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新入生のみなさんご入学おめでとうございます！新しい環境にはまだまだ
慣れないと思います。新生活への準備・履修決め・部活サークル決めなど、
これからも忙しいですね。体調には気を付けて是非楽しんでください。そ
してその中で、このなかよしさいくるというサークルに興味を持って下さ
りありがとうございます！新３年生の森田理紗子です。
この記事では、ロードバイクって何？なかよしさいくるってどんなサーク
ルなの？という疑問にどんどんお答えしていきたいと思います。皆さんの
部活サークル決めの一助になればと思います。
記事を書いていて思ったのはやはりなかよしさいくるは最高のサークルだ
ということ！みなさんの大学生活をより充実させてくれること間違いなし
です !(^^)!

なかよしさいくる（通称NC）は東京大学を中心とするイ
ンカレ自転車サークルです。構成員は各学年 30 人ほど。
１年、２年が中心となって活動しますが、3年以上の先輩
方やOBの方もたくさん遊びに来てくださいます。東大生
が8割ほどを占めますが、東京女子大、日本女子大、早稲田、
慶応など様々な大学のメンバーで構成されています。女子
比率は 2割弱くらいかな？ 40年以上の歴史があるサーク
ルです。

・定期サイクリング（通称定サイ）とは月１回、関東近郊
に日帰りでサイクリングに行くことです。担当になったメ
ンバーがルートを自由に組みます。新緑の山を走ったり、
海沿いを走ったり、ご当地グルメを目指したりと、様々な
プランが計画されます。
・長期休暇中には、合宿が行われ、日帰りでは行けない遠
方の地を走りに行きます。北海道や沖縄も走りました。
・定例会とは月１回、駒場キャンパスで集まって、定サイ
を振り返って反省をしたり、次のサイクリングの計画を立
てたりすることです。
・安全意識の向上を目的する会議や、走行中のトラブルに
対処するための講習会なども開かれます。
・月１回じゃ物足りない、というメンバーは仲間を募って
どんどん走ります。ひたすら峠を登ったり、ブルべに参加
したり、クリスマスイブにイルミネーションを見に行った
り。自転車の色々な楽しみ方を知ることができます。

このサークルに所属するメンバーのほとんどは
「ロードバイク」と呼ばれる自転車に乗ってい
ます。ロードバイクとは、主に舗装路を高速で
走るために設計された自転車のことです。ママ
チャリとは全く別物です。タイヤが細く、サド
ルが高く、ハンドルも変な風に曲がっています。
初めて乗る時は少し怖いかもしれませんが、慣
れれば驚くほどの速度が出るのでその爽快感は
やみつきです。どんな種類のロードバイクがあ
るのかは奥が深すぎてこの紙面では紹介できな
いので、割愛します。笑。自転車屋が開けそう
なくらい部品を集めて自転車のカスタムを楽し
んでるメンバーや、メーカーの流通事情に精通
しているメンバーもいるので、詳しくは彼らに
聞くのが一番です (' ω ')

サークル紹介
2016年度メンバーに聞きました
アンケートから見る

基本情報

活動内容

ロードバイクとは

（↑これがロードバイク。マイバイクを買った
時の喜びは忘れられない。ちなみに１年生の間
は、サークルが所有するロードバイクを借りら
れるので、いきなり自転車を買うつもりはない
な……という方でも気軽に活動に参加できる
よ！！←※重要）

（↑北海道の道！爽快！）

（↑ロードバイクに乗る男子はイケメン度
５割増しだと思う。（主観））

（→ロードバイク担ぐ女子もイケメン）
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・ なんとなく
・ 弱虫ペダル
・ 同クラなフレンズが乗ってた
・ 友達に誘われて
・ 趣味
・ 実家の周辺をよくローディーが通っていて、 見かける度　に自分も
乗ってみたいと思っていたから
・ 必然
・ このサークル
・ たのしそうっておもった
・ 歩くより速そうだから
・ 初めてクロスバイクに乗った時に感動を覚えた。
・ もともとクロスバイクに乗って出かけるのが好きだったけどロードバイ
クだったらさらに遠くに行けそうで、 楽しそうだなって思ったから！
・ たのしそー！
・ 高校の時にママチャリで旅をしていたから。
・ 中高でチャリ通だったから
・ 通学にママチャリを使っていて走るのが好きになっていた
・ NC に入ったこと
・ NC に入ったから
・ 昔から好きで気づいたらロードバイクを買ってた
・ 高校同期に誘われて
・ 伊豆大島一周

自転車を始めたきっかけ

ここからは、同期に答えてもらったアンケート結果をもとに、自転車の魅力
となかよしさいくるの魅力を探っていきたいと思います。

ママチャリやクロスバイクに乗っているうちに、ロードバ
イクにも乗ってみたいと思うようになったという人が多い
みたいですね。私自身は中高ほとんど自転車に乗る機会が
なかったので、NCの新歓イベントで初めて自転車に乗る
楽しさを知りました。

自転車の魅力
・ 爽快感
・ 気持ちいい
・ コアな部分まで観光できる
・ 走ると爽快なとこ？ あとは自走すれば交通費がかからないこと
・ 速く走れる
・ 自力で進むから目的地に到着した時の喜びが大きいところ
・ 思わぬ人や場所に出会えるところ
・ いい景色がみられる達成感
・ 風を感じられるところ
・ フォルム、 素材
・ 自由。
・ 歩きだと行けない遠いところに行けるし、 車だと見逃してしまうよう
な絶景とか小さなスポットを訪れることが簡単にできてしまう
・ たのしー！
・ 歩くより速く、 バイクや車より遅い。
・ 旅ができる
・ フットワークが軽くてどこ行くにも使えるから行動範囲広がるー
・ 地球環境に優しい
・ 鉄道旅でも車旅でも見えない旅先の様子が見える
・ 風を感じられる
・ ぼっちで許される

自転車の魅力は何といっても走っている時の爽快感です
ね。人力で時速 30キロも 40キロも出せるのは驚きです。
あと車などと違い、身一つで走るので、旅先の空気とかも
肌で感じられます。景色もより美しく見えると思います。
回答にも多いですが、小回りが利くっていうのもポイント
ですよね。ふらっと降りて旅を満喫できます。
フォルム、素材を魅力に感じらるのは上級者ですね……。
みんなでワイワイ走るのも楽しいですし、確かにぼっちで
一人の世界に浸って走るのも楽しいです。

NC に入った決め手
・ 新歓ランが楽しかった
・ ゆるそう
・ 雰囲気よかった
・ 同期がいたので
・ 友達
・ 活動の参加が任意なところ
・ ホムペ
・ サークルの雰囲気が良いこと
・ サークル員の仲がいいところ
・ 先輩に勧められ
・ ゆるくて楽しそう
・ 束縛が緩い。 けど活動はしっかりしてる。
・ 水泳をやっていたら運命の出会いをした！
・ たのしー！
・競技班でもなく、旅行班でもなく、と言ったら NC しかない ( 笑 )
・ ちょうどいいゆるさ
・ 新歓ランで初めてロードバイクに乗った時の感覚？ですかね
・ ロードバイクをタダで借りれること
・ 名前と裏腹に健全なサークルだったから
・ 初参加の時の雰囲気
・ 部活でなくサークルだから
・ 同クラがいたから
・ 知り合いがいる

そう、NCは雰囲気がいいんです。絶妙なゆるさ。新歓
イベントにぜひ来てみてください。

NC のいいところ
・ ゆるい
・ 全て
・ 優しい人しかいない。 優しさに満ちている
・ ゆるふわ
・ 坂も攻められるしゆっくり観光もできる！
・ 仲がいいゆるい
・ 走れる人はそうでない人に合わせた走りをしてくれるところ
・ 優しい優しい優しい
・ 仲がいい、 平和
・ 適度に気を遣わなくて済む関係
・ ゆるゆるしてる
・ ゆるくて楽しい
・ しっかり活動してるけど束縛は緩いところ。
・ とにかく、 たのしい♪
・ わーい！すごーい！たのしー
・ 強制参加のイベントがない
・ いつでも参加 OK
・ ゆるい、 平和
・ 真面目なところと適当なところ、 メリハリがついてる
・ 誰でもウェルカムな雰囲気
・ わいわいしてる
・ 自由 無駄にお金がかからない

めっちゃいいサークルですね。（驚き）確かに、自転車
に関する知識も、体力も、走る技術もバラバラなのに、
みんなお互いを思いやって仲良くやっている感じです。
強制参加や用途のわからない集金、飲み会での無理強い
なんかとも無縁です。
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NC のダメなところ
・ なし
・ ない
・ なかよしタイム
・ ないぞ〜
・ なかよしたいむ
・ 最近改善されつつあるにしても時間にルーズ気味なところ
・ さん付け
・ 時間管理ができない
・ ゆるゆるしすぎ
・ ゆるくて楽しい
・ 自由度がとても高いのでいまだに知らないメンバーがいる…
・ 親睦会みたいなのが少ない
・ 時間にルーズ ・ 名前
・ 飲みが平和すぎ
・ 女子が少ない
・ 時間にルーズ、 参加率
・ 特になし
・ ゆるい
・ 車通りの多い都心部ではなかなか活動できない ( 仕方ないけど )
NC は十分素敵なサークルなのですが、あえて欠点を挙げ
るとすれば、平和すぎってことですね。刺激を求める方に
は物足りないかもしれません。女子はこれから増えると期
待しています。これを読んでいる貴女！ぜひ入部してね。
あと、なかよしたいむとは、なかよしさいくる特有のゆる
さゆえのグダグダタイムのことです。

NC の第一印象と今の印象
・ 今も昔も最高
・ 第一印象：仲良さげ 今：仲いい！みんな優しい
・ 予想通り
・ はじめ：ゴリゴリ走るサークル 今：ゆるふわ旅行さーくる
・ ゆるい
・ 第一印象 : 怪しいサークル名 今の印象 : 安心安全
・ 静か→良い意味で静か
・ ダラダラしていると思ったがやはりそうだった
・ つよそう→ゆるふわ
・ ゆるくて楽しそう（今も昔も）
・ 第一 : 緩そう、 今 : 割としっかりしてる。
・ 東大生ばかりだから入りづらいかな…と思ってたけどみんなフレンド
リーだし、 自由で明るくて楽しすぎる
・ 第一印象 : わーい！すごーい！　今 : たのしー！
・ 今も当初も、 自転車好きの緩い共同体
・ ゆるそう→ゆるい
・ 第一印象はにぎやかだけどほのぼのした印象？それは今も変わら
ないかな
・ ゆるい→真面目
・ 皆良い人➡皆良い人
・ 緩そう楽しそう→自転車好き多い
・ フレンドリー
「なかよしさいくる」はこれが公式の名前なんです。「なん
ていうサークル入ってるの？」と聞かれて「なかよしさい
くるだよー」と答えるのは確かに憚られますがご理解くだ
さい。私の印象は、ゆるい→割と真面目、でしょうか。サー
クル運営や安全意識など、真面目にすべきところは真面目
なサークルだと最近思います。

・ 交通費にケチになった
・ 根性ついた
・ 足が ( 筋肉で ) 太くなりました
・ 走行距離
・ 行動範囲が広がったこと
・ 足が太くなったツライ
・ 任意の坂の斜度が気になる
・ 外に出ることがふえた
・ 車が嫌いになった
・ 交通ルールに厳しくなった。
・ 世界が広がった ^ ^
・ 坂道が好きになった。 かも。
・ 30km は近場。
・ 外に出るようになった
・ 距離感覚の変化。 20km とか近く思える。
・ 都内のスポットならとりあえず自転車で行かない？みたいにな
る。
・ 運動不足解消
・ 坂を見ると反射的に斜度を考えてしまう
・ 坂を見ると斜度を気にするようになった　東京は狭いと思うよう
になった
・ 自転車ってきついものなんだなぁと
・ 日焼けした
・ 道交法に敏感になり安全意識が強くなった

自転車を始めて変わったこと

私が思う変化は、雑談のネタが増えたことかな。「自転
車で富士山登ったんですよー。」とか言うと初対面の人
でも興味を持ってくれます。行動範囲も広がりました。
「この週末、茨城まで走ろうよ！」なんて自分が言うよ
うになるとは想像していませんでした……。
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新歓イベントなどでお会いできるのを楽しみにしています！

6 割くらい
ほとんど
幽霊サークル員
合宿系は基本参加
そこそこ
ちょくちょく
レアキャラ
8 割
合宿そこそこ定サイたまに
6 割
きついランだけ。
1,2 ヶ月に１回くらい
6、7 割
定サイ半分、合宿 7 割出席
2 回に 1 回程度
…大体 100% ？ ( 匿名性…)
7 割くらい
高い
夏合宿までは月 1
気が向いたら
ほとんどなし

20 万
全然してない
必要に応じて
2 万 ( ウェア、チューブ、ライト )
40 万くらい？
初期投資 18 万
約 20 万円
稼いだ半分
20 万円
あんまし
数十万えん
15 万弱
15 〜 20 万円程度
S セメは家計簿が赤字になるくらい初期投資
したけど、今はだいぶ落ち着いた。消耗品を
買い揃えるくらい。
10 万前後
17 万くらい？
5 万円？
20 万行かないくらい（本体で 15 万）
ほぼ０
本体 15 万 ウェア関連 2 万 その他器具 1 万

陸上部
剣道部
バレーボール 新体操
サッカー、テニス
吹奏楽
帰宅部
バレーボール部
陸上
テニス部
なし
ボート部
水泳。何なら今も水泳。
6 年間茶道部
陸上部、弓道部
卓球部
卓球部→帰宅部
硬式テニス部
野球
地学天文部
物理部

とにかく色んな人がいるから
きっと楽しい！
入部待ってます！

サ
ー
ク
ル
へ
の
参
加
率
は
ど
れ
く
ら
い
？

自
転
車
関
連
に
ど
れ
く
ら
い
お
金
使
っ
た
？

中
高
時
代
の
部
活
は
？

新入生のみなさんへメッセージ

・ NC 入ったら人生変わるよ ( 変わらない )
・ 入るべき
・ お金はちょっとかかるけど、 いい経験を得られる
・ 大学に入ってからロードバイクに乗り始めた人も多いので初心者に
優しいサークルだと思います。 一緒に楽しく走りましょう！
・ レアキャラでも仲間にいれてくれる良いところです！
・ 兼サーでもいいので入って
・ 悩むことはない、 ただ漕ぐだけだ
・ 名前はヤバそうなサークルだけど、 歴史もしっかりしてて活動もか
なりまともなサークルです。 飲み会等もガチ運動部よりもおとなしいく
らいです。
・ NC はほんとに居心地がよくて楽しいサークルです！私は他大生
で部活も入っていますが、 行事に参加すると温かく迎えてくれてすご
く楽しませてもらっています！ちょっとでも興味を持ったら絶対入るべ
き！！！
・ 自転車楽しいよ！新歓で会いましょう！
・ 自転車に興味があるなら取り敢えず入っておきな〜。 自然消滅
余裕なので ( 笑 )
・ ゆるいので掛け持ちしやすいよ。
・ ゆるくやってこー ^( ' ω ' )^
・ とりあえず新歓ランに来てみて考えよう！
・ 楽しいサークルですよ！みんな言ってるけどインカレだからといって
ウェイサーではまったくありません
・ 自転車漕ぐのは楽しいよ！
・ 事故のない安全運転を心がけましょう

YouTube で 「ie3saien」 って検
索すると、 NC 準公式の俺のチャン
ネルが出てくるので、 チャンネル登録
よろしくー

自転車はメーカーにこだわり
がなければ見た目で選んで
いいと思います。 笑

自転車最高

限界きてから案外その
8 倍はいける

お金をかけて自転車の性能を
上げるのもいい手だけど、 お金
がないなら筋肉をつければいい
と思う。

自転車に乗る時荷物はでき
るだけ軽くしよう背骨がおば
あちゃんになります

・ 沖縄合宿
・ 特訓ラン
・ 夏合宿
・ 沖縄合宿。 コミュ障なので話しかけれなかった人ゴメンナ
サイ名前は知ってマス
・ 北海道のバーベキュー
・ 冬合宿でみんなでフェリーに乗って大島に行ったこと
・ 沖縄合宿の古宇利大橋、 風が強かった
・ まあ、 この時期に言われたら沖縄合宿でしょ！ ( 笑 )
・ 北海道の夏合宿でみんなで満天の星空を見に行ったこと
です☆
・ 沖縄の一日目の景色
・ 沖縄研修
・ 明神祭
・ 裏新歓のヤビツ

・やまなみハイウェイ
・多摩湖
・下り or 平地
・筑波山
・ニライカナイ橋
・まだ分からないです
・坂がない道
・ヤビツ
・弥彦スカイライン
・どこでもいいけど、海沿いは走っ
てて飽きない。ただ、風が強いか
ら注意。

・別府〜湯布院！！！
・やめといた方がいい道しか記憶
にない…( 笑 )
・しまなみ海道 ( 走ったことない )
・…井の頭通り？
・しまなみ海道、木津川
・ナイタイ高原牧場（＠北海道）
からのダウンヒル
・サイクリングロード ( 楽 )
・長尾台
・瀬谷駅→大船駅 右折、左折が少
ない

NC での思い出

おすすめの道
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なかよしさいくるの一年 
新２年 ⼭⼝ 玲 

 

 こんにちは！なかよしさいくる新２年で会報編集・Web 担当の⼭⼝です。ここでは、な

かよしさいくるがどのような活動をするサークルなのかをまとめてみました。これから加

⼊を検討する上での参考になればと思います。 

 

４⽉：新歓ラン、新歓コンパ 

・新歓ラン 

新歓ランは、新⼊⽣のみなさんにママチャリとは全く違うスポーツ⾃転⾞の楽しさ、爽

快感を知ってもらうためのイベントです。今年は、4/8, 14, 21(⼥⼦のみ), 22, 28に実施

します。 

都内に点在しているサイクリングロードである、荒川サイクリングロードや江⼾川サイ

クリングロードを⾛り、スポーツ⾃転⾞のスピードを体感してもらいます。⾃転⾞やヘ

ルメットなど必要なものはサークルから貸し出しますし、スポーツ⾃転⾞独特の乗り⽅

は上級⽣がきちんと教えますので、初⼼者でもまったく⼼配ありません。⾃転⾞の楽し

さの虜になること間違いなし！ぜひ参加してみてください！ 

え、でもロードバイクって⾼いんでしょ？と⼼配するかもしれませんが、⾃転⾞などは

１年⽣の間はサークルから借りることができますので、ゆっくりお⾦を貯めてから買う

ことができます！例年、１年⽣は１２⽉ころまでに⾃分の⾃転⾞を購⼊するようです

ね。 

・新歓コンパ 

みんなでわいわいお⾷事をするイベントです。今年は4/9です。⾃転⾞の話はもちろ

ん、⼤学⽣活の話なども先輩から聞けるかもしれません。参加していただければ、サー

クルの雰囲気がよくわかると思います。 

 

５⽉：定サイ、五⽉祭 

・定サイ 

定サイとは定期サイクリングの略称で、ほぼ⽉に１回開催され、東京近郊に⽇帰りでサ

イクリングをしに⾏くものです。⼟曜⽇または⽇曜⽇に⾏われます。 

執⾏代（サークル内のいろいろな役職について運営をメインで⾏う代のことで、今の２

年⽣です）が持ち回りでコースを考え参加者を募ります。１年⽣から時にはOBまで、

幅広い層が顔を出します。海沿いを⾵に当たりながら⾛ったり、⼭に⾏ってがっつり⾛
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ったり、都⼼をまったり⾛ったりと、担当者の好みがいろいろと現れたりします。 

・五⽉祭

３年⽣が中⼼となってお店を出します。１年⽣が⼿伝う必要はないので安⼼してくださ

い。

６⽉：新歓合宿、特訓ラン、定サイ

・新歓合宿(6/2-3)

⼟⽇を利⽤して１泊２⽇のツーリングを⾏います。都会の喧騒から離れて⾃然の中で⾛

る...⾃転⾞の本当の楽しさを感じていただけると思います！

今年は房総半島⽅⾯となっています。６⽉の⼼地よい⾵を切って⾛っていくのはこれ以

上なく楽しいですよ！ぜひ参加してください！

・特訓ラン

新⼊⽣に峠道を⾛るための技術や体⼒を⾝に付けてもらうための１泊２⽇の合宿です。

スポーツ⾃転⾞といえど坂道を登るのはなかなか⼤変ですが、登り切った時の達成感、

景⾊のよさ、下りの爽快感は病み付きになること間違いありません。

７⽉：定サイ

８⽉：夏合宿

・夏合宿

⾟い期末試験を終えたら夏休み！なかよしさいくるでは⻑期休暇ごとに合宿が⾏われま

すが、その中でも最も規模の⼤きいのが夏合宿です。去年は北海道へ⾏きました。⾃転

⾞はタイヤを外して専⽤の袋に⼊れることで⾶⾏機や電⾞に乗せることができる（輪⾏

と⾔います）ので、東京から遠く離れた場所にも簡単に⾏くことができます。今年は北

海道に⾏くとかなんとか…？

先輩の中には、合宿の前や後に有志を募って⾃転⾞旅を続ける⼈もいます（これを前ラ

ンとか後ランとか呼んだりします）。⼈によっては２週間、３週間と旅する⼈も！？

９⽉：秋合宿

・秋合宿

秋は夏よりやや短めの合宿を⾏います。去年は諸事情により無くなってしまったのです

が、今年は⾏う予定です。
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１０⽉：後閑杯、定サイ

・後閑杯

なかよしさいくるで唯⼀の競技イベントで、富⼠⼭の麓から 5 合⽬までを繋いでいる

富⼠スバルラインを登り、そのタイムを競います。タイムを⾒ると⾃分の成⻑ぶりを実

感することができます。

１１⽉：駒場祭、定サイ

・駒場祭

１年⽣のみで模擬店を出店します。このサークルは駒場祭では毎年焼きそばを出すとい

う伝統（？）があります。

１２⽉：冬合宿、定サイ

・冬合宿

１泊から２泊程度の短めの合宿を⾏います。去年は中⽌になってしまいましたが、⼀昨

年は伊⾖⼤島に⾏ったようです。クリスマスシーズンに⾏われるので、プレゼント交換

会をしたり、みんなで傷をなめあったり...とても楽しいらしいです！（？？？）

１⽉：定サイ

２⽉：沖縄研修、定サイ

・沖縄研修

１年⽣のみで沖縄に⾏って⾛り回る合宿です（去年は３⽉の最初でしたが例年２⽉末ら

しいです）。沖縄のきれいな景⾊を堪能するのはもちろん、トラブルへの対処能⼒を⾝

につけたり、親睦を深めたりするのが⽬的です。僕たちが⾏ったときも、本当に楽しい

研修となりました。ぜひ参加してほしいです！

３⽉：春合宿、追いコン
・春合宿

冬合宿と同様、短めの合宿を⾏います。今年は冬合宿で中⽌になってしまった伊⾖に

⾏きました。 

これらの他に、隔⽉で駒場で定例会が開かれています。基本的には第１⼟曜⽇を考えてい

ます。会報の読み合わせやランの報告などが⾏われます。⼀部の⽉にBBQやボウリング、
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などメンバー同⼠の親睦を深めるイベントも考えています。 

 

サークルの公式⾏事は以上です。 

これだけしかないの？と思ったあなた！ 

なかよしさいくるでは各⼈が個⼈ランと呼ばれるランを計画し、メーリスで参加者を募る

ことがしばしばあります。イルミネーションを⾒に⾏ったり、ひたすら峠道を⾛ったり、

都会のスイーツを巡りに⾏ったりするなど、公式のランではできないようなランが数多く

企画されます。⾃転⾞に関係ないものもあったり… 興味のあるものにはどんどん参加し

てみてください！また、そのようなランの多くは、先輩たちが会報に詳細を載せてくれて

いますので、過去の会報をさかのぼってみてください！雰囲気がわかると思います！特

に、轍は、いろいろな旅⾏記が書いてあるので⾯⽩いですよ！ 

 

こんなにあるの？兼サーするからこんなに⾏けないよ？と思ったそこのあなた！ 

なかよしさいくるの⾏事はすべて⾃由参加です。かったるいなーと思ったものには参加し

なくてもまったく構いません！また、基本的に平⽇は活動がないので、勉強、バイト、他

サークルとの両⽴もしやすいと思います。 

 

最後に⼀⾔… 

「なかよしさいくる」という名前から、ウェイウェイ系のサークルではないかと思う⽅が

いるかもしれませんが、実際はびっくりするほど健全なサークルです。男⼥⽐はいちじる

しく男に偏っていますし(これもこれでどうかと思いますが)、お酒の強要・コール などは

⼀切ありません(これは断⾔できます)。⾃転⾞に対する姿勢も⾮常に真摯なものだと思っ

ています。このへんの雰囲気は新歓⾏事に参加していただければわかると思いますので、

ぜひ⼀度お越しください。 

 

それでは、⼀同、皆さんの加⼊をお待ちしております！ 
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新歓イベントのお知らせ！！
新⼊⽣のみなさん、こんにちは！新歓担当の南雲です。ここでは新歓イベントの⽇程
や詳細についての告知をします！新⼊⽣ではなくてもウェルカムですので興味のある
⽅はぜひ来てくださいね！！！  

＊参加表明はビラやこの冊⼦の連絡先にあるメアドへのメール、もしくはなかよしさいく

る公式ツイッターの DM にて受け付けております。

＊それぞれのイベントには定員が設定されていますので、参加希望の場合は早めの連絡を

強く推奨します！

4/8(⽇) 第⼀回新歓ラン＠荒川サイクリングロード 

⾃転⾞サークルということで，サイクリングロードを⾛ります！！⾃転⾞は持ってい 

なくても⼤丈夫です！サークルから貸し出すことができます！春の荒川をゆったり⾛
りましょう！ロードバイクの虜になること間違いなしです！！ 

当⽇は駒場キャンパス集合で，サークル員と⼀緒に荒川まで電⾞移動します。⾃転⾞
は畳んで⼩さくして電⾞に乗せちゃいます。⾃転⾞の畳み⽅，乗り⽅などすべて私た
ちが教えますから安⼼してくださいね！詳しくは参加表明後のメールでお知らせしま
す。 

※⾃転⾞貸し出しや保険加⼊のため，参加表明は３⽇前に締め切らせていただきま
す。

4/9(⽉) 新歓コンパ＠渋⾕ 

なかよしさいくるでは⼀度しかない新歓コンパです！駒場集合で渋⾕まで歩きます！
サークルの先輩とお話しできるいい機会です！！なかよしさいくるのコンパは（サー
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クルの名前から発せられるやばいイメージとは異なり）優しい飲み会になっていま
す。おのおのが⾃分のペースで楽しんでいますから安⼼してくださいね！

※おそらくタダ飯ではありません。 

4/14(⼟) 第⼆回新歓ラン＠江⼾川サイクリングロード 

 第⼆回新歓ランは江⼾川サイクリングロードを⾛ります！！今回もゆるーく⾛りま
す今回も⾃転⾞の貸し出しできますので安⼼してくださいね！ 

※⾃転⾞貸し出しや保険加⼊のため，参加表明は３⽇前に締め切らせていただきま
す。

4/21(⼟) ⼥⼦新歓ラン＠お台場 

⼥⼦オンリーです。本気で⼥⼦オンリーです。お台場を観光しながら、たのしく⾛り
ます！！美味しいスイーツなどもあります！！もちろん⾃転⾞の貸し出し可能で
す！！ 

※⾃転⾞貸し出しや保険加⼊のため，参加表明は３⽇前に締め切らせていただきま
す。

4/22(⽇) 裏新歓ラン＠ヤビツ峠 

裏新歓ランでは、きつい坂を登ってきれいな景⾊を⾒ます！ガチ勢向けのイベントで
す！坂を登った後の絶景はたまりません！！ヤビツ峠は⾃転⾞愛好家の中でも⼈気の 

峠ですから後悔はさせません！ 

※⾃転⾞貸し出しや保険加⼊のため，参加表明は３⽇前に締め切らせていただきま
す。

4/28(⼟) 第三回新歓ラン＠江ノ島（境川サイクリングロード） 
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第三回新歓ランはなんと江ノ島です！神奈川県の境川を下って江ノ島に向かいます！
きれいな湘南の海と江ノ島を観光しましょう！今回も⾃転⾞の貸し出しできますので
安⼼してくださいね！ 

※⾃転⾞貸し出しや保険加⼊のため，参加表明は３⽇前に締め切らせていただきま
す。

6/2(⼟)，6/3(⽇) 新歓合宿＠房総半島 

新歓イベントの最後は新歓合宿です！今回は房総半島を⾛ります！！館⼭に始まり鴨
川や勝浦まで！綺麗な海を眺めながらの⾃転⾞は格別です！！美味しい⿂も⾷べられ
ます！！！楽しくサイクリングしましょう！ 

※⾃転⾞貸し出しや保険加⼊、宿の⼿配のため、参加表明は７⽇前に締め切らせてい 

ただきます。

それでは、みなさんの参加お待ちしております！！！！
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部室紹介 

3年 大石健人

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。昨年度部室担当の大石健人です。

 なかよしさいくるは駒場のキャンパスプラザ B棟 205号室に部室を持っています。部室

には自転車関連の本や地図、過去の会報などがそろっているほか、こたつやゲーム、漫

画、麻雀などもあり、サークル員ならだれでも自由に利用することができます。空きコマ

に自習スペースとして使ったり昼寝をしたりもできます。平日は 9時から 21時 30分まで

空いているで、ぜひ一度部室に遊びに来てみてください！！ 

またなかよしさいくるは倉庫も持っており、貸し出し用の自転車やメンテナンス用品な

どを保管しています。場所はキャンパスプラザ B棟の横です。 
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もともと競技用自転車です。ツール・ド・フランス
とかで使われているアレです。

　見た目の特徴はドロップハンドルというグネッと曲
がった触覚のようなハンドル。このハンドルのお陰で前傾姿

勢になって風の抵抗を減らしたり、あるいは、上りの時に手前の方を
持つことで姿勢を起こして呼吸を楽にしたりと、様々な持ち方によって臨機応変に姿勢を変えて自転車にのることができたりします。
あとは細いタイヤ。この細さのお陰でスピードでは圧倒です。一方でこれが未舗装路での弱さでもあります。また、フレームの素材に
は様々な種類があり、低価格から中価格に多い、比較的丈夫でまあまあ軽いアルミ素材、中価格から高価格向けの軽いカーボン素材、
比較的重いが昔ながらの味のあるクロモリ、さらにはチタンだったりと様々なものがあります。なかよしさいくるでは、アルミが多い
かな…？

ロードバイクの楽しみ方は色々…長距離走れる特性を活かして自転車旅行なんかもできちゃいます。ちなみに現会長新三年生高畑
さんは三日間で約 800 キロも走って実家に帰省したことも有るみたいです（http://www.teamnc.net/online-magazin/pdf/14_
shinnkann）。すごいですね……。また、エンデューロイベント（決められた時間を走る。耐久レースみたいなもの）に出たり、ヒル
クライム（舗装された山道を登る）できます。自分の足だけで遠くへ行けるようになると、なんとも言えない達成感がありますヨ！と
にかく舗装された道をスピードを出して走りたい方はこれで決まりかと思います！

Road Bike
長所

短所

舗装された道ならば、他の車種よりも長距離
を速いスピードで進むことができる。軽い。

舗装された道でスピードが出るように設計さ
れているので、タイヤが最も細くダート（未
舗装路）には向かない。

価格：10万円前後～

どんな自転車・・・？

どうやって楽しむ・・・？

ロードバイク

――スピードなら誰に
も負けません。

　新入生の皆さん！こんにちは！入学おめでとうございます！
　新二年生の安西です。anchor RA6 sport（ロードバイク）という自転車に乗ってます。
この記事では、ざっとスポーツサイクルの車種の紹介をしていきます。
「なかよしさいくるでは、どんな自転車に乗っているの？」「自転車いくら位するの？」「どれくらい走れるの？」ということ
も含めて紹介していきたいと思います！

　この記事で紹介する自転車は、ロードバイク、クロスバイク、シクロクロス、マウンテンバイクの 4つです。（自分が乗っ
てるのがロードなので少し偏り気味かもしれません。ご了承ください。）

　ではでは、まずはロードバイクから！（なかよしさいくるでは、圧倒的にロードバイク乗りが多いです。）

自転車ってどんな種類があるの？

車種紹介！
どれにする !?
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　街によく放置されているマウンテンバイクっぽい
のは実はマウンテンバイクではなくてマウンテンバイ

クルック車と呼ばれているようです。ルック車では未舗
装路を走れるだけの頑丈さがないので、未舗装路を走るなら

値ははりますがちゃんとしたマウンテンバイクを買ったが良さそうで
すね。　見た目の特徴は、ごっついフレームとまっすぐ伸びたハンドル、そして太いタイヤですね。マウンテンバイクにも種類があり
競技や用途に応じてサスペンションが付いているものやないものがあるようです。

　なかよしさいくるではマウンテンバイクに乗る人はほとんどいないようですが、カナダ留学中の新四年生水野さんがカナダでのった
ことが有るようです（会報 2014.9 月号 http://www.teamnc.net/online-magazin/pdf/14_9）。ハマるとかなり楽しそう。未舗装の
ダートを駆け下りたり、ジャンプしてみたり、あるいはロードでは絶対に行けないような場所にも行けるようになったり。人の手が入っ
ていない美しい自然なんかは、ダートの先のほうがありそうですね！。舗装路を走るぶんにも、問題が有るわけではないので、一台で
色々してみたい！という人にはマウンテンバイクもありかも！

Mountain Bike

Cross Bike

マウンテンバイク

クロスバイク

長所

短所

未舗装路なら他の車種を圧倒。未舗装路向けゆ
え頑丈。

他の車種より比較的重く、タイヤも太いので舗
装路では遅れをとるか。

価格：3万円前後～

どんな自転車・・・？

どんな自転車・・・？

どうやって楽しむ・・・？

どうやって楽しむ・・・？

　見た目の特徴としては、ロードバイクのドロップハンドルをまっすぐのハンドルにして、タイヤを太くしたもののような感じ。ロー
ドバイクの苦手な未舗装路もある程度はOK。ロードバイクとマウンテンバイクのイイトコどり的存在。一方で、ロードバイクとマウ
ンテンバイクの中間的存在なので、どちらか一方に偏った利用をするのであれば、やはりロードバイクやマウンテンバイクには劣るよ
うです。

　楽しみ方としては、ロードのようにもマウンテンバイクのようにも使えるため、長距離自転車旅行もオッケイだし未舗装路でもいけ
る。とまあクロスでもサークルの活動に支障はないです。（でも舗装路メインのサークルなので、たくさん走ってるとロードバイクが
欲しくなるかも…）あとはレース用ではないゆえに、気軽に乗るならこれが一番ですね！

　価格：5万円前後～

――圧
倒的走

破性能

――イイトコど
りの自転車

長所

短所

ロードバイクとマウンテンバイクの中間的存在で
オールラウンダー。

本格的に舗装路を走るならば、ロードバイクに遅れを
取り、本格的にダートを走るならば、マウンテンバイ
クに遅れを取る。
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Cycro Crossシクロクロス

もっと自転車の種類ないの・・・？

プチ FAQ

自転車の購入は・・・？

どうやって楽しむ・・・？

――泥地でも走り抜ける競技自転車
価格：10万円前後～

長所

短所

ドロップハンドルでありタイヤの太さも
変えられる。オールラウンダー。

舗装路での利用を突き詰めると、舗装道
路専用のロードバイクにはさすがにかな
わない・・・？

どんな自転車・・・？

　上記の 4つ以外にもランドナーやリカンベントバイクなど様々な自転車があります。気になった人はいろ
いろサークルの人に聞いてみてください！

　今後、自転車ショップに行く企画も予定しています。購入の際に悩んだり、迷ったりしたら、うまくサーク
ルを利用してくださいね！
ちなみに、なかよしさいくるでは一年生の間はサークルの自転車を貸し出しているので、今すぐに買うこと
ができなくても全然大丈夫です。（というか、6月の時点で自分の自転車を持っている人は殆どいませんので
安心してください！）

なんとも説明にしにくく知名度も低いと思われる自転
車。見た目の特徴はロードバイクにマウンテンバイクの太い

タイヤをつけた感じです。本来は泥地悪路を駆け巡るレース用の自転
車。それ故ダートでも行けます。また、ドロップハンドルなので、姿勢や感覚はロードに近く、スピードも出しやすいです。一方でや
はり、MTB同様、頑丈に作られている分ロードより重いようです。もともとシクロクロス競技はロードレース選手がトレーニングの
ために行っていたようです。先に書いたように、重量はロードよりも重く、タイヤは太めですが、タイヤに関しては、ロード用の細い
タイヤも使用可能であり、ここまでしてしまえば、サークルで舗装路を走る場合はロードに引けをとらないかと思われます。

ロードよりがっちりしているので、荷物をロードバイクよりも沢山積むことが可能です。シクロクロスで自転車旅行している人も見
たことがあります。よってツーリングにも向いています。さらに上記のように泥地を走ることも可能であり、タイヤの太さ次第でかな
り幅広く楽しむことができそうです。なかよしさいくるで泥地を走るシクロクロス競技をやってる人は見たことが無いですが、基本的
に自転車は何でもありの自自由なサークルなので、シクロクロス競技を流行らせたい！という方は是非是非。

もっと知りたい自転車のこと

17
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【沖縄合宿参加者】 

新 泉田 岡 河原 遠山 中村 南雲 福地 林 久留 福山 藤村  

文山 松浦 山口 山本 

3月1日から6日にかけて新執行代で沖縄へ行ってきました。ここからずらずら

と旅日記的に何をしたのか書いていきます～（１～３日目：岡、４～６日目：山

口） 

1日目（3月1日） 

【宿泊先】沖縄国際ユースホステル 

今日は宿に集合するのみ、飛行機は18：30那覇着で、輪行解除して19：15、

空港から自走して宿に19：30過ぎ、ご飯食べて21：00からMTGだ！さすがに21：

00集合ならば遅刻する人はいないだろう、まさかね。。。 

という私の21：15での光景が以下の通りであった。 

ついでに言えば同じ全日空477便で到着したメンバー全員の光景でもある。見

事に初日からなかよしタイムを発動してしまった。結局MTGは22：30集合に変更

となってしまい、実際の開始時刻が23；00と、NC史上でも最も遅い集合となって

しまった。（先に到着していた人たちごめんなさい。） 

ただ、ステーキは美味で、これにライス・スープ・サラダ食べ放題で1000円

はかなりコスパがよかった。初日からかなりのカロリー補給ができて、大満足な初

日であった。 
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2日目（3月2日） 

天気：晴れ・25℃ 

【宿泊先】沖縄国際ユースホステル（連泊） 

ルート：https://yahoo.jp/amWGQ5 

77.2 km: 646mUP（もっとも自分の計測では83.3km:1106mUPであった。何を
したのか…） 

【班分け】 

1班：岡中村河原（遠山→G班へ） 

2班：文山福地松浦泉田 

3班：新山口南雲 

G班：林福山藤村山本久留遠山 

今日は沖縄本島南部を一周するルート。最初南城市まで走った後、半島を回り、

ニライカナイ橋を上り、沖縄ワールドに寄ってから平和記念公園、ひめゆりの塔、

喜屋武岬そして北上して最後に山口イチオシの瀬長島でのんびりして帰るルートで

あった。出走は8：30を予定していたが、なんとここでトラブル多発。 

まず、前日飛行機輪行で林の自転車のチェーンがからまり、変な方向に曲がっ

てしまっていた。予期せぬトラブルのため即興での修理では直せず、前日はゆいレー

ルで宿まで移動して部屋で修理していたが、直せず結局自転車屋へもっていくこと

に。これに合わせて、山本が前日の船に忘れ物をしていたと。そこで、有志を募っ

て一班出走を10：30にずらした班を作ることにした。（この時はまだこの班の恐

ろしさは知ることもなかった） 

すると、朝食前になって悲劇が訪れた。 

河原の鍵紛失事件再発！ 

今回も河原の周囲の自転車2台が巻き込まれた。 
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探しても見つからず、結局業者を呼んで切断

してもらうことになった。その結果巻き込ま

れた1班と3班は出走見合わせ。2班のみ9：

30出走という風になった。ひと段落して出走

した直後、遠山の自転車のチェーンが割れる

というハプニングが発生。走行不可能

になり、遠山のG班合流が決定した。 

出走までは時間がかかったが、ラ

ン自体はとてもスムーズに進んだ。那

覇市街を抜けてからの道路はとても走

りやすく、また海沿いでの走行はとて

も気持ちよかった。 

途中前方を走っていた1班に遭遇、ニライカナイ橋の手前に琉球王国の聖地で、

世界遺産にもなっている斎場御嶽があるので、観光で寄ることにした。 

現在でも地元の方々の祈りの場となっている斎場御嶽はかなりspiritualな場所

で、周りの自然から何か力を受け取れるような神聖な雰囲気であった。観光スポッ

トとしても盛んで、観光客も多かった。 
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斎場御嶽で感じたパワーを源に、ニライカナイ橋に挑んだ。登りで橋を渡って

いくためつらいかと思われたが、実際登り始めると右側に見える絶景に圧倒され、

気が付いたら時速20kmで登っていた。（班の人ゴメンナサイ）ニライカナイ橋を

渡り切った先の展望台で再び1班と合流、さらに後ろを爆走してきたG班も合流して

一度休憩を取った。 

その後、順調にランを進め、お昼を南の駅やえせで食べ、平和記念公園へ向かっ

てそこで小休憩を取った。絶景を見つつ、その横で刻まれている沖縄戦で亡くなっ

た人々の名前をおみて、沖縄戦の激しさを再び感じた。 

再びスタートして、ひめゆりの塔を通り、喜屋武岬へ向かった。本島最南端の

岬で集合写真を撮るために集合をかけていたが、なんとここで前を走るG班が見事

に通過して糸満市街まで走ってしまっていることが発覚、合宿担当（飼育係）より

帰還命令を発動した。どうもゴリラは「赤信号または工事による通行止め」でしか

停まることができないらしい。 
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最後に豊見城市内を抜けて那覇空港南端にある瀬長島へ向かった。すこし江の

島に似た雰囲気を持つ島で、島の中央にはホテルと温泉・ショップがあり、また展

望台から空港が見渡せるというリゾート地であった。また、猫がとても多く、魅力

的な猫の写真も撮れた。写真を撮りつつ、足湯があることが判明、温まって疲れを

いやした。飛行機が離陸するたびに、山口に「これなに？」と聞き、「トリプル」

「737」などの返答を得ながらも、答えがわからないという時間を過ごしつつ、暗

くなってきたので宿を目指した。この時、温泉へ入りたい組と足湯組で分かれてい

たので、班は再編して走行した。 

夜は国際通りの沖縄料理屋さんにて、地元グルメを味わった。このようにあえ

てホテルでまとまって食事をとらないのも、フレキシブルに動けて良いのかもしれ

ない。（あと好きなものを食べに行ける） 

【反省点】 

・出走前点検をしていない人多すぎ。出走してから異変が起きると大変なのでちゃ
んとやりましょう。 

・空港からの合流でばらけてしまい、すこし危なかった。合流の時はハンドサイン
もしっかり活用する必要がある。 

・昼ごはんの場所が指定されていなかったため、ハンガーノックになりかけた。 

・斎場御嶽を出てから20kmも補給できる場所がなかった。 

・鍵を持っている人が一人しかいなくて大変だった 

・ナイトランにならないようにしましょう 

尚、自転車の故障に見舞われた二人も無事修理をすることができて、それぞれ途中
から最寄りの班に合流できた。 
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3日目（3月3日） 

天気：雨・22℃ 

【宿泊先】オン・ザ・ビーチ・ルー 

ルート：https://yahoo.jp/KjPn57 

89.2km509mUP 

【班分け】 

1班：山口　久留　山本　文山 

2班：新　福山　福地　中村 

3班：林　松浦　遠山　南雲 

4班：藤村　泉田　河原　岡 

雨＿＿＿＿＿＿＿。合宿担として最も危惧していた現象。どこかのタイミング

で遭遇するとは覚悟していた。しかしよりによっても移動日にとは…。沖縄では天

気予報があまり信用できない。前日の夜10時の発表では降水量が0.8㎜でも翌日に

は5㎜に変わる。というわけで、自走で完走することは不可能と判断し、とりあえず

手段を求めてバスセンターへ向かった。するとご親切にも、バスターミナルの方が

名護までの移動手段を提案してくれた。路線バスで1900円、高速バスで2100円、

ただ、路線バスの乗り放題券が2000円なのでそれを使うと途中下車もできるとの提

案。しかも、輪行状態ならばバスに乗せても問題ないとのこと。これ以上の案はな

いと思い、バス輪行を決断した。（なお、提案してくれた方に出身地と年齢を聞か

れたため答えたところ、一瞬で東大生と見抜かれた、そんなにイカ東していただろ

うか。） 

というわけで、自分の班は午後まで那覇を観光した後のバス移動に決め、牧志

公設市場へ向かった。市場入り口にあるフルーツ屋で南国の果実を食べ、市場周辺

を探索した。 

奥のほうに進むと次第に観光客が減り、地元客でにぎわうお総菜屋さんや八百

屋、ブティックなどが並んでいた。せっかく市場に来たし、地魚を刺身で食べたい！
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と担当の圧力が希望があったため、市場でアカマチと呼ばれる、沖縄の三大高級魚

の一つを買って、刺身にしてもらった。実はお金を節約しつつ自転車で沖縄を走り

回っていて…とぼそっと買う時に言ったら、ワンサイズ小さい1600円のアカマチに

なる代わりに400円分ブダイの刺身つけてあげるよ！と言ってくれ、さらに２Fの食

堂へ運んできてくれた時に、これサービスで！と、ブダイ刺身用のからしだれと、

イカのお刺身、海ぶどうまでつけてくれた。感謝が止まらない。新鮮な刺身と沖縄

そばという最高のコンビを実現させて、最高の気分であった。 

バスには順調に（？）乗り、本部港まで2時間ほど、人権を得た。 

すると、途中先が全く見えなくなるくらい強く降っていた雨がやみ始め、名護

を出発してからは晴れ間が見え始めた。宿にプライベートビーチがあることを思い

出し、夕日が見える！と思い、本部港のバス停から宿へ直行。 

本日の走行距離、4.1km。その代わりに極上の刺身と絶景を楽しめたと思えば、

まあこれもこれでありだったのかな、と思った。 

尚、4班が自転車サークルとして大変舐めた3日目を過ごしている中、他の班も

かなり観光に徹していて、琉球ガラスづくりや道の駅でのグルメ、名護パイナップル

ワールドなどを楽しんでいたよう。ただ、みんな名護または許田から自走してきた

そうで、せめて10km＋αは走行していた。 
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【反省点】 

・荷物をもってこぐと、後続が見えなかったりふらついたりするので注意。 

・車間距離をしっかり空ける 

・ウェットな路面で空回りに注意 

・沖縄の天気は全く予想がつかない 

・バス輪行の際、移動は素早く、時間に余裕をもって行動する 

４日目 (3/4) 

天気：晴れ、27℃ 

【宿泊先】オン・ザ・ビーチ　ルー 

ルート：https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?
id=bdf2a010d80ca37bc273e7bf9def1d12 （古宇利島内は参考） 

60.2km 645mUP 

【班分け】 

1班: 岡 新 泉田 松浦 

2班: 林 南雲 河原 中村 

3班:遠山 山口 文山 福地 

G班: 福山 藤村 久留 山本 

この日は本部の宿を出て古宇利島や美ら海水族館といった観光地を巡り、同じ

宿に戻ってくるという計画だった。天気は２日前ぐらいの予報では雨ということに

なっていたが、当日に予報を確認してみると一日中晴れるとの予報で歓喜した。路

面状況を考慮して、しおりに記載したゴリラルート班の編成は見送った。 

朝食バイキングの後8:30出走予定のところ、8:45ごろから各班ごとに出走した。

まず本部循環線を北進しつつ道中のコンビニで補給と美ら海水族館の入館券を確保

した。このあたりのローソンには水族館で買うより200円ぐらい安い割引券が置い
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てあり、大変ありがたかった。それにし

ても国道449号本部循環線、坂はゆるい

し道は広いし交通量は少ないしで走りや

すい…!!が、そこから外れて半島中部を

横断する県道へ入ると、そこそこのアッ

プダウンの連続が待ち構えていてなかな

か渋かった。まあ序盤だからまだいいけ

ど…。最高点が標高100mとのことで安

心していたのは大きな間違いだった。 

そうこうしてたどり着いた古宇利大橋、

さすが有名インスタ映えスポットだけあっ

て走っている時の爽快感が半端ではなかっ

た。古宇利島のビーチでわいわいしたり

写真を撮ったり、島内をゆるゆる散策し

たりして楽しい時間を過ごした。島の北

側のハー

トロックに行ってクソアニメの如く中指を立てた

クソオタクもいたようだが…。昼食は古宇利島内

の移動販売車で売られていたガーリックシュリンプ

（写真はそこにオプションの肉をつけている）に

した班が多かったようだ。外国人観光客が非常に

大勢並んでいて

繁盛しているようだった。 

そこから20kmほどアップダウンがそこそこある

道を走り、ようやく美ら海水族館のある海洋博公

園に到着した。ここまで来る途中でかなりしんど

くなってしまった人（複数）や、パンクなどのト

ラブルに見舞われた人もいたが、最終的には全員が辿り着くことができた。巨大な

エビのいる水槽の前に張り付いたり、説明文を徹底的に読み込んだりと各自水族館
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見学を思い思いに楽しんだ。その姿を見れるのを楽しみにしていたジンベイザメ

は、水槽の上の方を泳いでいて写真が撮りづらかった。 

美ら海からの帰投は班によって時間に差ができすぎてしまった。再びパンクに

見舞われたり、その対応中にムカデに刺されたりとトラブル続きだった班があった

りしてバタバタしてしまっていた。夕食はホテルのレストランでとったのだが、そ

のバタバタもあって一人で食べることになってしまった人が出てしまったのは合宿

担として本当に申し訳なく思う。 

【反省点】 

・伝達ミスにより、２班が私が適当に引いたルートに忠実に沿って走り、畑の間を
縫って100m↑ほどのヒルクラをしてしまった（前日のミーティングで古宇利島の
中はルートガン無視で走って欲しい旨を伝えたが、そのとき南雲と林はいなかっ
た）。 

・班の中で一番遅い人にペースを合わせるのを徹底する。 

・班の中でスペアチューブorパンク修理キットを持っている人がいないという状態
に陥らないようにする。 

５日目 

天気：曇り時々雨、25℃ 

【宿泊先】AJリゾートアイランド伊計島 

ルート：https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?
id=ab214ff764a5ae8725a8341f66a7880c 

77.2km 629mUP （バス輪行を除くと35km程度？） 

本部半島から伊計島のリゾートホテルまで70kmオーバーの距離を爆走する予

定だったこの日の天気予報は「午後から雨」、名護付近からうるま市内までのバス

輪行を行程に組み入れることになった（伊計島へ向かうバス路線は本数が極めて少

なく、輪行も困難であることが想定された）。辺野古経由那覇行きの路線バスはひ

たすらアップダウンを繰り返しながら進んでいき、筆者（この時夏バテであまり動
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けなくなっていた）は「もしこの坂を全部自力で上り下りすることになっていた

ら…」と車内で震えていた。 

筆者の班は11時過ぎごろに、遅い班でも13

時ごろにはうるま市内のバス停で下車し、伊計島

を目指してひた走った。昼食はコンビニの補給で

済ませた班もあれば、途中で美味しい店に入って

とった班もあったようだ。本島内の県道とそこか

ら続く海中道路は追い風も相まってとても走りや

すく、ルートの最後に待ち構えるアップダウンの

連続をクリアするのに十分な体力を残すことがで

きた。結果的に、全ての班が雨に濡れることなくホテルにたどり着くことができた。

この日のホテルは去年先輩方が泊まったところで、ものすごくオススメされた

のだが、端的に言って最高だった。到着後足湯に浸かったり、温泉に入ったり、テ

ニスをしたりするなどして後続の班の到着を待った。卓球やバスケもすることがで

き、自転車サークルらしからぬ活動の数々に熱中した。夕食はバイキングでしゃぶ

しゃぶや寿司、チョコレートファウンテンなどもある充実ぶりだった。部屋はコテー

ジタイプで広くて綺麗で、マッサージチェアなどが置いてあった。よい。（ヒント：

宿泊料金） 

【反省点】 

・バス輪行の際の自転車の置き方、また支払いに備えて小銭をできる限り用意して
おく。 

６日目 

天気：晴れ、21℃ 

ルート：https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?
id=12b14f25106c8b60c9b2076430f2c31d 

47.8km 524mUP 
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【班分け】 

１班：福山、遠山、久留、藤村、山本 

２班：岡、河原、松浦 

３班：中村、南雲、林、新 

４班：山口、福地、文山、泉田 

この合宿中、朝食はすべてホテルのバイキングだったが、この日がやはり一番

すごかった。朝なのにしゃぶしゃぶが用意されていた。ヤバい。 

伊計島から出発して海中道路を通り、南下して首里城に集合するという予定だっ

たが、ルートラボで寄ることにしていた中城城址は登りがかなりしんどそうで時間

的にもタイトになることが予想されたためルートからは外した。２班は代わりに他

の城址に寄ったようだ。道中でパンクが２件発生したものの、班のメンバーの素早

い対応（とゴリラ特有の圧倒的脚力）のおかげで両方とも大きな遅れなしに再び走

ることができた。 

首里城に到着後は各班で昼食・見学という流れになり、

筆者の班は首里城公園の周りの石畳の街並みも見にいった

のだがこれが素晴らしかった。そして集合写真を撮ったあ

と後ランに向かう飛行機の出発が迫っている合宿担２人は

急いで空港に向かい、それ以外のメンバーはスタンプラリー

で首里城公園内を駆け回ったのちに空港へと向かって沖縄

合宿は幕を閉じた。 

プランニング

から当日の対応に至るまで合宿担当と

して不甲斐ない部分も多かったけど有

能な駒代兼もう一人の合宿担のおかしゅ

ん、そして今回の沖縄合宿に参加して

くれたみんなのおかげでなんとか合宿

をやりきれて本当に良かった。ありが

!13
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とうございます！！！ 

【反省点】 

・集合時間をしっかり守れるように見学や昼食の時間配分をする。 

・事故対応（合宿担当が二人とも立ち会えなかった） 

次のページ以降には実際に使ったしおりを掲載しています。
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NC沖縄合宿のしおり 
2018/3/1~2018/3/6 

 

文責：岡　俊輔・山口　玲 

Ver.1.1 (2018/2/23) 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はじめに 
沖縄合宿担当の岡と山口です! 

 しおりの発行が遅れてごめんなさい。日中にバイトを入れる岡と夜勤で入
れる山口の間には気が付いたら日本とEU並みの時差が生じていました…こ
の代のみでの唯一の合宿なので、盛大に楽しんでいきましょう～（岡） 

　現在２月２３日の午前２時半、追試験関連のもろもろとバイトでキャパり
ながらこの「はじめに」の文章を執筆しています（のでおかしいところ等あ
るかと思いますが生温かい目で見過ごしてください）。 

　さて、今回の沖縄合宿は「1年生だけで」「６日間という長期にわたって」
「飛行機輪行をして遠くの島を走る」という、今までのNCの活動では足を
踏み入れてこなかった領域へと進んでいきます。風光明媚な南国を走るとい
う歓び（の前に筆者は留年の危機に震えていますが）はもちろん、今まであ
まり顔をあわせることが多くなかったかもしれない1年生同士の親睦を深め
るというところもこの沖縄合宿ならではのものと思います。 

　そして、この合宿は1年生のみでのランを通じてトラブルへの対応能力を
身につけるという側面もあります。万全の体制を整え、交通法規を遵守の上
安全を最優先にした走行をするのは言うまでもないことですが、それでも起
きてしまったトラブルに対しては、協力して柔軟かつ迅速な対応をしましょ
う。 

　このしおりは第１版です。各日の出走時刻・到着目安時刻などの情報があ
りません。また、掲載されている情報が変更されることがあります。（山口）
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概要 
【日程】３月１日～３月６日 

５泊６日ですが、１日目は集合のみでランは予定していません。各自観光・
前ラン・優雅な空の旅などをお楽しみください。 

【集合場所】沖縄国際ユースホステル 

１・２日目の宿泊場所です。（〒900-0026 沖縄県那覇市 奥武山51） 

【集合時間】20:00 

【解散場所】首里城 

【解散時間】16時ごろを予定しています。 

【交通】各自で手配してください。（「輪行について」も参照） 

【費用】✤合宿費 

沖縄国際ユースホステル二泊分：8640円 

オン・ザ・ビーチ・ルー二泊分：7200円 

AJリゾート伊計島ホテル一泊分：8400円 

コンパ代：760円 

回収金額：25000円 

ただ、合宿費以外に 

食事代10000～15000？（豪遊したい人はさらにどうぞ。） 

その他お小遣い10000円くらいあるとよいかと。 

美ら海行く場合は入場料も忘れずに。（割引券チェック） 

【宿】１・２泊目：沖縄国際ユースホステル 

３・４泊目：オン・ザ・ビーチ　ルー 

５泊目：AJリゾートアイランド伊計島（「宿について」も参照） 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ルート 
２日目（3/2） 
宿に荷物を置いたまんま本島南部を観光して再び宿に戻ってくるルートです 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=da243f20669b063b3f9fe8ec19e7f8d2 

出走時刻：　　　　　到着目安時刻： 

0km 沖縄国際ユースホステル 

｜国道329号線、国道331号線 

26.0km ニライカナイ橋：S字の橋から海を見下ろす絶景ポイント 

｜国道331号線 

40.2km おきなわワールド（玉泉洞）：観光、昼食？ 

｜国道331号、県道3号 

58.2km 喜屋武岬：沖縄本島の南端、絶景ポイント 

｜国道331号線 
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71.4km 瀬長島：頭上を飛行機がかすめて行く絶景ポイント。レストラン・
ショップが多数ある。 

｜国道331号線 

77.2km 沖縄国際ユースホステル 

・おきなわワールド(http://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/
about/)、玉泉洞＆王国村の団体料金1030円 
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３日目（3/3） 
荷物を担いで那覇から本部半島まで爆走するルートです 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7a2be17a4eeb6d982016287a44cc5df2 

出走時刻：　　　　　到着目安時刻： 

0km 沖縄国際ユースホステル 

｜国道58号、県道6号 

34.6km 残波岬：断崖絶壁の景色が楽しめる。昼食？ 

｜県道6号、国道58号（沿線にビーチが多い区間です） 

72.6km 道の駅　許田：休憩 

｜国道58号、本部循環線 

89.2km オン・ザ・ビーチ　ルー 

・出発してからコンビニで補給を買って、残波岬に昼ごろ着いてそのまま食
べるのが丸そうな気がします、もちろん道中で良さげなお店を見つけたら入
るのもいいでしょう 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４日目（3/4） 
本部半島の観光地を巡るインスタ映えしそうなルートです

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=bdf2a010d80ca37bc273e7bf9def1d12

出走時刻：　　　　　到着目安時刻：

0km オン・ザ・ビーチ　ルー

｜本部循環線、県道219号線、県道84号線

7.8km きしもと食堂八重岳店：沖縄そばが美味しいお店らしい。昼食？

｜県道84号線

8.5km~ av.5% 1.8km 88m↑

｜県道123号線、本部循環線、県道248号線、県道110号線

23km 古宇利大橋：絶景スポット

｜古宇利島内道路

29.3km 古宇利オーシャンタワー：観光、昼食？

｜本部循環線
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49.8km 美ら海水族館：観光（16時以降推奨） 

｜本部循環線 

60.3km オン・ザ・ビーチ　ルー 

・美ら海水族館に行く際は「4時からチケット」の利用で560円安くなるよ
うです。その場合は昼食をどのタイミングでとるか、古宇利島にどれぐらい
滞在するかも含めてうまいこと16時に水族館に着くよう時間調整してくだ
さい。もちろん、水族館の滞在時間を稼ぐべく行程を爆速で進めるのもあり
です。日没は18時半ごろなので、ナイトランに不安がある人は１８時ごろに
は撤収するようにしましょう 

・古宇利島内のルートはガン無視していただいて結構です。島の北側にハー
トロックなるものや綺麗なビーチなど色々あるらしいので各班内で相談の上
楽しんでください。そういえば古宇利島は「恋の島」とか呼ばれているそうですね　 

・古宇利オーシャンタワーのタワーを含む有料エリアの入場料は800円、無
料エリア内にインスタ映えしそうなカフェあり 

40



 

人へ 

班編成の際に希望者が一定数いれば、安全性・所要時間などを考慮の上で八
重岳ヒルクライムを含む別ルートを用意することを検討しています。 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=26596ef6e48939a4ddcb22e0717d6a44 

出走時間：　　　　　到着目安時間： 

ヒルクライム区間：av7.4km 5.1km 374m↑ 

県道84号線の本部変電所付近から登り始め、下ってきしもと食堂の付近か
ら元のルートに合流する感じです。 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５日目（3/5） 
タコライスを食べ、海中道路を爆走してリゾートホテルへ向かうルートです。
ホテルがかなり充実してそうなので早めに海中道路まで行っちゃいましょ
う。 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=ab214ff764a5ae8725a8341f66a7880c 

出走時間：　　　　　到着目安時間： 

0km オン・ザ・ビーチ　ルー 

｜本部循環線、国道58号線 

16.7km 道の駅許田：休憩？ 

｜県道71号線 

18.1km~ av5.5% 1.8km 99m↑ 

｜県道71号線、国道329号線 

32~34km付近 金武町内タコライス店：昼食？ 

｜国道329号線、県道255号線、県道8号線、県道10号線（海中道路） 

77.2km AJリゾートアイランド伊計島 

・金武町内、国道329号線近辺にタコライスのお店が何件かあるようです。 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６日目（3/6） 
伊計島から那覇方面へ走り首里城で解散となるルートです 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=12b14f25106c8b60c9b2076430f2c31d 

出走時間：　　　　　到着目安時間：16:00 

0km AJリゾートアイランド伊計島 

｜県道10号線（海中道路）、県道85号線、国道329号線 

30.4km~ av6% 2.4km 144m↑ 

｜県道81号線、県道146号線 

33.4km 中城城趾：観光 

｜国道329号線、県道38号線、県道155号線、県道29号線 

47.8km 首里城：観光、解散 

・帰りや後ランで飛行機に乗る人は時間に余裕を持って行動しましょう。梱
包資材の確保も忘れずに。 

43

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=12b14f25106c8b60c9b2076430f2c31d


宿について 
✤3/1, 2 

沖縄国際ユースホステル 

www.oiyh.org  
〒900-0026 
沖縄県那覇市奥武山51 
098－857-0073 
空港から自転車で20～30分・沖縄都市モノレールゆいレール壷川駅より5分 

◆アメニティ（歯ブラシタオル洗剤など）有料、コインランドリー・自販機・
共用冷蔵庫・ポットあり。無線LANあり。 

◆駐輪場は無いが、駐車場の一部を駐輪場として使わして頂く予定。 

◆二日間とも朝食付き。昼・夕食は各自OR各班お好きなものを。 

◆すぐ前にファミマあり。 

✤3/3,4 

オン・ザ・ビーチ・ルー 

www.luenet.com/ 
〒905-0225 
沖縄県国頭郡本部町字崎本部2626-1 
098-047-3535 

◆アメニティ有料、キッチン設備、冷蔵庫、テレビあり。コインランドリー
（無料）はあるが、期間限定で使用可能らしいので、当日次第。 

☆ホテルの裏が天然のビーチ、もしかしたら部屋もオーシャンビュー
かも。 
◆館内レストランあり、朝食付きだが、夕食もレストランで食べることがで
きる。さらに、当日の状況次第ではBBQも可能。 

◆コンビニは車で5分、スーパー等は10分の距離。 
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✤3/5 

AJリゾートアイランド伊計島 

www.aj-hotels.com/ikei/　 
〒904-2421  
沖縄県うるま市与那城伊計１２８６ 
090-983-1230 

◆アメニティ（タオルシャンプーなど）無料。テレビ・冷蔵庫・ドライヤー・
コインランドリー（有料）あり 

☆温泉入り放題（朝風呂可） 
☆夕食はビュッフェ、朝食はバイキング形式 
☆卓球・動物ふれあいコーナー・バスケットコート・テニスコート無
料 
☆歩いて5分で天然ビーチ 
◆館内売店あり 
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持ち物 
✤これだけは忘れずに絶対持ってくるもの

ロードバイク（無ければ何をしに来た？？）

ヘルメット（命守りましょう）

合宿代（忘れると…検閲により削
除） 

自分の往復航空券

タオル（バス＆ハンド）

洗面用具＆バスキット（シャンプー
等）

タイヤチューブ（1人一本は持って
きてください）

常備薬（花粉症の方は忘れずに）

学生証

保険証（コピーでも可）

カッパ（宿移動日は雨でも移動しま
す）

ライト（無いと道路交通法違反）

洗濯ネット・洗剤

サングラス（持っている人は）

魂（ゴリラ予備軍の人たちにゴリラ
ルートを準備します）

✤あると便利なもの

パンク修理キット

工具（機内持ち込み注意）

モバイルバッテリー（機内持ち込み注意）

なんか遊べそうなもの（UNO・麻雀・人生ゲーム）

その他もろもろ

あと何があるかわからないので免許ある人は免許も

（雨天時荷物車をしてもらうかもしれません） 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輪行について 
　まず、利用する航空会社のサイトなどで、受託手荷物に関する案内をよく
読んでおいてください。各航空会社によって追加料金があったり、梱包状態
に対して細かく指示があったりなど対応がかなり分かれるようです。不明点
があれば航空会社に連絡して指示を仰ぐようにしましょう。 

　LINEでもお伝えしましたが、段ボールに入れて運ぶとの手もありますが基
本的には通常の輪行袋で行くと思うので、ディレーラ周りとシフター付近、
フォーク周りなどをしっかり補強しておいてください！プチプチを活用する
ことをお勧めします～ 

　往路で使った梱包材を復路でも使いまわすのか、はたまた一旦捨てて道中
で再び調達するのかなどについても検討しておくと良いかと思われます。 

　あと、これは自転車そのものについてではないんですが、筆者がサドルバッ
グを機内に持ち込む際に、中に入っていたツールが刃物にカウントされて危
うく没収されるところだった（”刃渡り”(???)が規定以下だったので大丈夫
でしたが）という経験があるので、自転車以外の手荷物についても持ち込み
の可否などについて調べておいてください。 

（2017年の轍の私の記事にANA利用の飛行機輪行について書いてあるので
もしよろしければ目を通して置いてください（唐突な宣伝）） 

・従価料金制度 

ANA「価格申告のない手荷物および身の回り品についての賠償限度額（手
荷物破損等の原因が当社にある場合にお支払いできる金額）は、お客様一人
あたり15万円までになります。実際の価格が15万円を超える場合は、従価
料金制度がありますので、搭乗手続き時に空港係員にご相談ください。」と
ある通り、ロードバイクの場合15万を超えてるものが多いと思うので、保険
だと思ってかけておくことをお勧めします。 

・タイヤ空気 

気圧によって爆発することを防ぐために抜いておくことをお勧めします。空
港から15分走ったところにバイスクルキッズという自転車屋さんがあり、空
気入れ以外にも飛行機輪行後の不具合等あったら修理してくれるそうです。
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（とはいえ貨物室内の気圧高度は機内と同じ約2400mで富士山の五合目と
六合目の間ぐらいなので、後閑杯で破裂しない程度の空気圧だったならそん
なに神経質にならないでいいかも） 

バイスクルキッズ 

〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町26-24番地 奥武山マンションビル１０１ 

営業時間：11：00～20：00（日祝は19：00）定休日は水曜日 
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トラブルの際は…
✤緊急連絡先

岡　俊輔 

山口　玲

✤沖縄本島の自転車屋さん

ロードバイクに致命的な損傷が生じたときや、スペアパーツの補給などの時
のためにいくつか載せておきます。このほかにもあると思うので、各自調べ
て最寄りの自転車屋さんへ。

・バイスクルキッズ（那覇市・空港近く）：　http://www16.plala.or.jp/a-
kids/

・サイクル館（沖縄市内3か所）：　http://saikurukan.jp/

・サンセットバイク（北谷村）：　http://sunset-bikes.com/

・沖縄輪業（南風原・前島）：　http://okirin.ti-da.net/

・バイシクルショップマイヨ（宜野湾市）：　https://imachika.com/
item/59c653cb23679c435acd0a7a/

・ヤンバルサイクル（名護市）：　http://yanbarucycle.com/

✤雨天時の対応

雨天の場合、３日目・５日目・６日目の移動日の場合には雨具を着て移動し
ます。（短縮あり）それ以外の宿移動を伴わない日の場合、

２日目：那覇市内、首里城観光（ゆいレール利用）

４日目：美ら海水族館（バス利用・２５分）

で一日観光します。
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沖縄前ラン＠福岡�
河原光之�

新⼊⽣の皆さん初めまして。NC2年の河原です。今回は沖縄合宿の前ランで福
岡に⾏ってきたときのことを書こうと思います。とは⾔っても福岡に滞在した
のは２⽇間、チャリで⾛ったのはたった1⽇（40kmくらい）なので内容は薄い
です…。こ了承ください。では、はじめていきます。�
0⽇⽬�
この⽇は翌⽇の朝の⾶⾏機に乗るために⽻⽥に前⽇⼊りするだけである。最寄
りのあざみ野から輪⾏し21時30分ごろに⽻⽥空港国際線ターミナルに到着。こ
こまではすこぶる順調である。しかし問題はどこを寝床にするかである。泉⽥
とぐっさん（⼭⼝）がTwitterで寝床をアドバイスしてくれたにもかかわらずス
マホの電源を切ったため気づかず、⽻⽥に泊まったことのない私はここで伊藤
園の横のベンチを選んでしまう。すると全然眠れず１時間くらいしか眠れなかっ
た。やはり事前に調べたほうがいいですね…�

� �
↑⽻⽥空港に展⽰してあったひな祭り⼈形と寝
床から⾒た空港�
1⽇⽬�
結局眠れずに夜が明けてしまった。寝不⾜で気分が悪く⾷欲もないので朝は⾷
べずに⾃転⾞を預け構内で時間を潰し、時間になったので搭乗機に乗り込むと�
� � � � � � � � �
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� �
スカイマークの阪神タイガースコラボ機で
ある。着陸後には六甲おろしも流れ、阪神ファンである私はこれで体調が少し
回復した（気がした）。これに乗って寝ているうちに福岡空港に到着。初めは
前ランらしくこの⽇もチャリに乗ろうかと思ったが、予報は午後⼤⾬。NCゆ
るふわ班として⼤⼈しく⾃転⾞には乗らないことに。天神の荷物預かり所に⾃
転⾞を預け、松浦と合流。松浦のオススメのラーメン屋に⾏くことに。しかし
到着した我々を待っていたのは両側の歩道を埋め尽くす⾏列であった。テンショ
ンだだ下がりである。気を取り直して⾒つけたのは久留⽶ラーメンの店。久留
⽶だろうが博多だろうが気にしないのである。店に⼊る前はあまり期待してい
なかったものの、いざ⾷べてみると割と美味しかったのが救いであった。�

� ←⾷べた久留⽶ラーメン�
ラーメンを⾷べた後は⻄鉄で太宰府へ。ちょうど梅の咲いている季節で、天満
宮を中はそれはそれは綺麗でしたね。あと途中で買った梅ヶ枝餅が美味でした。
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� �
境内を歩き回った後、本殿に参拝。実は⾼
⼆の研修旅⾏で合格祈願して以来（この時も買った絵⾺に記念品と書いて持っ
て帰るという罰当たりなことをしているが）お礼参りをしていなかったのでこ
の機会に参拝できて本当に良かった。�

� �
この後太宰府から⼀旦天神に戻りバスで福岡タワーへ。意外と⾼くてびっくり
した。晴れた⽇はかなり眺望がいいらしいが、この⽇は⾬。灰⾊がかった景⾊
が⾒え、まあこうなるでしょうねーという感じであった。�

� ←福岡タワー�
ここから帰る時に遠回りのバスに乗るなどのミスはあったものの天神に到着。
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ちょうど旅⾏で福岡にいた泉⽥と合流し松浦イチオシのもつ鍋屋へ。⾷べた感
想としては東京で⾷べるモツがプラスチックに思えるぐらいには美味しかった
ですね。あまりモツが好きでない私でもたくさん⾷べることができた。�

� �
この後無事に⾃転⾞を回収し電⾞で筑前前原へ。松浦のお⺟様が⾞で迎えに来
てくださった。銭湯にも送っていただき、銭湯に迎えに来てくださったお⽗様
も合わせて感謝してもしきれないぐらいである。この⽇は前⽇の寝不⾜の影響
もあって23時ごろには寝落ちしていた。�
2⽇⽬�
やっと⾃転⾞に乗る⽇が来た。無事起床し朝⾷を⾷べているとこの⽇は⾵が強
いと聞く。嫌な予感しかしない。⼀応この⽇の予報は晴れだったのだが…。松
浦家を出てしばらく⾛っているとその強⾵にものの⾒事にバッティングしてし
まい20km/h弱しか出ない。もがきながら⾛っているうちに本⽇の１つ⽬の⽬的
地、芥屋の⼤⾨に到着。崖に荒波がぶつかっている様⼦が印象的だった。

� �
しばらく歩き回っていたものの⾵が強すぎて無念の撤退。次の⽬的地である⼆
⾒ヶ浦へと向かう。この区間は追い⾵が吹いてくれたこともあり30km/hちょい
スピードを出すことができた。この区間が⼀番楽しかったかもしれない。順調
に⾛り抜け、ロンドンバスカフェの前に到着。これも⽷島で有名なスポットで
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ある。�

� �
ロンドンバスカフェの前を出発し程なくして⼆⾒ヶ浦に到着、そこにある夫婦
岩をしばし眺める。�

� �
するとそばに展望台を⽰す標識があったので⾏ってみると箱にお⾦を徴収する
⽅式になっていて萎える。さらに登って⾏くと変な教典の⽂章が書かれた柱が
置かれた地帯に⼊って⾏く。さらに萎える。何かキモチワルイので⼆⼈揃って
撤退する。再び⾃転⾞で⾛り始めると待ち受けて来たのは横から吹き付けてく
る砂である。これが⽬に⼊って痛くてたまらない。我慢して⾛り続けていると
砂は⾶んでこなくなったが、⾬が降って来た。これほどひどい⽬にあうとは⽇
頃の⾏いがよほど悪いのかもしれない。そのため輪⾏する駅である今宿駅が⾒
えてきたときは感動的であった。そして今宿駅に到着（これにて⾃転⾞編オワ
リ）。電⾞に乗りしばらくして福岡空港に到着。⾃転⾞を預け、せっかくだか
らということで構内の博多ラーメン屋へ。やはり博多ラーメンはとても美味し
かった。�
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� �
その後⾶⾏機に乗って無事那覇空港に到着。実質的に前ランは終了した。�

天候が最悪、⾃転⾞にほとんど乗ってないなどいろいろありましたがなんだか
んだ楽しかったので新⼊⽣のみなさんも沖縄合宿の際は前ランや後ランを計画
して⾏ってみることをお勧めします。
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沖縄合宿前ラン＠渡嘉敷島

概要
どうも、NC新２年の⼭本です。３⽉１⽇から３⽉６⽇まで１年⽣だけで⾏く

沖縄合宿というものがあるのですが、僕は同じく新２年のN⽒とともに2⽉27⽇
から３⽉１⽇までの３⽇間、前ラン（と⾔ってもほとんど⾃転⾞には乗ってな
いのですが）なるものを⾏いました。N⽒が島に⾏きたいというので、沖縄本
島からフェリーで１時間ほどで⾏ける渡嘉敷島に⾏って地⿂を釣ろうという計
画を⽴てました。そこで事前に釣りができるように現地の漁師さんに連絡をつ
けていたのですが、直前になって海が荒れているとのことで釣りはできないと
⾔われてしまいました。他にすることも考えてなかったのでほぼ無計画になっ
てしまいました。絶望しました。みなさん、計画はしっかり練りましょう。�

１日目
� 遅刻しました。15:45分発の便に乗るために⽻⽥空港に14:30集合の予定だった
のですが、着いたら余裕で15:00過ぎてました。ごめんなさい。N⽒にどこにい
るか尋ねたところ、美⼈の上条さんのカウンターに⾏けと⾔われたので適当に
カウンターに⾏ったらN⽒を発⾒。上条さんはもういませんでした。余談です
が、N⽒は美⼈が⼤好きです。基本美⼈を探しています。頭の9割は美⼈ででき
ています。僕も美⼈は嫌いではありませんが、彼の美⼈サーチ⼒には⽬を⾒張
るものがあります。そのくせ美⼈の上条さんの顔はそのときすでに思い出せな
かったそう。不思議。�
� 遅刻はあったものの無事に18:25分に那覇に着きました。初沖縄の僕はえげつ
ないほど興奮しました。あまり表に出なかったかもしれないが。着いたら宿に
直⾏しました。⼀泊1400円とかいう安宿だったのですが、やはり安いだけのこ
とはある。基本汚い。ロビーのソファーからなんか変な匂いがする。ベッドが
壊れるんじゃないかってくらいきしむ。ちょっときつかった（というより不快
だった）。⻑居できるようなところじゃなかったので国際通りに⾏って飯屋で
時間をつぶすことに。ジーマミー⾖腐、美味しかった。01:00就寝。�

２日目
� 08:00起床。N⽒はきしむベッドと隣のベッドの灯りで⼀睡もできなかったそ
う、気の毒。09:00に渡嘉敷島への⾼速船が出るので急いで⽀度。⾼速船乗り場
になんとかたどり着きましたが、そこで問題が。⾼速船は本来、⾃転⾞を乗せ
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てくれないそう。なんとか説得して乗せてもらいましたが、甲板の上だったの
で波が⼼配。島に着いて⾃転⾞を確認したところ、案の定海⽔をかぶっていま
した。�
みなさんは交通機関が⾃転⾞を乗せてくれるかちゃんと確認しましょう。�
�
� 着いたら早速宿に向かうことに（特に
することも決まっていなかったので）。
宿まで5kmほどだったのですが、途中
の坂がなかなかきつかった。頑張って
登ると⽬の前には美しい渡嘉敷の海が。
ほんと⽣きててよかった。下りも気持
ちよかった。�
�

宿に着くと荷
物を置いて昼⾷をとることに。近くのソーキそばのお
店に⾏きました。ソーキそばも美味しかったのだけれ
ど、そこの店主のおっちゃんが変わった⼈で、ほんと
下ネタしか⾔わない。いい⼈なんだけど下ネタしか⾔
わない。そんなおっちゃんがやることのない僕らのた
めに良いところに連れて⾏ってやるというので、半ば
信⽤できなかったものの連れて⾏ってもらうことに。�

13:00におっちゃんと待ち合わせをしたので、それまで

の間ビーチに⾏って写真撮影をすることにしました。僕はN⽒の写真を結構撮っ
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てあげたのですが、彼は⼈を撮ることはあっても撮られることあまりないから
と⾔って少し嬉しそうでした。ブサイクな写真いっぱいとってやりました。�

 時間を忘れ写真に夢中になっていると、気づけば13：00に。急いで戻りまし
たがそこにはおっちゃんの姿は無し。仕⽅ないので店の前にいた⼤量の猫と戯
れました、N⽒が。渡嘉敷島にはいたるところに野良猫がいて、しかもみんな
⼈に懐いていました。なぜかはよくわかりません。そのあと展望台に⾏ったり
なんやかんややっていると、再びおっちゃんに遭遇。おっちゃんが⾞で良いと
ころに連れて⾏ってくれることに。おっちゃんは⾞の中でも下ネタしか⾔わな
いかと思ったら、「⼤⼈になったら友達と旅
してまわるなんてなかなかできなくなるから
⼤学⽣のうちにたくさんやっといた⽅がいい」
なんてこと⾔い始めて、意外とおっちゃんが
いいこと⾔うことに驚きました。�
�

� ⽬的地
に着くとそこは島の南⽅の展望台で、そ
この岩⼭から砂浜を⾒るとハート形に⾒
えると⾔うことでした。いわゆる映えっ
てやつです。綺麗でした。�
ふと下を⾒るとおっちゃんがひとりもく
もくとゴミ拾いをしていました。僕らが
下に降りておっちゃんに合流すると、おっ

ちゃんはゴミのことには⼀切触れずさっきまでのように下ネタを⾔い始めまし
た。おっちゃん、あんたは偉い。�

 �
� そのあとおっちゃんの⼩ネタ、下ネタを挟みつつ島の下半分を⼀周。坂えぐ
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かったのでチャリで⾏かなくてほんとよかった。その後は⼣⾷をとったあとの
んびりして１⽇を終えました。24:00就寝。�

3日目 
 09:00起床。朝⾷をとった後は再び海へ。快晴だったので海がより⼀層綺麗に
⾒えました。船着場に⾏って写真撮影。ヤドカリとかいて楽しかった。�

その後16:00のフェリーまでかなりの時間があったので、島の北⽅を⾃転⾞で巡
ることにしました。案の定きつい登りでした。死にました。でも登った先には
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慶良間諸島の島々が⼀望できる絶景スポットが！蘇⽣しました。�

�
⼀番上まで登ると⼤きな広場に出ました。そこでなんと下ネタのおっちゃんに
遭遇。５⼈くらいの⼥⼦⼤⽣っぽい集団を連れていました。記念なのでおっちゃ
んと写真撮影。その後おっちゃんに別れを告げ、しばらく海を眺めた後下り、
フェリーで沖縄本島に戻りました。�
�本島に戻った後、僕のウォークマンを⾏きの⾼速船に忘れていることに気づき、
⾼速船のりばで到着する⾼速船を待って問い合わせることにしました。⾼速船
が到着すると、さっきおっちゃんと⼀緒にいた⼥⼦⼤⽣っぽい⼈たちが出てき
ました。別に何事もなかったのですが、なぜかN⽒はそのとき話しかけなかっ
たことを悔やんでいました。その後も度々沖縄にいるうちにどっかで会わない
かなーとかほざいていました。はーい。�
�その後は他のみんなのいるホテルに向かい、合流。ここで前ランは終了です。�

まとめ
�無計画ながらもなんだかんだ上⼿くいっ
てしまった。とかいって味を占めてい
るといつか爆死しそうなので計画はちゃ
んと⽴てましょう。⾃転⾞にほとんど
乗ってないので感覚としてはサークル
で来たというより普通に同クラと旅⾏
に来たって感じになってしまったので
会報に載せるには不適切な気もするけ
ど、記事が集まってないから書いてと

某駒代にお願いされたので書きました。ほんとにこれが載るんでしょうかね、
不思議です。まあでもせっかく載るのであれば、�
・渡嘉敷島の海は、ばち綺麗だった。ほんといいとこ�
・おっちゃんマジいい⼈�
・なぐも君は美⼈が⼤好き�
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っていうことが伝わる記事になっているといいなと思います。�おわり。
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沖縄合宿は首里城での解散で幕を閉じたが、合宿担当の僕と山口（以後、ぐっさんと書く）
の旅はまだまだ終わりません。首里城で集合写真を撮り、解散の言葉（？）のあと、再び
ロードにまたがり19:30発の便を目指して空港へ！
途中いろいろとありながらも、無事輪行して時間前に飛行機に搭乗。乗った便はANA1781
便で、その日の石垣へ行く最終便であった。そのため、定員126人の飛行機に乗っている
のは20人ほど、ほぼ空席が目立っていた。しかしそんなフライトでもCAさんのサービス
は格別で、降りる際に石垣のお勧めスポットまで教えてくれた。やはり日本の航空会社は
すばらしい！！さすがANA Wings!と改めて感じていた。

� 　　　　� 　
降りるとすぐに空港職員の方がロードを持ってきてくれた。しっかり事前に那覇空港で指
定した向きで持ってきてくださったので、特に心配になることもなく無事飛行機輪行第二

沖縄合宿後ラン＠石垣島
岡・山口
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弾を終えることができた。ターミナルにはすでに人気はほぼなく、すでに出発ロビー側は
消灯されていて、ターミナル内を掃除していた。
輪行解除のため外に出ると、自転車組み立てのためにラックが用意されていた。広島、松
山空港と並んでサイクルフレンドリーな空港であることに驚いた。サイクリング目的に来
る人が多いのだろうか…空気入れも観光案内カウンターにて借りることができるとのこと
だったが、さすがに夜遅くに貸してもらうのは気が引けた。

石垣南ぬ島空港から石垣市街地までは18kmほど。一本道なので、ルートとしても問題ない
と思っていた。出走したのは21時ごろ。空港敷地を出て、信号を曲がったところで重大な
ことに気が付いた。

街灯が無い。

冗談抜きで光の一つもなかった。頼れるのは自分たちのフロントライトと道路の中央線上
に等間隔で置かれた反射板。あまりの暗さに自分のスピードすら分からなかった。
時折後続車、対向車が通るためその光を頼りにカーブや坂があることを確認していた。
これほどスリル満点なナイトランは初めてであった。きっともう一生出会うことはないと
思う、少なくともサークル関連のランでは…
この両側にはきっと牧場と山と海が広がっているのだろう…と翌日に期待しながら、暗闇
を突き進んで30分、無事市街地に到着。さすがに市街地は明るく、車通りも多いため、明
かりに困ることはなかった。ホテルに到着したのは21:50分ごろ。
幸いにもホテルは人工温泉付きであったため、その日は体を休めて部屋でゆっくり過ごし
た。

3月7日

この日のプランは
・カラ岳から飛行機を撮る
・CAさんおすすめのサビチ鍾乳洞へ行く
・海を見る！
・マングローブを見に行く
・石垣牛を食す

であった。
しかし、スタートからまたもやトラブル。相方が腹痛でダウンしていた。
ダウンし続けていたという表現が正しかったかもしれない。連日東京と異なり夏のような
暑さの中こぎ続けていたため、疲れも出ていたのだろう。（もっとも、自分は既に今冬二
度目の夏突入で、しかも沖縄のほうが涼しかったため平気であった。むしろ、適温であっ
た笑）
ともかく、カラ岳の登山は断念してふもとから空港を見下ろして撮るとのプランに変更。
カラ岳を目指して昨晩の道を再び進み始めた。
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カラ岳は標高100mほどの山で、空港の北西に位置する。実は空港建設のために一部切り崩
されたのだが、現在も地元の人々が時折登っているらしい。空港が開港した日、地元の人
たちが1番機の離陸を見ようと一斉に登山したそうだ。その時撮られた写真が飛行機マニ
アの間で話題になり、石垣の海をバックに飛行機の離陸・着陸が撮れるとして有名になっ
ているとのこと。もっとも、全く整備されていないので、草で覆い茂っており、いつハブ
にかまれても可笑しくない見た目であった。
ちょうど離陸機と着陸機共に見れる時間帯であったため、飛んでいく飛行機と着陸してく
る飛行機、ともに見ることができた。豪快なジェット音が響き渡るのもなかなかよく、飛
行機ってすごいな～と率直に思ってしまった。（同時に、飛行機並みのスピード出せたら
なぁ…と思ってしまったが）

� 　　�
飛行機を見た後はひたすら北上してサビチ鍾乳洞を目指した。空港までは比較的平地が続
いていたが、さすが八重山諸島と呼ばれるだけあって、その先は７％程度の坂が相次いだ。
20km/hで登り、40km/hで下って…この繰り返しであった。しかし高く登ると前方に絶景
が広がるので、坂が辛くなることはあまりなかった。
さらに15kmほど進んだところに、玉取崎という岬があり、展望台になっていたので立ち
寄った。そこはいかにも沖縄！という風景が広がっていた。
青い海、青い空、緑多い山、美しいハイビスカス、オレンジの屋根。
途中から晴れてきて、絶景のあまり写真を撮るのに夢中になった。本島の観光地と比べて
観光客が少なかったので、写真も撮りやすかった。

� 　　　　　�
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�
朝食から3時間、自分の腹時計はお昼を示していた。すかさずグルメを検索。すると、目に
飛び込むのは食べログ3.4の表示。幸いにもサビチ鍾乳洞への道中にあったので、すぐに向
かった。この合宿ではほぼ毎日といえるほど沖縄そばを食べたが、このとき食べた沖縄そ
ばは今までのものと異なっていた。魚介でなく、牛からとった出汁をベースに石垣牛が贅
沢に野菜と共に入っている沖縄そば。この合宿で食べた沖縄そばの中で一番おいしかった
といっても過言ではないほど、美味しかった。
尚、この当時は知る由もなかったが、調べてみたところ、実は有名なお店であった。地元
客最優先で開いているため、なかなか観光客が入ることができないうえに、地元の人たち
で盛り上がり始めたらそもそもその日の営業を終えてしまうという、地元愛溢れる有名店
であった、この時もお店は地元客で盛り上がっていて、自分たちが出るときには13時のお
昼時であったのにもかかわらずすでに閉店の札がかかっていた。ぜひもう一度訪れてみた
いが、次行くときは空いているだろうか…

� 　　　　　�
おなかも満足し、サビチ鍾乳洞までの数キロを爆走した。
駐車場までの道が複雑で、まるでジャングルの中を進んでいる気分であった。
入場料を払って入洞すると、いわゆる「鍾乳洞」らしい風景が広がっていた。中は涼しく、
水が滴り、コウモリが飛び交う中進んだ。特徴的な石灰岩にはそれぞれ名前が付けられて
いて、中には少し笑いを誘うものもあった。

65



�
そして、光のさす方向に進むと、そこには海が広がっていた。サビチ鍾乳洞は日本で唯一
海水によって形成された鍾乳洞として有名で、現在もその出口は海岸線へつながっていた。

しかも、その場にいたのは自分たち二人のみ！しかもビーチも広がっているため、これプ
ライベートビーチついに獲得したか！と思ったところで、なんとぐっさんの腹痛が再発（こ
れまでも数回再発していたが）
「あかん、ぽんぺやわ…」の言葉を残して一度引き返していった。
というわけで、完全に一人でビーチを楽しんだ。控えめに言ってインスタ映えの次元を超
えていたと思う。

　 �

サビチ鍾乳洞のあと、個人的には行きは石垣島の東岸を走ってきたので、帰りは西回りで
帰りたいと思っていたが、ぐっさんの体調および西岸側にそびえたつ山々を見て、帰りも
途中まで東岸を進み、その後中央を横断して東側のマングローブ林を見に行くことにした。

石垣島の中央を横断する道路がひたすら直線であったため、さすがにこの形状で山は無い
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だろうと、判断した故であった。

この判断は間違いであった。

しばらくは直線道路も平地が続いていたため、35km/hで快走を続けていたところ、目の前
に壁が見えた。しかも、それは何段も続いていた。
唯一の手段は助走をつけること。幸いにも、対向車・後続車どころか、交差点すら皆無の
道路であったため、気持ちよく加速して挑んだ。

�
次に目指した名倉アンバルと呼ばれる場所は、ラムサール条約にも登録されている干潟・
湿地で、その中にマングローブ林が広がっていた。個人的にマングローブ林を見てみたかっ
ただけであるのだが、名倉大橋から見下ろす干潟は壮大であった。同じラムサール条約登
録地でも、地元の谷津干潟と名倉アンバルは全然違うのだな…

� 　�
その後、限界状態のぐっさんを引っ張って石垣市街地に戻り、お土産を購入してホテルに
自転車を置いてから、この日最後のプランでもある、石垣牛を食べに行くことにした。し
かし、どこも高級店ばかりで、すでに残金が6000円を切りそうな自分らには少し手が届か
なかった。すると、3000円で石垣牛をセットで食べれるお店を発見！沖縄最後の夜という
こともあり、少し奮発して最高ランクの牛を味わった。
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石垣での旅は、本ランと比べてゆったりと観光することができ、かつグルメも楽しむこと
ができてとてもよかった。また、最終日（空港への移動のみ）を除いて天気も良かったた
め、ラン中の景色も存分楽しむことができた。
最終日はチェックアウトをドタバタしてしまった（3月8日は奇遇にも教養学部前期課程の
成績発表日）が、搭乗などはスムーズであった。（さらに二人ともAセメフル単であっ
た！！）ANAの方々、３回の飛行機輪行どれも丁寧に扱っていただきありがとうございま
した。
今度訪れるときは石垣を一周したうえに、竹富島にもぜひ立ち寄りたい。

68



69



2018.3.27
3年　今城雄太郎

　年末の帰省がてら「日本橋→大阪」のキャノンボールに挑戦しました。（実際は２４時間以内で
走るつもりは全く無く結果的に達成してしまったが。）　

　キャノンボールとは警察を散らしながら車で誰が一番アメリカ大陸を横断できるかを競ったアメ
リカのコメディ映画のタイトルからきたもので、東京（1号線起点）〜大阪（1号線終点）の 520〜
560km（ルートは自由、大阪〜東京も可)を休憩、信号待ち込みで 24時間以内に走り切るという
企画です。どこかが主催しているわけではないので、自分が好きなときにスタートしてよく、トラブル
の対処も自分で行います。また、達成したからといってなにもありません。（要するに 1から 10まで
全部自己完結）

　箱根を経由するルートがよく選ばれますが今回は東京〜沼津は国道２４６号で走り、沼津〜関
宿（三重）までは国道１号をメインに、ただし自転車通行禁止区間が多いため、並行して走っている
県道を利用しつつ走りました。関宿からは国道２５号線と国道１６３号線を使って三重を横切る、通
称伊賀越ルートを選択。総距離５２５ｋｍを２１．５時間で完走できました。（グロス平均約 24.4km/h、
平均時速 27.0km/h)

スタートはお昼すぎ。この時間に設定した理由は
• 27時間（グロス 20km/h）を目標にしており、実家についたら 17時ぐらいには寝るよう考え
ていた

• R246の下りは夕方非常に混雑する
• 秦野〜御殿場手前までは日が沈んでいないこと（このあたりが関東だと一番暗い）
• 三重の山道に入る頃には太陽が登っていること（このあたりが関西で一番暗い）。
• 交通量が日中は多く、夜間は明るい豊橋〜名古屋〜四日市を夜間に通過すること。
• 眠気に襲われる時間帯には太陽が出ていること（日が登ればが眠くならない）
• 朝に弱い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などが挙げられます。

参加した自転車のスペックは
• フレーム

BLUE AXINO SL（カーボン）
• コンポーネント

DURA ACE 9000
• ホイール

SHIMANO　RS010
• タイヤ

Continental Grand Prix 4000SⅡ
• サイクルコンピュータ

cateye strada smart

• その他
DH バー装備（腕を置く部分がバネで付いているのでヒルクライムポジションでも使えるやつ）
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フロントバッグ装備
フレームバッグ装備
apidura 装備
ボトル 750ml×２

キャノンボール達成者はみんなスペック書いてるのでまねしてみた。
自転車のスペックはいいですが当時の総走行距離は 29000km（フレーム、コンポ、ホイールすべて
初期のまま）。グラプリの評価がめちゃくちゃ高いですが、個人的な使用感としてはコンチネンタル
のタイヤはパンク、サイドカットしやすくおすすめしません。（この前なんか前輪なのに  1000km  いか
ないうちにサイドカットして処分したし）今回は新しいタイヤを購入、装着するのを忘れたので使い
ました。パンクしないか心配でしたが、今回は無事パンクせず完走できました。ちなみに個人的な
おすすめはミシュラン PRO4　ENDURANCEとか SCHWALBE DURANO(今初めて使っている
が、ヨーロッパの道路を 2000km 近く走ってもパンクなかった。前輪だけど。同じ道でグラプリは 3
回もパンクした。後輪だけど。）です。レースではないのでホイールもこれで十分。

サイコンは cateye strada smart。スマホでログを取りながら、速度や走行距離、現在の標高などを
表示してくれます。契約が切れて家に余っているスマホを機内モード＋wifiを offで使用すればか
なり長い時間ログをとれます。（iphone5sで家〜東京〜浜松までとれるくらい）　またこれの長所
は、ログを取れるサイコンの中で cateye strada smartは安い部類であり（サイコン自体がログをとっ
てるわけではなく、）、ボタン電池一個でサイコン自体は何十（百？）時間も機能するのでモバイル
バッテリーでスマホを充電しておけば給電しながら走れます。

　その他、DH バーは空気抵抗の面で有利なだけでなく、足に力が入りやすい、腕に体重を預けら
れるので楽、ポジションが一つ増えるので非常におすすめです。フロントバッグは、地図確認、連絡
用のスマホや補給を、フレームバッグにはモバイルバッテリー＋ログ用のスマホ＋工具類＋補給、
apiduraには上着や輪行セットなどを入れていました。ボトルは断然大きい方がいいです。柄にこだ
わらなければwiggleで数百円で売っています。

　参考程度に走行記録を載せておきます。自分の走行記録をここまで詳しく見ることはめったに
無いですが、前半は多少飛ばし気味であるものの後半で失速してないことがわかりました。疲れに
よる速度変化よりも、信号の有無による要因のほうが大きそうです。反省点として長時間ログを撮
り続けていたせいで、ファイルが大きくなってしまったせいか stravaにアップしたGPXファイルを見
てみると、ログ自体は２秒おきにとっていたはずなのに、８秒ごとに間引きされたファイルになってい
ました。そのせいで走行距離に誤差が生じていると思います。途中でサイコンが落ちて記録が消え
るリスクやデータの管理のしやすさから適当な区間でログをわけてとったほうがいいかもしれませ
ん。

stravaのページ:
• https://www.strava.com/activities/1333850340

ルートラボで作成したルート（キャノンボールする際はぜひどうぞ）：
• 前半（日本橋〜四日市市）：https://yahoo.jp/GPmkrm
• 後半（四日市〜大阪）：https://yahoo.jp/eMVGuE

ルート参考・詳細
• 日本橋〜名古屋、箱根超えルート（富士川以降今回のルートと一致）
２０１６年９月会報：http://www.teamnc.net/online-magazines/pdf/16_09

• 静岡自転車進入禁止情報
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/torikumi/anzen/jitensya/tsuukoukinshi/top.html
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都市名
川崎市 1 19.3
海老名市 2 25.8
秦野市 3 27.2
御殿場市 4 28.9
沼津市 5 31
静岡市清水区 6 28.4
静岡市駿河区 7 25.9
島田市 8 26.2
袋井市 9 26.1
浜松市西区 10 27
湖西市 11
豊川市 12 25
安城市 13 26.2
名古屋市 14 24.9
桑名市 15 23.9
四日市市 16 21.3
亀山市 17
伊賀市 18 22.6
京都府相楽郡 19 25.7
京都府相楽郡 20 25
大阪市旭区 21 21.4
大阪市北区 22(21.5) 19.5
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今回のルートについて少しだけ文章に残します。何度も走っているため、基本的に今回初めて通っ
た箇所がメインになります。上記のルートラボのマップをみながら読んでください。

1. 東京〜沼津
　今回は R15+R1の箱根経由ではなく、R246を選びました。ちょうど１週間前に沼津までラ
リプロの友達と旅行に自転車で行った時（もちろん自分以外は車）に沼津からしばらくの
間 R1は自動車専用ではないことを知り、また R246からR1に自転車進入禁止に引っか
かることなく乗り換えられることを知ったのですが、そうすると R1（新道ルート）より距離が
短く、しかも御殿場経由は疲れがたまらない+下りが走りやすい。三島の渋滞、信号を回避
できる。という超優秀なルートだったということに気づいたからでした。また、1R246はあざ
み野付近までは非常に信号が多く、しかも渋滞するため、スピードが出ない（実際二子玉
を抜けた時点で平均速度が２０ km/hを下回っていた）のですが、それ以降はかなり信号
が減り、厚木付近ではかなりスピードが出る（路面や風がいいのかな？）ためかなり稼げま
した。最初は平均速度が２０を下回っていたものの、R1に出た頃には平均時速３０ km/hに
なっており、富士川で橋を渡るあたりまでは平均時速 30km/hをキープできました。そのお
かげで、もしかしてキャノンボール達成できるんじゃないか？と思いましたが、どうせ磐田と
か浜松でやばい向かい風があるだろうと思っていたので、特に意識はしていませんでした。

2. 沼津〜浜松
　Ｒ２４６で沼津市内に入ったあとはそのままＲ１に接続するルートがあるのでそれを利用し、
Ｒ１に入って西に向かいます。東田子の浦周辺で自転車進入禁止になるので左折して並行
して走っている県道１６３号を走りました。ここから名古屋までは去年書いた記事とほぼ同じ
ルートを使いました。ただし、富士川をこえてから、由比までのルートは記事のルートより今
回利用したルートのほうが距離が短い＋信号が少ない（ただし踏切がある）＋道が単純で
おすすめなので stravaで確認するなどしてみてください）。

3. 浜松〜名古屋
浜松付近で、体の調子的に岡崎（３００ km 地点）まで休憩無しで行けるな。と思っていた

ところログをとっている携帯に充電器をつけるのが間に合わずが切れたので少し先にあっ
たコンビニで仕方なく休憩。モバイルバッテリーで充電したり、補給を購入したりました。ち
なみにいつもなら、間違いなくコスパの良いコッペパンやアメリカンドックを食べていたので
すが、「新幹線で帰省することを考えたら安いもんだ」と贅沢してマグロのたたきの巻きず
しや、焼き鳥などを購入。あとボトルに2コーラをつめて再スタート。ちなみにこの時キャノン
ボールを余裕で達成できるペースであることに気づきます。今回は潮見坂を通らず R301を
使うルートを選択。地図上では 1km ほど短いものの、初めての道というだけあって道を誤
り結局ロス。例の「cannon bowl」のところでR1に合流しました。信号が少なく、道が単純な
潮見坂経由をおすすめします。あとは R1沿いで名古屋。

4. 名古屋〜関宿
名古屋から四日市まではずっとＲ１なので青看板見ながら進んで行けば、何も考えなくて
大丈夫でした。（浜松〜四日市は 5回以上走ったことあるし）この道は交通量が多いのに
片側一車線で上りも下りも混んでいるのですが、（通勤時間帯は特に酷い）夜中ということ
もあり、車は皆無でした。四日市市街を抜けると、Ｒ１は右折するのでそこだけ注意が必要で
す。ちなみに立体交差する前の交差点でも交差直後右折でもどちらでもＲ１には入れます。
ここからＲ１の流れが一気に早くなるので注意しましょう。何も考えずに左端を走っていると
Ｒ１からそれてしまうので、それないように青看板に注意しつつ関宿まで走りました。
関宿からＲ１をそれて登りが始まるのと、ここからしばらくコンビニが存在しないためここ

で２回めの休憩をしました。気温はかなり低く、自分の服装と寒さから察するに０度以下で
した。コンビニでは（普段はあまり食べないけど）消化のいいバナナと寒いけど食べたかっ
たのでアイスクリームを食べ、おにぎりとパンをポケットとフロントバッグにいれ、コーラをボ
トルに詰めました。外が寒いためなかなかスタートする気になれませんでしたが、重い腰を
上げてスタート。ちなみに、コンビニ定員が関西弁になるのはこのあたりからです。

1 R246はアップダウンが多く、大和市あたりまでは陸橋を越えられないため、高速で下っても結局信号でストップし
なければならず、あまり好きではありませんでした。

2 コーラをドリンクにすると補給がのどを通らなくても走れるのでおすすめ。おいしいし。
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5. 関宿〜大阪
丁字路で左折し R1からＲ２５に入ります。曲がる前の最後のコンビニで休憩していたの

で、曲がるよう注意して走っていましたが、そこまで大きな交差点ではなく、しかも暗かった
ので気づかずに通りすぎてしまいました。コンビニから交差点の想定距離をすぎても曲がら
なかったのでスマホを見ると案の定通りすぎており、Ｕターン。無事Ｒ２５に入り、川に沿って
西に向かいます。

当初の予定では、静岡での強い向かい風を想定しており、また今回の目標は寝ないで
大阪まで走り切るということだったので、関宿に到着頃にはすでに日が昇っているという計
算のもと走っていましたが、当日は、まだ日は登っておらず、かなり道が暗く走りづらかった
です。
一旦小高い峠を越えて下ったところで、丁字路に出ます。ここからの道は２年前に１度、し
かもその時は連れがルートを確認していたためルートに自身がありません。しかも適当に
作ったルートは自動車専用の R25を通っている始末。そのため、この丁字路で少し時間を
費やしてしまいました。丁字路を左折したあとすぐ右折し自動車専用のＲ２５ではない方の
Ｒ２５に入るのが正解ですが丁字路を右折して柘植駅に向かってしまいルート確認を結構
したため 時間、距離をロスしてしまいました。そしてここからは途中Ｒ１６３に変わるものの
ずっと直進でよいのですが、もはや作成したルートは頼りにならず、道にも自身がなかった
ため、不安になったせいで巡航速度が落ちました。

Ｒ１６３に乗って基本的に直進し続けると、木津で直進不可能な丁字路にあたるので左折
し橋で木津川を越えたら、「木津」交差点で右折します。一旦Ｒ１６３からそれますが、市街を
抜けると再びＲ１６３に戻ります。最後の難所が清滝トンネルです。トンネル前後のルートが
ややこしいので事前にストリートビューで調べておいたほうがいいと思います。実際ここで
かなりロスしてしまいました。トンネルを出てからは下りになりますが、自転車はトンネルか
らずっと車道を走れないので、ブレーキを何度もかけながらゆっくり降りていく、かつ標識に
従いつつ、幹線道路に沿って下るようにしないといけないので稼げません。「中野ランプ
南」交差点からは車道を走れるようになるので、ここから R163に復帰します。しばらく道な
りで進むと、R1にぶつかるので（青看板でわかります）左折します。その後 R1に沿って右
折するとあとは一直線。ラストスパートでゴールです。（まあ実際は信号が一気に増えるの
でラストスパートなんてかけられんけど）

所感
　初めて東海道を走ったのが 1年生の年末（ちょうど 2年前）、その時は浜松の向かい風+予定
到着時刻に間に合わないために豊橋〜名古屋で輪行し完走はできず。しかもその時は、3日（冬
合宿が伊豆であったので自走はしたものの箱根は回避）。2年生の梅雨の時期は東京〜実家に
再び挑戦（ちなみに今の自転車を買って最初のラン）するも、長期のブランクと天候の都合により
途中輪行、なおこの時 1日開けて実家〜浜松を走った。秋には隊長と初級キャノンボール制覇（翌
日から 2日かけて名古屋〜箱根）。そしてその年末は東京〜実家（高槻）を初めて完走し（1泊 2
日で R421の滋賀経由・向かい風がきつかったｗ）、去年の 3 月には実家〜東京を 1泊 2泊で完
走、そして今回悲願のキャノンボールを達成しちゃいました。1年生の時にキャノンボールの存在を
はじめて知りました。550kmを 24時間ずっと平均 23km/hで走れば達成できるという不可能では
なさそうなスピードに、当時巡航 30km/hができなかった自分でもできるのではないかとい思い、い
つか達成したいなという気持ちが芽生えていました。、そしてそれは大学生の間の目標になってい
ました。これまで完走した時は後半、信号でのスタートで重いなと感じることがありましたが、今回
は一切感じることがないレベルに成長していました。
実家が大阪にあるため、わざわざ走りに行くというよりは、帰省ついでの運動かつ節約程度の気
持ちで何度も走れたことが今回の結果につながったと思います。
　今回少し追い風が吹いている時もあれば向かい風が吹いている時もありましたが、基本的に無
風（のぼり旗ははためいていなかった）でした。また、年末ということもあり渋滞もなかったおかげ
でストレスなく走ることができました。
　完走するにあたってやはりルートをどれだけ把握しているか、そしてどれだけそのルートに自身
を持って走っているかはかなりのアドバンテージだと改めて痛感しました。少しでもルートに不安
があると信号で確認したり、一度歩道に入って確認したりする必要があるし、そもそも不安がある
と力をかなりセーブしてしまい、思い切って走れなくなってしまうので巡航速度は落ち、ストレスも
たまります。ルートはそこまで複雑ではなく右左折が少ないので１度走って要所だけ頭に入れとけ
ばほとんど地図を見ないで走れると思います。今回はキャノンボールなので観光要素はありません
が、寄り道すれば由比の桜えびや、薩埵峠、静岡の抹茶アイス、浜松の餃子、名古屋飯、伊賀の堅
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焼き、そして最後に大阪飯。キャノンボールをチャレンジするしないにかかわらず、自転車乗りなら
東京大阪を結ぶこの歴史的なルートを一度は走ってみてはいかがですか？

P.S
表紙、タイトルのロゴはキャノンボールの名前の由来である映画のDVDの表紙を真似て作りま
した。（表紙に登場する人物はほぼ関係ありません。 ）まだ見たことないので一度見てみたい（画像
URL:https://www.amazon.com/CANNONBALL-RUN/dp/B00JBFIRUU/ref=pd_lpo_sbs_74_img_0/141-2699811-7389203?
_encoding=UTF8&psc=1&refRID=VXJQ4EV4N7C38A6C9JWE ) 

注意
　なかよしさいくるのランは一日あたり 60kmを目安に組んおり、それを 4時間
以上休憩をはさみながら走ります。決してこのようなランが行われているわけで
はないので安心して参加してください。
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福岡県の糸島を走ってきたおはなし 

ＮＣ１年  中村奈央

ＮＣ１年(新２年)の中村奈央です。ようやく気温が上がってきたので、そろそろ走ろうかな～と思ったら

春休みが終わろうとしていました。(つまりは走っていない) 

最近の会報のネタがなかったので、夏休みの記事です。合併号なのに記事がほぼないよりは、ましな

はず。 

ゆるポタを愛してやまないので、このライドも非常にゆるポタです。 

●ルート

距離  ５６．３ｋｍ 

３３７up 

スタート JR筑前前原駅

私は JR筑前前原まで輪行しましたが博多 

多駅から約 30㎞なので自走したい人は自 

走できなくもない。 

輪行の場合は 580円 38分です。 

出走は９時。この時すでに暑くて走りたくなさがMAXでした。夏は早く行動するに越したことはないです

ね。近年インスタ映えに力を入れているスポットが多い糸島なので、そこをメインに走るルートです。一

人でも全く問題なく走れるくらいのゆるゆるルートにもかかわらず、私は両親から自転車乗りたての幼

稚園生だと思われているのか知りませんが、父親と走ることに。 

ちなみに筑前前原駅ではレンタサイクルが近くにあるので、ロードを持って来なくても糸島近くに来たら

是非走ってみてください。 

(電動の小径車のみありました) 
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まずは九州大学伊都キャンパスに行きました。非常に広い、というか広すぎてどこが入り口なのかもよ

くわからない。立派な石碑はあるんですが、キャンパス…どこやん…草めっちゃ生えてるし… 

 ←わかりにくいですが、奥に見えるオレンジっぽい 

建物が校舎だと後にわかりました 

さまよっていたら九州大学伊都キャンパス行のバスを見つけたので、追走。そしてようやくたどり着きま

した。上の写真の九州大学の石碑の紛らわしさ。 

←迫力満点ですね 

余談ですが、父親の大学ということで寄り道しました。思いのほか大きいし、きれいで感動しました。調

べてみたところ、なんとこの九州大学伊都キャンパスは約 262 万平方メートルで日本１みたいですね。

(キャンパス単位においてのランキング)

東京ドーム約 57個分らしいけど、毎度のことよくわからないたとえ。 

もしお近くに来る機会がありましたら是非。 

気を取り直して次のインスタスポットに行くことに。 

道は非常にきれいで、交通量も少なめで信号もほぼないです。 
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ヤシの木のブランコ、女子が好きそうです。(適当)→

これ自体は「ざうお本店」というお店の外に設置されており、 

お店を利用しなくても写真を撮ったり、 

乗ることもできます。 

ざうお本店は海岸道路沿いにあるのでわかりやすい。 

←羽が描かれた壁ですね(適当) 

 実はここはローディーにも人気スポット。

某自転車競技漫画に羽が生えるクライ

マーがいるからでしょうか。

ちなみにこの写真を撮った時も、look 車

を愛用しているお姉さんがいらっしゃいま

し た 。場所は 「 PALM  BEACH THE 

GARDENS」というお店の下です。 

というかお店がこうやってインスタ映えスポットを人工的であれ作ることで、経済効果が得られるって

すごいと思いました。今年のなかよしさいくるの模擬店もインスタ映えスポットを作るしかない。 

人工的じゃない自然のスポットも行きました。→ 

二見ケ浦の夫婦岩です。 

夫婦円満や縁結びなどのご利益があるそうですが、 

父親ときている私には関係ないので、両親の円満でも 

祈りました。 

夕日の時がベストとのことでしたので次は夕日の時かな。 

近くに展望台もあります。 
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ここも今女の子に大人気のロンドンバスを改装して作られたジェラート屋さんですね。 

店員さん、すごく暑そう…。２階で食べることもできますが、１階の店員さんがあんなに暑そうなのに、

２階が涼しいわけがないので外のテラスで食べることに。 

きれいな海とジェラート、満点です。 

値段もそこまで高すぎることもなく、とてもおすすめです。 

味の種類もたくさんあるし、ぜひまた行きたいと思いました。 

「ロンドンバスカフェ」というお店です。 

ここまでのお店は全て海岸沿いにあるので、きれいな景色を眺めながらゆるポタしていれば到着しま

す。糸島素晴らしいです。 

食べたばかりですが、アイスは飲み物なのでお昼ご飯を食べることに。 

ここからすこし岬の「またいちの塩」に向かいます。そこまでアップダウンもなく、ずっと走りやすいです。 

ここのお目当ては塩プリンです。すごくおいしいらしい。アイスとプリンは全く別物なので。 

手作りで海水から塩を作っているところを見ることもでき、塩単体をお土産に買うこともできます。 

アクセスは良くないですが人が多かったです。

ここでお昼に手作りソーセージのホットドッグと手作りベーコンのハンバーガーを半分ずつ食べました。 
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お目当ての塩プリン。本当においしかった。これのためにもう一度ここに来たいほどでした。 

本当に、本当においしいです。 

あんまり走ってなかったけど、夏で汗だくだったのでほんのり塩味がおいしい。 

「またいちの塩 http://mataichi.info/」 

こんな感じで行きたいところも行ったので、 

あとはレンタサイクルを返すために筑前前原 

まで走るのみ。 

牡蠣が好きではないので行きませんでしたが、 

糸島といえば牡蠣小屋なのでお好きな方は 

牡蠣を食べることをお勧めします。 

そのほかの海鮮もおいしいらしい。 

道中はずっと海が見えてきれいです。 

 方向音痴の私でも迷わなかったので、き

っと大丈夫。 

  九州大学のサイクリング同好会の新歓ル 

ートになるのも納得の満足感でした。 

  ほぼ食べてばかりのゆるポタでしたが、ご 

興味がありましたら是非走ってみてくださ 

い。  

色々なところに自力で行けるように、走力つけなきゃな… 
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編集後記（と会報について） 

改めましてこんにちは！執行代（新２年）編集・Web担当の山口です。このたびはこの
会報の冊子を手に取って、あるいはサイトからアクセスしてここまで読んでいただきあり
がとうございます！！記事の内容はいかがでしたか？執筆者の個性・スタイルが記事か
らも伝わってくると思います（ゆるゆる走る人だったり、驚異的な脚力の持ち主だった
り…）。読んでいて「これってどういうことなんだろう？」「もっと知りたい！」という
ことなどがあれば、ぜひメンバーに声を掛けてください！ 

このサークルでは、こんな感じの会報をだいたい月１回位のペースで発行しています。
会報にはこれから行われるランの告知や終了したランの報告（といってもブログみたい
なノリです（笑））、そして個人的に行ってきたランの体験記などを掲載しています。こ
れを読んでいる新入生のみなさんも、晴れて正式に加入した暁にはどしどし記事を送って
ください！ 

過去の会報は、サークルのホームページ(http://www.teamnc.net/)から見ることができ
ます。毎月の行事の様子等を詳しく知りたい方は、是非バックナンバーにも目を通してく
ださい。なかよしさいくるの活動についてより具体的なイメージが持てるかと思います。 

QRコードはこちら： 

はい、そして今回の掲載記事を執筆された方ならびにこの会報の出版にご尽力いただ
いた方、お疲れ様でした。本当にありがとうございます。m(__)m 

記事募集から編集・執筆、印刷・製本に至る全てが本当にグダグダで申し訳ありません
でした。次月以降こそは気を引き締めて、作業の遅延を防止するための対策もしっかり行っ
てまともな時期に会報が出せるように頑張ります… 

なお、今号では駒代連載記事が内容的に沖縄合宿前/後ランのところに入っています。
また、ファイルサイズの関係で一部記事のレイアウトを変更させていただきました。ご
了承ください。
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