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_________________________________________________________________________________________ 

*1令和 元 年 9 月 8 日から 9 月 15 日にかけて実施 

*2 本キャンツーのルートの作成を担当した．今回でキャンツーは 6回目となる． 

*3いつもテントを運んでもらっている．筆者と共に旅に出ることが多い． 

*4 イタリアンマフィアと怖がられているが，いつもお世話になっている． 

*5 ルイである．社会人で忙しいこともあり，今回はツールド東北のみ参加してくれた． 
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Abstract 

本報告書では，今年の夏休み中に行われた東北地方でのキャンプツーリング及びツールド

東北についてまとめる．9/15 に行われるツールド東北 210km で完走できる走力をつけるた

め，1 週間ほどのキャンツー(9/8~9/14)を事前に行った．1 日あたりの走行距離が割と稼げ

たため，秋田→青森→岩手→宮城を 1 週間で旅することができた． 

 

1. Introduction 

「東北へ行こう」 

そう思ったのは，今年の夏休みが始まるこ

ろである．3 年の夏休みに初めてキャンツ

ーを始めて以来，毎年春休みと夏休みにキ

ャンツーするようになってしまった．これ

までのキャンツーの歴史を Table1 に示す． 

3 年夏休み 群馬～新潟～仙台 

 名古屋～三重 

3 年春休み 神戸～広島 

4 年夏休み 能登～鳥取 

4 年冬休み 石垣，西表，与那国 

Table 1 今までのキャンツーの記録 

 

東北地方（特に仙台より上）に全然行った

ことがなく，ツールド東北に出たことない

ために，キャンツー＆ツールド東北出場を

行うことになった．何も考えずに最長コー

スである 210km コースにエントリーして

しまい，後から 210km,2400up というコー

ス情報を知らされた. 

これにより，キャンツーのコースが鬼畜に

なってしまった． 

 

2. Day1:大舘能代～弘前(83.2km,758mUP) 

羽田から飛行機で秋田県へ． 

この日は，別所，谷口の 2 人のみ．半日し

か走れなかったので，走行距離はあまり稼

げなかった． 



 

 

秋田犬．イケメン．ファンになった． 

 

よくわからん像．ファンにはならなかっ

た． 

 

 

城の公園．ここで夜寝ると警備員から出て

いけと言われた．仕方なく近くの公園で寝

たが，床がカチカチ＆車のライト攻撃で全

然寝られなかった． 

3. Day2:弘前～八戸 

 

三内丸山遺跡．観光しているように見える

が，実はうんこできる場所を真剣に探して

いる場面である．



________________________________________________________________________________ 

1) 力学的な釣り合いのうち,その状態からわずかにはずれると,ますますその状態からはず

れるような力が働いて他の釣り合い状態に移行してしまうような釣り合いのことを「不安

定釣り合い」と呼ぶ． 

 

 

青森港．きれいだった． 

 

青森港のマスコットキャラクター．ソフト

クリーム君と言うらしい． 

4. Day3:八戸～盛岡(127.9km,1226mUP) 

この日から隊長が合流した．3 人でのキャ

ンツーのスタートである．なお，この日は

東京が台風で記録的な大雨となっており，

筆者は自宅の窓を開けっぱなしでキャンツ

ーに来たことを思い出し，絶望していた． 

 

バッグが右にずれている．これはバッグの

右側に補助バッグを装着していることが原

因である．このバッグがずれてしまう現象

のことを「不安定つり合い現象」1)と呼

び，キャンツー中に悩まされることになっ

た． 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

2)下痢などの理由により，トイレに長く閉じこもることを「ロング U」と呼ぶ．なお，U

とはうんこの略である． 

3)うんこそばではない．このような安直な発想をしてはならない． 

 

 

キャンツー史上最悪と揶揄される食事であ

る．栄養を重視しすぎ，食事のバランスを

考えなかったため，食事の最後に生卵が大

量に余ってしまった．これを直飲みした別

所は数時間後にお腹を壊し下痢になってし

まった 2)． 

 

キャベツ太郎の出身地 

 

盛岡と言えば，わんこそば 3)である. 

これは，サイコパスなおばちゃんが永遠に

器にそばをついでいき，参加者はギブアッ

プするまでそばを食べ続けるという競技で

ある．サイコパスなおばちゃんを打ち負か

せば勝利である． 

結果を以下に示す． 

井澤 80 杯 

谷口 108 杯 

別所 123 杯 

なお，別所は食べすぎによりこの後「ロン

グ U」をする羽目になった． 



________________________________________________________________________________ 

4)別所一人だけである． 

 

5. Day4:盛岡～角舘～横手

(186.1km,1500mUP) 

 

めずらしく真面目な写真である．なお，不

安定釣り合い問題」は，隊長に荷物をもっ

てもらったことで解決した． 

 

田沢湖である．

田沢湖に落ちていたゴミである．キャンツ

ーを極めると，この写真を見ただけでどこ

か分かるようになる．このスキルを身に着

けることで，晴れてキャンツー1 人前とし

て認められる．

これは普通にきれい．田沢湖周辺．晴れて

いたのも良かった．

いい写真を撮ろうとしたら妨害された．し

かし，逆にいい感じの写真になってしまっ

た．

いい写真その２．突然ですが，この写真の

中に人は何人いるでしょう？？4) 



________________________________________________________________________________ 

5)宮城県の松島ですね． 

この日は割とハードだったので，目的地に

着いたときの感動はものすごかった． 

6. Day5:横手～仙台(172.3km,1249mUP) 

朝起きるとだれかにおにぎりを食べられて

いた．治安のレベルが渋谷と同じである．

疲れたので公園のベンチで 2 時間くらい爆

睡してた．なお，隊長は翌日のツールド東

北に出なかったのでこの日でばいばいし

た．さみしかった．

NC で行ったなあと回想に浸っていた．ど

こかわかるよね？5) 

7. Day6:ツールド東北(210.8km,2400mUP) 

 

この日は 19 時就寝，朝 2 時起きというす

ごいスケジュール．ちなみにホテルが埋ま

っていたため，会場まで 30 ㎞すでに漕い

でいる．ここからルイが参加． 

いよいよスタート．まだ朝の 5 時である．



 

意外と速い速度で巡行していたのでビビっ

た．確か 40km/s 巡行だった．荷物がない

からラクだね． 

無事に完走．．．途中で NC の OB さんの本

多さんにもお会いできました．ママチャリ

で参加されていた．．．流石です．．． 

途中余裕なかったので，写真があんまりな

いです，ごめんなさい． 

なんだかんだでキャンツーは楽しいね！と

いうことで今回はここまで 

 

8. Conclusion 

ツールド東北で完走できる走力をつけるた

め，約 1 週間のキャンプツーリングを行っ

た．これにより，以下の知見を得た． 

・生卵を直飲みするとお腹を壊し，「ロン

グ U」をする羽目になる 

・調子に乗ってわんこそばを食べすぎる

と，お腹を壊し，「ロング U」をする羽目

になる 

 



沖縄離島を巡る旅 

4年 三輪 

 

みなさんこんにちは．4年の三輪です．夏合宿以来活動に行けていないな，と思っているうちに 12月

がすぐそこになってしまいました．もうすぐシーズンオフですね． 

今年の春に自転車で沖縄の離島を巡ったので，それについて書こうと思います．石垣島，黒島，竹富

島，与那国島，沖縄本島の順に，記憶をたどりながら書いていきます． 

そもそも，元の目的は西表島と竹富島でした．学科同期と行こうという話になって，どうせなら自転

車も持っていって後ランしようと考え，実行に移しました． 

 

島一覧 

 

西表ではカヤックなどを楽しみました．西表島は一周できる道はないので，自転車にはあまり向いて

いないかもしれませんが，手付かずの大自然が広がっているのでぜひ行ってみてください． 

特に，西表島の最も西にある舟浮集落はおすすめです． 

      ↑集落の位置  カヤックツアー →              

宮古島 

石垣島 

西表島 

与那国島

黒島 

竹富島 

こんなとこ 



 道路が集落の外にはつながっていない，まさに陸の孤島．なんと，この集落から東京に行くためには，

最低でも 2回船に乗り，そこからさらに飛行機に乗らないといけません．このように，東京に行くのに 3

回海を渡る必要がある島は，日本でも 3か所しかない（由布島，水納島，そしてこの舟浮集落）といわれ

ています．そんな秘境です．海も星も素晴らしくきれいなので，ぜひ行ってみてください．民宿もあるの

でとまることをお勧めします．夜の集落を歩き回って星を見に行くのもよさそうです．行こうとしたと

きに集落の中でイノシシを見てしまって，怖くなった僕はやらなかったけど． 

 

おいしい晩御飯でした               これが集落のメイン道路 

 

 

夕暮れが一番きれいだったかなぁ．やっぱり離党は泊まるのがおすすめ． 



1， 竹富島 

3/14の昼前に西表島から石垣島に戻り，石垣島のフェリーターミナルに駐輪していた自転車を回収し

て竹富島へ．学科同期はレンタサイクルを借りて，僕は自分のロードバイクを使って回ることに． 

11:40 頃に竹富島に到着．夕暮れまではまだ時間があったのでそれまでに軽く一周することにしまし

た． 

赤い屋根瓦の街並みが有名なこの島．そこまでは港から 2㎞くらいなので簡単にいくことができます．

ところどころロードバイクには厳しいレベルで砂が道を覆っているところもありましたが，そういうと

ころは押して歩いたりしながら到着．まずは昼ご飯にすることに．さすが有名な島だけあって，飲食店は

どこもすごく混んでいました．値段も観光地価格． 

昼食も食べたことだし，島を一周してみることに．港のわきから一周する道に入っていきますが，で

こぼこで割と走りにくかった印象が強く，特に何かがあるわけでもなかったので一回退散し，集落の中

を先にぶらぶらすることに．曲がり角にあったビーチは人が多すぎて行く気にならなったし． 

特に何か大きな見どころがあるわけではありませんが，赤い瓦の家が並んでいる風景はのんびりして

いてよいものです．星砂（星の形をした砂）があるビーチによったり，島の東側にある星野リゾートがあ

るあたりに行ったりしているうちに，だいぶ日も傾いてきました． 

竹富島は石垣島から近いがゆえに観光客が多く来るのですが，ほとんどは日帰りなので最終便が出た

後はめっきり静かになります．その頃合いを見計らって，先ほど人が多くて行くのをあきらめてしまっ

たビーチに到着．ほとんど人はいなくなっていました．浅瀬になっていたので足をじゃぶじゃぶ言わせ

ながら奥に見える島に渡ってみます．先ほどまでの混雑とは打って変わって静か．のんびりした時間を

満喫できました． 

ちょっと北に移動して夕日を見る．夜はゆったり

と更けていきました． 

 

 

 

       誰もいなくなったビーチ→ 

 

 



さて，3/15になりました．とりあえず船で石垣に戻ります．そこで学科同期とはお別れ．僕は２泊ほ

ど一人旅を続けます．彼は 13:00 くらいのバニラエアで東京に帰るらしく，港から空港へのリムジンバ

スへ乗っていきました． 

 

2， 黒島 

石垣島のフェリーターミナルから船で 30分くらいの黒島にまずは向かいます．船は 1日 3往復．2便

目で言ったので 3 便目に合わせて帰ります．滞在時間は 4 時間．そんなに大きくない島なので一周でき

るかな，と． 

さて島に到着．晴れています．石垣で買ったお弁当を食べて昼にしよう…と思ったらどうやら石垣の

フェリーターミナルに弁当を置いてきてしまったらしい．450円の弁当，誰の手に渡ったのでしょうか… 

気を取り直して出発です．おなかすいたなぁと思いながら走りだします．島自体は道に迷いようがな

いくらいの簡単な島です．とりあえず時計回りに一周します． 

 

港からしてきれい．↑ 

  

 牧場が県道 213号の脇に広がる．開放的．↓ 

 

港から上がっていくと，開けたところに出てきま

した．道の両側には牧場が広がっています．そう，

ここ黒島は人間より牛のほうが多い島．牧歌的で，

どことなく北海道のような風景が広がります． 

 

 

 

 

 

 

 

桟橋はここ 



突き当りを左折して桟橋へ．使われなくなった桟橋が残っている場所なのです．僕が行くとそこには

一組のカップルか．桟橋の途中にいるその 2 人がアツアツな感じなので，桟橋の先に行けない…まあじ

っと待ちました． 

待ってる間に雲が薄くなって日差しが強くなってきました．結果オーライということで，彼らもよう

やくいなくなったことですし桟橋の先へと向かいます．水がとてもきれいだったなぁ．透き通る青とは

このこと． 

写真を撮ったりぼけーっとしたりして満足した後は，一周を続けます．3 分の 1 しか言ってないのに

滞在時間の半分を使ってしまいました．急がなきゃ． 

南側にあるという灯台を目指して走ります．その道中，両側に牧場が広がるところでは，実質北海道

では？最高か？となっていました1． 

灯台に到着．したはいいものの特に何もなかったので 5秒で退散．あ，もちろん灯台自体はありまし

たよ． 

 

そのあとはふらふらと走り，ビジターセンターのようなところを覗いて港に戻ってきました．午後だ

けで回れる島ですし，のんびりできるのでお勧めです．特に桟橋はインスタ映えスポットとしても有名

（になりそう）です．ぜひ行ってみてください． 

 

海の色がやっぱり本土とは違いますね… 

 

 

                                                   

1 筆者は北海道が大好きです．だからこんなところでテンションが上がっていたのです． 



3， 石垣島 

16:30くらいに石垣島に帰着し，まだ日没まで暇だったので石垣島を少し走ることに． 

石垣島の市街地から大して遠くないところで景色のいいところ，を探した結果，「エメラルドグリーン

の海を見る展望台」なるものに行ってみよう！と走り出しました． 

どうやら登りらしいが，大したこともないだろうと高をくくり走ってみたら，冬場に全く走っていな

かった自分にはしんどかった…でも登りきったところからの景色はきれいでした． 

 

そのあとはミルミル本舗というジェラート屋さん

によって宿に帰りました．夜は石垣島市街地にある

「なかよし食堂」という名の地元民にも評判のいい食

堂で，大好きなチャンプルーをいただきました． 

 

 

↑エメラルドグリーンの海を見る展望台から 

 

← ミルミル本舗のジェラート．おいしい． 

 

 

 

 

翌日．予報は曇りのち雨．でも起きたらなぜか晴れてる… 

ここ先島諸島ではよくあることです．というのも，地上の観測地点があまりに少なく，予報の精度が

十分に出せないみたいなのです． 

というわけで，午前中でサクッと石垣島を回ることに．12:00 の飛行機で動きたかったので朝は早く

出ます． 

とりあえず有名どころの川平湾へ．ただ朝の時

間だと逆光気味で，思ったほどきれいではありま

せんでした． 

そして，石垣島最北端を目指すべくチャリを走

らせます．少し坂を上がっていくと川平湾が逆向

きに見下ろせる場所に来ました． 

光の向き的にもすごくきれいだったな． 

 

 

 



 

ここで，冷静に時間がないことに気づきます．残り 4 時間で 80 ㎞とか，誰だよこんなコース引いた

やつ．そこで予定を変更し，ちょうど 1週間くらい前にルイさん（OB1）が行っていた御神碕（うがんざ

き）に行くことに． 

 

ここまでの道が素晴らしかった．石垣島の北西端に突き出ている半島の尾根筋を通っており，開放感

のある風景が広がっていました．右に目をやると，そこはエメラルドブルーの海． 

御神碕までの 5㎞，思う存分海を楽しみました． 

御神碕に到着．ちょっと歩いて先端へ，先端は特に何もありませんでした（） 

 

 

↓灯台はあったんだけど，海をバックに綺麗な灯台が映え

る！みたいなのを想定してたのでなんか裏切られた気分… 



さて，そろそろ空港へ向かいます．12:00の飛行機に空席待ちをかけているのです． 

アップダウンが意外とあって，島は山がちなんだなぁと痛感． 

         大まかなルート                アップダウンが多い… 

 

そんなこんなで空港に到着．空席待ちにも成功し，スカイメイトで与那国島へ． 

スカイメイトは，JAL のマイレージカードを持っていれば，25 歳以下である限り利用できる運賃で

す．当日，空席がないと乗れませんが，普通運賃の半額程度で乗ることができます．石垣―与那国のよう

に，先得割引などの早割がない路線ではとても有効です．ぜひ沖縄合宿までにそろえておきましょー．．． 

無事搭乗．座席はなぜか最前列．隣はめちゃめちゃ飛行機に乗ってそうなおじさんでした．怖… 

 

御神碕への道．最高の解放感． 



4， 与那国島 

12:25，無事に与那国に到着．午後を使ってのんびりと島内を回ります．予報によれば午後から与那国

は晴れ．最西端の島に心躍ります． 

 

とりあえず昼食を．といいたいところですが，何を食べたか忘れました．なにしたんだったかなぁ… 

 

まずは宿に行き荷物をチェックイン．アップダウンが多くてその時点で嫌になりそうでした． 

荷物を置いたら空港のほうに戻ります．目指すは日本最西端．道中は特に何もなかったので省略．そ

もそも 5㎞くらいだし． 

 

到着―．晴れてきて最高でした．この天気は

明日も続く予報． 

そのあとは島の南側へ．のんびりと走りま

す．馬がいてのんびりとした雰囲気が流れてい

ました．（写真は後ろのほうに） 

島の南側が馬の放牧地になっているのですが，馬の

放牧地とそうでないところを分けるところは写真のよ

うな溝になっています．チャリで通ると怖いんだわ．

冷静になったら確かにこの溝なら転倒しないんですけ

どね．  

 

東半分は明日に任せることにしました．さて，

翌朝のご飯を調達しに商店を除きます．びっくり

するくらい何もない．泊まったゲストハウスで，

ご飯 1合を 100円で売っていたので，それを利用

するか…という結論に．商店には何もないことを

考えるとありがたい．なんと，パンも週 2回しか

入ってこないらしいのです． 

そうこうしているうちに時刻は 18:00 頃にな

ってきました．何もしてないのに何でこんなに時

間がたっているんだ…？ 

 

 

                      品揃えがかなり薄い．生活大変だろうなぁ． 



夕暮れを見に最西端にもう一度，のつもりで

したが雲が出てきたので夕日はあきらめ．空港

に行き，最終の飛行機を見送ることにします． 

夕日が差し込む中，石垣からの便が到着．僕

が乗ってきたのと同じプロペラ機．かわいらし

い機体ですね． 

 

夜は島で一番有名という居酒屋「国境」へ．

これで「はて」と読みます．かっこいい． 

カレイが有名らしく，それを召し上がること

に，おいしかったー  

 

 

 

 

 

 

 

店の前までいってこの張り紙を見て．慌てて外に

出て「1人の予約取れたりしませんか？」と電話をし

たら入ることができました．そんなことあるんか… 

 

 

 

泊まったのはゲストハウスで，そのなかでも宿泊客同士の交流がしっかりとあるような場所．教養ロ

ビーに行くと何やらドラマを見ています．Dr.コトー診療所というドラマで，どうやら与那国がテーマら

しい．宿泊客の一人の女性はこのドラマが好きで，それで与那国に来てみたくなったと言っていました．

いろんな人がいるもんですねえ． 



 

多くの人はダイビングしに来ているみたいで

した．海底遺跡，存在は知っていましたがそんな

に有名だとは思っていませんでした．いつか来た

いな． 

ドラマを見ながらしゃべっているうちに夜は

更けていき，ふと気づくと午前 2時．最後に宿泊

客で外にでて，星を見てみようとしたものの見え

ず．雲がしっかりと出ていました．明日は晴れ予

報だよな？と不審に思いつつも就寝． 

 

     Dr.コトー診療所のロケ地 

 

3/17，最終日です．起きると，前日の悪い思惑が当たっていました．一面の曇り．やる気をなくして

二度寝し，再度起きたのは 8:00．まあせっかくだし行くかーと思い直し，朝食を食べて出発． 

東半分を回収します．思いのほか激しいアップダウンに苦しみながら，最東端に到着．東崎（あがり

ざき）は一面の草原が広がっていました．晴れたらきれいだろうなーと思いながら先へ． 

さらにアップダウンは激しくなる一方．寝不足だか栄養不足だかわからないけど，なんか思ったより

しんどく，ペダルが回らない区間でした． 

 

曇ってたけどきれいでした．晴れたら最高なんだろうなぁ． 

 

空港に到着し，搭乗手続きを済ませます．1日 1本の与那国ー那覇線．那覇乗り継ぎで帰ります． 

搭乗率は 70%くらいか．意外と乗っていました． 

 

 

 



馬の放牧がなされていた島の南半分．本当にのどかな景色． 

海からの高さもあるので，遠くまで水平線が望めます．最高の区間． 



5， 沖縄本島 

 最後の島は沖縄本島．那覇は沖縄合宿ぶりです．実はここでの乗り継ぎは 6 時間半．あえて遅い飛行

機にし，乗り継ぎの間に本島を少し走ろうというものです．クッソ重いサドルバッグは東京まで預け，自

転車だけ受け取ります．とりあえず沖縄合宿の時に夜ごはんを食べた定食屋へ．雰囲気は変わらず懐か

しかった．Twitterに呟いたら某同期からふぁぼがとんできて，覚えてるんやなぁと一人感慨にふけって

いました．みかど食堂，那覇のユースホステルからもそんなに遠くないのでぜひ． 

 

天気予報は晴れのち曇り．まだ晴れているのでご飯も食べたことだし走り出します．お目当ては臨港

道路浦添線とニライカナイ橋．前者は新しくできた絶景（と噂の）道路，後者は微妙に曇られた沖縄合宿

のリベンジです． 

 

 

まずは北上，臨港道路へ． 

10㎞くらいはしると前方にやたら新しい道が見えてきました．ここだな，と思い足を進めていきます．

確かに左側には海が広がってきました．水もエメラルドグリーン．那覇空港近くでこれはいい． 

例年，沖縄合宿の那覇―名護の移動日は作業になりがちなので，どうせ通るエリアでもありますしぜ

ひルートに含めてみてくださいな． 

 

 

 

 

→海が浅いと，エメラルドグリーン

になるらしい．なんでだろう． 

 

 

 

 

 

 



行き過ぎると自動車専用道路になるので，その手前まで行って内陸に入ります．目指せニライカナイ． 

足疲れたなーと言いながら漕いでいるとなかなか距離が減らない．少しずつ焦り始めます．なんか曇

ってきたし．やっぱり間に合わなかったなー… 

行くか，引き返すか．悩んだ結果自分の足を信じていくことにしました． 

ニライカナイ橋到着，向こうは晴れてますが太陽のある背中側は曇り．75良といったところでしょう．

ただ，すごく懐かしくなったのでそういう意味では来てよかったなぁとなりました． 

 

さて，感傷に浸るのもそこそこに引き

返します．時刻は 16:40ちょっと前．あ

と 15㎞，飛行機は 18:20． 

17:40には遅くとも空港につきたいの

でグロス 15 が求められます．幸い下り

基調． 

 

下りの部分は順調に飛ばしますが，意

外とスピードが出ない．残り 10 ㎞．

16:55．市街地に入ったらスピードが落

ちることも考えるともう少しあげてお

きたいところ．なけなしの足を使って進

んでいきます． 

       懐かしのニライカナイ橋 

 

あと 5 ㎞，時刻は 17:10．間に合うことを確信．ようやくのんびりモードになりました．最後はのん

びりと走って 17:35空港着．パパっと飛行機輪行して荷物を預け，機中の人となりました． 

 

振り返ってみると西表，竹富，石垣，黒島，与那国と 5島を訪れることができました． 

どの島も個性があって優劣つけがたいですが，個人的に一番良かったのは与那国でしょうか．特に島

の南側，100mくらいある崖の上の尾根沿いを通っている道から見た大海原は忘れられません． 

 

沖縄合宿の前ラン・後ランもそろそろ考えている

1年生も多いのではないでしょうか．旅程を組む時の

参考に，ぜひ離島も楽しそうだなぁと感じてくれれ

ば幸いです． 

宮古島も実は夏に行きましたが，時間もないので

いったん筆をおくことにします．それでは… 

 

 

←美ら海とのコラボのジンベエジェット．かわいい． 



 

 

後閑杯 2019報告 

 

NC3年 岡 俊輔 

 

去ること 10 月 20 日に今年度の後閑杯を開催いたしました。もともとの開催予定日であった 13

日に首都圏を直撃した台風 19号の影響で、交通機関が乱れている中の開催となってしまい、かな

りドタバタした中での開催となってしまいました。日程の変更や交通機関の懸念から参加を断念さ

れた方々には申し訳なく思っております。同時に、このような状況にもかかわらず、参加して下さった

方々、ありがとうございました。 

 

今年度の後閑杯のランナーは以下の 15名、サポートは 3年の岡、山口、中村、2年の吉田でした。 

【Result】 



 

 

 

【表彰】 

全体 1位：岡敬一(3年) Col de Galibierウィンドブレーカー 

全体 2位：井澤(OB) Kapelmuur財布 カエルライト 

全体 3位：谷岡(2年) イヤーウォーマー 

新人賞：小野(1年) 4℃rest 自転車専用ガラスコーティング材 ガラスの盾 

女子賞：富田(2年) モンベル ウェストポーチ 

伸びしろ賞：富田(2年) Col de Galibier 置物 

今城賞(伸び率 1位)：青木(2年) タイヤ 

 

今城賞はその名の通り今城さんから追加でタイヤを頂いたので、昨年のタイムと比べて伸び率が最

も高かった人に授与しました。出場がかなわないのにもかかわらず、ヨーロッパから景品を「輸入」

してくださった今城さん、ありがとうございました。 

【会計報告】 

当初の参加人数で経費を計算していたために、当日参加した方々には少し参加費が高くなってし

まい、申し訳ありません。それでも少し不足してしまい、4449円の赤字となってしまいました。不足分

はサークル費より拠出しました。 

名前 出走時刻 到着時刻 タイム 昨年度タイム 順位 伸びしろ 伸び率(%)

岡敬一(3) 10:06:30 11:37:21 1:30:51 null 1

井澤(OB) 10:07:00 11:39:48 1:32:48 null 2

谷岡(2) 10:05:30 11:43:22 1:37:52 1:42:45 3 0:04:53 95%

青木(2) 10:04:00 11:48:56 1:44:56 2:14:27 4 0:29:31 78%

金巻(OB) 10:06:00 11:51:51 1:45:51 null 5

谷口(OB) 10:03:30 11:52:29 1:48:59 2:05:03 6 0:16:04 87%

小野(1) 10:01:30 11:52:00 1:50:30 null 7

加賀(2) 10:04:30 11:55:13 1:50:43 1:57:31 8 0:06:48 94%

武縄(2) 10:03:00 12:03:56 2:00:56 2:22:14 9 0:21:18 85%

富田(2) 10:02:30 12:06:36 2:04:06 2:37:33 10 0:33:27 79%

泉田(3) 10:02:00 12:07:12 2:05:12 1:57:57 11 ########### 106%

別所(OB) 10:05:00 12:20:01 2:15:01 1:44:46 12 ########### 129%

蓮沼(1) 10:00:30 12:34:17 2:33:47 null 13

一野瀬(1) 10:01:00 12:49:50 2:48:50 null 14

林(1) 10:00:00 DNF #VALUE! null 15



 

 

 

【サポート報告】 

1. 前日 

レンタカーを予約していた岡と山口はまず 19 時半ごろに大宮に集合してレンタカーを借りまし

た。近くのベルクで補給の買い出しを行い、スーパーの屋上駐車場で少しお互い車両感覚を付

けてから、夜ご飯を食べ、宿泊場所のお風呂カフェへと向かいました。大宮でレンタカーを借り

たのは 100％お風呂カフェの為です。以前 TV で紹介されていた時はカップルが多く、男二人

で行くのはいかがなものかと少し実際入るまでは少しビビっていましたが、夜になるとほとんど

の場所は秩序が保たれていて、意外でした。スーパー銭湯泊に慣れているので、夜はリクライニ

ングチェアで寝ました。 

 

2．当日 

朝 4:30 ごろに起床し、お互いしっかり目を覚ましてから 5:00過ぎにお風呂カフェを出発しま

した。山口の運転で西荻窪まで向かい、コンビニで朝食を調達しつつ、同じくサポートの奈央

ちゃんを回収しました。その後 6:30前に西荻窪を出発し、永福 ICから高速に乗って前泊して

いたの吉田さんを拾うために山中寮へ向かいました。途中談合坂に少し寄ってドライバーの交

代とサポート側の補給を購入して 8:15 過ぎには山中寮に到着しました。中央道の通行止め

が解除された翌日だったので、かなりの交通量があり、渋滞がひどいかもしれないと考えてい

ましたが、意外と大丈夫でした。世界遺産センターの駐車場には 8:30前に到着しました。 

ぼちぼちと人が集まってきたので、9:00ごろに二手に分かれて、山口と奈央ちゃんは先に料金

所へ向かってこれから自転車が 15 台ほど通りますので専用のレーンを設けてもらえますか？

と聞きに行ってもらいました。吉田さんに集金を委任して、それ以外のとりまとめや補給を配っ

支出 内訳 経費 収入

レンタカー代 14900 参加費(19名) 51300

高速(行き) 2720

高速(大宮⇒西荻) 850

高速帰り 2500

富ヶ谷⇒大宮 1210

補給代 2866

ガソリン代 6725

今城さんからの景品 5962

montbell景品 2700

Kapelmuur景品 5076

Y's Road 景品 5940

通行料金 2100

通行料金 2200

計 55749 total -4449



 

 

たりしているうちに全員集まったので、ほぼ予定通りに開会式を行いました。 

9:45 ごろに一度解散して、各自準備してもらい 9:55 にはほぼ全員がスタート地点に揃って

いました。 

10:00 に出走を開始、今回は人数も少なかったので全員出走するまですぐでした。奈央ちゃ

んには料金所に残ってもらって、全員通過するまで待ってもらいました。ただ、どうやらそのレー

ンを通過した自転車軍団の中に全く NC と関係ないおじさんが一名いたそうです。それもあっ

たのか、最後に出走した井澤さんが通過した後、全員通過したと勘違いしてしまって、当時最

後尾だった別所さんが通過する前にレーンを解放してしまうという事件がありました。 

その後再び奈央ちゃんを回収して一合目下駐車場で一年生中心に補給を配ったりしました。

樹海台駐車場でも同様に補給の配布のために山口と吉田さんを一度降ろして、サポートカー

は頂上へ向かいました。三合目から奥庭駐車場の間のいくつかの区間では先日の台風の影

響か、工事が行われていて、片側交互通行状態だったので一部の人はここでタイムがくるって

しまったかもしれません。 

ゴール地点に奈央ちゃんと共に準備をしているうちに一位の岡敬一がやってきました。彼はな

んとゴールした直後に、樹海台へ山口と吉田さんを回収しにいくハイエースに同乗してくれまし

た。その後 12:30以降に到着した人には、五合目には行かないように伝え、残りの人々の到着

を待ちました。 

ただ、かなり時間が経っても林が来なかったため、蓮沼の自転車を借りて様子を見に行きまし

た。途中で足が攣ってしまった様で、時間も 3 時間を超えていたため DNF の扱いで回収する

ことになりました。 

ただ、林の自転車を置くスペースを作るためだったか、なんだったかよくわかりませんが、担当

の僕は先に自転車で他の 1年生を連れてダウンヒルすることになりました。 

防寒具や手袋、ヘルメットはしっかり準備していたので(何故？)、予備機として搭載していた自

分の自転車でスバルラインをダウンヒルしました。 

14:00過ぎごろから閉会式をはじめ、14:30過ぎに解散しました。 

その後サポートお昼を食べて、たまたま現地のスーパーで出発する準備をしていたところ、サポ

ートカーに谷岡の輪行袋の忘れ物がありました。本人からの LINEでみんな気が付きましたが、

あやうく全自走の危機でした。 

帰りは本音としては去年の報告にもあったように、中央道が大渋滞することが考えられたので、

峠越えをして帰りたかったのですが、台風の翌日でいずれもどこかで通行止めの状態で、しぶ

しぶと中央道で帰りました。案の定談合坂を過ぎたあたりからは大渋滞で、調布の手前まで渋

滞していたような気がします、たぶん。(担当は疲れ果てて助手席で寝ていました)幸いにもレン

タカーは 20 時返却にしてあったので、何とか時刻通りに返却できました。途中サポートで使っ

た器具を駒場で下したのですが、運搬を女子二人に任せてしまいました。重たい荷物だったの

で非情だったかもしれません。 

 



 

 

また打ち上げについては、交通機関の乱れなどで参加者が誰も参加することができないこ

とが判明したため、延期となり、皆各自ラグビーW 杯の日本戦を見ることとなりました。結局

開催できていないので、忘年会にでもしようかなと思います。(次期駒代と会長に相談しま

す) 

 

5．反省 

・大宮は少し遠い 

今回はハイエースの在庫と西荻窪へのアクセス、去年の車中泊の評価、価格からお風呂カフ

ェに宿泊をしましたが、特に何もなければ前日 20 時出発で河口湖へ向かう、せめて少し近づ

いておいても良かったのかなと思います。特にこのように台風の直後で交通が混乱していると

きは。 

・アクエリは 10Lで十分かもしれない。 

毎年のことですが、水より羊羹とかの補給を多めにしたほうがいいかもしれません。羊羹やパ

ンは好評でした。 

・連絡は早めに 

延期の可能性が出たらとりあえず連絡しても良かったのかな、と思いました。20日開催で来れ

なかった人が多かったので、あらかじめ延期した場合の予定日を告知してもいいかもしれませ

ん。 

・「富士山世界遺産センター」と名の付く施設は二つある 

これは担当も全く知りませんでした。いつも後閑杯で使っているのは「山梨県」の富士山世界

遺産センターです。最初、駐車場の使用許可をもらうために電話したら「静岡県」の世界遺産

センターで、毎年使っている団体は無い、そもそもうち駐車場ないけど？と話がかみ合わず混乱

してしまいました。しかも検索上位で出てくるのは静岡県の方なので、気を付けてください。 

ちなみに、事前に連絡していたためか、駐車場関連でトラブルは今年はありませんでした。 

 

以上となります。また来年も参加をお待ちしています。自分も来年はランナーに復帰したいです

ね！ 

6．コラム欄 

←早くも来年に備える青木 

楽しくドライブ気分のサポート勢⇒ 

⇓ラストスパート！⇓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート前の緊張感漂う様子。武縄だけ余裕の笑顔！イイね！ 

 

   

 

 

 



2019 夏合宿＆後ラン＠北海道 
１年 ⼩野智裕 

 
1. はじめに 
今年の 9 ⽉に北海道で⾏われた夏合宿及び⼀⼈で旅した後ランのレポートです。１１⽇間
という⻑い⾏程、そして起こった事を出来るだけ漏らさず書いていくので⻑編になる事は
ご容赦ください。提出期限間際に⼤急ぎで書いているので違和感を覚える部分などあるか
と思いますが、⼤⽬に⾒て頂ければ幸いです。 
 
2. ⾏程 
今年の夏合宿では北海道に⾏きました。9/1 の夜に旭川市内のホテルに集合、9/4 に札幌市
内のホテルに宿泊し、9/5 の朝に⾃由解散という⾏程でした。9/5-9/11 は後ランとして単
独で北海道を巡りました。８⽉の下旬辺りから後ランを計画しており、⾏きたい所やリスク
ヘッジについて纏めた「旅⾏のしおり」のようなものを作る程気合も⼊っており、計画もか
なり綿密に⽴てて臨みました。また、纏まって⻑い時間を確保出来る今でないと⾏きづらい
場所、そして出来るだけ多くの場所を訪れたいというコンセプトで作成したルートが次の
写真です。 
 
旭川スタートで旭川ゴール、総距離は 1,400km です。 

 



もう少し詳しく書くと、旭川空港―旭川―⼗勝岳―富良野―滝川―美唄―札幌/―⽀笏湖―
苫⼩牧―室蘭―洞爺湖―ニセコ―余市―⼩樽―札幌―新⼗津川―留萌―初⼭別―天塩―稚
内―宗⾕岬―浜頓別―⾳威⼦府―美深―名寄―⼠別―旭川―旭川空港です。後ランは約
1,050km あり、それを 6.5 ⽇で⾏こうと⾔うのだから計画が上⼿く運ぶのか疑わしいです
ね。 
 
2.1 ⼀⽇⽬(9/1) 旭川空港―旭川 
この⽇は夜に指定されたホテルに集合ということになっていたので、早めに⾏って旭川観
光をしようと思った。旭川空港に着くと、加賀先輩・⻘⽊先輩の姿が。お⼆⼈も観光のため
に少し早く来られたようで、ご⼀緒させていただくことになった。旭⼭動物園に⾏きたかっ
たのだが断念、また機会があったら来よう。空港でそばを⾷べて 14:30 頃に出⾛。 

 
まずは空港から 5km ほど南下し、就実の丘へ。雄⼤な景⾊に早速北海道を感じ、写真を撮
る⼿が⽌まらない。丘はほどほどに、次は美味しいアイスクリームが⾷べられる(らし
い)Milk bar というお店に向かう。25km/h-30km/h で 20km ほど巡⾏してお店に到着した
が、なんと閉店時間の 10 分前だった（本当に良かった）。 
最後は旭川市内から 10km ほどの展望台に⾏くために北上する。そう⾔えば、旭川空港って
すごく⽴地が悪くないですか？旭川市内からは 16km も離れており、最寄りの鉄道駅（⻄聖
和駅）からも 6km 離れている。⼀応これには理由があるようで、後で書く。この話は置い
ておいて、展望台まであと 2km まで来たのだが、展望台まで上る道が砂利道であり⾃転⾞
で⾏けず、時間も迫っていたので展望台は諦めて撤退した。⼣⾷は有名な旭川ラーメン（梅
光軒）を⾷べて翌⽇に備えた。 
 



 
左上：就実の丘 
左下：旭川ラーメン 
右上：Milk Bar 
 
 
 
 

ホテルで集合したあと、軽く外を散歩した。(隣町のように書かないで欲しい) 

 
 
 
 
 



2.2 ⼆⽇⽬（9/2）旭川―⼗勝岳―富良野 
後ランを含めて少し登り⾜りないと思ったので、思い切って⼗勝岳へ登るゴリラ班に参加
させていただいた。9 時出⾛。昨⽇通った道を逆向きに⾛りつつダラダラ平地を⾏った。 

 
⼗勝岳に登る前に美瑛の⻘い池、⽩⽷の滝
を訪れた。この辺りから標⾼を上げていく
のだが、道路のスケールが⼤きすぎて平地
を⾛っているように⾒えても実は登って
いるという事がよくあった。⼗勝岳(美瑛
側)のスペックとしては、最後のみ 10%区
間があるが、それ以外は 5%が続くので富
⼠スバルラインと似ている。坂は苦⼿だっ
たが、実際⾛ってみると景⾊を楽しみつつ
楽に登れた。今回ダウンヒルした上富良野

側からの登りは平均斜度も 6-7%と⾼く、10％超えの坂も多く出てくるそう。その上景観は
悪い。 
 



⼗勝岳を下り、ラベンダー畑で有名な富良野に向かった。⾒ごろの時期からは外れていたの
で⼀⾯の美しいラベンダーは⾒られなかったが、それでも⾊とりどりの花を⾒ることがで
きた。また、ラベンダーソフトクリームととみたメロンハウスのメロンパンを⾷べた。 

 
宿では全体でランを振り返り、安全意識を⾼め
た。その後、各々で親睦を深めた。 
振り返ってみるとこの⽇は充実していた。美味
しい物を沢⼭⾷べられたし、丁度良い距離を⾛
って⼗勝岳にも登れた。ゆるふわは最⾼だ。 
 
 
 
 
 
 
2.3 三⽇⽬ (9/3) 富良野―滝川―新⼗津川 
 
この⽇は道中に観光スポットが乏しく、移動の印象が強かった。11 時前後に芦別に到着し、
道の駅で芦別名物ガタタン(含多湯)を⾷べた。ガタタンとは⽩菜・⼈参・イカげそ・豚⾁・
⼭菜・だんご・卵など⼗数種類の具材がたっぷりで鶏がらスープや豚⾻スープにとろみをつ
けたもの(お店のメニューより)だ。次は芦別から数キロのカナディアンワールド公園を訪れ
た。1990 年にカナディアンワールドという 19 世紀のカナダの⽥園⾵景を再現したテーマ
パークが開園した。しかし、⾚字続きの為 1997 年に閉演され、以降は無料の市⺠公園とし
て再出発し、現在に⾄っている。 



 

 
 
ここから新⼗津川までは特にめぼしい物は無かったので割愛する。⼣⾷は滝川に出て松尾
ジンギスカンで⾷べた。美味しくて箸が⽌まらず、苦しくなるほど⾷べてしまった。(宿で
はコンパが⾏われたが部屋で寝ていて⼤部分をブッチするという失態を犯してしまった。) 
 
 
2.4 四⽇⽬ (9/4) 新⼗津川―美唄―札幌 
 
知らなかったのだが美唄は焼き⿃で有名であり、昼⾷に美唄の焼き⿃を⾷べた。美唄からは
⽇本⼀⻑い直線道路を通って札幌⽅⾯へ向かった。札幌に着く前にプリンバイキングが出
来るお店とモエレ沼公園を訪れた。 
 
 
 



 
↑美唄にて                  ↑プリンバイキング 
 
↓モエレ沼公園                 夏合宿リザルト↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.5 五⽇⽬(9/5) 札幌―⽀笏湖―苫⼩牧―⽩⽼ 
 
[今⽇のスケジュール]ここから後ラン 
まず午前中は札幌に住んでいる友⼈と⼀緒に札幌観光 
→札幌から⽀笏湖経由で苫⼩牧へ向かい、16 時に閉まる市場で苫⼩牧の名産ホッキ⾙を⾷
べる 
→時間があればウトナイ湖へ 
→⽩⽼の宿に 21 時までにチェックインする 



６時過ぎに起床して朝ごはんの買い出しに向かう。朝起きた時に疲労で体が重いなどとい
うことは無かったのでまだ⾛れそう。８時にホテルを出る。（合宿お疲れさまでした！）こ
の⽇から最終⽇はまでタイムスケジュールがキツキツなので常に時間を意識しなければな
らず、⼀つ⼀つの観光スポットにはあまり時間を割けない。午前の観光では北海道⼤学、札
幌時計台、⼤通公園のテレビ塔など、札幌市内を観光する。札幌駅前はバス停やら路上駐⾞
やらが多くて⾛るのが怖かった。 

 
⼤通公園・テレビ塔(10:11) 
昼過ぎに札幌を出ると市場が時間的に⼤分厳しくなると気付いたので 11 時前に札幌から出
⾛した。⽀笏湖までの登りは平均 5％弱ほどで（1.5km7%の区間もあるが）気持ちよく登れ
た。ちなみに芸術の森付近から⽀笏湖を登るまでの 25km ほどにはコンビニがない。特に北
海道では補給ポイントを予め調べておくのは重要ですね。       ⽀笏湖(14:13) 
   
 
 
 
 
 
  
 
 



⽇光が気持ち良かったので⽀笏湖でのんびりしすぎてしまい、14:15 出⾛。市場は 30km 以
上先だが間に合うか…?幸い道がほとんど登らなかったのと気合でもって閉まる 15 分前に
市場内の⾷事屋に滑り込んだ。市場の⾒学もしたかったが、16 時に閉まるので出来なかっ
た。店が閉まるので早⾷いしつつ味わいつつ休憩しつつこの後の⾏動を考える。宿は苫⼩牧
から 20km ちょっとだが、宿⼊りするには早いと思ったのでウトナイ湖に⾏く。フェリー乗
り場を勉強の意味で⾒たかったので近かった苫⼩牧フェリーターミナルにも⾜を運んだ。
フェリーターミナルから戻る道で対向のチャリダーに⼿を振られたが誰か分からなかった
(NC の⼈であるのは確実)。ウトナイ湖はラムサール条約に登録されており、渡り⿃の中継
地となっているので様々な⿃類が観測できる。時期が外れていたので⿃を⾒る事はできな
かった(新千歳空港から⾶ぶ⾶⾏機は⾒れた)。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ホッキ丼(15:52)                           ウトナイ湖(18:11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



後は宿に向かって今⽇はおしまいだが、ウトナイ湖を出てすぐ⽇が落ちたのでナイトラン
を強いられる。ここで strava が落ちたきり⽴ち上がらなくなってしまう。丸 5 ⽇動かして
いたせいか。⽴ち上げようと⾊々試し、アプリの復活に 30 分取られてしまった(今後ʼstrava
トラブルʼと呼ぶこととする)。宿が危なくなってきたので苫⼩牧まで爆⾛し⼣⾷を⾷べる。
⾷事が出てくるのが遅く、19:50 出⾛と宿がかなり危なくなってきた。22km ⼀時間ならち
ょうど着くかなと思っていた所、⽩⽼まで 8km を残してフロントライトが切れる。⾊々や
ばかった(街灯が全くと⾔っていいほどない・交通量、特にトラックが多い・歩道がボコボ
コでライトの有無にかかわらず歩道の⽅が危ない・時間がおしているため急ぐ必要がある・
突然現れる数キロに及ぶ⼯事のため路側帯が０の区間)。スマホのライトをフロントライト
に代⽤しつつ、⼯事区間は⾞の来ていない時だけ⾛った。⼀⼈だと特にライトは⼆つ持って
おいた⽅が良さそう。そんなこんなで何とか 20:57 宿到着。ホステルに泊まった。こういう
所では初対⾯の⼈とお話をするのが楽しいのだが、⾃分の事で⼿⼀杯でそんな余裕はなか
った。⼀⽇⽬から本当に⾊々なことがあった。 

苫⼩牧で⾷事(19:37) 
 
 
 
 
 
                        ライト切れ(20:24) 
 
 
 
 
 
 
 



2.6 六⽇⽬ (9/6) ⽩⽼―室蘭―洞爺湖―ニセコ 
 
[スケジュール] 
⽩⽼から室蘭へ、時間があれば室蘭の地球岬へ 
→R37 で⻑和へ、右折して R453 で洞爺湖まで 
→R230 で洞爺湖を反時計回りに進み、フラワーロードを通ってニセコ⽅⾯へ 
→17 時閉店のニセコミルク⼯房で何かしら⾷べる 
→18 時までにニセコのホテルにチェックイン 

 
⽩⽼から室蘭までは平坦な海沿いの道で、天気も良く暖かかったのでとても気持ち良かっ
た。そういえば昔社会で苫⼩牧は製紙・パルプ業と⼀対⼀で覚えたが、道中に⽇本製紙の巨
⼤な⼯場が⾒えた(室蘭は鉄鋼ですね)。東室蘭駅到着(10:15)。地球岬はどう考えても間に
合わないので洞爺湖へ急ぐ。そういえばルートを決める際⽩⿃⼤橋を通ろうと思いかけた
のだが、実はこの橋は⾞しか通れないので気付かなければ 20km ロスする所だった。ルート
を引く際はこういった点にも気を付けよう。⻑和の少し⼿前の道の駅伊達でお昼をとった。 
 
 
洞爺湖⽅⾯への右折に到着(12:48)。右折してすぐに後輪がパンクしてしまった。パンク修
理をしたのは 6/30 の上⽇川祭での前輪以来で、あの時は全く知識がなくインターネットで
調べながら⼀時間以上もかかってしまった。またインターネットで調べながら、今度は 30
分で復活することに成功した(⾃分的には進歩である)(13:36)。買ってから 1,200km ぐらい
でパンクしたので 600km の前輪も危ないなと震えつつ、洞爺湖への道を再開する。昭和新
⼭を眺めながら、14 時過ぎに洞爺湖到着。 



昭和新⼭(13:44) 
                  洞爺湖(14:22) 

 
急いで補給と観光を済ませ、14:45 出⾛。46km 先のアイスクリームに 2 時間じゃ着かない
だろうと半分諦めつつも急ぎ⽬でこぐ。なぜならホテルのチェックイン時間が迫っている
から。湖畔だし平坦だろうと思っていたのだが洞爺湖温泉を過ぎると登り始め、いくらこい
でも登りが終わらないかのように思えた。斜度は⼤したことは無いのだが、あまり休憩を⼊
れず疲労が溜まっていたのと補給も乏しかったので⾮常にしんどかった。ミルク⼯房に着
いたのは 17:19、もしかしたら……まあ閉まっていた、残念だが諦める。ニセコ駅を過ぎ
(17:30)、宿まで 7km、昨⽇と違ってこれは勝ったなと思ったら残り全てが登りだった。坂
道で急ぐという地獄を味わう⽻⽬になったが、何とか 17:57 に到着。ちなみに洞爺湖を出て
からニセコに⾄るまでずっと⼩⾬だった。 

 
ミルク⼯房(17:19)             幻想的(17:32)                    
 
全体的に移動⽇という感じで、ほとんど観光した感が無かった。洞爺湖すら全然堪能できず、
アイスも⾷べられなかった。北海道は⼤きいし、鉄道が死んでいる部分もあるように交通が
乏しいので⾃転⾞旅にはあまり向いていないのかもしれない。 



2.7 七⽇⽬ (9/7) ニセコ余市―⼩樽 
 
[スケジュール] 
ニセコアンヌプリ(1308m)に登る 
→⼀つ以上温泉に浸かる 
→余市経由で⼩樽駅付近の宿へ 
 
冬にニセコアンヌプリでスキーをした事があるので、⼭の夏の姿を⾒たいと思い、登ること
にした。いちばん下から登っていると⽇が暮れるのでゴンドラで標⾼ 1,000m 地点まで⾏
き、そこからは歩いて⼭頂を⽬指した。1.3km300mup 平均斜度 23.1%はキツイですね（笑） 
 
宿を出てゴンドラの⼭麓駅に向かう途中に 2 回⽬の strava トラブルが発⽣してまた 30 分失
ってしまった。ゴンドラから⽺蹄⼭の写真を撮りたかったのだが、雲がかかっていて撮れな
かった。それどころか、登るにつれて霧が濃くなり周囲すら⾒渡せなかった。正直登⼭を勘
違いしていて、それなりの幅の歩道が⼭頂まで整備されていると思っていたのだが実際そ
んな優しいものは無く、下の写真のような道を⼭頂まで⾏った。また、歩けば 300mup ぐら
い⼤したことはないと思って飲料の⼀本も持ってこなかったし、⾐類などの装備も不⼗分
だった。これが最⼤の問題だったのだが前⽇の⾬で地⾯がぬかるんでいた、その上急ぐ必要
があった。 
 

 
想像(10:17)                 実際(10:18) 



(11:45)                                     (10:48) 
 
70 分かかる登⼭道を 40 分で登った。 

 
(10:58)                                    (11:16) 
登りはこけたり滑ったりすることは殆ど無かったが、下りで⾜をぬかるみに取られこけか
けること数⼗回、こけること 5 回と靴と服が泥だらけになってしまったので、温泉(⽢露の
森)に浸かりに⾏った。 
 
 



温泉から倶知安駅⽅⾯へ向かう際、昨⽇⾷べられなかったニセコミルク⼯房の本店があっ
たのはラッキーだった。昨⽇の店は⽀店のようなものだったらしい。道中 3 回⽬の strava ト
ラブルで 30 分失ったが、倶知安峠・稲穂峠を越えて余市(18:32)、そして⼩樽(19:43)に到
着した。 

ミルク⼯房(14:30) 

⼩樽で美味しい海産物を⾷べようと思ったが、時間が遅く殆どの店が閉まっていたので何
も⾷べられなかった…。 
 
2.8 ⼋⽇⽬ (9/8) ⼩樽―札幌―新⼗津川―留萌 
 
[スケジュール]ただの移動⽇。観光スポットはない。 
⼩樽から留萌まで移動するだけ。出来れば留萌で⼣⽇が⾒たいので⽇の⼊りに間に合いた
い。 
 
⼩樽まで来て何も観光しないのは悲しいので 15 分で⼩樽運河だけ⾒てから出⾛した(8:10)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⼩樽運河(8:03) 



⽯狩を通って札沼線沿いに 4 ⽇前に宿泊したふるさとの森を横切り、新⼗津川へ向かった。
途中で膝が痛くなったが、こいでいたら次第に痛みが消えていった。ちなみに⼩樽から海沿
いで留萌に⾏くのではなく新⼗津川を経由して内陸から⾏ったのは海沿いの道のトンネル
が⾃転⾞には危ないと聞いていた・故障した際の脱出⼿段(交通機関)が無い・⾵が強そうな
どの理由からだ。 

 
新⼗津川駅(14:17) 

 
留萌本線藤⼭駅にて(16:53) 
 
17:26 留萌駅着。⽇の⼊りは 17:58 だったのでこの⽇唯⼀のコンテンツ⼒を⼿に⼊れる事が
出来た。 



⻩⾦岬(17:42) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        同(18:18) 
この⽇の⼊りを⾒るためにはるばる⼩樽から 180km ⾛ってきたのか。まあ 180km の価値
はあったと思う、⾮常に印象的な景⾊だったので 30 分は突っ⽴っていた気がする。海を眺
めていると隣の⼈に声をかけられた。⾃分と同じように東京から来た⼤学⽣で、⾃転⾞で北
海道を 10 ⽇ほど周るそうだ。普段は⼭に登るのが専⾨で、初めてのライドで北海道に来た
らしい。アウトドアの知識があるので、テントを持ってきて毎⽇キャンプで寝るそう。お互
いの話をしていたらすっかり周りは暗くなっていた(⼀時間半話していたみたい)。彼は明⽇
稚内まで⾏くらしい、200km あるけど…。⾏き先は同じだからまた会うかもね、と笑って
彼とは別れ、ホテルに向かった。留萌は数の⼦の産地として有名で、数の⼦、少なくとも⼩
樽で⾷べそびれた美味しい海の幸を⾷べたかったが、どちらも⼩樽と同じ理由で⾷べそび
れた(結局⽜丼を⾷べた)。明⽇こそ移動以外の事を堪能したいが…。 
 
 
 
2.9 九⽇⽬ (9/9) 留萌―天塩 
[スケジュール]軽めの移動⽇ 
留萌から天塩に移動するだけ。距離は 100km と控えめなので美味しい物を⾷べたい。 
天塩の宿に 17 時までにチェックイン。 



朝はホテルで⾷べ、まずは留萌で観光と呼べるか分からない観光をした。具体的には、昨⽇
スルーした留萌駅と 2,3 年前に廃線になった留萌本線留萌―増⽑間の線路を⾒て留萌を発
った(9:53)。留萌からはずっとオロロンラインで稚内まで⾏く。留萌から天塩まではアップ
ダウンが延々と続き、天塩以北はずっと平坦な道だ。海沿いなので景⾊は悪くない、信号が
⼀つもないので⾮常に⾛りやすかった。道の駅⼩平鰊番屋で休憩を⼊れる(10:46)。 

 
静岡から来たライダーさ
んと写真を撮った(11:15) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                えんでぃ君と(11:37) 
 
バイクの⽅と写真を撮っていたらそこにチャリダーが⼀⼈やってきた(以後えんでぃ君)。彼
はなんと福島から⾃転⾞⽇本⼀周中で、この⽇で 71 ⽇⽬・⾛⾏距離は 3,600km だと⾔う。
彼も今⽇天塩でキャンプして明⽇稚内へ向かうと⾔っていたので、これも何かの縁、⼀緒に
⾏く事になった。同じような景⾊にも少し飽きが来ていたので、同⾏者が居ると精神的にあ
りがたい。9/1 からの⾛⾏距離も 1,000km に到達した(12:04)。苫前で丼が⾷べられるお店
を事前に調べてマークしていたのだが彼を巻き込むのも申し訳なく、⾷べるのを諦めてス
ルーしたー。 



 
⼆⼈で(12:18) 
 
初⼭別でコンビニ休憩を⼊れる。イートインで⾷べていると、またチャリダーが⼀⼈来た
(以後こんの君)。実は彼の事は⼩平の道の駅でえんでぃ君が⾒かけており、⾏き先も同じだ
ったので彼とも⼀緒に⾏くことになった。今⽇はどこから来たのか聞くと、札幌と(しかも
新⼗津川経由)。どこまで⾏くのと聞くと、稚内と。300km あるのだけど…上には上がいる
ものだなあ。 

 
三⼈で(14:29)              初⼭別天⽂台(最北の天⽂台)(14:52) 
 



 
地形がよく分かる(15:20)           これになりたい(15:45) 
 
のんびりしすぎたので遠別を過ぎてから⼆⼈とは別れて、天塩まで 16km30 分で⾛る⽻⽬
になった。ギリギリ宿に到着(16:57)。宿に着いてまず旅館の温泉に向かったのだが、この
途中でスーツケースを持った同い年ぐらいの 9 割が男性の集団を旅館内に⾒かけた。後に
Twitter で調べた所、東⼤地理部の集団だと分かった。温泉に⼊った後、⼣⽇を⾒に⾏った。
⼣⾷を⾷べた後の記憶はないのですぐに寝てしまったのだろう。 
※昨⽇留萌で会った⽅から稚内まで⼀⽇で⾏ったと連絡が来た。 
 

天塩川河⼝から⼣⽇を望む(17:51) 
                                                 (17:44) 
 
 



2.10 ⼗⽇⽬ (9/10) 天塩―稚内―宗⾕岬―浜頓別 
 
[スケジュール]最終⽇の次に時間的に厳しいが、コンテンツ⼒豊富 
オロロンラインで 11 時までに稚内駅へ(60km) 時間があればノシャップ岬に向かう 
→稚内を観光して稚内から宗⾕岬へ(40km) 
→宗⾕岬から浜頓別へ向かい宿に 17:30 チェックイン(60km) 
 
宿の朝⾷バイキングで急いでエネルギー補給をして、7:50 出⾛。稚内までコンビニがない
ので補給は⼗分に蓄えておく。天塩以北は平坦なのでさぞ⾛りやすいのだろうと思ったら、
向かい⾵の強いこと。遮蔽物が⼀切ないので、もし⾵向きが悪いと数⼗キロに渡って地獄が
続くのだ。頑張ってペダルを回しても 20km/h 出るか出ないかというコンディションだ。 
 
 

↑利尻島(10:47) 

 
(8:13)                                        稚内駅(11:03) 
 



天塩から休憩を⼊れていなかったので稚内でお昼休憩をとった。稚内駅の線路は港まで物
を運ぶために、現在の駅より先にも線路が敷設されていたそうだ。 

        
防波堤ドーム 

                 対(?)の道路標識 

 
9/1 旭川にて                                  9/10 稚内にて 

 
次はこの⽇の⽬⽟、宗⾕岬へ向かう。えんでぃ君とこんの君のどちらかから聞いたのだが、
最北端の⼿前にある宗⾕丘陵の⽩い道という⾞でのアクセスは難しい⽳場観光スポットの
情報を聞いていたので、そこにも向かう。場所が少し分かりづらく、⾃分も初⾒では⾏き過



ぎてしまった。宗⾕郵便局の直前で R238 から右に外れ、郵便局⼿前を右折すれば 10%超
えの坂があり、これを登れば⽩い道である。その名の通り道が真っ⽩なのだが、⽩い⾙を砕
いて固めて地⾯に敷き詰めているためだ。⾞でのアクセスが難しいのは、道幅が⼗分ではな
くすれ違いが難しいからだ。この⽩い道は数キロ続いているが、今回は時間がないので少し
⾒て引き返した。 

 
天に続いているかのよう 



⽩い道にも感動したが、やはりメインは最北端だ。写真で⾒る度に恋⼼を募らせてきた最北
の地。まさか⾃転⾞で来ることになろうとは。この為に千キロ⾛ってきたと⾔ってもいいか
もしれない。13:39 宗⾕岬到着。 

 
晴れていて良かった！ 

 
樺太がうっすら⾒える 

最北の⾷堂にて 
 
           



最北の⼟産物屋 
 
 
 
歩いて⾏ける最北端 

 
⼗⽇間頑張って良かった。ギリギリまで宗⾕岬で粘って堪能し、14:55 出⾛。宿泊する浜頓
別まで残り 61km．普段なら⻑いと思う距離だが、北海道のバカでかさに晒されてきたので
「まあ 2 時間半ぐらいこいだら着くかー」くらいに思えるようになった。とは⾔っても粘
ったせいで時間がないので気楽にはしていられない。道中⾒かけた猿払の道の駅でホタテ
飯(苫⼩牧以来の海産物だ)を急いでかきこむ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホタテ飯(16:11)               (17:27) 



17:24 宿に到着。この⽇泊まったのはクッチャロ湖畔にあるトシカの宿という⺠宿だ。相部
屋で、⾷事は同じテーブルで同じ鍋を囲む。初対⾯の⼈とお話が出来るので楽しい。他の宿
泊者はバイク乗りのおじさんが 3 ⼈(都内から来ている⽅も居た)。夜は皆でジンギスカン
を⾷べながら談笑した。明⽇は忙しいので早めに寝る。 

 
クッチャロ湖                ⼣⾷のジンギスカン 
 
 
2.11 ⼗⼀⽇⽬ (9/11) 浜頓別―⾳威⼦府―美深―名寄―⼠別―旭川空港 
 
[スケジュール] 
出来るだけ早く浜頓別を発ち、200km 先の旭川空港へ 
→19:30 のフライトに間に合わせる 
 
この⽇は今回のランでは最も過酷な⽇だった。流⽯に⾃⾛で間に合わせられる⾃信が無か
ったので、時間がまずくなったら輪⾏して旭川駅まで出ることに決めていた。前⽇早く床に
ついたのもあって５時起床をして寝坊回避。天気予報では昼頃から⾬だったので、なるべく
早く出発しようと思い、急いで準備をする。物⾳で起こしてしまったのかもしれないが、同
室の⼈が起きだして、⾳威⼦府駅で⾷べられる駅そばについて教えてくれた。出発するとき
には⼀緒に宿に泊まった⽅達が朝も早いのに⾒送ってくれた。6:00 出⾛。 
 
まずは中頓別を通って 61km 離れた⾳威⼦府へ。⾳威⼦府の駅そばを⾷べる事をモチベに
ひたすらペダルを回す。かつてここでソ連侵攻軍を迎え撃ったという⾳威⼦府峠を登り、9
時半に⾳威⼦府駅に着いた。⾳威⼦府そばはそばの実の⽪ごと粉にして麺にすることによ
り、麺が⿊く独特の⾵味と触感が備えているという特徴がある。残念ながら駅そばは定休⽇
だったが、道の駅でも提供されていたのでそちらで蕎⻨を⾷べた。 



(9:28)                                        (10:02) 
 
さらに⾛って 11 時半過ぎに美深に到着し、昼飯を⾷べていたが⼩⾬だが遂に⾬が降りだし
た。⾬の中残りの 110km を⾬の中⾛るのは流⽯に⾟かったので、名寄までは⾬の中⾛り、
名寄から宗⾕本線で輪⾏して旭川へ出ることにした。輪⾏するのにはどこか敗北感があり、
これまでは全て⾃⾛で⽚付けてきたので、これがラン中では初の輪⾏となった。 

 
名寄駅でラン終了(13:34)                          リザルト(18:04) 
 



輪⾏の準備中に 4 回⽬の strava トラブルが起こった。もう⾛り終わったからいいけど。電
⾞で天塩以来の東⼤地理部の⽅が隣のシートに座っていた。strava と格闘していたら眠りに
ついていた。旭川駅の少し⼿前で⽬を覚ましたのだが、左⼿の特に親指から⼿⾸にかけての
部分が動かせず、痺れていることに気付いた。しばらくすれば痺れが取れるだろうと思って
いたが⼀向に取れなかった。帰って調べてから分かったのだが、恐らく所謂サイクリスト⿇
痺というやつだ。⻑時間ハンドルを握ることで⼿⾸の神経が圧迫され、⿇痺を起こすという
ものだ。⾛っている最中に⿇痺したらと考えると恐ろしくなる。⾃分はこぐ際に⼿の⼒を多
⽤する⾃覚があるので、フォームを改善するべきだと思った。また、⼿袋を付けなかったの
と、ビンディングを買っていないことも原因として挙げられる。この痺れは東京に戻ってか
ら⼀週間以上残ったが、⼿を落ち着かせていると次第に薄れていった。 
  
旭川駅に着いた時点で⼤⾬が降っており、とても⾃転⾞をこげる⾝体も気⼒も無かったの
で、旭川空港までタクシー輪⾏した。⾃転⾞はトランクに⼊らなかったので座席の部分に⼊
れてもらった。運転⼿に旭川空港のアクセスの悪さについて尋ねてみた。彼が⾔うにはʻ雪
があまり積もらない場所を選んで空港を作り、そのおかげで 99.5%という⾼い就航率を誇
っている。ʼらしい。 

 
旭川空港でジンギスカン(18:09) 
 
23:36 帰宅。 
 
 
 
 
 
 



3.さいごに 
まずは、無事故で今回の旅を終えられホッとしています。また、⽴てた計画を完遂出来て 11
⽇間の間に北から南まで多くの場所を⾒て回れた事には⾮常に満⾜しています。このよう
なロングライドをした経験や、トラブル時の対応など学ぶことも沢⼭あった密度の⾼い旅
だったと思います。北海道は楽しかったので次は道東も旅してみたいです(来年の夏合宿が
北海道で⾏われる事を期待して今回の旅と同じようなルートを既に考えてあります（笑）)。
最後に、旅先で出会った⽅、サークルの皆さん、ありがとうございました。 
 
実は strava で記録したログのアップロードが 11 ⽉現在でも完了していません。⼤きい数字
が⾒たいという理由で strava を 11 ⽇間稼働させ続けたのですが、「アクティビティの保存」
を押したきりアップロード中と表⽰されるのみです。また、アップロード中の状態で 1,2 時
間放置していると、アップロード保留中と表⽰されます。何か解決⽅法があれば教えて頂け
ると幸いです。 
 
 
 

 



四国温泉番付 
2 年 ⻘⽊ 慧 

0. はじめに 
周知のとおり、夏合宿解散後、青木・谷岡・富田の 3人は四国一周サイクリングに
挑戦し、無事に達成することができました。一周中のレポートは 9月の駒代連載で紹
介した Facebook ページにアップロードしてありますが、今回はその外伝として道中
で訪れた温泉(スーパー銭湯・宿の風呂含む)を番付形式で詳しくご紹介します。 

 
1. 四国温泉番付表 
2019 年 9月場所における四国の温泉の番付表は以下の通りです(選定：温泉横綱審
議委員会)。前ランから 5日目までを東方、6日目以降を西方としています。 

 



2. 各施設の紹介 
番付表にあるそれぞれの温泉を以下のフォーマットに従って紹介していきます。例に
あげた「杉戸天然温泉 雅楽の湯」は我々3人が温泉に目覚めるきっかけとなった聖地
であり、事あるごとに再訪を企むほどに気に入ってしまった折り紙付きの名湯です。皆
さんもぜひどうぞ。 

 
 我々の温泉施設評価におけるベンチマ
ーク。雅楽(うた)と読む。最大の特徴は露
天風呂の広さ。源泉掛け流しの大浴槽をは
じめとして、寝ころび湯や壺湯などが広い
敷地に点々と配置され、いつまでも湯めぐ
りを楽しめる。谷岡は最初の訪問の際に 2
時間半ほど入り続けて同行者を心配させ
ていた。基本料金にタオルと館内着の貸出
料が含まれているのも個人的には好印象。
食事処も充実の雅楽の湯に死角は無い。 



 
(画像なし)四国で最初に訪れた湯。「サイクリスト御用達の温泉」を謳っていたので期待し
て赴いたが、サイクルラックが完備されていることと従業員がサイクルジャージを着用し
ていること以外に自転車要素はなかった。露天風呂もなかったので拍子抜け。浴室に足つ
ぼコーナーがあり、ツボ押し石が鋭利になっている部分の注意書きに「この付近は石が強
い設定となっております」とあったのにハマり、私と谷岡は四国の様々なものを「強い設
定」と形容していた(例：「ここのジンジャーエールはジンジャーが強い設定」「直子ばあち
ゃん(西条の宿のご主人)は強い設定」)。休憩所はWi-Fi、コンセントが完備されている上
に漫画が大量に置いてあり、実質ネカフェであった。食事処は見た目ほど高くない。 
 

 
 序盤の良湯。露天風呂が充実しており、
雅楽の湯では常に争奪戦となっている
壺湯に入り放題だった。全体的にレベル
の高い施設であるが、シャンプーの泡立
ちが悪いことが玉に瑕。近所には 24 時
間営業のファミレス「ジョイフル」や、
深夜まで営業しているドラッグストア
などがあり、入浴・食事・買い出しを一
度に済ませられる利便性は旅行中には
ありがたい。 



 
(写真なし)家族経営のゲストハウス。お風呂はオーナー家族と共用で順番に入る。しかし
ながら生活感は全くなく、綺麗に保たれている。ホテルのスイートルームについている大
きな部屋風呂のような雰囲気がある。牛乳は無いが、四国一周おもてなしサポーターとし
てヴァームウォーターをプレゼントしてくれる。 
 

 
(写真はうどんで代用)はっ
きり言って、(見かけの)安さ
だけが取り柄。シャンプー・
リンス・石鹸が別売、サウナ
が有料など、細かく金を取
っていくスタイルはソシャ
ゲの基本無料商法を彷彿と
させる。露天風呂は申し訳
程度に建物の裏に配置され、
蚊帳のようなビニールのカ
ーテンで囲まれた小さな湯
船が一つだけ。牛乳と休憩
所はしっかり用意されてい

るが、コスパは高いとは言えない。正直に言ってオススメできない施設である。 



 
前日とはうってかわって大当たりを
引き当てた。露天風呂はやや狭いが
多種多様な浴槽が規則正しく配置さ
れ、テレビを見ながら入浴すること
ができる。サウナは 2 種類あり、水
風呂が屋外にあるので「ととのい」や
すい。休憩室にはマッサージチェア
がズラリと並び、Wi-Fi、コンセント
完備。スポーツジムも併設されてい
るのでダイエットにも最適。雅楽の
湯に匹敵する評価を勝ち取った。 

 

 
(写真なし)室戸岬にほど近い場所に構えるホテル。内湯・露天風呂ひとつずつの構成だが、
露天風呂は海洋深層水を使った独特のもの。断崖絶壁に立地し、潮騒を聞きながら体の芯
から暖まることができる。海水を使っているので風呂上がりのシャワーは必須。 
 
 
 
 



 
(写真は公式HPより)建物内でヘアカット
やマッサージ店も営業している比較的大
規模な施設。四国では東予温泉に次ぐ広さ
の露天風呂を擁し、植栽が丁寧に管理され
た中庭を眺めながら湯船に浸かるひとと
きは絶品。内湯は温度設定が低めでのぼせ
ることなく入っていられる。番付表では
「土佐ぽかぽか温泉」と略記したが、その
名前の施設は土佐市に存在する(同一の企
業が運営)。こちらは「高知ぽかぽか温泉」。 

 

 
(写真なし)4G の電波が入らない秘境に位置する四万十源流の里。近くにスーパー銭湯な
どあるはずもなく、宿の風呂を利用した。檜の浴槽ひとつだけという簡素な構成だが、立
地を思えば仕方ない。温泉好きとしては物足りないが、低評価をつけるのは酷というもの
だろう。 
 
 
 
 



 
伝統家屋風の外見から期待を高めて入場した
ものの、ボイラーの故障で露天風呂は閉鎖さ
れていた。前述の高知ぽかぽか温泉と同様、
低めの湯温設定が快適。女湯は 2種類のサウ
ナが設置されているが、男湯は 1種類しかな
い分相当の広さが確保されていた。汗をかく
サウナで他の人と体が接触する不快さを思え
ば、この広さは大きなアドバンテージと言っ
ていいだろう。休憩所は背もたれなしのソフ
ァが並んでいるだけのシンプルなスタイル。
畳が欲しいところだが、四国ではこれが標準
的である。 
 

 
(写真なし)宿泊先はキャンプ場であったが、近隣のホテルの風呂を利用できる。ここでグ
ローブを失くしたのであまりいい印象がない。いわゆるホテルの大浴場といった雰囲気で、
特筆すべきことはなかった。 



 
(写真なし)一押しポイントが全て。行程最長の 160km を漕いだ身体は湯船を切望してい
たが、翌日の道後温泉を思えば一時の辛抱にすぎない。 
 

 
四国一周ゴールのご褒美として
訪れたご存知道後温泉。100 年以
上前に建てられた木造 3 階建ての
建物は圧倒的な威厳を感じさせる。
2 階の休憩所ではお茶と茶菓子が
振る舞われ、爽快な湯あがりのひ
とときを楽しめるのだが、現在は
リニューアル工事中で入浴のみ利
用可能。泉質はもちろんながら、歴
史を感じさせる建物を味わうべき
施設でもある。道後温泉のアーケ
ードを抜けて道後温泉本館が眼前

に現れた時は感慨ひとしおであった。 
 
 
 



3. 総括 
いずれの施設も温泉レビューサイトなどで探したわけではなく、Google マップで「温
泉」と検索して出てきただけですが、結果としてはいい湯たちに巡り会うことができま
した。日中にかいた汗を温泉でゆっくり流すひとときは、自転車旅行で最も幸せな瞬間
の一つと言えるかもしれませんね(申し訳程度の自転車要素)。なかよしでもなければさ
いくるでもないこの記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。 
 

4. 参考文献(各施設の公式サイトへのリンク) 
・喜助の湯 
 http://kisuke.com/yu-imabari/ 
・東予温泉 
 http://www.touyoonsen.com/index.html 
・湯楽温泉 
 http://www.yuurakuonsen.com/index.html 
・あらたえの湯 
 http://aratae.jp 
・高知ぽかぽか温泉 
 http://www.souyu.co.jp/kouchi/index.php 
・平和な湯 
 http://www.heiwanayu.com/index.htm 
・道後温泉本館 
 https://dogo.jp/onsen/honkan 



与那国島紀行    

2 年吉田 

 

一般人はおろかサイクリストにも人気はないであろう与那国島について書きます。 

石垣島他メジャーな島に比べ、気候や文化はほぼ台湾です。離島あるあるなのかもしれませ

んが、物価が高いです。たいていの人は石垣島から JAL の小型ジェット機で乗り継ぐと思

うので、石垣で最低限必要なものは買っといた方がいいかもしれません。 

カジキがよくとれるらしく、私が行った三月ではとれたてカジキのお刺身をいただくこと

ができました。 

今回の旅では役場周辺の自転車屋さん？でママチャリを借りました。私は坂がきつかった

のですが、近年の NC ゴリ化現象から鑑みるにこちらで十分でしょーう。 

 

                      ↓唐揚げがうまい 

曇ってますが、それにしても綺麗でした。 



坂の終わり。通りすがりの自衛隊の人から応援してもらいました。 



ヨナグニウマさん。在来種ですが、一応誰かに所有されているらしいので、補給が切れても

食べてはいけませんよ☆ 



日本最西端ということですが、チャリで行ったのは東の岬のみです。この先のコンクリート

のうねりを見て諦めました。 



←おまえ、うまそうだな。 



ヤドカリの赤ちゃん。 

最西端の岬からみた町。 



 

島唯一のパン屋さんであんぱん買いました。一人で海岸を眺めながらあんぱんを頬張る 

穏やかな朝です。 



 

まさかのひまわり畑に遭遇しました。 



 

役場近くにあるカレー屋さん。美味しいんだけど、結構不定休があるみたいです。奥さんが

女医なんだって！ 



 

さようなら与那国島。 

 

おわり☆ 



 

 

紅葉＆温泉ラン＠丹沢湖     

                                   ２年 富田 

 

秋になりチャリモチベはあがり、紅葉もまだまだ見たい！！ということで 11 月１３日、

青木、谷岡、吉田、富田で丹沢へ紅葉を見に行きました🎵ルートは新松田集合→三保ダム

→丹沢湖→ぶなの湯→新松田解散。移動距離 50km 程で観光要素多めのゆるぽた、良いで

すね！ 

 

当日、私は輪行し新松田駅に到着すると、まず駅舎の裏で佇む谷岡を見つけました。（自

走班を作った Kくんに裏切られ 100㎞１人で走ってきたようです。お疲れ様。）そして次

に、水色と赤の見覚えがあるジャージを着た先輩方に出会いました。この日は NC で丹沢

ランが２つも開催されました👏ご一緒させてもらいたいところでしたが、レジェンド先輩

方は山に登るそうなので、我らはそれを見送りゆるポタの道を行きます。 

 

丹沢湖までは、国道 246号の脇道を御殿場方面へとしばらく進み、途中県道７６号に入

ります。 



しばらく上りが続き、丹沢湖ダム公園に

到着しました。青木先生のダムの説明を

聞きながら公園内をうろうろしていると

ひときわ赤いモミジを見つけました。 

一同映えを狙い、たくさん写真を撮まし

た。モミジ、下からの見上げるようにし

て撮るとなお映えると学びました。 

 

↓さらにちょっと上って．．． 

 

丹沢湖到着！ 

ここまで川に沿って進んで

きましたが、どこも白っぽい

不思議な色でした。台風 19

号の影響か？ 

 

 

 

 

 

 

 

お腹もすいたので、すぐ近くの丹沢湖レストハウスで昼食をとることにしました。 

 



 

 

なかよくみんなでダムカレーを食べま

した。 

 

 

 

そして、先輩達に遭遇！大野山に行ってきたそう

で．．．すごすぎます。我々も鍛えておくので是非

今度ランに誘ってほしいです(;・∀・) 

 

この後は、丹沢湖記念館へ行き安定のダムカード回収し、ぶなの湯へ。紅葉をみられる露天

風呂は最高でした。温泉の後は駄弁りたくなってしまうものですが、日が暮れるのが早いの

で、サクッと入って帰りました。新松田まで、ひたすら下り駅からは輪行しました。輪行す

るとQOLが上がることに気付いてしまいました。 

 

 

 

       お    わ    り 



那須ロングライドに参加してみた 

2 年 武縄 

 

こんにちは、NC2 年の武縄です。この記事を書いているのは 11 月 23 日何で

すが、だいぶ前の 7 月に参加したイベントについて書こうと思います。今回参

加したのは那須高原ロングライドというもので、青木と谷岡が参加しようとし

ていたところに自分も乗っかった感じです(まぁ参加登録が遅くて結局別のル

ートを走ることになるんですが)。このロングライドの日程は土曜日に前夜祭

→日曜日にロングラン、という感じでした。とりあえず両方に参加したので書

いていきまーす。 

 

1 前ラン 

_______絶起。やたらとうるさいインターホンのチャイムの音で起き、ドアを

開けるとブチギレた青木が立っていた。青木と自分は西新井まで自走してそこ

から輪行、谷岡は全自走という感じだったので急いで支度をして出発。首都圏

の治安が良くない道路を走って 1 時間くらいで西新井に到着、輪行して東武鉄

道で宇都宮まで Go。13 時くらいに宇都宮についたものの絶起のせいで餃子を

食べる時間がなくなってしまったらしい。このへんの画像は全くありません。



餃子食べられなくて激萎えしていたので…。谷岡も合流していざ那須へ！っと

思いきや谷岡が結構大きな事故をしたらしく、右腕の痛みを訴えてきたので病

院を探す羽目に。あとで判明したことだが右腕が痛すぎてほぼ片手運転で

80km くらい走ったらしい、頭おかしい。病院で診察して何やかんやしていた

ら 15 時になってしまい、お腹も減ったのでちょうどあった家系ラーメン屋へ

(画像なし)。遅めの昼ご飯を食べたら自走では間に合わないので輪行して黒磯

へ。那須森のビール園という場所へ行き、ロングライドの前夜祭に参加した。

前夜祭にはかなり有名な選手もきていたらしく、ジロ・デ・イタリアを完走し

た初山選手がいた(外人の強そうな選手もいたのですが、自転車のプロの世界

何もわからんので知りたい人は青木に聞いてください)。プロの人たちのトー

クを聞いたり、栃木出身のシンガーの「栃木の歌」を聞いたり、バイキングを

堪能したり、抽選大会で一喜一憂したりして前夜祭はお開きに。ちなみに青木

がとちおとめ当てました。今まで見たことのないほどの笑顔をしていました。

帰るときに気づいたのですが、那須森のビール園までロードできている人はほ

とんどいなかったです。だいたい全員車、勝てません。青木たちと「車はセコ

イ」談義をしながら真っ暗な道をダウンヒルして黒磯へ。少し離れた新白河の

ホテルへ輪行し、その日は就寝。 

画像が全くないのも寂しいので米が当たった青木を貼っておきます。 



 

 

2 ロングライドォ… 

朝、だいぶ早い時間に起床。自走するつもりだった(はず)が、少し雨が降って

いてあり得ん寒かったので輪行して会場の最寄り黒磯に行くことに。しかもこ

こで前日から耳にタコができるぐらい右腕が痛いと言っていた谷岡が痛みに耐

えきれず帰るって養生することに。レースが始まってすらないのに DNF なん

て器用なことするなぁと思った(でもこの判断は懸命だったと思います)。黒磯

についても全く暖かくならず、雨は降っているわ風は強いわで青木と無限に凍

えていました(7 月なのに)。短いコースの人たちが出走して行くうちに雨が止

んできて自分が出走する番になる頃には何やかんやで楽しくなってきた(ちな

みに青木は「那須 DAKE80」という約 80km のコース、自分は「苦行の先にあ

る素晴らしい風景」という約 83km のコースを走りました)。 

と
び
っ
き
り
の
笑
顔
！ 

 
 

 
 

 

↓ 



 

あと余談なんですが「那須 DAKE」って那須岳(なすだけ)のことなんですよ

ね、ずっと那須デイクって何だよって思っていました。このロングライドに電

動自転車で参加する人、コスプレしている人、チームできている人、親子で来

ている人など、いろんな人がいてそれだけで良き…って感じです。何はともあ

れ出走、ロングライドの始まりや！いきなり長めのダウンヒル、しかも道路は

走りやすい。楽しすぎ、最高か？？？？のどかで車が全くいない道を約 12km

走ると早速第一エイドに。 

 

 

↓テンション上がりません？？ 



↑こんな感じの道を下っていた、最高ですね。エイドの方はいまいち栃木感が

ないような気が… 

補給を済ませたらさっさと出発。平坦な道では景色を、5%くらいのちょっと

した坂道はビール腹のおっさんたちを尻目に登って行くことを楽しみながら走

っていると突然 13%くらいの坂が出てきた。ここぞとばかりに電動自転車の人

がイキってきたり、つよつよカップルローディーが談笑しながらスイスイ登っ

て行たりしてるのを見てお気持ちになりつつも登頂。「一度も足をつかないで

登ってえらーい！」ってコウペンちゃんもいいそう。 

                 

この坂がタイトルにもなっている苦行だと思っていたけど、待っている景色は

ただのトンネルだったのでどうやら違うみたいだ。 

→
と
て
も
つ
ら
い
↓ 



 

ヒルクラの後はもちろんダウンヒル！w これまた長いダウンヒルで最高の時間

を過ごして平地でも 30km/h 巡航！エイドで十分補給したせいかヒルクラ後で

も元気が有り余っていた。やっぱ…補給は疲れる前にするもんやねんな…。そ

してあっという間に第二エイドに。うおおおおおお豚汁！おにぎり！羊羹×

3！まんじゅう！甘酒！絶対にハンガーノックにはさせないぞ、という運営の

強い意志を感じる。甘酒とか「飲酒運転ぢゃん！」ってなったんですがアルコ

ールないんですね〜知りませんでした。しかも効率のいい補給らしい。おかわ

りもできる。最高か。 

↓
素
晴
ら
し
い
景
色 



 

お腹いっぱいになったら出発。本日のメインディッシュ、御亭山へ Go。 

この御亭山が苦行の正体らしい。それにしても道端にいる地元の人たちが声援

を送ってくれたり手をふってくれたりするので本当に楽しく走れるのでありが

たい。声援を受けて走っているとついに苦行の入り口に。赤い文字で御亭山入

り口と書かれた看板もあって苦行そうな雰囲気を醸し出していた。入り口入っ

ていきなり 15%くらいの坂が続いていてこれが苦行か〜という気持ちになって

いた。 



 

「これは苦行っすわ〜」とか「キツスギィ！」とか唱えながら 600m ぐらい漕

ぐと急に斜度が 5%くらいになってうせやろ！？ってなった。またどぎつい坂

がくるんやろなぁ〜、と身構えていたけど結局くることはなくて 3%くらいの

坂が続いていたので 20km/h 巡航しておじさんたち相手に無双していた。結局

10 分くらいで山頂に。いうほど苦行か？絶対山伏峠の方がきついゾ。でも景色

は綺麗だった。↓いい景色やこれは 

↓
う
〜
ん
、
こ
れ
は
苦
行
！w

 



 

御亭山のダウンヒルは最高だった。10%くらいの坂がだいぶ長く続いていて位

置エネルギーを消費するだけでスピードが出たので今までの人生の中で 2 番目

に楽しいダウンヒルだった(1 位は阿蘇山ダウンヒル)。MAX で 67km/h 出てい

ました。 

メインディッシュも終わったので後は消化試合みたいなもの。しかもこの御亭

山を下りきったあたりから出発の時からずっと耐えていた天候が崩れて雨がポ

ツポツ降ってきた上に風も強くなってきてしんどくなってきた。そのうち自然

とトレインが形成されてきたので自分もそこに組み込んでもらった。見ず知ら

ずの人と同じコースを走るというだけでなんか楽しいので良き。



 

第三のエイドステーションに到着、風景が北海道っぽい。補給はこの他におし

ゃれな野菜スティックもあっていいっすね〜、てなりました(補給としては微

妙そう)。この後も風は強いけど走りやすくてのどかな田園の中をひたすらト

レインを組んで走って行った。 

 

もうヒルクラも最後以外ないので、ゆっくりと進んで第四、第五エイドへ。こ

こまでくると補給も重いものはなく、おやつのようなものが多かった。実際第



二エイドまでの量が尋常じゃなくてお腹いっぱいだったのでむしろありがたい

ぐらい。これでエイドは全て終わり。欲を言えばもう少し那須っぽいものを食

べたかった…。 

第五エイドを過ぎたら後はヒルクライムして最初に下った分を取り戻すだけ。

ヒルクラと言っても、ずっと 3,4%くらいのをゆるゆると登っていくだけなの

で苦行でもなんでもない。雨が降っていて一部路面がお気持ちだったこと以外

は特に言うことなし。あまり記事映えのしないヒルクラだった。 

 

 

坂を登り終えたらほぼゴール。計 4 時間 30 分ぐらいで完走！ 

ゴール地点で完走証と栃木の牛の焼肉をいただいて優勝しました。 



               

↓ちなみに strava(最初のエイドから測り始めたので色々足りない) 

 

3 後ラン 

大会が終わっても、ランはまだまだつづく。栃木に来たならやっぱ宇都宮餃子

↓
や
っ
た
ぜ 

 



だよなぁ、ということで黒磯まで行って輪行して宇都宮で一泊。夜ご飯は餃

子！店で餃子を食べただけでは飽き足らず、他の店で餃子をテイクアウトし、

さらに酒を買ってホテルでまた優勝してしまいました。 

     

その後宇都宮から(確か)国道４号線沿いに南下して、西村因縁の地などの聖地

巡礼をした後埼玉の東武動物公園駅あたりへ。そう、いつもお世話になってお

ります、雅楽の湯へ Go。月曜日の昼間から温泉に浸かり、サウナで汗を流

し、人生を謳歌した。ロングライドで疲れた体を癒してお昼ご飯を食べたら解

散！自分は 5 限のため輪行して駒場へ、青木は自走して自宅へと帰って行っ

た。 

 

4 あとがき 

こういうイベントは初参加であり、青木と別ルートを走ったので実質ぼっち参

戦だったのですが、とても楽しかったです。地元の人たちは気さくで優しいで

すし、エイドの補給は美味しい。道は走りやすくて景色も良くて飽きない。本



当に最高でした。またいつか何かに参加したいなぁと思っているですが、特に

安曇野センチュリーライドに行きたいです。 



編集後記 

2年 西村 

 轍をお読みいただきありがとうございます。2 年編集担当の西村です。今年の轍は紙には印刷

せず、pdf のみを公開させていただくこととしました。印刷されたものをご希望の際はご相談くだ

さい。 

 今年の轍は、昨年ほどではないものの多くの記事を、執行代を中心に頂きました。とてもありが

たい限りです。 

 月末発行予定の 11 月会報をもって私の編集の業務は終了となります。今年は特訓ランが雨天

中止になったことをはじめとして雨天中止になったイベントが多く、会報もそれにつられて1発行回

数が少なめとなりました。とはいえ、今年も 20人程度の 1年生が加入し、この編集後記を書いて

いる今も頑張って焼きそばを販売してくれています。 

 

 編集後記を執筆中の私はというと、7 号館で理ロシの友人たちがやっているカフェロシアにおり

ます。2今年の駒場祭はあいにくの雨が続き人出も少なく、屋外企画は全体的に厳しい戦いを強

いられているようです。 

 

 引き続き轍の記事は 11月末まで募集し、随時更新してまいりますのでみなさまぜひ投稿をお願

いいたします。奮って投稿ください。 

                                                      

1 割と言い訳がましい。9 月会報の発行が 11 月になったのは私の不手際に他なりません。 

2 3 日連続で訪問している。駒場祭期間中で一番多くの時間をカフェロシアで過ごしてい

る。 


