
 

Nakayoshi Cycle 
Newsletter 

January 2019 



 
 

 
 

 
 

 



2月定サイのお知らせ 

 

こんにちは。2月定サイ担当の NC1年、吉田です。 

例年 2月定サイは餃子ランと称し、その名の通り餃子を求めて宇都宮まで走るそうで 

ルートを作成するにあたり今年もその慣わしを踏襲させて頂きました。 

 

◆日程        2月 23日（土） 

 

◆集合        南栗橋駅 9時 30分 

 

◆解散        JR宇都宮駅 

また、前日 18時時点で翌日の降水確率が 50%を上回る場合ランは中止となります。 

その場合、担当はしぶしぶ電車で餃子を食しにいきます。 

 

◆ルート 

埼玉県久喜市南栗橋１丁目 ～国道４号線～田川 CR～栃木県宇都宮市駅前通り３丁目１ 

https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=7794fe6099bf8e32ac27d5fdce3b444b 

 

🥟候補(食べログ評価順) 

正嗣 (二強らしいです）  https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9000046/ 

宇都宮みんみん (同上)  https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9000045/ 

餃天堂  (もちもち)   https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9001001/ 

来らっせ (いろいろ)   https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9000221/ 

宇味家 (食材に拘り)   https://tabelog.com/tochigi/A0901/A090101/9002961/ 

 

◆参加表明 

以下のフォームからお願い致します。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3nQwZuKYCFrWdBUqOg6eQ5skLpAb6K

X9QWp6l10we_8ftpg/viewform 

 

◆締切         2月 22日（金）22時 

 

 

皆様のご参加を心よりお待ちしております。 
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12 月定サイ報告 

1年 渡部匠 

 

1. 参加者 (敬称略) 

1 年:青木、田中、富田、西村、渡部 

3 年:永岩 

 

2. コース 

[本来のコース] 

https://yahoo.jp/sMU2mm 

金沢八景駅 集合→横須賀→浦賀→城ヶ島→逗子 解散 

[実際に走ったコース] 

https://yahoo.jp/Qc91wv 

金沢八景駅 集合→横須賀→鎌倉→横浜→二子玉川 解散 

 

3. 詳細 

12 月定サイを担当させていただいた NC 1 年の渡部匠です。今回のコースは予定

していたコースをほとんど走れませんでした。そもそも自分が最初に作ったコースは秩

父を走るコースだったのですが、下見をした所当日凍結する危険があるとのことでボツ

になりました。そこで時間が無かったため 2 年前のコースをそのまま採用させてもらい

ました。すみません。そちらも下見に行き実際楽しいコースだったのですが、当日午後

から雨が降る予定だった上、東京で初霜が観測される様な日だったので急遽コースを変

更しました。結果としてこれが大正解でした。 

当日の寒さにより参加者は多少減りましたが、それでも 6 人集まって下さりまし

た。ありがとうございます。集まった上でコースの変更を決めました。当初の予定では

午前中に観光名所が無いため、早めに鎌倉に行く作戦です。まずは横須賀に向かいまし

た。戦艦三笠の前で写真撮影。西村から戦艦について色々と教えてもらいました。とこ

ろで思ったスケールの 2/3 だったのは僕だけでしょうか？ 

その後三浦半島を横断してショートカット、鎌倉に行きました。突然激坂が現れた

りして楽しかったです。 

鎌倉に着。ここまで雨は降っていませんでした。午後は雨が降るので鎌倉で観光し

て解散する予定でした。そこで自転車を駐輪場に停めに行くと雨が降り出す。自転車が

雨ざらしになったのでテンション下がりました…。 

https://yahoo.jp/sMU2mm
https://yahoo.jp/Qc91wv


 

 

[三笠での記念写真。近くの人に撮ってもらったら、撮り方がプロでした。] 

[鎌倉で食べた海鮮丼。お腹減っていたので一層美味しかったです。] 

 

まずはお腹を満たすためにお昼ご飯を。やはり海鮮を食べたかったので、海鮮丼を

食べに行きました。お金が無かったので安さを取りました。はい。なかなか出てこなか

ったのですが、結果的にこれがよく一番雨が降っている時を回避できました。出てきた

海鮮丼も美味しかったので満足です。 

その後は鎌倉で食べ歩きを少し、お餅や団子を食べました。永岩さんが女子力()を

本領発揮していただいたおかげで美味しいものがたくさん食べられて、1 年生一同感謝

しています。ありがとうございます。一つ、美味しそうなケーキ屋さんが席が無くて入

れなかったのでまた行きたいです。 

 



[団子を手に入れ喜ぶ永岩さん] 

[めっちゃめっちゃ美味しいフレンチトースト] 

 

  その後道を歩いていると、美味しそうなフレンチトーストのお店が。 

 

「なんかここのお店美味しそうじゃない？」 

「え、美味しそう♡」 

「行く？」 

「行こう。」 

 

割といい時間だったのですが、“これで終わり”と決めていざ入店。感じたものは「圧

倒的女子力」と「圧倒的場違い感」。メニューを見るといいお値段、(お昼ご飯よりも高い

…)。一枚か二枚かで悩む一同、お互いどうするのかを探りながら時間が経過した時衝撃

の一言が、 

 

新駒代「二枚にして増える値段って、ゆうて帰りの電車賃より安くね？」 

1 女「あ！確かに！」 

確かにじゃねぇよ 

1 男「二枚にするために自走するか！」 

一同「よし！決定！」 

 

ということで、フレンチトーストを二枚食べるために自走して帰ることが決定()。

今後が心配です。尚、出てきたフレンチトーストはとてもとても美味しかったです。

LONCAFE、鎌倉に行ったときにはオススメです。(中目黒にもあるらしいです) 

お店を出ると「自走して帰る必要がある」ので、皆でひたすら帰りました。実はこ

こまで 30km も走ってなかったので丁度良かったです。ほとんどの人は二子玉川まで一緒

だったのでそこをゴールとしました。50km ほどの工程が数行で終わっていますが、走った

だけなので残念ながら特に報告することはありません。一回流れ星が見えたそうです。それ

もはっきりと。あと横浜、みなとみらいのイルミネーションはとても綺麗でした。 

 

4. 反省 

 信号での二段階右折の仕方を正しく理解していなかった。 (安全第一で余計に

止まったので危険なことは無かったのですが、時間のロスにはなりました。) 

 2 車線道路で、自動車用に直進と左折にレーンがわかれていた場合、自転車は

どちらに行けばいいのか？ 法律としては左に居続けるのが正しいとのこと

ですが、危険を感じました。一度 NC で話し合われたそうですが、駒代が変わ



った今もう一度話してもいいと思います。 

 結果的には雨の中走ることもなく、コースを迷ったり路面が荒れていること

も無かったのですが、直前にコースを変更したのは避けたかったです。 

 

5. 最後に 

今回 12 月定サイを担当していただきました。二回も行った下見の意味がなくなっ

たのは辛いですが、結果として観光もでき自転車も乗れて最高でした。心配していた雨

もお店で回避でき、また風が無かったためそんなに寒くなく本当によかったです。 

しかし、そこに至るまでは先輩方にご迷惑をおかけしました。先輩方が個人的に連

絡を取ってくださり、アドバイスをしていただいたのには助かりました。この場を借り

てお礼申し上げます。ありがとうございます。 

特に前駒代の岡さんには下見やコース作成の時からお世話になりました。お忙し

い中ありがとうございました。また、当日参加していただいた永岩さんには随所で貴重

なご意見をいただきました。ありがとうございました。 

以上長文を読んで下さりありがとうございます。 
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1.概要 

日時: 2018年 12月 1日(土) 19時ちょうど～同 12月 2日(日)17時 23分 

走行距離: 524.5 km 

走行時間: 22時間 23分 

グロス平均速度: 23.4 km/h 

ネット平均速度: 27.1 km/h 

 

 

 

 

 

 

2.コース選択 

日本橋―<R1>→藤沢 

藤沢―<藤沢バイパス(R1)>→小田原 

1201東海道西向きキャノンボール体験記 

2018.12.22 

17 小堀 航己 



小田原―<箱根旧道>→元箱根 

関(三重県)―<R25&R163>→大阪市(R1復帰) 

 

3.決行前日～出発 

 しゅう(就職・修士課程)活が本格化し始める中、アルバイトやらコンディショニングやら買い物の品定

めやらにとにかくリソースが向いてしまうレースから手を引かざるを得なくなってきたわけだが、これ

で大人しくなり始めた今がまさに自分の学生時代の残り期間で最強のときだろう、あとは衰えるだけだ

という考えから、今月のどこかのタイミングで攻めてやろうとたくらんでいたが、天気予報と後述する

ノリによりこの日になった。 

 

3.1 きっかけ=ノリ 

 さて、どういうノリかというと、某・空色の鳥(SNS)にて、15 のルイさんが東京発でキャノンボー

ルに挑戦しようとしていることをこの週の木曜日に知ったのだが、これに便乗した、という形である。

彼が 29日(金)の晩に東京を発つことを知っていたので、日本橋まで見送りに行った。その後帰宅して

寝るまでは特段衝動などはなかったのであるが、翌日目が覚めて気がついたら向かい風で悲惨な目に

遭う可能性の高い浜松や磐田の天気予報をワンチャン狙いでチェックしていた。完全に衝動に支配さ

れていたと言って差し支えない。そしてそのあたりを朝に吹くのは東風=追い風！これは夜に出発すべ

きだと思い、早速緊急カーボローディング(というか普通のドカ食い)を済ませ、最寄りのスーパーに補

給を買いに向かう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 当日の準備 

この時季からは 7 m/s程度の

西風が当たり前になる中、こ

の日は絶好のキャノボ日和

だった。 



 17時出発を目標に、今回もまた(前回については http://teamnc.net/online-magazines/pdf/18_11.pdf

参照)コンビニに寄らずに済むように補給を買い込む。うろ覚えだが、 

 

⚫ ミニあんぱん 6個入り 

⚫ ミニクリームパン 6個入り 

⚫ ミニチョコパン 6個入り 

⚫ 12枚入りクッキー 

⚫ 高カロリークッキー4本 

⚫ フルーツグラノーラ 700 g 

⚫ ようかん 4×58 g 

 

を買い、フロントバッグやポケットに突っ込んだと思う。ちなみに、他にはウォーターボトル 1 本・

BCAA 4×3000 mg・ワセリンを用意して少しだけ眠ろうとした。スタートを遅らせた方が風向きにお

いて有利になることが予報から分かったからである。が、翌々日は月曜であり、午前から学校に行かな

ければならない。よって、日曜の終電は外せないし、それどころかさっさと寝なければならない。よっ

て、早く出発すべきであった。そこで、眠るのをあきらめて 18時ごろに家を出た。なお、装備に関し

ては前回とほぼ同じである。 

 

4.チャレンジ 

4.0 アプローチ 

家を出るとき、未明に家を出た大阪発のときとは異なり、家族が起きており、見送ってもらった。脚

の状態が疲労の抜けたベストコンディションではないことを察しながら日本橋を目指していたところ、

1シーズンぶりに穿くビブタイツとお尻とサドルが絶望的に合わないことを察知、一旦帰ってビブショ

ーツ+陸上競技用のロングタイツに穿き替える。公道で飛ばすのを我慢するのは苦手だがグッとこらえ

http://teamnc.net/online-magazines/pdf/18_11.pdf
http://teamnc.net/online-magazines/pdf/18_11.pdf


て日本橋まで。18:45くらいに到着。 

 

4.1 日本橋～箱根のふもと 

 用を足し、ポケットにパンを詰め、お決まりの道路元標前で

の撮影を済ませ、目の前の信号が青になった瞬間に日本橋の南

西側のたもとをスタート、時にちょうど 19:00だった。基本が

大事だ、登り、向かい風、スピードを出すべきところではペダ

ルに乗って体重を真下に落とし使う筋力を抑えて、ゴールまで

とにかく小さくなって空気抵抗を削減、赤信号やその気配を感

じたらスピードを落として青になった瞬間にある程度のスピ

ードを残して停止線手前にいられるようにアプローチ、…と、

頭の中で最終(？) チェックを進める。 

 もう一日休日の控えている夜で浮かれている人が多かった

のだろうか、自由めの運転をする自動車が多くて若干閉口しな

がらも、箱根を意識して少し抑えながらも箱根峠まででグロス

25 km/hになるようにと積極的に踏んでいく。戸塚でまたして

も迷子になった。あのアンダーパスの自転車通行禁止は解除されるべき。ところで、R134を使わずに

自転車通行可かつ超高速区間があったからといって R1の藤沢バイパスを使ったが、その後直ちにそれ

が誤りだったと判明した。信号が多くてげんなりした。 

 小田原を過ぎて登り始めると、いよいよ本ラン最大の難所・箱根の正面突破が始まる。 

 

4.2 箱根のふもと～静岡 

箱根のふもとにある三枚橋交差点では左折、箱根旧道を選

択。箱根旧道とは、10.9 km で獲得+717 m・標高差 706 mと

いう、これを見るだけで経験によって大人しく見えるかヤバ

く見えるか分かれそうな(箱根旧道はヤバい方である、獲得

標高≠標高差の登りでは下りや平坦が混ざっていて斜度の

分布が広きにわたってしまい、エグい登りの波状攻撃に遭う

ことが多い。) 道である。興味があればググってみてくださ

い。我ながら漢ルートだと思う。5週間前に東向きをやって

下った時には、登ってくる人を見てバケモノかなと思ったも

のだが、気がついたら 5 kmと獲得標高 100 mほどを削減で

きるということで自分も登っていた。漢の器などないのに登

りに自信をもっていて漢ルートを選択するという背伸びを

したせいでこのあとの 400 km余りをその疲労を抱えたまま

走ることとなる。数字に目を光らせるのも大切だが、自分の

器量を見極めることはもっと大切らしい。 

登りきって R1に合流し、R1での箱根越えや R246を選択

箱根旧道、あるいは、箱根七曲こと

箱根十二曲。名前詐欺が酷い。 



する場合に対する獲得標高や距離の面での

アドバンテージを享受したあとは、間に合

わなくなったり冷えたりするのが怖いので

元箱根のコンビニをスルーし、ダウンヒル

へ。東海道を東向きに走るときには、キャノ

ンボールに限らず、「箱根を越えれば実質ゴ

ール」と言われることがある。ということは、

今回のキャノンボールではここが実質スタ

ート、ということになる。蓋を開けてみると

そんなことを思っていられるのもわずか数

十キロであり、そのあとはひたすら潰れた

状態で走り続けることになるのであるが。

さて、登坂ありダウンヒルなしのここまで

でグロス 24.5 km/hくらいだったと思う。

上出来。ダウンヒルもダウンヒルで、公道

TTをする身としては手が抜けない。サーキ

ット仕込みの水たまり程度に浅い経験を活

かしてコーナーをこなし、姿勢を小さくして下る。伊

達にちびっことして生きていないのでダウンヒルで

の空気抵抗とはあまり縁がなく、下りは漕がずとも安

全にコントロールできる限界が近づくレベルの速度

に達する。道は電灯で照らされているので、昼間と大

して変わらぬ感覚で下れる。 

その後は大通りになったり迂回したり 2 車線の県

道になったりする中を信号の様子を伺いつつただた

だ走る。その間、特に信号ストップのない千本松を走

っているとき、股間(局部ではない)が痛くなってきて

しまい、ワセリンを塗り直すための休憩場所を探す。

静岡駅を越えた先、188 km ほどのところにイオンが

見つかったので、そこのトイレを利用した。ついでに

信号待ちで食べるだけでは足りなかった分を飲み食

いして再出発。 

 

4.3 静岡～名古屋 

新富士駅近辺で SNSによる道中報告のため

撮影。スタート地点から 151 km程度。早速

疲労でまともに踏めなくなっていた。 



 休んでも大してメリットがなくて白けたが、そのまま白けている場合ではないので頑張る。箱根の疲

れが効いてくる。掛川(220 km程度)あたりですでに身体というか、脚が言うことを聞かなくなってく

る。とはいえ、その時点ではちゃんと 25 km/hを超えるペースだったのでメンタルの健康状態はいた

って良好であった。浜松を過ぎてすぐの弁天島の駅(たしか 273 kmくらい)でまとまった補給を取るま

でひた走る。弁天島駅には 10時間 50分くらいで到着したと記憶している。ペースダウンがこのあた

りから顕著になってくる。 

 そのペースダウンが想定していた以上に激しく、豊橋～岡崎間(290～340 km程度) ではわずかな上

りと向かい風も相まって速度が伸びず、もしやもはやこれまでかと自分を疑いながらとりあえずクラ

ンクを回す状態であった。ハンガーノックの足音も聞こえつつあったので、320 km地点あたりで補給

を摂りなおしながら気持ちを切り替えた。その後ほどなくしてタイムリーにも風向きと勾配の両方が

逆転し、名古屋市に入るころにはすっかり精神も一応持ち直した。案内板の「名古屋」は 365 km地点

(といっても自動車とはコースがところどころ異なるので今回は 367 km程度)であるが、今回はその通

過を 15時間以内に終えたいと思っていた。初級キャノンボール equivalent(【ゆる募】対応する素敵な

日本語)が 14 時間台だったらかっこいいという考えだけから。しかしこれは成し得ず、15 時間 10 分

を要してしまった。悔しい。 

 

4.4 名古屋～伊賀 

 日中ということで道路が混んでくるが、もはやゴールまであと 150 km程度。頑張る。運が良かった

のか、はたまた夕方にこのエリアを通過した前回の東向きとは異なり午前～13 時ごろにこのエリアを



通過したからなのか、界隈で警戒されがちな(当

該地域出身のみなさんすみません)危険運転に

は遭わず、ヒヤリハットも特になかった。 

 400 km 地点を過ぎたあたりでは亀山バイパ

スを使用、登り基調ではあるが信号が少なく、

また路側帯が必要十分な程度あり、自動車に気

を遣わずに走れた。しかし、前節の 300 km地

点～410 km あたりのキロ程標の数字の増え方

がまあ遅かった…少なくとも主観的にあんな

に遅く感じられたことも中々ない。 

 その後は R1 を外れ、R25 に入っての伊賀越

え。21時間台での到着を目指していたが、獲得

標高が 700 m程度であるということで、疲労も

重なり速度が落ちがちになり現実味が薄れ始

め、焦る。 

 

4.5 伊賀～梅田新道 

 そうこうしているうちに登り基調の区間が終わり下り基調に。と、ここで金属片を踏んでパンク。22

時間台入り確定！つらい！(おこがましい) 

 まーあと 70 kmらしいし、走っておくか、ということで残りを消化。ラストスパートである。道の

駅いがにて少し休んでいると、競輪選手かと声をかけられる。定番のニアミスである。彼らみたいに学

校で鍛えられて免許を持っていたりするわけじゃないんですよね…彼らに間違えられるのはそういう

意味では光栄である。 

 その後は神風にあやかって爆走(cf. 暴走)。出力値サゲサゲなのに風が止まないので京都府に入るあ

たりまでひたすら高速巡行。 

 R163に乗り換える頃には、残りは 35 km程度まで縮まっていた。そこには夕方の渋滞と 4連丘越え

など、間もなくゴールであるという安堵を許

さない環境があった。この頃には、後に残るレ

ベルではないが膝もそこそこ痛みだしており、

脚が言うことを聞かないどころかわがままま

で言い出す状態。事故ったり怪我をしたりす

れば元も子もなくなるので、なけなしの体力

で丁寧に走る。それでもヒヤリハットはやは

りなく、最後までつきまとったややこしい迂

回も難なくこなせたので、いっぱいいっぱい

にならずにすんでいたのだと思う。しかしラ

ストの下りで一時停止やら迂回やらボコボコ

の歩道やらをこなさせられるのは少し気が滅



入った。動かない脚で稼いだ位置エネルギーを返せ。 

 暗くなってくる中ダラダラサイクリング(本人は必死)をしていると R1に合流したので、そこからは

最後の力を振り絞り目の前の青信号を一つでも多く越えようとペダルを踏み倒しゴール。前回のゴー

ルで感じたほどの悔しさはなかった。むしろ、事故も怪我もなく完走できてほっとした。前回より 30

分早く到着できたのと、かつての自己評価ほど自分が大したことないとわかっていたのが大きかった

と思う。 

 

4.Ex “クリア後の世界“ 

 梅田新道道路元標の前でポーズをとって観光客にでも写真を撮ってもらおうと思ったが、通る人が

みなせわしなさそうだったので断念。日曜の夜で、翌日からみんな忙しいはずだし仕方ない。失意(要

出典)の自撮り。チケットショップで新幹線の東京までの切符を買い帰宅。東向きのときと異なり、最

大の難所・箱根を早々に越えてその疲労を抱えて走る分、最終的な疲労は激しかった。歩くのが苦痛で

あった。電車通学が大嫌いであるにもかかわらず翌日の電車登校を考えたり、学校で備品の車いすを使

わせてもらおうと思ったりする程度には。 

 東京駅から自宅までは自走したが、東向きの際の日本橋からの自走とコースは変わらないのに脚が

動かなさ過ぎて、前回より数段しんどい帰り道であった。よく眠れた。翌日は依然として動かない脚に

鞭を打ち、ケロッと(要出典)した顔で偉そうに学部生の実験の解説やアドバイスにあたっていた。たぶ

ん何ら粗相はやらかさずに耐えた。 

 

 

5.反省と展望 

 色々考えると、反省点は７つほど思いつく。以下、それらについて。 

今回は平坦路に重きを置いて、ミッドコンパクトクランク(52/36)に対してスプロケット構成を 11-

25(11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25)にした。箱根旧道を乗り越えるためだけに 11-28(11-12-13-14-

15-17-19-21-23-25-28)にするのは勿体なく、それよりも平地巡行でケイデンスを保って効率よく走る方



が賢明だと感じたからである。しかし、ペダリングがうまければ巡行に使うギアが少なくても、高ケイデ

ンスでしっかり踏む技術で補えるはずである。売り手はワイドレシオのスプロケットについて「幅広い

勾配や用途に対応しており初心者向けだ。」とよく言うけれど、実際のところは急勾配をたくさん攻め、

平坦では持ち前のペダリングスキルを活かすことのできる上級者が使ってこそ、ワイドレシオのスプロ

ケットが光るのではないか、と思った次第である。何が言いたいかというとつまり 11-28 のスプロケで

どこでも走れるようにペダリング鍛えますということです() 

 また、お尻、もとい股間の痛みに関してだが、レース用の硬めのサドルを使ったのは賢明ではなかった

かもしれない。硬いサドルは変形しにくい分ペダリングに使った力がサドルに吸収されにくいという利

点がある反面、やはり痛くなるのが早く、柔らかいサドルを使えば休憩回数が減らせるかもしれない。本

気で長距離を速く走ることを追求するなら、このトレードオフについても最適解を見つけなければなら

ないと感じた。 

 ほかにある反省点としては、発進加速および箱根までのアプローチで脚を使いすぎたというものがあ

る。抑えたつもりではあるが、必要以上に抑えるつもりでいかなければならないし、そのつもりでいって

なお踏みすぎになってしまうようだった。厄介である。 

 出発時刻に関しては風(と日曜の夜にちゃんと帰ること)だけを考慮した結果決まったが、この時間が

結局丁度よかったかもしれない。というのも、危険であると言われがちな(再びすみません)名古屋とその

近辺を午前中に通過できたからである。夜中の通過は交通量が少なくなる半面、大胆な車の運転をする

人や大通りの信号のない部分を横断する歩行者などが多くなることが考えられるので、実は名古屋を通

るのは午前中がベストかもしれない。 

 次にフォームであるが、肩を低くして、なるべく上体を水平に近づけて、ときに背中の頂点より首元の

方が低くなる程度に小さくなることで空気抵抗を低減するように日頃から努めているが、これは間違い

なく功を奏したと思う。僕のように走力にあまり自信のない人がキャノンボールのような平地ゲームに

挑む際は、低い姿勢で長時間走る能力は大きな支えになるし、また必須であるように思える。 

 また、走った後に知ったことであるが、最新のキャノンボール研究では、補給のペースを x kcal/h(だ

いたい 200≦x≦300)と決めておいて、それに基づいて補給を行うとよいと言われている。出走の 2日～

数時間前には栄養を身体に詰め込み、その栄養で序盤を走ることになるかとは思うが、それが切れるで

あろう百数十キロ地点から先ではこのような補給のペーシングも大切なのかもしれない。今回ハンガー

ノック未遂をやらかしてしまったし…。 

 反省としてはなんと言っても、走力が自分の思っているほどにはなかったことを思い知らされた。21

時間台でキャノンボールを終えてしまう人が珍しくないようであり、自分もその中に入りたいと思った

が、今回仮にパンクがなかったとしても22時間を切ることはできていなかったように思う。といっても、

これほどまでに長いスパンでのライドの力をつけるのは難しいと思われる。このような長距離を速く走

るには、やはりより効率的なペダリングを習得することが一番の近道なのかもしれない。 

 さて、元祖キャノンボールは双方向達成したということで、以上の反省を生かしながら、また暖かくな

って東北が走りやすくなって、就職活動が終わって、修士論文のための実験/測定データがそろったら(来

年そんな余裕が果たしてあるだろうか、あったらいいな)、例によって天気予報とにらめっこしながら日

付と方向を決め、今度は是非とも国道 4号(738 km)のキャノンボールをやってみたい。24時間以内に走

破するのは不可能なので、あと数時間がかりで。 



駒代連載第⼀回 

12 ⽉定サイ 下⾒の記録 
1年 ⻘⽊ 慧 

 

 
 
 お待たせしました、駒代連載第⼀号です。今回は、12 ⽉ 2 ⽇に渡部と 2 ⼈
で⾏ってきた 12 ⽉定サイの下⾒の記録です。 
 

0. よくあるご質問 

Q: 12 ⽉定サイは三浦半島だっただろ！刈場坂峠ってどこだよ！ 
A: その通りです。刈場坂峠は埼⽟県にあります。 
Q: 私、12 ⽉定サイの下⾒に⾏ったんですけど、⻘⽊くん来てました？ 
A: 12 ⽉定サイの下⾒は 2 回開催されました。これは 1 回⽬の記録です。 
Q: 定サイと関係ないところを⾛っただけならただの個⼈ランでは？ 
A: その通りです。 



駒代連載第⼀回 

1. ルート選定、計画 

駒場祭前の定例会で、12 ⽉定サイについて早めに計画しておいたほうがいい
という話になり、最近定サイの⾏き先になっていなかった埼⽟⽅⾯が選ばれま
した。そこで⾼校時代からたびたび埼⽟を訪れていたという渡部に担当をお願
いし、ルート選定を⼀任することにしました。僕も要望を出し、「平地だけで
もつまらないので多少アップダウンのあるコースがいい」「⼭がキツすぎるの
は⾟いので秩⽗までは⾏かないでほしい」と⾔っておきました。その結果提案
されたコースは以下の通りです。 

正丸駅〜刈場坂峠(7.5%, 6km)〜定峰峠〜⼩川町駅 

何を思ったか、渡部はランの開幕に峠越えを組み込んだ極めて挑戦的なコー
スを提案してきたのです。その豪胆さにドン引きしながらも、僕はルートラボ
で刈場坂峠の部分を再三に渡ってなぞるなどのイメージトレーニングを重ね、
正丸駅などという⼭奥では決して⼿に⼊らないような飲み物や⾷べ物を買い込
んで⻄武線に乗り込みました。 
 

2. 刈場坂峠まで 

←正丸駅前の売店。この写真を
撮った時はまだ下⾒気分でし
た。 
 
 
 
 
 
 

2 ⼈は正丸駅に時刻通り集合し、輪⾏解除スペースや駅前の売店の品揃えなど
を確認しました。埼⽟の⼭の中ということもあり、気温もかなり冷え込んでい
ましたが、登れば暖かくなるだろうと考え、すぐに出発します。駅を出て国道
299 号を秩⽗⽅⾯に向かうとすぐに旧正丸峠への分岐があり、そちらへ少し進



駒代連載第⼀回 

むと刈場坂峠に通じる林道が分岐し、登りが始まります。序盤は 10%程度の勾
配で、僕が⻤の形相でのんびり登っている横を、速そうな⼈がかなりのスピー
ドで抜かして⾏きます。この峠はキツめの坂と緩い坂が交互にやってくるタイ
プで、途中で⾜をゆるめながらじわじわと登って⾏くことができました。寒く
なってきて路⾯凍結の恐れがあると考えたのですが、この⽇は幸い路⾯状態は
良好でした。勾配がキツくなってきて僕が⽂句を垂れると、渡部が「キツい坂
はこれが最後だよ」などと励ましの⾔葉をかけてくれます。「最後のキツい
坂」を 4 つほど越えると勾配が緩み、刈場坂峠の頂上に到着しました。 

 
 
頂上は開けていて、眼下を広く⾒渡せる景⾊のいい場所になっていました。

⼤きめの駐⾞場が設けられていて、移動販売⾞でコーヒーが売られていたの
で、それを買って⼀服しようと⾞のおじさんに話しかけます。 
「ホットコーヒーを 2 つください。」 
「はい。」 
「再来週に⾃転⾞でまた来ようと思っているんですけど、この辺りの路⾯っ

て凍ったりしますか？」 
「来週か再来週には凍ってるだろうね。」 

 

12 ⽉定サイの下⾒、終了− 



駒代連載第⼀回 

3. 楽しい個⼈ランの記録 

路⾯が凍っていては危険すぎて定サイのコースには採⽤できません。この時
点で僕たちの下⾒は事実上終わりました。ここからは渡部と 2 ⼈での個⼈ラン
の記録です。 
刈場坂峠からは尾根筋をたどる奥武蔵グリーンラインを進み、⼤野峠、⽩⽯

峠などを短いアップダウンで越えて定峰峠へと向かいます。暴⾛族対策のため
か、路⾯に⼈⼯的な凹凸が作られており、スピードを出してのダウンヒルはか
なり危険だと感じました。定峰峠から⼩川町⽅⾯へと下り、ほぼ下り切った地
点で彩の国ふれあい牧場への分岐にさしかかりました。ここから牧場までは平
均 10%の坂が 4km 続く道のりで、事前に渡部から提案されたものの、僕は⼀
笑に付していました。ところが案外早く予定コースのほとんどを消化してしま
ったこともあり、渡部に強く説得されてしぶしぶ牧場に向かうことになりま
す。 
激坂を登りきった先には、かわいい動物たちと刈場坂峠を超える絶景が待っ

ていました。 



駒代連載第⼀回 

ちょうどお昼時だったのでここで昼⾷を済ませ、1 時間ほど動物と触れ合って
から牧場を後にしました。 
分岐点まで下ってから⼩川町⽅⾯へ進むと、和紙の⾥という道の駅がありま

した。暇な我々は当然⽴ち寄ります。 
道の駅の裏には⽴派な⽇本庭

園があり、紅葉が美しかった
ので幾つか写真を撮りまし
た。 
焼き⿃を買って⾷べていると

地元のおばちゃんらしき⽅に
話しかけられ、⾃転⾞で峠を
越えてきたことを告げると驚
いた様⼦でした。まだまだ⾃
転⾞はマイナーな趣味という
ことなのでしょうか。なお、
そのおばちゃんは僕たちのこ
とを中学⽣だと思っていたそ
うです。まだ若く⾒られて嬉
しい歳ではないのですが… 
 
 

道の駅から⼩川町駅までは 7~8km 程度と近く、時刻もまだ 3 時ごろだったた
め、⾏程を 30km ほど延⻑して川越まで向かうことにして先を急ぎます。何度
か道に迷いながらも⾛り続け、17 時ごろに川越に到着しましたが、この時期で
はすでに⽇は暮れ、真っ暗に。適当におしゃれなカフェなんかに⼊って休憩し
ようかと思っていたのですが、ほとんど店は開いていませんでした。川越まで
来て何もせずに帰るのもどうかと思い、真っ暗な中で時の鐘を訪れ、写ってい
るかどうかわからないような記念写真を数枚撮り、かろうじて開いていたお店
で芋を蒸した和菓⼦を買って⾷べ、本川越駅で解散したのでした。 
 
 
 



駒代連載第⼀回 

4. ルート情報 

 
距離：76.2km 
獲得標⾼:1140m 
⾛⾏時間:4 時間 48 分 
 
12 ⽉定サイのルートとしてはボツになったこのコースですが、⾛っていて楽
しいポイントも多かったので、僕の担当する定サイのコースに流⽤するかも
しれません。ご期待ください。 



駒場祭備忘録~なんとなく駒場祭責任者になった話~ 

1年 西村俊祐 

1. はじめに 

 駒場祭は毎年 11 月に開催される東京大学の学祭の一つである。1 年生の私からみると、

五月祭はクラスが、駒場祭はサークルがメインとなって模擬店を開いているように思われ

る。我々なかよしさいくるも例に漏れず模擬店を開き、売上を資金源せんとするのであ

る。幸いにも当サークルは売る物品、価格、作り方等は決まっているので困難は少ないと

思われる。 

 以下に参考になる資料を挙げる。駒場祭責任者となった者は参照されたい。 

1. 駒場祭 報告,佐藤瞭,17 年 12 月会報,pp.8-10, http://www.teamnc.net/online-

magazines/pdf/17_12.pdf 

2. 駒場祭会計報告,谷岡良紀,19 年 1 月会報(本稿の後) 

2. 本題(Tips として使ってください) 

 谷岡君の会計報告にもあるように、今年度の変更点は青のりをかけたことである(もはや

変更点は無い)。いくら駒場最安1だからといえど、肉ともやしだけの焼きそばでは印象が

悪い。青のりは差し色として印象を改善したのであった。 

 まず事前準備についてであるが、駒場祭委員会のシステムは案内に従ってほしい。シフ

ト調査は Google Form を用いて行った。シフトは入れる時間が少ない人から順番に詰めて

いくと良い感じになる。 

 昨年の駒場祭報告(参考文献 1)を過信していた私は、試作会も実施せず当日を迎えよう

としていた。そのため、いくつか急にそろえねばならなかったもの、あるものでなんとか

したがあればよかったものがあった。以下に紹介する。 

・ 消毒液の保管、使用に使う霧吹き(駒場祭委員から消毒液を受け取れる。食品を扱

うため必須である。) 

・ ボウルあるいはバット(焼きあがった焼きそばの一時保管に使う。) 

・ キッチンペーパー(正直一番役に立った。何かと使えるので非常に良い。) 

・ ウェットティッシュ(なぜか消毒液と一緒に駒場祭委員が毎日くれる。もらってお

こう。余ったら部室に置けばみんな使えて便利。) 

・ テーブルクロス(レンタルのベニヤ板の机は汚いので、見栄えと衛生のために用意

した。クラスでやってたから真似ただけですが。) 

・ 釣銭を入れるポータブル金庫(持ってなかったのでお菓子の缶とパックで代用し

                                                      

1 時代錯誤社の価格と原価を調査する例のアレでみました。最安でした。 

http://www.teamnc.net/online-magazines/pdf/17_12.pdf
http://www.teamnc.net/online-magazines/pdf/17_12.pdf


た。セキュリティの概念がないのか？) 

机の配置は Figure1 のようにしていた。結構狭かった。荷物の置き場がないので、個人の

荷物は部室に置いておくと良い気がする。(焼きそばの油の匂いが結構染みつく。私の場合

はウルトラライトダウンが犠牲になった。) 

 前日には準備があること忘れてはならない。レンタル品を運搬する必要があり、結構人

手がいる。特に東大生は授業が無いので時間があるはずであるから、存分に働いてもらお

う。(協力してくれた皆様はありがとうございました。) 

最終日には片付けもあるが、時間が遅くなるとレンタル品返却が混んだりする。また、

駒場祭打ち上げが最終日にあったりもするので、「最終日は例え売れ残ろうとも、15 時に

販売を終えるぞ!」という気持ちでいた方がよいと思う。(疲れからかやる気がなくなって

こんなことを言っていた側面もある。ちょうど 15 時に売り切れてよかった。) 

3. 感想と謝辞 

 準備と駒場祭の 4 日間はとにかく疲れた覚えがある。月曜日は午前休なので、十分癒え

るはず。(僕は 2 限の ALESS が無くてハッピーだった。3 限のゼミでは力尽きていたが。)

責任者になると長時間テントを離れるのは難しくなる(売り切れまで休憩はほとんどなかっ

た)ので、東大オケとか室内楽とかは行けなかった。2次回に期待したい。年明けに執筆し

ているからか、これ以上の細かい記憶は無いに等しい。 

 最後に、僕が道連れにするようにして副責任者になった谷岡君、前年度の駒場祭代表者

であった佐藤さん、新さん、当日協力してくれた NC1 年の皆さん、買いにきてくれた先

輩方、ありがとうございました。皆様のおかげ無事駒場祭を終えられました。 

                                                      

2煎茶愛好会にいった。お点前で飲んだ玉露の低温抽出、おいしかったなあ。 

Figure 1:テント内配置図(下が通りに面している。) 



駒場祭会計報告 

1年 谷岡良紀 

 

今回駒場祭会計を担当した 1 年の谷岡です。11 月 23 日から 25 日にかけて行わ

れた第 69 回駒場祭で出店した模擬店の会計報告をお知らせします。 

収支の詳細は以下の通りです。 

 

収入 支出 

項目 金額 備考 項目 金額 備考 

前売り券 8,400 ¥150/個 ベニヤテーブル中 1,500 レンタル品 

焼きそば(1 日目) 90,000 ¥200/個 ベニヤテーブル大 750 〃 

焼きそば(2 日目) 102,600   丸椅子 380 〃 

焼きそば(3 日目) 92,400   アイスボックス 3,020 〃 

企画保証金返却 10,000   鉄板焼きセット 18,390 〃 

釣り銭 20,000   消化器 1,080 〃 

合計 ¥323,400  テントセット 14,580 〃 

   氷 648 〃 

   耐火シート 3,650 〃 

差引収支 ¥173,044  給油シート 3,950 〃 

   企画保証金 10,000   

   割り箸 2,107   

   フードパック 5,678   

   豚コマ 18,027   

   麺、もやし、ソース 38,388   

   油、青海苔 4,708   

   小道具 1,340   

   釣り銭 20,540 手数料¥540 

   タクシー 1,620  

   合計 ¥150,356  

 

1. 利益 

今回の純利益は 173,044 円、焼きそばは計 1481 個売れました。かなりの売り上げ

のように思えますが、これ以上稼いだ年もあったみたいですね。恐ろしい…  

定例会で話し合った結果、今回の利益は全てサークル車の修理費に当てることに



なりました。 

2. 反省 

 企画登録が面倒 

 駒場祭の企画登録、項目が多すぎて難儀しました。来年度のためにも登録について

簡単に資料を残しておこうと思います。 

 

 青のりを買った 

 今回の最大の勝因(?)です。1 日目開店直後に焼きそばを試作したところ、流石にも

やしと肉だけでは見た目がアレだったので仕入れついでに青のりを買いました。する

と一手間加えるだけで見た目がだいぶマシになり、リピーターを名乗る客も増えまし

た。 

 

 食材運搬がしんどい 

 免許を持っているということで青木を運搬係に任命しましたが、直前になって使え

る車が無いことが発覚して結局僕と青木でママチャリ運搬することに。1 日目は割とわ

いわい言いながら運べましたが、3 日目にもなると二人とも終始無言&真顔で、まさに

地獄でした（量が多かった 2 日目だけタクシーを使いました。ごめんなさい）。車が使

えるアテが無いようなら委員会を通して発注をしてもいいかもしれません。 

 

 毎年焼きそばやるなら鉄板を買ってもいいのでは 

 何年か前の会報に載っていた意見です。どうやらレンタル費が削減できて 2,3 年で元

が取れるみたいです。定例会でこの話を出したところ、このままでは焼きそばサーク

ルになりかねないということで却下になりました。確かに使用後の管理も面倒なので

毎年レンタルするのが無難ですね。 

 

 

 以上が駒場祭の報告になります。最後に、相談に乗って下さった先輩方、差

し入れを持ってきて下さった方、ありがとうございました。また、正責任者の役目を

全うしてくれた西村、もやしをカバンに詰めチャリを漕いでくれた青木、その他シフ

ト通りに働いてくれた皆さん、本当にお疲れ様でした！ 



駒代退任あいさつ 

2 年 岡 俊輔 

 

前駒代の岡です。まるで執行代の様子を表すように 山
ヒルクライム

あり 谷
ダウンヒル

ありな一年でありまし

たが、早いですね。いろいろやろうと思いきや、自転車乗っているうちに一年が過ぎてしま

いました。サークルの実質的な「代表」として自分が周りからみてどうだったのかはわかり

ませんが、この一年同期を含めて多くの方に助けていただいたと考えています。ありがとう

ございました。そしてもはや動物園（ゴリラと飼育員）と化したこの執行代に 1 年間ついて

きて下さり、本当にありがとうございました。 

 

そして 1 年間駒代をやって、このサークルには代えがたい、独特のゆるふわな雰囲気があ

ることを強く感じました。ロードバイクという共通項を持ちつつも、みなそれぞれ個性があ

って、それがどんな形であっても受け入れているNCは本当にいいサークルだと思います。

時にはこのゆるふわな雰囲気が悪い方向に働いてしまうこともありますが、今後も個性に

豊かなサークルであってほしいな、と思っています。 

 

幸いにも、次の執行代はすごく優秀な代で（一部報道によると動物園化についても優秀だと

か）しっかりサークルを運営して下さりそうなので、前任としても安心しております。そし

てどうも例年の慣習だと前駒代が会長へアップグレードされる模様でして、これから 1 年

間は NC の会長を務めさせていただきます。毎年会長になるとサークル行事に来なくなる

…という都市伝説があるようなのですが、僕はロードバイクに乗るのが大好きなので、これ

からも老害にならない程度にランに参加していこうと思います。またここ２年で立てたル

ートを大学生活中に消化したいとも考えているので、会長企画として個人ランを企画しま

くると思いますので、みなさんの参加お待ちしております。あと、駒代時代からの課題でも

ある連載については今度こそ毎月の連載をしていく予定ですので、来月より皆さま楽しみ

にしてください。 

ガバガバな文章ではありますが、会長就任のあいさつとさせていただきます。もう一年間ど

うぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 



 

 

部室・倉庫担当 退任挨拶 

 

２年 林 峻也 

 

こんにちわ。２年の林です。白赤の Colnago に乗ってる人です。帰り道は遠回りしてドン

キに寄り道したくなっちゃう人です。夏合宿の小樽の宿で深夜まで騒いでた人です。（こ

の場をお借りしてお詫びします。ごめんなさい。） 

 

一年というのは本当にあっという間ですね。去年の駒祭の打ち上げの際、その場のノリで

部室倉庫担当になってしまったのが遠い昔のように感じられます。 

｢部室・倉庫担当って何やねん、なんもやってないやんけ。｣と思う人もいるでしょうか

ら、今年やったことを簡単に説明すると、 

 

・連絡委員として会議に出席 

・学生会館・コミプラの大掃除 

 

以上です。他の役職と比べたらほとんど何もやってません。部室の掃除とかホントはやら

なくちゃいけないんですが、自分の家すら整理できない人間には不可能でした。本当にご

めんなさい。なので、恐縮ですが、｢使ったら片付ける｣ということでよろしくお願いしま

す。部室のヌシ・河原くんよろしくお願いします。 

 

つまり僕は２回の学生会館の大掃除くらいしかしてないわけですが、これが意外に辛かっ

たです。冬は代表１人なんで喋れる人がいないと本当に悲しいです。夏協力してくれた N

くん本当にありがとうございました。めちゃ助かりました。他団体では、志願者募集して

時給が発生するとこもあるらしいです。来年は大澤君にタイヤか何かご褒美あげてくださ

い。会計担当よろしくお願いします。 

ただ、１点だけメリットがあります。夏の大掃除ではなんと！今年のミス某大の方と同じ

班でした！！（めちゃめちゃチキって一言も話せんかったけど、、、NC２年最強クラスの

コミュ力を誇る N 氏も話しかけてなかったからまあええか。）大澤くんは期待しといてく

ださい。某大美女図鑑の代表者と同じ班なら勝ゲーです。頑張ってください。あと、でき

れば部室＆倉庫の掃除お願いします。 

以上です。こんな駄文を最後まで読んでいただきありがとうございました。 

 

P.S． 2A 入ってからキャパって自転車全然乗れてなくて悲しんでます。体力絶賛低下中

です。春休み乗りに行きましょう！！ 



広報担当 退任挨拶 

 

 

かねてより、狭い自転車の世界で近年よく見られるらしい、団体間ないし団体と個人の間

でのつながりを大切にしていきたいという考えを持っており、またその考えに即して広報

活動を行っていき、また他団体との合同での活動を推進していきたいと考えていたのです

が、飛び入りという形で二人目の広報担当となって早一年、自身の甚だしい怠慢によりそれ

を形にすることは成し得ず、実際は Twitter にて少し賑やかしを行うにとどまってしまい、

またその中で皆さんをお騒がせすることもありました。その節は申し訳ありませんでした。 

そこで、今後はもはやサークルの役員としての仕事に携わることはできずとも、サークル

内や他の学生団体のみならず幅広い層の自転車に関心を寄せている団体や個人に楽しんで

もらえる記事の会報への寄稿や、サークル活動という形では難しくとも、多大学・多団体に

よる合同イベントの案内や主催を積極的に行っていき、皆さんとともに新たな人、自転車と

その楽しみ方等との出会いを模索し、自転車の楽しさを追求していければと考えています。 

最後になりますが、一年間お付き合いいただきありがとうございました。今後は新たな出

会い・発見という、サークルに所属することのメリットを生み出すべく、可能な範囲でサー

クル内外での活動を行っていけたらと考えていますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

2018年 12月 23日 

2018年度広報担当 小堀 航己 



以下のようなメンバーで 1 年間頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。 

 



駒代就任挨拶 

なかよしさいくる 1 年 ⻘⽊ 慧 
 
 なかよしさいくるの皆さん、こんにちは。この 12 ⽉より駒代に就任す
ることとなりました、東京⼤学教養学部理科⼀類 1 年の⻘⽊慧と申しま
す。前任の岡さんが素晴らしい⽅だったので、皆さんに失望されるような
ことにならないか少々⼼配ですが、今後⼀年微⼒を尽くしますので、どう
かサークル運営にご協⼒よろしくお願いします。 
 さて、私のことをこの挨拶で初めて知る⽅もいらっしゃると思いますの
で、軽く⾃⼰紹介をしたいと思います。出⾝は東京都調布市で、現在も実
家から駒場に通っております。愛⾞は⽗のお下がりの GIANT DEFY 
COMPOSITE SE です。特に兼サーはしていませんが、趣味でダムを巡っ
てダムカードを集めたりしています。同好の⽅がいらっしゃればぜひお話
しさせてください。 
 今後の本サークルの運営⽅針については、私⼀⼈で決めるべきではない
と考えているのでここでは⾔及しませんが、駒代としての今年 1 年の個⼈
的な⽬標を掲げておきたいと思います。1 年後にいくつ達成できているか
楽しみにしていてください。 
 
・すべての定サイに参加する 
・毎⽉の会報で(出れば)駒代連載を執筆する 
・⼤きな怪我に繋がる事故を起こさない 
・年 3000km ⾛⾏を⽬指す 
・新⾞を買う 
 
 それでは、今後 1 年どうぞよろしくお願いします。 



会計保険担当就任挨拶 

1年 谷岡 良紀 

加賀 琢巳 

武縄 瑞樹 

 

この度会計保険担当に就任しました谷岡、加賀、竹縄です。前年度は会計担当 2

人、保険担当 1 人で割り振っていましたが、今年度はその 2 つの業務を合併して会計保険

担当とし、今後の仕事を 3 人で割り振っていく形にしようと思います。 

会計保険担当の業務は経理や集金、納入などお金に関することが主で、具体的に

は学友会への決算報告や駒場祭での利益の管理、合宿費や保険料の支払いなどです。どれ

も皆さんのサークル活動に関わる重要な要素ですので、快適かつ安全に活動できるよう業

務を抜かりなくやり遂げようと思います。 

ここで皆さんにお願いがあります。サークルとして出費を行う際にはその旨を会

計保険担当に連絡をしてください。また、会計時には必ず領収書を貰ってください（領収

書には宛名、但し書き、日付、金額、店の印鑑が揃っている必要があります）。これらは

部費の支出を明瞭にするため、また学友会への報告書として必要になるためです。どうか

皆さんご協力をお願いします。 

就任の挨拶は以上です。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。 

 

整備担当就任挨拶 

      NC1 年 渡部匠 

 

今回整備担当に就任しましたNC1年の渡部匠です。一年間よろしくお願いします。

自分は中一の時から自転車に乗っているので他の一年と比べたら多少は知識があると思い、

整備担当にならせて頂きました。しかし正直申し上げると、大したことは出来ません。中高

は幸い大きなトラブルに巻き込まれることも無かったので、自転車修理などの経験は浅い

です。ただ自転車をいじるのは好きなので今回が学ぶ上でもいい機会になれば、と思ってい

ます。 

尚、今年の駒場祭では約 17 万の利益が出たのですが、その 17 万は全て整備担当

が好きに使っていいとのことになりました。そこで前整備担当の福山さんと部車の整備を

中心に色々やろうと計画をしています。「この工具が欲しい！」「オーバーホールをするのに

このお店がオススメ！」などがございましたら連絡していただけるとありがたいです。 

これから一年間、福山さんと比べると物足りない整備担当ですが一年間よろしく

お願いします。 

 



 



 

・ 
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