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6月定サイのお知らせ 

ＮＣ２年 中村奈央、山口玲 

 

私は６月になっても五月病が抜けませんが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

６月定サイは茨城のド平地を走ります。新歓合宿→安全会議→特訓ラン→６月定サイというギチ

ギチスケジュールですが、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日程：６月 23日(土) 

集合場所：つくば駅(中央公園 Ａ２出口) 

解散場所：土浦駅 

集合時間：１０時(暫定) 

 

ルート：

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7cdedaf39c95cb0cbb29bd569deb26

d7 

つくば駅（中央公園、A2出口）集合→ピーターパン→（筑波大学構内道路→学園東大通り→県

道 19号→つくばりんりんロード→）筑波休憩所→（つくばりんりんロード→）真壁休憩所→昼食

（各班ごと）→（真壁の街並み→）真壁伝承館（ここで集合写真）→（つくばりんりんロード→）池田

屋本店（かりんとう饅頭のお店）→筑波休憩所→（つくばりんりんロード→）土浦駅解散 

 

 

今回のランはこよなく茨城県を愛する山口君による企画なので、十二分に期待できると思いま

す。前年の反省を踏まえ、解散場所の電車を充実させております。 

ちょっと遠いな…と思うかたも、今回はアクセスしやすい&虚無を減らしたので是非是非ご参加く

ださい！ 

 

参加表明：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiS6KryQLbTADtx71U0c0oKMzP3-

XsKWOgKZXjrVtozm-U-w/viewform 

 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7cdedaf39c95cb0cbb29bd569deb26d7
https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7cdedaf39c95cb0cbb29bd569deb26d7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiS6KryQLbTADtx71U0c0oKMzP3-XsKWOgKZXjrVtozm-U-w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiS6KryQLbTADtx71U0c0oKMzP3-XsKWOgKZXjrVtozm-U-w/viewform


7月定サイのお知らせ

こんにちは。7月定サイ担当の文山です。7月定サイは相模川に沿って、湖、川、
海と変わる水辺の風景を巡るルートにしました。

2年　文山

【日程】7/1 (日） 

【集合】JR 相模湖駅　9:40 

【解散】JR 大磯駅 

【ルート】 https://yahoo.jp/wcWjB9 
相模湖駅～津久井湖～相模川自然の村公園～相模三川公園～目久尻川サイク
リングロード～寒川神社～平塚海水浴場～大磯駅　（61.4km, 348m up）

【参加表明】 
以下のフォームからお願いいたします。 
・新入生の方　https://goo.gl/forms/WlPdEpAXcpQT1vWm1 

・上級生の方　https://goo.gl/forms/7qaHO7auSOe2cNhM2 

【締め切り】 
・自転車を借りられる方  6/22 23:59 (先着順） 

・自分の自転車で参加の方　6/29 23:59

7月は下旬に試験がある方が多いと思われるので、月の初めの開催です。み
なさんのご参加お待ちしております。

https://yahoo.jp/wcWjB9
https://goo.gl/forms/WlPdEpAXcpQT1vWm1
https://goo.gl/forms/7qaHO7auSOe2cNhM2
https://yahoo.jp/wcWjB9
https://goo.gl/forms/WlPdEpAXcpQT1vWm1
https://goo.gl/forms/7qaHO7auSOe2cNhM2


 

 

はたち記念旅旅行 

 in 石垣島 

  17−19 , May , 2018 

2 年 いずみだ 

 

 

今回の旅行の目的は、自転車で石垣島 1 周をすること、ダイビングでマンタに会うこと、そして二十歳

を盛大にお祝いすること！(笑) せっかく成人するのだから特別な日にしたいなーと思って初のひとり旅

をしてみました。忘備録も兼ねているので長めです。島に行く機会があればぜひ参考にして下さい！ま

た、新歓特別号で駒代とぐっさんの石垣島レポートがありますが、石垣島またかよーとか思わないでく

ださい（笑）石垣島の魅力は伝えきれませんっ。 

 

 

 

沖縄は 5 月中旬に梅雨入りとされますが、本島とは異なり、実は八重山諸島は梅雨なんて関係

ありません。雨が降っても、東南アジアのようなスコールが一瞬降るだけ。雨上がりはカラッと

晴れてしまいます。（島民曰く）むしろ梅雨が明けたら運動するには危険な気温になってしまうのでおす

すめしません。（５月でも充分暑かったですが！）加えて、GW と夏休みの端境期で飛行機＋ホ

テルの料金が安かったです。誕生日がこの時期で良かったー。() 

 

 

始発の飛行機で 9：30am に石垣島空港に到着。羽田からの直行便で約 3 時間弱。あっとい

う間です。うきうきして外に出た瞬間の暑さは絶望的。南の島すごーいあつーい…。自転車

組み立てるだけで汗すごいです…。湿気の多さが暑さを倍増させます。ちなみに紫外線量は

東京の 5 倍だそうで。…ひぃ。とりあえず自転車が無事で良かったです。（従価 50 円） 

 

この日の計画は、空港から北上して、市街地のホテルまでぐるーっと反時

計回りに島を走ります。石垣島はボコっとと突き出している半島などなど

をカットすればおよそ 70km。半島に続いている県道をきちんと走れば

120km 程度。その日の体力と時間と気分でルートの長さは調節できます。

結論から言うと、隅々まで行くのがオススメですね。端っこのはじっこに

は素晴らしい景色があります。報われますね、とても。では、私が訪れた

ポイントをサクッと紹介します。 

 ルートはこちら  

https://yahoo.jp/EQzwZd


 

ポイント① 

玉取崎展望台 

空港からおよそ 15km。小高い丘を登ると

オーシャンビューが一望できます。まさに

南国という感じです。何時間でもいたくな

ります。初っ端からこんな絶景を見てしま

ってすでに満足。本島とは異なる青の色に

見入ってしまいました。 

 

 

展望台から少し漕ぐとすぐ半島に突入。ぶっちゃけ最北端に行くかは迷っていました。（∵暑い＆遠い）とりあえず水分保

持力給がてら入ったおしゃれなスムージー屋さんに入って休憩。美味しいマンゴースムージーを頂きながらお店の女性と

お話をしていました。「この先の道は何もないけれど、道の果てには美味しいアイスクリーム屋さんと灯台があるよ」と教

えてくれました。行くしかないという気持ちになったのでペダルを回すことに決めました。会話の最中にヤエヤマオオゴ

キブリという巨大な G がでて二人できゃーきゃー騒ぎました。気になるヒトはググって下さい。でかいです。 

 

 

ポイント②  

平久保灯台 

無数のアップダウンを越えていくと、たどり着きます。灯台自体はちっちゃくてしょぼいです。が、また

ここも絶景！最北端の立て札にもテンション上がります。灯台の目の前にある岩場を登って頂上から望

む景色は格別。青？緑？色んな色が織り混ざっていて美しかったです。ひとりで写真を撮っていると、年

配のご夫婦が、「どこから来たの？自転車できたの？すごいね〜。自転車と一緒に写真撮ってあげるよ！」

とても優しかったです。 

染みる〜。 

 

 

 

 

 

 

 

 

半島を折り返します。途中お腹が空いて足が動かなくなったので定食屋さんへ。沖

縄そば定食を頂きました。亭主さんが三線でいろいろな沖縄民謡を演奏してくれま

した。風流で、とても温まる時間でした。LINE 交換されてちょっとめんどくさかっ

たけど。 クールダウンして、お腹を満たして、のんびりしていたら時間があまりな

いことに気が付きました。ゆるゆる漕いでいたのもそうなんですが、写真撮影した

りお話している時間が長いんですね。慌てて出発。無心に漕ぎ続けます。



ポイント③ 川平
か び ら

湾 

観光地感がすごい。やたらお店ある。そして台湾人しかいない。人気あるな−と思ったら、なんとここ、

トリップアドバイザーの世界で人気急上昇中の観光地第１位になっているのです！がやがやしている雰

囲気は好きではないですが、海の透明度は抜群です。砂浜も白くてサラサラ。そして今度の青は濃ゆーい

エメラルドグリーンです。行くところ行くところ違った海の表情を見せてくれる石垣島はすごいです。 

定番のブルーシールアイスを食べて、 

最後のチェックポイントへ向かいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント④ 御神崎
う が ん ざ き

灯台 

 

西の半島に位置する灯台。脇道に入り急に現れる勾配 10%

近くある坂を登ると着きます。一日の終りにツライ。当初の

目的では、ここでサンセットを見る予定でしたが、石垣島の

この日の日の入り時刻は 19：20。18 時をまわってもまだま

だ明るい。さすがに日の入りまでは待てないので、灯台から

の眺めを楽しみました。太陽の光が海にきらきら反射して

いて綺麗。夕焼けを見にまた来たいです。 

 

 

 

 

 

4 月下旬〜5 月上

旬はテッポウユリ

が咲き乱れ、丘上

を埋め尽くすそう。

見てみたいなー。

代わりに可愛らし

いピンク色のお花

が咲いていました。  



 

あとは日が暮れる前に帰るのみ。西海岸が平坦

な道で本当に良かったです。のんびり足を休めな

がら漕げました。途中、やっぱり夕日が見たくな

ったのでフサキビーチに寄りました。太陽が地平

線に沈むのを眺めながら海岸線沿いを走りまし

た。これにて本日は終了。走行距離 111km。 

 

 

 

 

★おまけラン★ ルートはこちら 

2 日目、海のアクティビティが早めに済んだことから夜に時間ができたので唐突に星を見に行こうと決

心しました。実は石垣島、世界屈指の星空ともいわれるほど星を観察することができます。またお隣の西

表島は、今年の 4 月に国際ダークスカイ協会（IDA）の星空保護区として認定されたとか。見に行くしか

ない〜。島の中心部にあるバンナ岳の展望台がおすすめとでてきたので早速出発。3 ダイブの疲れはどこ

へ行ったのやら（笑） 

ですが市街地を抜けて登りが始まると 10％超えの坂の連続…。しかもガチで街灯がない。ここまでの

暗闇にひとりで包まれたのはおそらく人生で初めてで、怖すぎて嫌でもスピードが上がりました。けれ

ど暗くなればなる程、星空がよく見えるのがわかりました！本当に一面の星空。…凄い。キツすぎて星見

る余裕はあまりありませんでしたが。何か緑の光が浮いてる!？おばけ!？と思ったらホタルだったりもし

て。ホタルを見るのも人生で初めてでラッキーでした。展望台では石垣の夜景が一望できて。無計画でし

たが、素敵なナイトランになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜石垣島の道について〜 

道路はしっかり舗装されていてロードバイクに優しいです。完璧。ただ、走行中日陰がほとんど無

く、直射日光浴びまくりです。（首の日焼け対策って大事ですね。）石垣島は平坦な道がほとんどな

い丘陵地帯。4％前後のアップダウンが永遠に続きます。これが最後の方には脚にくる…。唯一西海

岸の県道は平坦な道でした。さらに、空港から国道に入る交差点から市街地に入るまで信号が一つ

もありません。交差点はあってもほとんど車は通らないので必要ないのでしょうね。ノンストップ

で走れます。最高！疲れても止まるタイミングに悩みます。国道や県道沿いにはちょくちょく自販

機や観光客向けのカフェや定食屋があるので水分や食料の心配はありません。 

 

https://yahoo.jp/qEWVtZ


 

 

駒代連載 6 月号 
NC2年 

岡 俊輔 

 

今月に入ってついにロードバイクを買う！と決めた 1 年生も多いかと思います。 

やっぱり乗り始めたら自分の愛車が欲しくなりますよね〜 

ただ、ロードバイクを乗るのに当たって、必要なのは自転車だけではありません。というわけ

で、今月号の内容は、ロードバイク初心者の方々向けに初級講座(？)を開講しようと思います〜 

さら〜っと読んでみてください、知っているならばロードバイクのおすすめルートを紹介する後

半まで飛ばしてもいいですよ！ 

 

第 1 講 
必要なもの 

 

まずは NCの活動に愛車で参加するに当たって必要になって来るものをどんどん挙げていきま

す。 

① ヘルメット 

常識中の常識で必要です。ヘルメットは、実はロードバイクに乗るに

あたって最も重要なものの一つです。この装備単体が事故に遭った時

に命運を左右します。自分の命を守るための保険として、ヘルメット

には重課金してください。いいものほど貴方の頭を守ってくれます。 

価格帯としては普通に 1万超えとかになってくるかと思いますが、最

も大切なことは自分の頭にフィットすることであるので、しっかり自

分に合うものを選んでください。 

Y’s Road 渋谷・新宿店や外苑前のナルシマフレンドなどにいけば種

類は豊富かと思います。 

 

ちなみに、ヘルメットなしでは NCのランには危なすぎて参加させられません… 

Image from http://www.ogkkabuto.co.jp/bicycle/products/cycling/rezza/rezza.html 
 

② ライト 

これも常識中の常識で必要です。無いと道路交通法にひっかかります。フロント用、リア用とも

に買ってください。 

おすすめはフロントが CATEYE 社の VOLT シリーズ。少し高いですが、性能はしっかりしていま

す。ただ、USB充電式なので、少し扱いが…毎回充電するのは面倒…と思う方には、電池式のラ

イトもあります。サークル車搭載の HL-EL シリーズもお手頃価格で使いやすいです。 

左写真：HL-EL シリーズ、右写真 VOLT 

写真出典：https://www.cateye.com/jp/products/headlights/ 

 

リアライトも同様に CATEYE 社がお手頃のものを出していますが、駒代がおすすめするのは

LEZYNE 社のもの。カラフルなアルミボディがすこしロードバイクをおしゃれにしてくれます。

http://www.ogkkabuto.co.jp/bicycle/products/cycling/rezza/rezza.html
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/


 

 

価格も 1900 円程度で安いうえに、性能はなかなか優れていて、かつフレキシブルにつけることが

できるので、非常におすすめです。 

 
http://diatechproducts.com/lezyne/femtodrive_rear.html 

 

自分が気に入っているため、サークル車にも同じものが搭載され

ています。 

つけ方も簡単で、二秒間の長押しでライトが付くので、走行中で

も楽につけられます。 

 

③ グローブ 

今までの新歓では、みなさんに軍手を貸し出していましたが、なぜ？と思った方も多いでしょ

う。実はロードバイクに乗っているとき、足だけでなく手のひらにも負担がかかっているので

す。そこで、手のひらが擦れてしまわないようにグローブを着けます。また落車した時に手の

ひらを守ってくれるのもグローブです。 

グローブにも主に指抜き型と指を完全に覆う型の二種類があり、どちらも必要になってきま

す。 

夏の暑い日は前者を、冬の寒いときは後者が絶対に必要です。特に冬は厚手のグローブがない

と指がかじかんでブレーキを引くことができなくなり事故りますので、絶対に冬用の指を覆う

型のグローブを購入しておいてください。 

価格は 1500～2500円くらいが妥当かと思います。Pearl Izumi などからお手頃のものも多く出

ているので、もし自転車を買うのがまだ、というかたもグローブからそろえていくのも明暗か

と思います。 

 
画像出典：https://www.pearlizumi.co.jp/detail/37240  

https://www.lecoqsportif-jp.com/men-cycling/  
 

④ ベル 

ロードにベル？と思う方も多いと思いますが、道路交通法上、必要になってきます。 

CATEYE社が便利な小型のものを販売していて、どこにでも付けられるコンパクトなものが

あるので、一個 800円ですし、用意しておいて下さい。（なお、自分の経験上、ベル鳴らすよ

りも前に声出した方が危険回避できたり…保険と思ってつけてください。） 

Image from : https://www.cateye.com/jp/products/accessories/OH-2400/ 

    これは 800 円+税くらいです。 

←Le Coq Sportif指抜き型 

PEARL IZUMIフルフィンガー型

⇒ 

http://diatechproducts.com/lezyne/femtodrive_rear.html
https://www.pearlizumi.co.jp/detail/37240
https://www.lecoqsportif-jp.com/men-cycling/
https://www.cateye.com/jp/products/accessories/OH-2400/


 

 

 

⑤ ポンプ 

自転車の空気を入れるのにかならず必要です。フロアポンプ（据え置き型）と携帯型ポンプと

ありますが、どちらもそろえておくことを強くお勧めします。メーターがついてあるやつのほ

うが、どれくらい空気入れたのかわかりやすいです。 

自分は Specialized純正のものをつかっていますが、値段が高い分空気は入りやすいです。自

分のお財布と相談して、決めるのがいいかと思います。大体相場は 2500円～って感じです。 

 
左が携帯型、右がフロアポンプ。いずれも TOPEAK社のもの 

Images from http://topeak.jp/index.html 
 

⑥ カギ 

盗難を防ぐためにかなり重要となるツールです。おすすめなのは、4 桁などのダイヤル式の

鍵。（kwhr 君はなぜ暗証番号式がいいのか、わかりますよね笑）鍵を使うタイプのものは、

紛失した時に切断にお金がかなりかかるのと、出走に影響してしまうため、全くおすすめでき

ません。 

お勧めのメーカーとしては crops というメーカーのロックで、かなり色にバラエティがありま

す。価格も 1500 円程度からでお手頃です。参考までに、昔サイクルモードという超大型自転

車展覧会へ行った際に、Crops 社の方から、どうしたら盗難に遭いにくいか聞いてみたとこ

ろ、「自分の自転車の色と対照的な色の鍵を選ぶといいよ」と言われました。遠くから見ても

鍵がかかっているとわかるので、心理的に盗みたくなくなるそうです。 

ちなみに、防犯レベル MAX のもので、中に金属チェーンが入っているものもありますが、防

犯面では優れているのに対して、運んでいるときにはただの金属の塊を運んでいることと同然

なので、重いものを持ちたくない！という人や長距離ライドに出かける人は注意してくださ

い。 

   
左が中にチェーンの入っているタイプ、右は Crops の Q4 というタイプ 

Images from http://jpn.crops-sports.com/product/index.html  
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⑦ 輪行袋 

新歓合宿の時の多くの執行代のようにこれからのイベントにすべて全自走で参加するようなゴ

リラにはただのお荷物となる…のですが、さすがに新潟や北海道、沖縄まで全自走は無理です

よね。（精神的・肉体的＆物理的）電車に載せるために絶対に必要となるのが輪行袋です。 

有名なのは OSTRICHのロード 320 という輪行袋です。ちょうど電車にも飛行機的にも追加料

金不要で載せられるサイズで、袋自体も分厚く耐久性があります。ロード 520 はさらに記事が

厚く、フレームを守ってくれます。ロード 120 は、サークル車には利用しているものの、個人

的にはスーパーのレジ袋と分厚さは変わらない？と思うくらいなので、あまりおすすめはでき

ません。他にも TIOGAのポッドシリーズ（VPOD,ロードポッド等）などがおすすめです。 

買う時の注意点としては、かならず前輪後輪両方解体して収納するタイプにしてほしいことで

す。電車内のドア横や乗務員室裏に保管するときに、その方が邪魔になりにくいです。また前

輪のみをはずすタイプの場合、飛行機に載せるのに追加料金が必要なことも… 

 
左：リアエンド金具    右：輪行袋 OSTRICHロード 320 グレー 

Images from http://www.chari-u.com/parts/bag1/subrinko1.htm 
 

また、輪行袋に付属してくることも多いですが、エンド金具もきっちりそろえておいてくださ

い。ディレラーの損傷を防ぐために…。自分はフロントエンド金具も使って、フォークが変形

しないようにしています。 

 

⑧ パンク修理キット 

ロードバイクに乗っているとすぐパンクします。最寄りの自転車屋まで…といいたいところで

すが、なかなか山の中を走っているときにはそうとはいきません。最寄りの自転車まで 30km

…とかもざらにあります。そんなときのために、パンク修理キットはせめてチューブだけでも

常に携帯しておいてください。 

パンク修理キット：タイヤチューブ・タイヤレバー・パッチ 

せめてこれだけあればなんとか対処することはできます。 

タイヤチューブを買う時は、自分のタイヤのホイールとサイズの合うものを購入するように注

意してくださいね。ちなみに、パンク修理にはコツがいります。今日の安全会議でも行いまし

たが、この先の定例会でもパンク講習会を開く予定なので、どこかで出席して把握しておいて

ください！ 

 

⑨ ボトルケージ  

飲み物…気軽に飲みたいですよね！自転車のフレームの下にドリンクホルダーが

あれば…という願いをかなえてくれます。軽量化されていればいるほど値段は指

数関数的に上昇しますが、たかが 50g のものを軽量化…という価値観の違いもあ

ります。デザイン重視でもいいので気に入ったものを選んで下さい。併せてボト

ルも買っておくといいですよ 

 
 

⑩ サイクルコンピューター 

スピードや総走行距離・時間などを計測してくれる優れものです。ダウンヒル何 km/h で走っ

ているのか、あと何キロ走るのか、などがわかるので、つけておくといいと思います。ちなみ

http://www.chari-u.com/parts/bag1/subrinko1.htm


 

 

に、有線式のタイプは割と故障しやすいので、少し高くなりますがワイヤレス式のほうが断然

長持ちします。まさかこの中で最初から GARMIN（超高性能サイコン）買う人はいないよ

ね？ワイヤレス式の一般的な相場は 5000 円くらいからですが、どうも最近 GIANT から廉価

版のワイヤレス式サイコンが発売されている模様です。2000 円くらいで買えちゃったりもし

ます。 

 CATEYE MICRO WIRELESS  
Image from https://www.cateye.com/jp/products/computers/CC-MC200W/ 

 

⑪ サドルバック 

何かと便利に使えます。サドルの後ろなので、それほど重さも感じません。横長タイプなど、

いろいろあるので好みに合わせて購入できればと思います。ちなみに、自分はこの中に自分の

自転車の工具セットとワイヤーロックを入れています。値段は 1000 円ほどからです。 

 
 

そのほか、サイクルジャージやレーパン（レーシングパンツ）などそろえたいものはいくつかあ

りますよね。ウェアについては第３講にて詳しくお伝えします。（来月予定） 

 

第一講ここでおわり、第二講へ続く… 

 
 
 

第２講 
 

おすすめルートについて 

 

さあ、全部道具がそろったところで、さっそく乗りに行きたいですよね。授業切ってでも行きた

くなります。そこで、いくつかみなさんにルートを提案したいと思います。僕の主観ですが軽く

レベル（★の数）を書いておくので参考までにしてください。このルートを使って周りの同期を

誘ってぜひ乗ってみてください！ 

 
 

① 江戸川サイクリングロード ☆☆☆☆ 

https://www.cateye.com/jp/products/computers/CC-MC200W/


 

 

僕にとっての聖地です。東京メトロ東西線妙典・原木中山駅もしくは JR市川駅（総武線）・

松戸駅（常磐線）・三郷駅（武蔵野線）または自走にてアクセスが便利です。河川敷沿いの道

路は広く、スピードもそこそこ出せる線形なので初心者にはうってつけです。土日になると歩

行者の交通量が多くなるので注意して下さい。おすすめは妙典駅または原木中山駅から北上し

て、そのあと春日部駅まで走るルートです。（新歓ランの延長版） 

ちなみに、僕はここでロードのいろはを学びました。 

https://yahoo.jp/lzo8Gp  
 

② 荒川サイクリングロード ☆☆☆☆ 

江戸川に次ぐ僕の第二の聖地です。非常に走行しやすく、路面もいいです。唯一気を付けるの

は休日に行われる少年野球のファウルボールとか… 

多くのロードバイカーが走っているので、休日は展覧会かっ！て突っ込みたくなるほど多くの

高級車もみかけることができます。 

都心からもアクセスしやすいし、ぜひ一度は走りに行ってみてください。 

最寄り駅：北千住・新小岩・堀切（東武線）・赤羽・戸田公園など 

https://yahoo.jp/ju4qBI 
 

③ 多摩湖サイクリングロード+井の頭通り ★☆☆☆ 

多摩湖と聞くと、奥多摩を想像しがちですが、ここは東京と埼玉の県境、ちょうど立川の北く

らいにあります。細かいアップダウンは多くありますが、ハンドリングの練習にはうってつけ

です。難点としては少し遠いのと、まわりにお店が少ないこと。でも、自転車しかおらず、そ

の交通量も少ないのでお勧めです。 

https://yahoo.jp/ju4qBI  

また、多摩湖サイクリングロードを南下していくと三鷹駅近くで井の頭通りに合流します。公

道を走り慣れていない人、ぜひここで練習しておくといいです。 

 

④ 皇居周り ★☆☆☆ 

休日はパレサイが行われているコースを平日・土曜には走ってみると楽しいです。すこし合流

等は複雑ですが、信号に従っていけば問題ありません。しかも短距離で東京の各地の名所も見

れるのでなかなか楽しめます。さらに、内堀通りから放射状に各方面へ向かって主要幹線道路

も伸びているので、アクセスも便利です。ぜひここは自走で来てみて下さい。 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=1a9c428e7d92b6d3d8c7d9fcdacf1e92 
 

⑤ 国道 1 号（藤沢～小田原）★★☆☆ 

この区間は交通量はそこそこありますが、海が左側に見えてとてもきれいです。また線形も良

く、ほどよくスピードを出して走ることができます。そのまま小田原から箱根方面へもアクセ

ス可能です。公道走行の練習にも程よいかと思います。尚、藤沢駅より手前の区間はバイパス

などになっているため、全くおすすめできません。この区間を短縮して挑むのも可能です。 

https://yahoo.jp/rVqqj4  
 

⑥ 新川サイクリングロード・印旛沼 ★★☆☆ 

完全に千葉県民向けのルートっぽくなってしまっていますが、過去にこのルートは定サイにも

採用されていまして、実は穴場なルートだと思っています。新川は実は千葉市内は花見川と呼

ばれていて、「一応」サイクリングロードは整備されていますが、もはや MTB向けと化して

ます。おすすめは京成大和田駅から新川に出て、印旛沼を一周して回ってくるルートです。四

季に応じて花も途中咲いていたり、佐倉ふるさと公園では少しオランダチックな風車もあった

りなど、少し楽しみながら乗れるルートです。ちなみに、途中の道の駅やちよのジェラートは

「神」です。もし、このルート走りたい！という方いましたら僕に連絡してください笑 

地元なので案内します。 

 
https://yahoo.jp/iFp8ER  
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その他、公道練習にうってつけの道路は都内・首都圏各地にあります。蔵前橋通りなども道が広

いので走りやすいです。（バス多めですが…）また、他にもサイクリングロードは様々な場所に

整備されているので、一度 Google 先生に聞いてみるといいかもしれません。（Ex.つくばりんり

んロード、多摩川サイクリングロードなど） 

 

最後に、これでもまだものたりない人に向けて 2つルートを投下したいと思います。尚、そこそ

こ難易度は高めの中級者用コースなので、もし初心者の方で行くとなれば上級生や経験者と一緒

に行くといいかもしれません。 

 

⑦ 中原街道 ★★★☆ 

東京の五反田から国道 1号より分岐して、川崎市中原区・横浜市港北地区（瀬谷区・港北ニュ

ータウンなど）を抜けて茅ヶ崎駅前に至る街道。細かいアップダウンは多めにあるので、体力

は温存しておくべき。ペース配分を身につけるためにはいいコースだと思います。ちなみに、

中原街道ルートと前述の国道 1 号ルートは途中で交差するので、中原街道⇒国道 1 号というル

ートも一つ手かもしれません。さらに、このルート上には横浜のズーラシアなどもあるので、

観光ルートとしてもいいですよ。 

https://yahoo.jp/AsWf0h  
 

⑧ 筑波山ヒルクライム ★★★☆ 

6 月定サイのルートの少し脇にある、かの有名な筑波山を登るルートです。実は最近この地域

はサイクリングに力を入れていまして、土浦駅は…（6 月定サイのお楽しみ） 

とりあえず、自分が以前は知ったルートに終点をつくば駅にしたものを載せました。でも、

TX（つくばエクスプレス線）は高額でもあるので、その分土浦駅など JRの駅へ自走してもい

いかもしれません。筑波山以外はド平地なので、風向きが合えばかなり楽に移動ができます。 

https://yahoo.jp/2xzF2R 
 

とりあえず、以上にしておきます。まだまだたくさんルートはあるので、みなさん各自本やイン

ターネットで調べて自分の行ってみたい場所へ自分のロードバイクで訪れてみてくださいね。 

 

https://yahoo.jp/AsWf0h


夏合宿のお知らせ 
2 年 福地 ⼭本 

夏合宿についてのお知らせです。2018 年度の夏合宿は例年とは⽇程が異なりま
すのでご注意ください。 
 
○⽇程: 8/28(Tue.) ‒ 9/1(Sat.) 
 
○集合: 8/28 新千歳空港 13:00 
 
○解散: 9/1 朝 
 
○ルート: 
  Day 1 (8/28): 
     https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=b80d95216582f011a2c767090181c12b 

  Day 2 (8/29): 
     https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=53f06a768ac443520e6a039043150b42 

  Day 3 (8/30): 
     https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=62fd1f994ca067f7f0b02fb1e3540d86 

  Day 4 (8/31): 
     https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=52aae82a919d8e54eef1f18854e2045d 

 
○宿: 
  Day 1-2: 札幌国際ユースホステル(候補) \3000 
  Day 2-3: 潮騒(候補) \7000 
           ウィンケルビレッジ(候補) 
  Day 3-4-5: ニセコパークホテル(候補)  



Nc事故報告青 銅：＿4鹿本申　　一学年：4年日時：上皇乱年＿左月＿手 

日 

事鞄謹鰯（屈筋が＿ライY）自在ラ諒可約．、lL高岩 

三萌し馳槌埴土丘護流ユーー　　　　i 
＼日韓寵、t臆す証す： 

｝ 

学籍窃伸展．曲。細身偽証、イんL廟柚須諒如押血圧よる 
翻し′舷履包＿ 

諦観竺竺」「∴＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

同行者の所見 

保常態謝面で詰紬衿由軒叩＿？．レ倭晩両眼租｛て姉二 

讃競艶鮭醜慈盤雛壇聖聖 
チェックBOX 

（必要応じて）保険係に連絡しましたが？イ※保験過般件につし、て慮保陰係に軸ね下きい。 

水へ・最古の唾母性 

イ洞泉師匠か誘大河か。八時上申直し訪中必帯広 軟印巧皆再称すん直中陣食でく扉正し・・相加友子浸細比 肩恥、て高所的両帝＼＜叫声「壷．相の誘主軸厨司抽高畠・o 

誉磐烹直射晴．函帝的彫師担、緋 
湘納所軸故か函所柄亮埴＜仁美停年取高 紳士。軸ワ姉弓か称．側柚晒し持直大動脈 

1両精。非‾、千石チエ，ン再を蒋中高璃亜北でくれ帥時好 
Y一涌く風見生し木江ワく函lて。 



編集後記   2 年 福地 

  NC2 年編集担当の福地です。みなさんお久しぶりです()。最後まで読んでくだ
さった⽅およびお忙しい中記事を書いてくださった⽅、本当にありがとうござ
います。⾃分も編集だけではなくて記事を書こうと思ってはいるしネタも⾊々
あるんですけどね……。実際書いてみると⾃分の⽂章⼒の NASA に絶望して、
モチベがなくなってしまいました……。頑張って夏までには書こうと思います。 
  というわけで、先⽇の新歓合宿でついに新歓活動が終わりました！参加して
くださった⽅々ありがとうございました。今年の 1 年⽣は強い⼈が多い……多
くない？ 
  6/10 に安全会議があるそうなのでそれに関して少し書いておこうと思います。
今回の新刊合宿でも多少のトラブルや事故がありましたが、そもそもそれらが
起こることは仕⽅のないことだと思います。1 ⽇⽬の反省会で様々な安全⾛⾏す
るための案が出されていましたが、⾞間距離を開けたり声かけをしたりすれば
絶対に事故は起きないのでしょうか？考えうる限りの対策を取ろうと、必ず想
定外や稀な場⾯に遭遇する可能性はゼロにはなりません。運悪くそのような場
⾯に遭遇してしまった時に被害を最⼩限にする判断ができるとも限りません。
⼈間は機械ではないですから、無謬というのは不可能です。安全⾛⾏のための対
策案はあくまで「事故に遭う可能性を減らせるかもしれない⽅法」もしくは「事
故に遭っても被害を最⼩限にできるかもしれない⽅法」であって、「事故に遭遇
しないようにする⽅法」ではないと思います。もちろん対策案は安全性を⾼める
ためには役⽴ちますが、100%の安全は保証してくれません。対策を練って実際
にそれを実⾏している時の油断が⼀番危ないです。少なくとも⾃分の班では 1
⽇⽬の反省会の内容を実⾏できていたと思います。それでも危ない場⾯はいく
つかありました。フィールドが決まっていてその中で⾏動する他のスポーツと
は違って、主に交通量の多い公道を⾛る⾃転⾞は部外者を巻き込むという点で
かなり不確実性が⾼いですし、最悪死ぬ/死なせることだってあり得ます。今後
何度も安全会議や反省会が⾏われると思いますが、その後も絶対に事故は起き
ます。対策案を考え実⾏するだけでなく、そういう不確実性を受け⼊れて、事故
が起きた後の対応や処理法を考えることも⼤切なんじゃないかと思います。 


