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　自転車でどこまで行けるか挑戦する、

インドア学生による体温まるアウトドア

企画です。

1.　動機

　大学から横須賀中央駅まで何 km

あるんだろうとちょっと気になった。G

oogle 先生によると約 50km。50km っ

て自転車で行けるか行けないかのギ

リギリの距離だよね。せっかくの夏休

みだし、挑戦してみよう…… 的な。

2.　概要

　いつも乗っている自転車を使って

遠出してみました。前哨戦の「調布～

秋葉原編」と本編の「調布～横須賀

編」について、当日の様子を振り返り

ながら書いていこうと思います。ルー

ルとマナーを守って楽しくサイクリン

グ！

3.　運動プロフィール

　高校の頃は片道 8km の平坦な道

を自転車通学していました。しかし文

化部で、それ以外の運動は皆無でし

た。　最近は流石にマズイと思い、

DDR1で定期的な運動を始めました。 

1 DDR……DanceDanceRevolution。ダンスす

る音ゲー。疲れる。

4.　調布～秋葉原編

　前哨戦なので、写真も無しにさっく

りと書きます。（撮り忘れてました）

　Google 先生によると電気通信大学

から JR 秋葉原駅まではおよそ

23km。往復すれば約 50km なのでこ

れができれば横須賀も行ける……筈。

　①旧甲州街道（国道 20 号）を新宿

方面に走って行くと半蔵門（皇居前）

まで着く。　

　②そこから皇居を時計回りに回って

靖国通りに出る。

　③後は、道なりで秋葉原周辺まで

行ける。　

①がとにかく長いです、苦痛。

8/24　調布～秋葉原編当日

　とりあえず西友で 1L 分の飲み物を

買ってから大学の正門へ。

9：15　電通大正門からスター

ト！

　道路の案内には　『新宿　15km』　

の絶望の文字が！

10：00　明大前

　京王線を使えば、調布から明大前

まで 10 分強で行けるのですが、自転

車だとその 4 倍の時間もかかってし

まいました。仙川あたりで長めの上り

坂もあり、このあたりで飲み物を半分

以上消費してしまいました。



10：16　東京オペラシティタ

ワー

　調布から一時間で行けるのがここ。

10：28　新宿ルミネ前

　明大前から意外と時間がかかって

しまいました。ここまでで、73 分経過。

歩行者が多いので少し押して歩くこと

に。

10：44　JR四ツ谷駅

　意外と新宿からは時間がかからな

かったです。

10：52　半蔵門

　初めて生で見る皇居。ここに小さな

公園があったのでトイレを済ませたり、

水道水を飲んだりしました。

11：26　秋葉原到着

　靖国通りあたりで迷ってしまい 10

分くらいロスしたものの、なんとか到

着することが出来ました。累計 131

分。時速換算で 10.5km/h。意外と時

間がかかってしまいました。

その後　

　秋葉原の有料駐輪場は 1 日停

めっぱなしでも 100円という良心的な

所が多いです。

　適当に停めた後、部長氏とチャー

ハンを食べたり、ビデオカメラのケー

ブルを探したり、キーマニ2をやったり

2 キーマニ……Keyboard Mania。ピアノの鍵盤

の音ゲー。敷居がかなり高い。

してのんびりと過ごしました。

　帰りは同じ道でしたが、150 分かか

りました。

ちなみに部長は電車で来た。ぐぬぬ。

まとめ　

　電車代が惜しいってだけで秋葉原

まで自転車で行こうって考えている

電通大周辺に済んでいる諸君！後

悔するぞ！

　ジュース代等で結局チャラになりま

したとさ。

5.　調布～横須賀編
　スタート地点は前哨戦と同じく。電

通大正門。ゴールは横須賀中央駅。

Google　Mapより

①狛江市から多摩川を超えて、登

戸駅を目指す（ここまで 5.2km）。

② GoogleMapを最大限活用 し、気

合で新横浜駅を目指す（ここまで

20.6km）。

③横浜駅を目指す（ここまで

26.1km）。



④京急に沿った道路を走って金沢

文庫駅を目指す（ここまで 41.7 ｋｍ）。

⑤国道 16 号（横須賀街道）で横須

賀中央駅を目指す（ここまで

52.0km）。

前哨戦との主な違いは、

1.ひたすら体力勝負

2.知らない道（特に登戸～新横浜

間）なので、道を確認しながら進む

必要がある

3.山道が多い

4.泊まる用意があるので荷物がや

や重い

と言った点でしょうか。小さな山を

登っては降りての繰り返しが、神奈

川に入ってから何回もあり体力を大

きく削られました……。

　途中でチェーンが外れたり、タイ

ヤがパンクしたり、雨が降りだしたり

したら即中止にしようと考えていま

した（新横浜くらいまで来たら引き返

すという選択肢が無くなりますが…

…）。

9/21　10：37　電通大正門から

スタート！

　とりあえず布田駅から、渋谷街道に

沿って狛江市を目指します。この時

点では 5 時間で横須賀中央に着い

たらいいな、と考えていました。

11：06　多摩川を渡る

　さらば東京。

11：16　登戸駅到着

　そこそこ大きい駅です。さて、ここか

らが地獄の始まり……。

　ここからかなり迷います。とりあえ

ず、GoogleMapを参照しながら行け

ば大丈夫……と思っていましたが、

気がつくと、その道を外れていて、い

つの間にか府中方面を目指していた

り……と一筋縄では行きません。

　ちょっと進んでは、GooglMapで確

認していたので、端末のバッテリーが

30％を下回る事態に。この時は、最

悪死を覚悟していましたね……流石



にそれは大袈裟ですね、はい。

12：47　東山田ゆうやけ公園

　実は本来のルートならば通ることの

無い道なんですが、戻るのも面倒な

くらい進んでしまったので、とりあえ

ず見つけたこの公園で小休止するこ

とに。ちなみに、ここは調布から

13.2km の地点。あんまり進んでいな

いですね。

13：33　新横浜駅到着

　途中、新横浜駅に向かうバス停を

見つけることが出来、ひたすらその

道を進むと大きなスタジアムの前に

着きました。日産スタジアムという

サッカー場みたいです、ここまで来れ

ば、新横浜駅もすぐでした。

　駅近くのマクドナルドで無料券を使

い、昼食を済ませます。

14：27　横浜駅到着

　ここまで来れば、後は京急に沿って

進むだけ……ウイニングランだ！　と

思っていました。ちなみに。ここまで

で 3 時間 50 分経過しています（時速

換算で 6.8km/h）。

14：48　とんかつのこころ

　というお店があるみたいです。特に

深い意味は無いです。ちなみに、帰

りも同じ店を別の場所で確認しました。

チェーン店だったのか（井之頭五郎

風に）。

　この付近にあるマルエツで 1L 分の

飲み物を買い足しました。



15：57　金沢文庫駅到着

　とにかく長い道だった気がします。

おそらく 22 号を走ってきたようなそう

で無いような……。ここからは、見慣

れた道、見慣れた景色なので精神的

に楽になります。あとは横須賀街道

をひたすら行くだけです。

16：03　開かずの踏切（金沢文

庫～金沢八景間）

　テレビで報道されるくらい有名な踏

切3。とにかく開かないです。10 分待

たされるくらいで済みました。デレた。

　ここからすぐのダイエーでジュース

を買ったり、jubeat4やリフレク5をした

りして 45 分ほど潰しました。余裕

モードですね。

3 今はそうでもないみたいです。

4 jubeat……音ゲー。16パネル。楽しい！

5 リフレク……REFREC BEAT。音ゲー。はじ

く！　楽しい！

17：50　横須賀市街地！

　いかにも横須賀な通りに来ました。

ここまで来ればゴールはすぐです。な

お、これより前に京急汐見駅あたりで、

15 分くらい潜水艦の写真を撮ってて

時間潰していました。

17：55　ゴール！

　京急の駅のフォント好きです。とい

うことでゴールしました。



まとめ

　7時間 18 分の自転車の旅は終了

しました。1 時間遊んでいた時間を引

いて、時速換算すると 8.2km/h。調布

～横浜の時よりも速いのは、横浜以

降特に迷うこと無く進めたからだと思

います。

　もう二度とやりたくないです。

おまけ

　行きもあれば帰りもあります。写真

は無いのでダイジェストだけでお送り

します。だいたいは行きに通った道を

使う方針です。

9/23　10：10　横須賀中央駅

11：40　上大岡駅

12：20　横浜駅

　ここまではかなり順調でした。

　ここで、新横浜駅に向かえばいいも

のを、途中で謎のショートカットを試

みようとして、横浜国立大学方へ…

…。このまま道を間違えていれば横

須賀方面へ逆戻りしてしまうとこでし

た。1 時間くらい無駄にしてしまいま

した。

　どうにか新横浜駅まで戻ります。こ

こから、どうやって帰ろうかなぁ、と

思った矢先道路標識に『登戸　

18km』の文字が。登戸と言えば、行

きの最初のチェックポイントです。神

奈川県道 13 号をひたすら進んで行

きます。行きの時に、この道に気づけ

ていれば……。

　途中、マルエツ川崎宮前店で昼食

も兼ねて寄ります。またマック……。

ここまで来れば登戸駅はあと 4km で

す。

　また、小さなゲームコーナーにポッ

プン 176が 1 プレイ 50円で置いて

あったので、すかさずやりました。

15:55　ゴール！

　行きと比べると 1 時間弱くらいは時

間を削減できる結果になりました。で

すが、途中で迷って無ければあと 30

分早く帰ることが出来た気がします。

　

6.　終わりに
　道が分かったので次回以降は迷わ

ずスムーズに行けるかと思われます。

やる機会があるかは分かりません。

　何よりも、山道がきつかったですね。

　これ以上の距離の挑戦とかは……

あんまり考えたくないですね、はい。

　行きの終わり際に撮った横須賀の好きな景

色の 1 つです。（汐入駅周辺ダイエー）

　壊れなくてありがとう、自転車。雨

振らなくてありがとう、お天道様。好き

です、横須賀。

6 ポップン……pop'n music。音ゲー。17は最

新作の 4作前。


	1.　動機
	2.　概要
	3.　運動プロフィール
	4.　調布～秋葉原編
	5.　調布～横須賀編
	6.　終わりに

