/JieSIL


地 図 2日目

http://yahoo.jp/IlArFQ

http://yahoo.jp/IlArFQ


• V1.1(17/06/16)での変更点

• 2日目の到着場所が前橋駅から群馬

県庁北駐車場になりました。

• 2日目のルートラボが変更されました。

• 2日目の到着時刻が17:00から16:00に

1時間早まりました。

• 宿代が6500円に確定しました。

• サポート代が1000-2000円と見積もら

れました。

• 2日目の朝食が6:00になりました。

概要



Have a good trip!



特訓ラン緊急時
マニュアル



概要

いよいよ、特訓ランが間近に迫ってきました。

普段の定サイでは味わえない絶景が楽しめる一方、定

サイではなかなか発生しない事故が頻発するのも特訓

ランの特徴です。昨年も、2件の落車事故が起きていま

す。坂に不慣れな一年生を監督する上級生の皆さんに

は、いつもの定サイ以上に安全に注意を払ってもらい

たいと思います。

今年は、最高30kmにも及ぶ携帯圏外区間、停

車禁止・一方通行のいろは坂等、例年に増して危険の

多いコースになっていることもあり、このような緊急

時マニュアルを作成しました。 このマニュアルの事

故予防策をよく読み込み事故を未然に防ぐとともに、

万が一事故が発生した場合には、このマニュアルを元

に最善の処置を取ってもらいたいと思います。(時間不

足により大したことが書いてありません。ごめんなさ

い。)

それでは、安全で楽しい特訓ランにしましょう。

2製品マニュアル 製品名



携帯電話圏外区間
 はじめに

特訓ランでは山岳地帯を通過するため、携帯電話圏外区間
が存在します。圏外区間の恐ろしい所は、緊急通報を含む全ての通信
が遮断されるのは勿論のこと、それゆえどこまで行けば圏外が解消す
るかを知る手段を失うことです。

今年のGWに友人の事故を経験しましたが、何処まで行って
も圏外が解消されず、携帯電話をチラチラ確認しながら進むのは非常
に心配なものでした。

そこで、各キャリアのエリア地図を用意しました。万が一
圏外において外部に連絡する必要に迫られた時に活用してください。

 エリア地図の活用方法
各キャリアのエリア地図は、圏外区間において外部に連

絡する必要が生じた時に活用してください。

1. Google Map等の地図アプリのGPSを
利用して現在位置を把握する。

2. 圏内区間まで呼びに行く人を決める。
(脚力のある人)

3. その人の携帯電話キャリアを確認し、
そのキャリアのエリア地図を見る。

4. 先に進んだほうが圏内に近いのか、
戻ったほうが近いのかを地図から判
断する。(勾配等も考慮して)

5. 呼びに行く人は急いで圏内区間へ向
かい、他の人は、その場でトラブル
に対処して、サポートカーや救急車
を待つ。

3製品マニュアル 製品名



携帯電話圏外区間

Docomo
電話が繋がる範囲を示しています。LINE
等のデータ通信は、地図における圏外区
間でも行える可能性があります。
凡例
黒線→ルート赤線→圏外区間

4製品マニュアル 製品名



携帯電話圏外区間

5製品マニュアル 製品名



携帯電話圏外区間

au
電話が繋がる範囲を示しています。LINE等のデータ通信
は、地図における圏外区間でも行える可能性があります。

地図にない範囲は、全区間圏内です。

凡例

黒線→ルート赤線→圏外区間

6製品マニュアル 製品名



携帯電話圏外区間

softbank
電話が繋がる範囲を示しています。LINE等のデータ通信
は、地図における圏外区間でも行える可能性があります。

地図にない範囲は、全区間圏内です。

凡例

黒線→ルート赤線→圏外区間

7製品マニュアル 製品名



緊急連絡先

サポートカーA

サポートカーB

サポートカーC

サポートバイク

特訓ラン担当

(個人情報保護の観点から、参考

資料では電話番号を掲載してい
ません。)

8製品マニュアル 製品名



牽く人への注意(1日目) 

 ゴリラ班以外の班は、普通班であってもゆっくり行きましょう。いろは坂手前の馬返し

までは特にゆっくり。案外勾配があり、脚がフレッシュだからと言ってスピードを出し

すぎると、１日の最後に待ち構える金精峠でバテます。馬返し前までに、休憩をなるべ

く多く取ってください。いろは坂に備えて、馬返しでの休憩は忘れずに。 

 馬返しから第一展望台までの約 5.1kmは、駐停車禁止のため、基本的に休憩なしです。

ゆっくりのぼってください。どうしても休憩する時は、路肩の林に自転車ごと入れて、

交通の迷惑にならないように気をつけてください。 

 第一展望台から明智平展望台までは、2.1km/5.5%です。この区間も駐停車禁止なので、

第一展望台でゆっくり休んでから進んでください。 

 明智平展望台から華厳の滝までは、注意が必要な区間です。長めのトンネルが有り、直

前に止まれる場所がないので、明智平展望台でリアライトを点灯させてから出発して

ください。また、トンネル内及び、トンネルを抜けてから華厳の滝までは、1日目初の

下りです。明智平展望台で下り方をレクチャーしてから出発してください。 

 華厳の滝は有料エレベーターで滝のそばまで降りられます。時間と財布をみて降りる

か決めてください。 

 華厳の滝の周辺で昼飯を食べないと、あまり他に店がありません。速い班は、少し昼飯

には早いかもしれませんが、うまく調整してください。 

 中禅寺湖畔は、特に注意すべき点はありません。進んでください。 

 中禅寺湖畔から竜頭の滝、戦場ヶ原に行くところまで、再び少し上ります。一年生の様

子を確認してください。竜頭の滝は時間がなかったらパスでも OKです。それよりは、

この先の湯滝を優先的に見てほしいです。 

 戦場ヶ原から湯滝を経由して金精峠まで、再び本格的に上ります。湯滝はおすすめなの

で、是非行ってほしいです。湯滝以北は、圏外になり始めます。サポートを呼べなくな

る区間なので、体調が悪そうな 1 年生がいたら、湯滝でサポートカーを呼んだほうが

懸命だと思います。 

 金精峠からの下りは、標高的にもスピード的にも時間帯的にもだいぶ体感温度が下が

ると思います。トンネル前 or後でしっかりと防寒対策をしてください。峠で待機して

いるサポートカーから預けた上着を受け取れます。長袖、長ズボン？で肌の露出を抑え

ることは、落車の時の被害軽減にもつながります。また、下り方のレクチャーを再度し

てください。クソみたいな悪路らしいので、慎重に下ってください。先頭の人は、こま

めに後ろを確認してください。下りは手が疲れるので、適宜休憩を取ってください。長

く走っていると、距離の感覚が無くなります。速度も出ていて宿を見逃す危険性があり

ます。金精峠から宿までの距離(約 21km)を覚え、サイコンで計測できる環境を整える

ことをおすすめします。 

  



牽く人への注意(2日目) 

 吹割の滝は、岩場なのでビンディングの人は特に気をつけてください。 

 薗原ダムは、通り道なので適度に見てください。 

 朝が当初の予定よりも早くなったので、赤城の麓にあるつつじ亭ではなく、頂上にある

お店で食べてもいいかもしれません。 

 赤城の下りについても長いので、金精峠と同じように気をつけてください。道は金精峠

からの下りに比べるとだいぶマシなはずです。 

 2日間の疲れが出てからの前橋市街地なので、運転に注意してください。 

 サポートカーのレンタル期限があるので、焦れとは言いませんが、寄り道はしないでく

ださい。 



 日光駅出発時(1日目) 

➢ 荷物を預けましたか？ 

➢ スマココを登録しましたか？ 

➢ 手信号について説明しましたか？ 

➢ キャリパーは戻しましたか？ 

➢ 1年生のタイヤの空気圧は適正ですか？ 

➢ 1年生のライトの電池はありますか？ 

➢ 班の LINEを作りましたか？ 

➢ 班員を特訓ラン全体 LINEに招待しましたか？ 

➢ 補給は買いましたか？ 

 明智平展望台を出る時 

➢ リアライトはつけましたか？ 

➢ 下り方をレクチャーしましたか？ 

 湯滝を出る時 

➢ 湯滝以北は圏外になります。サポートが必要になるような兆候はありませんか？ 

 金精峠を出る時 

➢ 防寒対策をしましたか？(サポートカーから上着を受け取れます。) 

➢ 下り方をレクチャーしましたか？ 

➢ 宿までの距離(約 21km)を覚え、サイコンで測る準備はできていますか？ 

 

 

 宿出発時(2日目) 

➢ 荷物を預けましたか？ 

➢ スマココを登録しましたか？ 

➢ 手信号について説明しましたか？ 

➢ 班の LINEを作りましたか？ 

 赤城山から下る時 

➢ 防寒対策をしましたか？(サポートカーから上着を受け取れます。) 

➢ 下り方をレクチャーしましたか？ 

 



7月の新着動画 

NC 2年 白崎大輔 

 

7月に ie3saien チャンネルで新たに公開したサイクリング動画を紹介します。 

 

計 1旅行 1本の動画を公開しました。 

 

・夕暮れと暗闇の中の富士スバルラインダウンヒル

 
https://youtu.be/9XihlR_bS8Q 

 

昨年秋に富士スバルラインをダウンヒルした時の様子です。 

途中で日が暮れ、スリル満点のダウンヒルでした。 

 

 

 

この会報を紙媒体で読んでいる方は、YouTube で「ie3saien」と検索してもらえれば一番上に出

てきます。 

https://www.youtube.com/channel/UCVcyG2cVquJUhLoDEE7Zewg
https://youtu.be/9XihlR_bS8Q


 

 

 

美ヶ原へ行ってきた（前篇） 
２年 三輪 

 

こんにちは。駒代の三輪です。 

今回は、新歓合宿の後ランとして行った美ヶ原への旅について書きたいと思います。 

 

ルートは以下のような感じ。正直、自分の今までの行程の中では一番きついものでし

た。 

 

ところが、それを上回る絶景に巡り合えたものでした。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



編集後記 
2年 白崎大輔 

2017年の半分が終わり、後半戦に入りました。編集長は、

今学期授業数が少ないので、平日にサイクリングに行ったり一日中

電子工作をしたりしています。秋学期から忙しいはずなので、今を

楽しみたいと思います。 

そして、夏休みも近づいています。去年は夏合宿の前ランも

後ランもほとんどできなかったので、今年はやってやろうと、計画

を立て始めました。東北で行きたい場所をピックアップしていった

ら、前ラン 1200km、後ラン 300km位になって、実行するか迷っ

ています。まあ、こうやって計画を練っているときが一番楽しいん

ですよ。炎天下の中 1200kmも走るんですよ。絶対苦痛です。 

今月は、記事が少なくて悲しいです。来月は皆さん、記事を

お待ちしております。 


