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明神祭 2019 報告 

2年 谷岡 
 
0. はじめに 
 11月 2日に明神祭を開催しました。今年は全体LINEにて「明神祭やります！」と通知した瞬間に台

風19号によって例年のルートが見事に破壊されてしまい、熱海峠と足柄峠を避けなければならないこと

に。そこで当初は代わりに椿ラインを登り、足柄峠をスルーしてそのまま明神峠に向かうラン(2000up)

にしようかなと考えていたのですが、参加者の手によって一度登った箱根をわざわざ下り、もう一度登る

ルートへと変化してしまいました(ルートラボを見ればそのアホさが一目で伝わると思います)。 

こうして結局3000upすることとなったわけですが、参加者は少ないものの色んな学年の方がバラン

スよく集まり、新鮮味があって結果としてはかなり楽しいランになりました。ルート考案に協力してくだ

さった皆様には感謝です。今回はそのランの様子をレポートしていきたいと思います。 

 

 

1. 概要 
開催日: 11月 2日(土) 

コース：JR湯河原駅→椿ライン→東海道→箱根旧道→仙石原→御殿場→明神・三国峠→山中湖 

ルートラボ: https://yahoo.jp/dr_xLT 

距離 :99.2km 

獲得標高: 上昇 3054m 下降 2094m 

 

参加者 (敬称略): 

1年 小野 本橋 

2年 谷岡 武縄 

3年 小掘 岡(敬) 

4年 なし 

OB  本多 大熊 

 

2. 開催するまえ 
 今回のランとは関係ないですが朝からバタバタしてて面白かったので書きます。 

  当日は8:00に湯河原駅集合。湯河原まで走ろうかと考えたんですが、去年自走してきた先輩が道中辛

そうに登っていた姿が脳裏をよぎったため、自分が担当するランでの遅刻はまずい事も勘案して武縄と一

緒に輪行することにしました。 

 乗車する予定の電車を前もって伝えて、余裕を持って5:00に武縄ハウスのインターホンを押しまし

た。するとどこからどう見ても今起きたばかりの武縄が現れました。どうやら起きてすぐ玄関にあるロー



ドバイクに工具でフロントバックをつけるのに苦戦していたようで、何も言ってないのに「待て、早まる

な」とか言ってきてかなり面白かったです。その後もフロントバック取り付けに苦戦し、着替えすら済ま

せていない武縄は時間に追われながら準備を進めました。時間に余裕を持って来たのに。 

 

 いよいよ準備が終わった頃にはもう、今から駅に行って丁度いいくらいの時刻でした。さあ出発する

ぞ、と思ったその時、武縄は「あ、忘れ物した」と言って、一度戸締りしたドアをもう一度開けて忘れ物

を取りに行きました。どうやら家にいるときは全く忘れ物に気づかないのに、一度家を出ると思い出せる

能力を持っているようで、その後も2回ほど同じことを繰り返していました(そのバタバタ具合は異常

で、隣に住んでいる大家さんが異変に気付き窓から顔を覗かせていました。目があった武縄が大家さんに

「こんな朝からどこ行くんだい？」と声をかけられるも、焦っているため適当にあしらう様子はかなり滑

稽でした)。 

  

 遅刻を確信した武縄は青ざめた顔で「これは…間に合わないのでは…?」と言いましたが、実は予め伝

えていた電車は一本余裕を持ったもので、それに乗り遅れても次の電車でギリギリ間に合うようにしてい

ました。その事を伝えると「それを先に言わんかっ…!」と少し怒られました(なんで？)。 

 時間に余裕ができたため一度部屋に戻ってまた色々準備していると時間が経過し、さほど時間に余裕が

なくなる。家を出て駅で輪行すると、何故か武縄が輪行に手間取り、結局ギリギリの時間に。とどめに

「甘い、俺はパスモを今からチャージするぞ」とかほざいていましたが、なんとか狙った電車に乗るこ

とができました。 

 

 二時間ほど電車に揺られて湯河原に着くと、既に小野がいました。どうやら家から走って来たみたいで

す。すごい体力ですね。本橋は輪行して来ました。賢明。その後も参加者が続々と自転車に乗って登場し

ます。中には少し寝坊したのに余裕を持って到着している人もいました。さすがです。 

 

 集合した後は少し時間を取り、参加者同士で会話してました。そして出走時刻に合わせてルイさんが到

着。本多さんは箱根湯本まで下ったところで合流するということで、出走しました。 

 

 

3. 明神祭 
 まだ朝の8時半なのに皆もう既に色々あったみたいですが、本番はこれからです。 

まずは椿ラインを目指します。湯河原駅から椿ラインの入り口までは少し距離がありますが、出走して

すぐの街中からゆるい登りが始まります。ルイさんと会話しながら登っていると、入り口に着いた頃には

ルイさん、小堀さん、敬一さんの3人だけでした。そういえば登りはフリー走行にすることをちゃんと伝

えていませんでした(ごめんなさい)。敬一さんが残りの人が来るのを待っていてくださるということでお

言葉に甘えて先に進みました。 



 椿ラインは、標高は高いものの斜度が良心的なため、しんどくはありますがまだ快適に登れました。こ

の峠だけは最後まで先頭を走ったんですが、途中で疲れたなあと思いながらふと後ろを振り返ると3人が

顔をあげてスイスイ登っているのが目に入ってそれ以降振り返るのをやめました。それと途中ルイさんが

急に立川の美味しいケーキ屋の話をし始めて皆返事に困る様子がかなり面白かったです。 

  

 

 登りきると、展望所はかなり気温が低く、写真を

取った後は休憩所に入りました。ちなみに晴れてい

ると綺麗に富士山が見えるそうですが、この日は若

干雲がかかって見えにくい状態でした。一応山頂が

写り込んでいるのでよければ頑張って探してくださ

い。 

 

無事全員登り終えて休憩を取っていた時、どうや

らいましろさんが起床したようです。「流石に今か

らじゃ追いつけないかな～」とルイさんが言う。     図１. 曇りの大観山展望所 

そらそうやろと思って笑いながら聞いていたんですが、「あと 2時間早ければ間に合ったな」と続き、

一瞬で真顔になりました。 

 

この後は、獲得標高を稼ぐために箱根を下ります。芦ノ湖に向かう途中で調子に乗って50km/h 超で

下っていたのに、横をルイさんと小堀さんがスーッと通過していきました。かてません。 

 

 

箱根湯本でついに本多さんと合流。ここで本多さんが僕の学科の教員で、来週から授業を受けることが

発覚。本多さんがママチャリで参戦している事実が霞むほどの衝撃でした。 

 

 

ここから箱根旧道を登ります。下ったことはあるものの登りは初

めてで、あの七曲りを登るのかと思うと目の前が真っ暗になりま

す。途中までは先頭で登りましたが、七曲りが始まった途端に小堀

さんと敬一さんが強度を上げ一瞬で見えなくなりました。 

 

もう既に椿ラインを登っていることもあって、思うようにスピー

ドが出ませんでした。やっとの思いで登り終え、芦ノ湖のローソン

で昼休憩です。その後次々と皆がローソンに到着しますが、ルイさ

んだけ現れません。膝を痛めているとも聞いていたので心配していると、    図２. あの七曲り 



「13 キロ先のローソンに居ます」との連絡が。杞憂でした。 

 

 

 2 つの峠を越え、残すはあと明神峠のみ。休憩を終えた後は、御殿場経由で明神峠に向かいます。途中

ローソンに寄ってルイさんを回収するつもりでしたがそこにはもうおらず、場所を聞くとなぜか距離が広

がっていました。最後の休憩を取るために御殿場のコンビニに着いた頃には足柄のセブンに到着してお

り、ハンガーノックのためコンビニに寄ったそうで、このままDNFとの連絡。再会は叶いませんでし

た。 

 

 もうこの時点で3時半。去年はもう登っている最中だったはずで、かなり遅い進行と言えます。補給

を取った後は、峠に全員が着く頃には暗くなっていることを覚悟して明神峠を目指しました。 

 

 明神峠は富士スピードウェイのところが入り口ですが、そこまでの道のりも若干の登りで、これから身

に降りかかる苦痛を想像させます。入り口のT字路を曲がり、スタートを切ります。「来ちゃったよ

…」などと言いつつもちょっと嬉しそうな小堀さん。他はもう既に疲れておりそんな感情を表現する余裕

はありません。ともかく皆一斉に登り始めました。 

 

 

 最初のうちは8~10%の勾配が続きます(もうこの時点でしんどい)が、この勾配のうちに小堀さんと敬

一さんは強度を上げ一瞬で見えなくなりました。数時間前にみた光景と全く一緒でした。しばらく登って

いくと、例のドーナツ型のアスファルトの区間に入ります。この辺は15%くらいの斜度がずっと続きま

す。サイコンの表示が正しいかはわかりませんが、途中なかなか20%を切らない区間があってかなりし

んどかったです。ロードバイクを押して歩いている一般の方もちらほらいました。 

 

このツライ区間を越えると、急に傾斜が緩くなります。本当に緩いのかは知りませんが、さっきまで走

っていた区間に比べると圧倒的に楽です(ペダルが回るので)。 

 

峠に向けて最後の力を振り絞っていると、前方からすごいスピードでダウンヒルをしている人が。こっ

ちの方向に下るなんてヤバい人だなと思っていたら、「ラスト、頑張れー！」との声が。よく見たら小

堀さんでした。登り終えてから聞いたんですが、小堀さんは終始半袖に短いレイパンで、峠で待つのは流

石に寒かったから途中まで下りて登り直していたらしいです。ヤバい人に変わりはありませんでした。 

 

 

なんとか登り終えると、既に日は暮れ、だんだんと暗くなり始める頃でした。やはり皆が登り終える頃

には暗くなっちゃうなと思いながら待機していると、本多さんが到着。ママチャリでこのスピードで登れ

るのはおかしい。また本多さんも終始服1枚だけでいることに気づいて、寒くないのかどうか尋ねたら 



「寒さは耐えられるので、軽量化を

図っています」とのこと。どう考えて

も先ずはチャリを軽量化すべきだと思い

ますが……。 

 

1 年生たちも到着し、全員が無事明神

峠を登りきることができました。少し下

れば写真を撮るのに良さげなスポットが

ありますが、暗くなってしまったので峠

で写真を撮りました。これにて明神祭は

完結です。 

         図 3. 登り終えた人たち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 集合写真(本橋が撮ってくれました) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 5. 集合写真 (撮影: 谷岡) 



4. 開催したあと 
 峠で解散のため、各々が自分の帰路につきます。小堀さんは明神峠を下って帰るとのこと。他は反対側

へ下りて山中湖へと向かいました。 

 明神祭が終わった後、武縄は「二度と来るかこんなとこ」と何度も言っていました。そんな中少し下

り始めた時に彼は「峠にサングラス忘れた」と言って取りに戻りました。峠に忘れてもう一度登る羽目

になったらさらに面白かったんですが。 

 

 山中湖まで下りセブンで休憩していると、本多さんが「皆のお金は払うからご飯が食べたい」と仰

る。ほんの少しだけ申し訳なさを感じつつも、

かなり乗り気で富士山駅のフードコートへと移

動しました。 

フードコートでは1,2年生がスープカレーや

定食をご馳走になりました(本当にありがとうご

ざいました)。確か皆大盛りを頼んだはずなのに

武縄のスープカレーだけサイズが小さくて最高

でした。 

 

 夕食をご馳走になった後は、大月へ向けて走

ります。小野は富士山駅で輪行して帰るとのこ

と。小野がついに輪行を覚えたみたいでホッと  図 6. 武縄のカレーだけマグカップ 

した……。   

 

 大月までは本多さんを先頭に進みます。いつも混んでいるイメージの道路が意外と通行量が少なく、本

多さんが爆速で下っていました。ママチャリでもあんなにスピード出るんですね。結構距離あるはずなの

にすぐに到着しました。 

 

 大月で本多さんと本橋が輪行。１年生は二人ともかなり強かった。お疲れさまでした。ここで本多さん

のママチャリ輪行を見ることができて感激。写真は無いですが、工具を使ってハンドルやカゴを取った

り、思いのほか大変そうでした。 

 

 僕と武縄は高尾山口まで漕ぐことにしました。最後に20号の大垂水峠が待ち構えていましたが、明神

峠を登った後なので滅茶苦茶ラクに感じる。難なく登り終えて、高尾山口で輪行して今回のランは幕を閉

じました。 

 

 

 



5. 感想 
  改めて明神祭の告知の件なんですが、メーリスの再送が遅れてしまい、これによって参加できなかった

方がもしいらっしゃったなら申し訳ありませんでした。以後送信先に注意します。 

レポートについてですが、この日にあった面白かったことを散りばめただけのつもりでしたが、案外長

くなってしまいました。しんどい明神祭でも(だからこそ？)いろんな人と走ると楽しいものですね。実は

自転車のモチベーションが下がりつつあったところですが、今回で持ち直しました。もう少しでも速く走

れるようになりたいものです。 

 以上が明神祭の報告になります。参加者の皆様、本当にお疲れさまでした！ 



秋合宿報告 
文責 2年武縄 

 
1. 行程 
↓こんな感じだった。 
10/25  21 時竹芝フェリーターミナル集合。22時出航(原義)。 
10/26  伊豆渡島到着後、各班に分かれて島を時計回りに一周。 

宿は朝海館。 
10/27  三原山を登り、14時 30分発のフェリーにて東京へ。流れ解散。 
 
参加者(敬称略) 
1年 本橋 西田 一ノ瀬 林 大越 波多野 蓮沼 
2年 武縄 谷岡 青木 加賀 西村 吉田 
3年 岡 南雲 福山 林 
 
 
 



2. 合宿内容 

集合～フェリー 
21時集合で輪行やチケットの手続きを済ませて 22時出航は厳しいかな？と
思ったが、誰一人遅れることなく乗船できた。えらい。 
乗船後、デッキにて、各自で事前に買
っておいた夜ご飯を談笑しながら食べ
た。カップ麺を食べたり酒を飲んだり
して優勝しながらレインボーブリッジ
や横浜の海岸線の景色などを見て無限
にエモを摂取していた。SAKEでウェ
イになっていたら別の集団がピザパを
していて力の差を見せつけられてしま
った。 

 
←エモ 
 
海側から見る
横浜にテンシ
ョンが上がる

人々→ 
 

 
 
なんやかんやで 1時くらいまで船内でグダグダした
あと、微妙に寝心地の悪いリクライニングシートに
て就寝していた。 

  
0 時を回った船内で語り合う hys と hsnm→ 

 
ちなみに担当は 3時くらいまで tnok と課題やって
いました。ちなみに、今回乗ったさるびあ丸が天気
の子に出てきたらしい、聖地巡礼しちゃった。 
 
 



1 日目 
朝 6時ぐらいに伊豆大島の岡田港
に到着！いきなり日の出が歓迎し
てくれて最高になった。ここまで
ずっと最高でしかないな？ 
港に到着してから、別の島へと向
かうさるびあ丸を撮ったり、太陽
でオレンジ色に染まった港を撮っ
たりと、グダグダした後に班ごと
に出走した。 
1 日目の班分け(敬称略) 
1 班 加賀 青木 本橋 西田 南雲 
2 班 武縄 谷岡 一ノ瀬 林(3 年) 
3 班 西村 大越 林(1 年) 福山 
4 班 吉田 波多野 蓮沼 岡 
 
どの班もだいたい岡田港～裏砂漠～波浮港～断層～元町港～宿というルート
を通ったようだったが、ここでは担当の班の工程について書いていく。 
岡田港～切り通し～波治加麻神社～動物園 

岡田港から少し下ったあとはずっっっっっっっっっ
っっっと登り基調だった。しかも３～７%ぐらい
の。途中のコンビニっぽいスーパーで補給を購入。
秋刀魚を干していたのが印象的だった。台風 15号
と 19号の影響でやたらと枝や葉が落ちている道を
走り続けて切り通しに。切り通しの向こう側は何も
なかったけど、切り通しです。 

←画質悪いのしかなかったけど、切り通
しです。 
 
切り通しからまたまたかなりなっっっっ
がい坂を登ると今度は波治加麻神社に到
着。苔と木々がいい感じに幻想的で、マ
イナスイオン(要出典)を摂取しまくりま
した。 

 



 
 
 
←エモゐ      
→ 
 
 
 
 

 
その後は動物園で動物を見て、裏砂漠へとGoした。なかなか動物園にいく
ことがなかったので、あまり見ることができない動物を見られてよかった。 
以下動物たち(抜粋)(全部で 4種類いるよ！) 

 
 
裏砂漠～波浮港～元町港～宿 
動物園を出発したら裏砂漠へ。月と砂漠ラインがお気持ち 12%の坂が 5km
くらいあってこれは駒代にお仕置きされる～と思いながら登った。 

←砂漠 
 
どうやら日本で唯一の砂漠らしい。 
「砂漠に行ったことのある人」の称号を
ゲットした。この日は晴れていて、この
砂漠から富士山が見ることができたのも
ポイントが高い。最高。 
 
 

砂漠を越えたらほぼ下り基調。ダウンヒルでお気持ち無敵になって波浮港
に。多くの班がこの港でべっこう寿司やべっこう丼を食べていたが、高かっ
たので、担当の班は元町港で安めのべっこう丼を食べることにし、軽めの食



事をすることに。右の写真がとれ
る場所の向かい側にあった小さな
商店で中華そばを食べることに。
班のみんなが中華そばを注文する
中、tnok はなぜかカップ麺を注
文した。伊豆大島に来てカップ麺
を食う漢、tnok。 
波浮港からはずっと平坦な道。車
は少ないし、道は走りやすいしで
最高だった。途中の断層面で卍大
地の力卍を感じつつ、元町港へと到着。早速「おともだち」といういかにも
なかよしさいくるにうってつけの店でべっこう丼を堪能した。 
 

等身大に美味しい！→ 
 
店前の猫に心を癒された後は今度は体
を癒す番。御神火温泉に行き、優勝し
た。温泉に入ったら急に自転車に乗り
たくなくなったが、とりあえず最後の
見どころ、サンセットパームライン
へ。到着した時間が早すぎたのと、曇
り始めていて全然サンセットしてなか

った。とりあえず、写真を撮った
(左の写真)。かなり風も強く、湯冷
めしそうだったので退散すること
に。(別の班がこの後いったが、ち
ゃんとサンセットしていたらし
い。) 
そしてそのまま宿、朝海館へと向
かった。(3年前の冬合宿の時と同
じ宿です)夕食も最高！施設も最
高！寝心地も最高！口コミはアだ

ったけど、やっぱあてにしないほうがいいんだよなぁってなった。 
 
 



2 日目 
班分けはこんな感じ(敬称略) 
1 林(3 年) 吉田 谷岡 羽生(西田) 大越 
2 福山 加賀 西村 本橋 
3 南雲 武縄 蓮沼 波多野 
4 岡 青木 一野瀬 林(1 年) 
 
朝、朝海館にて朝食をとって、宿の人に集合写真をとってもらい、出走。こ
のとき宿の人の自撮り写真も撮れていた。お茶目な人でした。 
2 日目はなんとも言えない天気に。(雨が降ってなかったのでセーフ) 
この日は三原山を登るだけ。山頂口についたら今度は火口まで歩いて登る。
火口についたらその周囲を登る、という登り倒しの 1日に。 
火口を背景に一枚、通りすがりのおじさんにとってもらった。 

 
あえて微妙な写真を選びまし

た→ 
 

火口から富士山が見えたはず
だが、あいにくの天気で見え
ず。ゴジラ岩もいうほどゴジ
ラか？という感じだったが、
火口の岩の隙間から吹き出す
煙や、独特な色の岩など、こ
れまた卍自然の雄大さ卍を感
じ、終始「はぇ～」って感じになってた。カレー屋の予約に間に合わせるた
めに爆速で火口をみて帰っていく残念な班もいる中、ゆったりと火口を満喫
して、ゆったりと岡田港へ戻り、またべっこう丼を食べてフェリーに乗る準
備をした。 
以下三原山の写真 

、  



帰りのフェリー 
1日目約 1200mアップ、2日目 600mという、なかよしさいくるにしては
まあまあハードな行程になったからか、多くの人が眠りについていた。しか
し、正直に行って人生損している。それくらい帰りのフェリーはエモかった
(ボキャ貧すぎてエモしか言えません)。夕焼けを遮るものがなく、船のあらゆ
るものが赤く染まっていて、起きていた人がこぞって写真をとっていた。サ
ークルの合宿帰りの船の上、海に沈んでいく太陽、夕焼けに赤く染まるみん
な、みんなと一緒に静かに眺める夕日、あれ？これはウェイか？文字通り陽
キャになってしまったぞ。陽が沈むまで写真を撮り続け、沈んだ後は海岸線
の風景を楽しむ。最後まで最高なまま、竹芝につき、秋合宿は終了した。 
参加してくれた方々に感謝。ありがとうございました。 

 
 
←青春って感じしません？ 
 
 
 
 
 
 
↓最高の 2 枚を貼っときます。 

 



駒代連載第 7号 

ルート選定指南 
2 年 青木 

0. はじめに 
 
みなさん、最近自転車ライフをエンジョイ
できていますか？店に行って新車を眺める、
分解して隅々まで洗車する、金に糸目をつ
けずに軽量化に勤しむなど、自転車には人
それぞれの楽しみ方があると思います。冷
やかしが過ぎて出禁にされたり、小さな部
品を無くしたり、ホイール沼に飲まれて破
産したりするのも結構ですが、やはり自転
車の醍醐味といったらランに出かけること
でしょう。 
 
一口にランといってもいろいろな性格の
ものがありますが、ゆるポタからキャノボ
まで、全てのランに共通して必要となる作
業がルート選定です。ランでは 1 日の大半
をサドルの上で過ごすわけですから、ルー
ト選びはその満足度を大きく左右する重要
な要素と言えるでしょう。 
 
私が駒代として最後に寄稿する今回の連
載では、定サイや個人ランのルートを選ぶ
ときに私がどんなことを考えているのかを
共有したいと思います。みなさんの今後の
自転車ライフに役立てていただければ幸い
です。 

 

1. 「経由地」を決めよう！ 
 
ランを企画するとき、誰でも頭に「目的地」
が思い浮かんでいるでしょう。絶景の峠で
も、最高の温泉でも、素敵なカフェでもなん
でも構いません。旅は行きたい場所があっ
てこそ成り立つものです。しかし、自転車で
の旅行を考えるときに大事なのはむしろ
「経由地」です。自動車や電車と違って時間
もかかるし足も疲れる自転車をわざわざ使
うのならば、目的地へ直行するだけでなく、
その道中も楽しむべきでしょう。 

 



駒代連載第 7号 
経由地としては、自転車に乗ったままでも
楽しめる桜やイチョウの並木道のようなき
れいな景色の道、補給がてら楽しめるイカ
した飲食店、行程にメリハリをつける適度
な峠などがいいでしょう。個人的にはダム
を推したいのですが、自分の趣味を推しす
ぎるとオタクの烙印を押されることは必定
です。また、サイクリングロードやヒルクラ
イムコースなど、「自転車で走りたい道」を
軸にルートを組み立てるのもよいでしょう。 

 
2. 大通りを行くか、脇道を行くか。 
 
経由地を 2,3 個リストアップできたら、そ
れらを繋いでルートにして行きましょう。
ここで問題となってくるのが、「どの道を行
くか」です。「Google マップや自転車
NAVITIME の思し召しのままに走る」とい
うのは確かに楽です。しかし、よく考えずに
表示されたルートをなぞっていると、無駄
なアップダウンに出くわしたり、途中の補
給地点が全くなかったり、ということも起
こり得ます。ナビアプリを使う場合、複数の

ルートを表示させて獲得標高やルート周辺
の様子を比較検討するようにしましょう。 

 
さらに、ナビだけに頼らずに自分で地図を
見てルートを選べるようになると理想的で
す。ルート選びの大きなポイントの一つに、
「大通りを行くか、脇道を行くか」の選択が
あります。 
 
「大通り」とは、道幅の広いバイパスや
車通りの多い国道を指します。トラックな
どの大型車をはじめとして車が多く通り、
危険を感じることは多いですが、信号の待
ち時間が比較的短い、道に迷いにくいとい
った利点があります。コンビニやチェーン
の飲食店が充実していることも多く、補給
の心配は少ないです。 
 
「脇道」は大通りに並行して走る旧道や
県道を指します。車通りは少なく、安心して
走れますが、曲がり角や突き当りが多く、迷
いやすいこともあります。旧道沿いには古
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い街並みが残っていることが多く、そうし
た街並みを眺めながらゆっくりと走るのも
楽しいでしょう。 
 
以上のように、大通りと脇道にはそれぞれ
特徴があり、ランの目的にあったルート選
定が肝心です。できるだけ巡航スピードを
高めて距離を稼ぎたいときは大通りを、安
全快適にゆるポタをエンジョイしたいとき
は脇道を選択するのが個人的定石です。 
 

3. まだ無駄な登りで消耗してるの？ 
 
経由地を選定し、大通り・脇道の特性を踏
まえてそれぞれの間をおおむね最短距離で
結ぶ道のりが描ければルートは 8 割方完成
したと言えます。しかし、そこには大きな落
とし穴があります。地図に表示されるルー
トは 2 次元ですが、実際に走るのは 3 次元
の世界。地図上では極楽浄土に見えた最短
ルートが、いざ通ってみれば無数の尾根を
登っては降りる賽の河原だった、などとい
うこともしばしば起こります。 

↑有益なアップダウンの例(心電図) 

ルートの縦断面図が表示される自転車
NAVITIME や、獲得標高が表示される
Google マップの歩行者ルート検索を駆使
して、目星をつけたルートに無駄なアップ
ダウンがないかチェックしましょう。多少
の迂回であればアップダウンの少ないルー
トの方がずっと楽で、結果として時間短縮
につながることもある、というのは、経験を
積んだみなさんにとっては釈迦に説法でし
ょう。あるいはゴリラに説法か。 

 
4. 最後の次元 
 
ここまで、死力を尽くして３次元世界に完
全に対応したルートを作成してきました。
仕上げに考慮すべき最後の次元、それは「時
間」です。地図上では同じルートでも、季節
や時間帯によってその様子は変わります。 
 
例えば、冬には路面凍結で通行できない道
も多くあります。災害や工事で一時的に通
行止めが生じることもあります。そして何
より致命的で、何より頻度が高いのが営業
時間と定休日の問題です。インスタ映えグ
ルメを励みに登りきったヒルクライムコー
スの先でたどり着いたお目当てのお店が定
休日だった時の苦しみは計り知れないと、
古事記にもそう書いてあります。 
 
しかし、諦めることはありません。店の営
業時間も、通行止め情報も、全ては Google
マップを見れば確認することができます。
ルート作成時と当日のスタート前には、必
ずこれらの情報をチェックしておくように
しましょう。 
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5. 人事を尽くして天命を待つ 
 
ここまでくればもう人間にできることは
ありません。最高のルートが絵に描いた餅
と化してしまわないように、当日の好天と
絶起回避を神に祈りましょう。宗教上の理
由で神に祈れない場合、天気予報をチェッ
クする、アラームを設定するなどしましょ
う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. おわりに 
 
これまで1年間を通してランの記録ばかり
書き連ねてきた我が駒代連載ですが、最後
に有益な情報をもたらすことができたでし
ょうか。百戦錬磨のルート職人には物足り
ず、走力で全てを解決するゴリラ諸氏には
一顧だにされないであろうこの記事ですが、
これから新たなるランへと旅立とうとする
皆様のお役に立てるようであれば、冥利に
尽きるところです。 
 
それでは、忘れ物と事故に気をつけて、い
ってらっしゃい。 



編集後記 

2年 西村 

 

 こんにちは。編集担当の西村です。今回をもって代替わりとなり、12月号からは 1年の小野君が編

集担当になります。誠に感慨深いものがあります。1昨年の引継ぎから 1 年間会報を発行してきたわ

けですが、雨天で定サイが中止になったり、特訓ランが中止になったりと、自分の会報発行モチベが

良くない月が多かったように思います。その中で毎月のように駒代連載を投稿してくれた青木君には

感謝しています。また、記事を投稿して下さった皆さんもありがとうございました。 

 

 編集後記を書き始めて満 1 年となりますが、いまだに慣れていません2。書いてみると案外量が無く

て困るという事を n 回繰り返し、今にいたります。日々Twitter で由なし事を書き連ねているわけです

が、まとまった分量で書くのはまた違ったことが要求されているようで難しいです。 

近況報告のコーナー 

 学科に入って3A1 タームが終わりました。そこまで課題や試験勉強に追われることなく4過ごせてい

ますが、来セメスターから始まる週 3 実験、週 2 演習の生活に自分が耐えられるのか不安です。そ

れに加えてゼミをやったり、バイトをやったり NC で老害したりと、人間やめるしかなさそうな忙しさが予

見されます。学科の 2個上の代に NC の先輩がいらっしゃいますが、彼の専攻する分野を聞いてビビ

っています。先輩に最後にお会いしたのは追いコンの時ですが、しみじみと春休みに C 言語をやって

おいた方が良いといわれたのが懐かしく感じられます。あれ以来お会いする機会がありませんが、ニ

ュートン祭5で会えたらなあと思っています。 

 サドルバッグとフレームバッグを買って、リュックサックに iPad を入れて運ぶ苦役6を和らげたいので

すが、13 インチほどのサイズの iPad が入るようなサドルバッグやフレームバッグは果たして存在する

のか、存在したとして自分の自転車に装着可能なのか、まだ調べがついていません。 

                                                      

1 実は感慨よりも風邪による頭痛の方が思考を占有している。 

2 もう終わるのにである。 

3 「内定」であって正式に進学したわけではない。私の学生証では土日に理学部 1 号館に

入ることはできない。 

4 2A セメスターが比較的楽なカリキュラムであるだけでなく、既習の内容が多かったのが

幸いして余裕があったがすでに怪しい。 

5 物理学科で帝国大学時代から伝わる由緒ある(要出典)祭り。教員、院生、学部生が一堂

に会しニュートンの誕生を祝う(名目でパーティーをする)。ニュートン祭の歌が存在する

らしいが、まだ聞いていない。 

6 秋合宿で初めてもって自転車に乗ったものの、大きいために荷物と背中が 1 点で接触す

るというなかなかに体を壊しそうな代物であった。進捗の奴隷と化した自分には不可欠な

ので、うまく運ぶ方法を考えたいところである。 




