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Super Randonnees Fukushima 
 試走レポート   2019/10/25
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三澤義明フィリップ：試走日2018/8/11(土) 6:00amスタート                     

1．気象条件 

・2018/8/11(土)：晴れ、気温 23.5℃-32.9℃、湿度 49％、風

向：北西・風速 4m/s 

・2018/8/11(土)：晴れ、気温 21.9℃-32.5℃、湿度 60％、風

向：北東・風速 4m/s 

2．レポート 

(1) PC1（郡山駅）－ PC2（母成峠） 

・朝が早いせいか市街地に関わらず交通量が少なく、郡山

駅からストレスなく山間部へ。最初の上りである母成峠

は勾配がきつくなく最初のアップにちょうどいい。 

・8/11 6:00 発、8:26 着 

・区間距離：30.6km 

(2) PC2 （母成峠）－ PC4（浄土平） 

・前日のニュースで磐梯吾妻スカイラインの不動沢から浄

土平間が先日の台風の影響で崩落があり通行止めになっ

ていたことがわかっていたので、ルートを省略して PC3

へは行かずに直接 PC4 の浄土平へ向かった。 

本来浄土平から下ってくる道を逆から上って浄土平へ。

幸い天気は良くとても良い景色に恵まれた。 

・8/11 9:21 着 

・実走行距離：41.2km、実走行累計距離：65.9km 

・本来の区間距離：71.2km、本来の累計距離：95.9km 

(3)PC4（浄土平） ～ PC5（磐梯山 吾妻ゴールドライン 滑滝

展望台） 

・浄土平を折り返して下り、次は磐梯吾妻レークラインへ。

名前からして湖沿いの道だが湖を望める場所はそんなに

多くなかった。 

磐梯吾妻ゴールドラインは頂上まで距離は短いが勾配

が少しキツイ。PC5 は頂上を通り過ぎてしばらく下ったと

ころに設定されており、通り過ぎないかヒヤヒヤしなが

ら下った。 

・8/11 12:19 着 

・区間距離：55.7km、実走行累計距離：121.6km（本来の累

計距離：151.6km） 

 (4) PC5（磐梯山）～ PC6（猪苗代湖 湖雲山洞泉寺） 

・ゴールドラインを下って国道 49 号に出たあたりで暑さに

やられてきて食事処で大休憩。 

猪苗代湖畔では多くの家族連れが湖に泳ぎに来ており、

自分は何をやっているのかと思ったが考えないことにす

る。 

・8/11 14:05 着 

・区間距離：35.4 km、実走行累計距離：157.0 km（本来の

累計距離：187.0 km） 

 (5) PC6（猪苗代湖）～ PC7（会津若松 鶴ヶ城） 

・猪苗代湖畔だが細かいアップダウンが続き、交通量が非

常に少ない道で走りやすかった。しかし暑さのダメージ

で少し胃腸がやられており先行きに不安を感じる。 

会津若松市に入り鶴ヶ城に近づくと交通量が突然多く

なってくる。 

鶴ヶ城ではせっかくなのでどこか駐輪して城内を少し

観光したいところだがあまり余裕もないので先を急いだ。 

・8/11 16:22 着 

・区間距離：38.2km、実走行累計距離：195.2km（本来の累

計距離：225.2 km） 

 (6) PC7（会津若松）～ PC8（喜多方 出雲神社） 

・市街地を抜けて喜多方へ。上りが全くなく久しぶりにず

っと平地が続く。 

ちょうど PC8 の出雲神社でお祭りが催されており、車

両通行止めになっていたので自転車を押して歩いて通過。 

・8/11 18:34 着 

・区間距離：21.8 km、実走行累計距離：217.0km（本来の

累計距離：247.0 km） 

 (7) PC8（喜多方）～ PC9（白布峠） 

・PC8 からはひたすら上りが続く。日も沈んで暗闇の中を

ずっとヒルクライム。気温が下がってきてさっきまで悪

かった体調も良くなってきた。 

途中、道の駅「裏磐梯」で少し休憩して白布峠へ。夜

にしては思ったより車が通るなと思ったがどうやら夜空

を見にきているようだ。確かに空を見上げれば素晴らし

い夜空を眺めることができた。 

・8/11 21:25 着 
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・区間距離：40.7km、実走行累計距離：257.7 km（本来の

累計距離：287.7  km） 

 (8) PC9（白布峠）～ PC10（米沢 縣工発祥の地石碑） 

・白布峠からの下りは一部急勾配もあるのでスピード出し

過ぎに注意したい。 

米沢市街で宿を予約しておいたのでここで 5時間ほど

睡眠をとった。 

・8/11 22:18 着 

・区間距離：25.1km、実走行累計距離：282.8 km（本来の

累計距離：312.8 km） 

 (9) PC10（米沢）～ PC11（JR 峠駅） 

・線路沿いの道なのでてっきり勾配が緩い道かと思ってい

たら途中から工事のためグラベルになり、しかも斜度も

きつくなり今回のルートで最も難易度が高い道ではない

かと思った。 

自分は29erの MTBで走っているためなんとか走れたが

ロードバイクではかなり厳しいのではないかと思う。 

・8/12(日) 4:30 発、8/12 6:22 着 

・区間距離：23.3km、実走行累計距離：306.1 km（本来の

累計距離：336.1km） 

(10) PC11（JR 峠駅）～ PC12（田村 都路郵便局） 

・福島県に戻り、福島の市街地まで基本的に下り。標高が

下がるとやはり暑い。 

食欲はまた無くなっており、前に進むためにも無理や

り胃袋に食べ物を入れる。 

この先標高は高いところでも700mほどなので涼しくな

ることは夜になるまで期待できない。 

福島の市街地からはひたすらアップダウンが続き、地

味に辛い区間。 

・8/12 12:02 着 

・区間距離：91.5 km、実走行累計距離：397.6 km（本来の

累計距離：427.6 km） 

 (11) PC12（田村）～ PC13（小野 JR 小野新町駅） 

・暑さに耐えて淡々と進んでいただけであまり記憶が残っ

ていない。 

・8/12 14:39 着 

・区間距離：34.0 km、実走行累計距離：431.6  km（本来

の累計距離：461.6 km） 

 (12) PC13（小野）～ PC14（いわき 天照皇大神宮） 

・今回のルートで最も楽しい区間かもしれない。ひたすら

緩い下りが川沿いに続く。 

いわきに近づくとだんだん交通量も増えてきた。PC14

に到着すると残り 100km になるので完走できると思い始

める。 

・8/12 16:22 着 

・区間距離：42.0 km、実走行累計距離：473.6 km（本来の

累計距離：503.6 km） 

(13) PC14（いわき）～ PC15（川内 あぶくまロマンチック街

道石標） 

・いわきから折り返して国道 399 号をヒルクライム。キュ

ーシートNo.109の右折手前にあるローソンいわき小川店

がヒルクライム前の最後のコンビニなので補給していく。 

国道 399 は勾配が割ときつく、最後にこれを通らせる

のかと唸った。２回目の夜になり、少し雨が降ってきた

ため川内村に入ってからの下りは慎重に。 

川内村のファミリーマートはイートインが広く、テレ

ビまであるので大休憩するにはもってこいの環境だった。 

・8/12 19:45 着 

・区間距離：44.1km、実走行累計距離：517.7 km（本来の

累計距離：547.7 km） 

 (14) PC15（川内）～  PC16（三春 滝桜） 

・また暗い中アップダウンをもくもくと繰り返して三春へ。 

・8/12 22:35 着 

・区間距離：39.3 km、実走行累計距離：557.0 km（本来の

累計距離：587.0  km） 

 (15) PC16（三春）～ PC17（郡山） 

・最後はたった 13km ちょっとのウイニングランみたいなも

の。気持ちよくゴール。 

スカイラインが復旧次第また走ってみたいと思います。 

・8/12 23:19 着、走行時間計 41 時間 19 分 

・区間距離：13.6 km、実走行累計距離：570.6  km（本来

の累計距離：600.6 km） 

美和 卓 ：試走日2019/8/17(土) 3:44スタート                     

1．試走日程 

・1日目 2019 年 8 月 17 日(土) 3:44 スタート 

・2日目 2019 年 8 月 18 日(日) 3:18 会津若松スタート

→Cue57 桧原湖畔にて DNF 

2．気象条件 

・1日目 曇りのち晴れ(但し、山中は霧またはにわか雨) 気

温 最低 20℃、最高 33℃ 

・2日目 曇りのち晴れ 気温 最低 18℃ 最高 29℃ 

※標高が 1500m 超となる磐梯吾妻スカイライン区間(Cue20～
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22)は、典型的な山岳気候であり、麓とは天気、気温、風の

状況が大きく異なる 

・1日目に関する Epic Ride Weather のデータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．レポート 

(1) PC1（郡山駅）－ PC2（母成峠） 30.6km 

・郡山市内を抜け、N49 熱海バイパスをしばし走行したの

ち、母成グリーンライン(D24)で母成峠に登るルートです。 

・Cue3 は、若葉町交差点のすぐ先の信号を右折ですが、右

折レーン、横断歩道がありません。若葉町交差点で右側

に渡り、押し歩きの上で D296 に入るのが安全でしょう。 

・Cue5 喜久田町交差点は感応式。車がいなければ押しボタ

ンを押してください。 

・N49 は昼間の交通量は多いですが、郡山を早朝に出発し

た場合の交通量は多くあり

ません。 

・Cue7 からの母成グリーンラ

インは、急傾斜区間もなく

淡々と登っていくルートで

す。母成峠ピーク付近を右

折し、駐車場の中を走って

PC2 の母成峠古戦場石碑に

到着です。 

(2) PC2（母成峠）－ PC3（福島）40.7km 

・福島市内へと下るルート。ですが、Cue10～Cue13 までは

登り返し、しかも母成峠ピークよりも標高の高い(1,200m

程度)ところまで登りとなります。 

・Cue14 は、間違えて直進すると N115 に入ってしまい、自

転車通行不可のトンネルに行く手を阻まれますので注意。

Cue15 の N115 横断、及び Cue17 での N115 への合流は、

N115 の交通量が多く、また下り坂を猛スピードで走行す

る車が多いので左右確認を入念に行ってください。 

・Cue18 右側のセブンイレブ

ンを過ぎると、次は Cue26

手前のセブンイレブンまで

コンビニがありません(浄

土平の売店は利用可です

が)。 

・PC3は、あずま運動公園内、

Cue19交差点右側にありま

す。 

 

 

(3) PC3（福島）－ PC4（浄土平）24.5km 

・高湯温泉を経由し、磐梯吾妻スカイラインを延々と登る

ルートです。高湯温泉までの区間の方が平均斜度はキツ
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イはずです。特に、「無散水融雪区間」となっている個所

は平均 10％超。融雪装置がないと冬は自動車でも登坂が

困難な斜度、ということでしょう(笑)。 

・磐梯吾妻スカイラインの不動沢～浄土平区間は、火山規

制の影響で夜間通行止となります(17:00～8:00)。実際の

通行規制は、不動沢よりも山麓寄り、高湯温泉を少し越

えたところにゲートが設けられるようです。私の脚力で

も、このゲート通過時刻が 8:59 でしたので、脚力のある

かたは、郡山出発時間が早すぎると、通行規制に引っか

かる可能性があるでしょう。 

・標高 1,200m 付近のつばくろ谷(不動沢橋)右側には、休憩

所(売店等はなかったと思われるが自販機、トイレはあり)

があります。ここを過ぎると、井上靖が命名したとされ

る数々のビューポイントが出現し、運が良ければ福島平

野の絶景が拝めるはずです。 

・個人的に、この区間は、3回ほど紅葉シーズンに走った

ことがありますが、実に見事な紅葉が楽しめます。SR600

の認定期限は各年 9月末ですが、例年 10 月第 1週ないし

第 2週あたりとなる紅葉のピークを狙って走るのも一興

だと思われます。ただし、紅葉シーズンの渋滞は酷く、

路肩でのはみだし駐車も多いので注意は必要です。以下、

2014 年 10 月の写真をいくつかご紹介します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・浄土平手前 4km 付近からは、火山ガス噴出区間となり、(森

林限界は越えていないはずですが)草木がなくなります(そ

の分、絶景でもあります)。駐停車・窓開け禁止となって

いるのになぜか自転車通行可となっている区間ですので、

一応用心して不用意に止まらないように走り抜けましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・この区間は、遮るものがない分、強風にさらされること

が多いです。今回、台風通過翌日で結構な強風が吹き荒

れておりました。ナローリムのホイールだったため事な

きを得ましたが、ディープリムホイールやダウンチュー
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ブの太いエアロフレームでは、横風に煽られ、まともに

走れないケースもあると思われますのでご注意を。 

・PC4 浄土平駐車場入り口の看板は、以前は木製でしたが、

老朽化のせいか味気ない鉄・プラスチック製の看板に代

わっておりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) PC4（浄土平）－ PC5（磐梯山）55.7km 

・磐梯吾妻スカイラインの最高標高点(1,621m)は、浄土平

を少し過ぎたところにあります。ここから、Cue24 まで

は長いダウンヒル区間となります。ただし、試走当日は、

浄土平から標高1,300m付近までほぼホワイトアウト状態

で、あまりスピードを稼げませんでした。特に西風時に

は猪苗代湖から上がった水蒸気で霧が発生しやすい区間

でもあり、かなりの頻度で霧に覆われる可能性が高いと

思われます。 

・Cue24 から裏磐梯レークラインに入ります。標高 1,000m

程度まで登り返します。試走当日は台風の余波が残って

おり、この区間で降雨に見舞われてしまいました。ピー

ク付近の展望台からは秋元湖が一望できます。 

・Cue26 手前にセブンイレブンがありますが、この付近唯

一のコンビニらしく、結構混雑しています。Cue25 手前

数 km 右側に、中津川渓谷レストハウスがありますので、

こちらで補給、休憩をとってもよいかもしれません。 

・Cue26 から再び登り返しとな

ります。Cue28 から磐梯山ゴ

ールドラインに入り、約7km、

標高 1,100m まで登ります。 

・PC5 は、ピーク(八方台登山

口)から約3km下ったところ

にあります。下り途中です

ので見落とさないように注

意してください。PC5 からは

晴れていれば見事な磐梯山

が拝めるはず。ただし、滑滝は落葉が進んでからでない

と木に覆われていて見えません。 

(5) PC5（磐梯山）－ PC6（猪苗代湖）35.7km 

・Cue29 まで下った後は、猪苗代湖畔のフラットな区間を

走ります。 

・Cue34、35 の中間にある道の駅猪苗代、Cue36 手前「志田

浜」交差点左側のセブンイレブンなどが補給地点の候補

となります。 

・Cue36 からは猪苗代湖南岸を走りますが、湖越しに磐梯

山が拝め、なかなかの絶景でした。また夏休み期間だっ

たため、海水浴ならぬ湖水浴やキャンプをしている観光

客が非常に多かったのが印象的でした。 

・PC6 の湖雲山洞泉寺は、湖南町の「日本一」という地区

にあり、至近に「日本一観音堂」もありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) PC6（猪苗代湖）－ PC7（会津若松）38.0km 

・PC6 からしばらくの間は、湖岸の狭隘な県道を走行しま

す。前述のように、キャンプ場で湖水浴やキャンプをし

ている観光客が多く、道路を横断するケースもあります

ので、キャンプ場、湖水浴場が見えたらスピードを落と

してください。 

・Cue41～42 の区間は結構な登り坂となります。1,000m 級

の峠を 4つクリアした後だったこと、30℃を超える猛暑

だったこともあり、予想以上にキツイ区間となりました。 

・また、Cue42 左折後も登り返しとなります。背炙山山頂

付近の風力発電所がピークですが、風車が見えてからピ

ークまでが、気が遠くなるほど長かったです。風力発電

所を過ぎると、比較的長

いダウンヒル区間を経て

会津若松市街に下ります。 

・Cue46 左折後は、鶴ヶ城

城内のクランクを走行し

ます。夕方になっても観

光客が歩いていましたし、

車の通行もありますので

注意してください。 
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・PC7 は鶴ヶ城正面。「自転車進入禁止」の標識は、試走当

日には見当たりませんでした。1日目は、ここから約1.2km

付近に宿をとって一泊しました。 

(7) PC7（会津若松）－ PC8（喜多方）21.8km 

・会津若松を朝 3時 20 分頃出発。PC8 到着まで、一部を除

き街灯のほとんどない区間を走行します。Cue54 右折後

の D21 は、途中、旧道(左前折)、新道(直進)に分かれま

すが、どちらを進行しても再び合流します(ルートラボ、

RWGPS は旧道走行を指示するかもしれませんが、Cue がな

いので直進、新道走行が正です)。 

・朝ラー文化のある喜多方で

すが、坂内食堂の開店は 7

時ですので、さすがにこの

時間ではラーメンにはあり

つけません。 

・PC8 手前にローソンがあり

ます。これ以降、Cue57 手

前の道の駅裏磐梯までは自

販機以外の補給手段はあり

ません。 

(8) PC8（喜多方）－ Cue57(手前、道の駅裏磐梯・266.8km) 

19.8km 

・桧原湖に向かって登る長い登坂区間。早朝、気温の低い

時間帯でありながら、前日の疲労が残っていたせいか、

スピードが上がらず、また標高が上がり気温が下がって

くると胃腸の調子が悪くなってきました。道の駅裏磐梯

で大休憩を取りましたが、この後、白布峠の登坂や、酷

暑の中の阿武隈山地走行には耐えられないと判断し、こ

こで DNF を決断。N459 に沿って、桧原湖、五色沼(の入

口)を眺めながら、郡山に下りました。 

4．走行記録 

・PC1 [ローソン郡山駅前店]：3:44 発 

・PC2 [母成峠]： 5:41着（30.6km 1時間 57分 平均15.7km/h） 

・PC3 [福島 義民終焉の地]： 7:40 着（40.7km 1 時間 59

分 平均 20.5km/h） 

・PC4 [浄土平]： 10:30着（24.5km 2時間50分 平均8.6km/h

） 

・PC5 [磐梯山 滑滝展望台]： 13:53 着（55.7km 3 時間

23 分 平均 16.5km/h） 

・PC6 [猪苗代湖 湖雲山洞泉寺]： 15:28 着（35.7km 1 時

間 35 分 平均 22.5km/h） 

・PC7[会津若松 鶴ヶ城入口]：17:49 着（３8.0km 2 時間

21 分 平均 16.2km/h） 

・1日目 走行距離226.7km 14時間10分 平均16.2km/h) 

・2 日目 総距離 226.4ｋｍ付近投宿先を 3:18 発 

・PC8[喜多方 出雲神社]：18 日 4:10 着（21.8km＜投宿地

から 20.6km＞52 分 平均 23.8km/h） 

・以下、PC8 から 19.5km 走行後 DNF 

伊賀光生 様 (山田貴彦様とともに完走認定第1号を獲得)       

     ：試走日2019/9/7(土) 8:00amスタート                     

・ 序文 

SR600 福島振り返り。これから走る人のための覚え書き

は 1番下に。 

PBP の 2 週間後ということで、仕事の状況が予想出来ず

前泊可能か不明だったため、東京から始発で行っても間に

合うスタート時間でエントリー (結果としては前泊出来ま

した) 。 

山田さんに事前に自転車をピックアップして頂いて、前

日に新幹線で郡山に。郡山駅前は比較的栄えている印象で、

遅くまでやってる飲食店もある。(ラーメンとかラーメンと

か) 

(1) PC1 郡山駅 ※スタート地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) PC2 母成峠[ぼなりとうげ]古戦場跡へ 

朝食を食べらる店が微妙だったので、コンビニで買った

物を食べて、郡山駅前を山田さんと共に 8:00 にスタート。 

車は通るけどそれ程気にならない。最初に見かけた動物

はカモシカでした。田んぼとか畑みたいなところを少しず

つ登って行く感じで走っていたら暑くなったので、アイス

食べたりしながら元気に到着。右手の駐車場に入って行く

と石碑。9:58 着。 
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(3) PC3 義民終焉の地へ 

母成峠から若干降ったあと暫く登る。温泉宿がいっぱい

あるけど寄るタイミングではない。降りで一気に行く。小

熊？タヌキ？が逃げていく。ちょっと枝葉が落ちていたの

で、雨天などは注意した方が良さそう。大通りまで出ると

そこそこの速度で降っていける。 

PC3前のコンビニ(cue18)は寄る予定だったけど間違えて

スルー。お陰で暫くコンビニなし。 

交差点の右側に石碑。義民と聞くと藤沢周平の義民が駆

けるのイメージだけど、あれは山形だから関係ないっぽい。

12:04 着。 

(4) PC4 浄土平へ 

なかなかな斜度で長い。木蔭とかもないので暑い。途中

で暑さのあまり熱中症気味に。山田さんと湧き水を探しな

がら走り、見かけたやつを頭から被ってリフレッシュ・・

・、でもすぐ暑く。 

共同浴場の自販機で飲み物を補給出来るまでは引き返し

たくて仕方がなかった。共同浴場の少し先に足湯っぽいも

のがある公園。 

速い山田さんを見送りノロノロペースで浄土平へ。火山

性ガスの看板とか、何となく渋峠を思い起こす。待ってて

くれた山田さんと合流。15:25 着。 
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(5) PC5 滑滝[なめたき]展望台へ 

浄土平の店はもう閉まっていたので、またしても補給失

敗。自販機でコーラが関の山。 

ちょっと登って降り。気付けばタイヤに細かい粒子がび

っしり付いてて滑る感じに。秋元湖を過ぎて涼風峠付近で

猿がいた。その先のセブンで店員さんから猿と熊注意の助

言。桧原湖を掠めて登って滑滝展望台へ。 

真っ暗だったので少し分かりづらかった。「滑滝と磐梯山

そして猪苗代湖」という文字の看板。19:48 着。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) PC6 湖雲山洞泉寺[こうんざんとうせんじ？]へ 

降って平坦のボーナス区間かなと思っていたけど、疲れ

もあってあまりペースは上がらず。開いている飲食店とか

もみかけないので月明かりに照らされた猪苗代湖だけが記

憶に残る区間。 

橋を越えたところの左手に石碑。暗かったが橋の辺りか

ら日本一の目印が見えた。21:57 着。 

(7) PC2 母成峠[ぼなりとうげ]古戦場跡へ 

PC7 鶴ヶ城(若松城)へ 

猪苗代湖沿いに南側から西側の方に行く。意外と登りが

脚に来る。頭の中は会津若松辺りまで行けば食べ物あるか

な？といったことぐらいだ。 

暗くて見落としそうになったけど、鶴ヶ城入り口へ。試

走レポート通りで自転車乗入禁止の案内は見つからず、鶴

ヶ城の案内看板を撮影。0:32 着。 

(8) PC8 出雲神社へ 

観光地かと思っていたけど、意外と店はやってない。ラ

ーメン二郎の会津若松駅前店ももちろん終わってる時間。 

ガストの看板が見えたので、山田さんと寄るかどうか検

討したけど、24 時間営業とかではないので食べ終わったら

慌ただしく出ないといけないなぁとなって寄らずに先へ。

道が暗い。1:57 着。 

(9) PC9 白布峠[しらぶとうげ]駐車場へ 

眠気が辛いため、出雲神社から少し戻ってローソンで少

し休憩。せっかく喜多方なのでインスタントの喜多方ラー

メン食べたけど美味しくなかった。小一時間ほど仮眠して

からリスタート。 

桧原湖に向けて登る。空が明るくなってきた。ちょっと

降って道の駅裏磐梯に到着。ちゃんとした物食べてないか

ら力が出ないし眠気もある。仮眠出来そうな建物があって

悩んだけど、明るくなってきてるから眠気も飛ぶだろうと

先へ。 

西吾妻スカイバレーと交わる場所でヒルクライムレース

で数時間後に通行止めの看板が。 

ノロノロと少しずつ走り、途中で山田さんにもらった眠

気止めの薬も服用し、ヒルクライムレースの準備をしてる

人を横目になんとか通行止めまで 1時間ほどの余裕を持っ

て頂上に。少し降ったところで PC。7:02 着。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) PC10 縣工[けんこう]発祥の地へ 

頂上に居たお巡りさんと会話。どうやらここも熊注意の
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ようだ。まあ、この先は降りなので逃げ切れますよ！と先

へ先へ。ちょっと盛り上がったところに石碑発見。7:56着。 

(11) PC11 峠駅 

米沢牛食べたいけど、オープンは 11:00 とか 11:30 また

いなので諦め。せめてすき家でもあれば。 

米沢駅まで行かずに曲がって、どんどんと田舎の方に。

日帰り温泉でもあれば良いのにね?なんて会話しながら進む

も勿論ない。 

大沢駅で補給出来るかなと思っていたけど、随分と高い

位置にあったのでやめておいた。川で水を被って少しだけ

復調。 

日差しが強く、オフロードな道。しかも 15%越えとかに

なって、とてもではないが乗っていられず押し歩き。砂利

が結構大きいタイプのためクリートだと凄く歩き辛い。そ

んななか山田さんはハイペースで押し歩いていく・・・す

げぇ。頂上着いたら峠駅まで降る。大量のガラス片が広範

囲に撒かれているため避けることは出来ず、タイヤの性能

に期待する。降りは道幅が狭いのに車が結構な速度で来る

ため注意が必要。 

駅看板は外かと思っていたら建物内にあった。そしてこ

こも熊注意の看板が。11:03 着。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) PC12 都路[みやこじ]郵便局へ 

峠駅出てすぐの峠の力餅で餅食べて、アクエリアス補給

して、水を汲む。峠駅まで降った分を登る。意外と交通量

多いのは力餅目的か？ 

また前日と同様に暑い時間帯に突入。福島駅近くで男 2

人で XXX に。ひとまず暑い時間を避けて仮眠作戦。リスタ

ートしたタイミングではまだ暑かったが、日差しは和らい

で？気がした。またコンビニ補給失敗した orz 19:56 着。 

(13) PC13 JR 小野新町駅へ 

郵便局前は大量に蚊が居て刺された。暫く痒さが気にな

って仕方がない状態に。やっと暑さが和らいだ、てもかゆ

い・・・。 

雨が降って来たけど気温は高いので走って PC へ。駅は補

修工事みたいなのをしていた。ここまで来ればもうゴール

は見えたようなモノ！！22:20 着。 

(14) PC14 天照皇大神宮[てんしょうこうたいじんぐう]へ 

段々と台風が近づいて来てるらしい。ただ、今降ってる

のはピンポイントの雨なので関係なさそう。半端にここで

時間を潰しても意味はなさそうなので、ひとまずいわきで

方針決めることにして進む。 

申し訳ないことに登りの度に遅れていく状態で、雨脚が

強くなった頃に雨宿りしながら待っててくれた山田さんに

合流。ちょっと雨が弱まったので進む。また雨も強くなっ

てびしょ濡れだけど、下手な所で止まっていると台風来る

と危険なので、一気にいわきまで駆け抜ける。 

駅から少しずれたところの神社に到着。0:47 着。 

(15) PC15 あぶくまロマンチック街道へ 

10 時間ほどの貯金はあるので様子を見るか、台風が本格

的に来る前に帰るのを目指すか。(それとも DNF するか)相

談した結果、台風が来るまでに進めるとこまで進もうと。 

途中に菅平を思わせる坂があって押し歩きしたけど、雨

は降っても台風の豪雨という感じではないし、風も強くな

い状態で PC に。4:46 着。 

 

(16) PC16 三春滝桜へ 

本格的に台風来る前に間に合うんじゃないかと思って来

た。 

空が明るく(妙に赤かった)なるとまた眠気がきた。(最初

からだけど)山田さんのペースについていけなくなりフラフ

ラ走り、これは危険だと思ったので押し歩き。 

そして遂に台風の雨襲来。むしろお陰で眠気が一気に吹

き飛んだ。 

台風！台風！と 1人テンション上げてノリノリで走って

いたらバス停で山田さんが待っててくれた。笑い声上げな

がら走ってたの気づかれてないよね？ 

バス停での休憩を勧められたけど身体が冷えてしまいそ
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うだったので一緒に突き進む。雨が楽しくなっちゃって 2

人でヘンタイ道まっしぐら。ガーミンのバッテリ切れたけ

どモバイルバッテリーが水没したか充電出来ず。7:18 着。 

(17) PC17 郡山駅へ ※ゴール 

残り 16km ほど。完走が目の前に見えて冷静さが戻ってき

た。あとは怪我なく無事に走りきろう。 

こんな天気なのに車が増えてきて、偶にひやっとする。

どうも朝なので郡山駅まで車で移動する会社員が多いよう

だ。 

雨粒が大きいため降りで少し速度が出るだけで、顔に当

たる雨が痛い！！こんなに痛い雨は初めてだった。 

そして、楽しい時間もいつかは終わりを迎える・・・。

郡山駅に到着。9/9 8:16 着。 

走り始めて丸 2日。48h16m。 

山田さんに感謝。そして、もう暫く登りは嫌です。 

(18) 役に立たない覚え書き 

・前半から中盤(峠駅後くらいまで)の雨天は自信のある人

以外は危ないかも 

・熊注意は数カ所で言われた。 

・cue18 のセブンは寄った方が良い。 

・浄土平に向かう道は木陰が少なく日差しが強い。 

・浄土平の店は意外と早く閉まる。 

・峠駅へのアプローチは 5km 程オフロードの押し歩きを前

提にした方が良い。 

・峠駅の看板は建物内。 

・2000m みたいな峠はなく、600m や 800m 程の峠が繰り返さ

れるイメージ。(1600m などはあるけど) 

櫻井謙太 ： 試走日2019/9/27(金) 6:00amスタート                     

1．走行日程 

「走行プラン例」の前泊プランと同じ日程にしています。

天気の関係で、2度ほどリスケジュールしました。 

・1日目(247km): 

  9/27 6:00(郡山)  - 21:00(喜多方) 

・2日目(257 ㎞): 

  9/28 6:35(喜多方) - 22:30(いわき) 

・3日目(96km): 

  9/29 7:00(いわき) - 13:19(郡山) 

2．気象条件 

2 日目の峠駅前後はウェット条件だとリスキーであるた

め、そうならない日程を選びました。 

3 日目は雨でも良い覚悟でしたが、本降りに遭遇したの

は 10 分程度でした。 

・1日目: 晴れ(12-24℃) 

・2 日目: 曇り(16-26℃) 

・3 日目: 曇り時々雨(19-25℃) 

3. 機材・装備等 

・普段のブルベではファイナルローを 34T/28T にしていま

すが、今回は 34T/30T を入れました。それでも押し歩き

をした区間がいくつかあります。単純な斜度のキツさに

加えてダートの登りもあるので、フル乗車でクリアした

い方はギヤ比 1:1 を用意する必要があると思います。 

・前述の通りダート区間があります。乗車が難しい区間は

2km 程度ですが、ここをロード用シューズで歩くのはな

かなかキツイと思います。MTB 用の歩けるシューズの使

用を推奨します。 

・当然ながら山の上と平地の気温差が大きいので、防寒具

を兼ねた雨具を持参することを推奨します。 

4. レポート 

(1) PC1(郡山駅) - PC2(母成峠) 

・美和さんのレポートにもありますが、Cue3 の右折はなか

なか難しいです。前の信号で右側に渡っておいたほうが

良いでしょう。 

・母成グリーンラインの登りは、特段キツい箇所はありま

せん。 

・PC に指定された母成峠(標高 970m)の古戦場碑は、峠の駐

車場の中にあります。幕末の会津戦争が繰り広げられた

場所です。 
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(2)  PC2(母成峠) - PC3(福島) 

・一旦、標高 700m まで下った後、標高 1240m まで登り返し

ます。気温変化に注意。 

・標高 1240m の名もなき峠までの登りは、特段キツい箇所

はありません。 

・峠から福島市まで、一気に標高差 1000m を駆け下ります。

道幅もありますし、キツいヘアピンカーブはなかったと

思いますが、握力を使う区間です。一旦止まってブレー

キ休憩を入れたほうが良いでしょう。 

・PC に指定された「義民終焉の地 石碑」は、道路右手に

あります。あづま球場という野球場を過ぎたら、道路右

側に注意を払ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  PC3(福島) - PC4(浄土平) 

・本コースで一番長い登りである、磐梯吾妻スカイライン

を含む区間です。標高差は 1450m、距離は 25km。補給食

を十分に持たないと最後まで持ちません。 

・15%を超える斜度は無かったと思いますが、10%前後の斜

度は出て来ます。ラスト 5km は斜度が緩みますが、私は

ここで脚が攣りました。恐らく発汗によるミネラル不足。

持参していたポケットソルトを食べたら走れるようにな

りました。日陰も無いので、夏の晴れた日には水分と塩

分が不足しないように注意してください。高湯温泉の自

動販売機は見逃さないように！ 

・磐梯吾妻スカイラインは 2019 年 10 月現在、17:00-8:00

の時間帯は通行止めになっています。この時間帯に通行

しないようにスタート時間を調整してください。 

・9月末という時期もあったかもしれませんが、工事中の

箇所が多かったです。 

・この区間でイノシシ5匹のトレインが道を横切りました。 

・浄土平前の区間は、晴れていれば絶景を拝むことが出来

ます。コース中でも屈指の眺望です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・PC に指定された「浄土平駐車場 観光地看板」は、道路

の右側のレストハウス入口にあります。コントロール一

覧の写真は木製の看板ですが、現在はプラスチック製の

看板に取り換えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・浄土平レストハウスの 1 階は工事中でした。2階に食事

処もあるようですが、今回はスルー。屋外に大きめの公

衆トイレがあります。 

・余談ですが、GPS にルートデータを入れる場合は、一旦

浄土平までで分割したほうが良いです。Cue22 から登り

で通ったルートをまた通ることになりますが、微妙にル

ートが異なっています。どこで曲がるか混乱するので、

ルートデータを分けましょう。 

・ここまでの約 100km で、獲得標高は 3000m になります。

距離的には 16%しか走っていませんが、獲得標高は全体

の 30%を消化します。力を使い果たさないように注意。 

(4) PC4(浄土平) - PC5(磐梯山) 

・標高 1600m の浄土平からの下りで始まる区間ですが、次

の PC までにピークが 3つあります。この区間も補給所は

多くないので注意してください。 

・浄土平からの下りはヘアピンカーブ多めです。高森とい

う集落で右斜め方向に曲がり、裏磐梯レークラインとい
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う道に入ります(Cue24)。「ドライブイン高森」を私はス

ルーしましたが、この界隈では貴重な補給場所です。お

腹が空いていたら無理せずに寄りましょう。 

・高森から 100m くらい登った 1つ目のピークには峠の茶屋

がありました。ここもスルーしてしまいました。 

・2つ目のピークから下った裏磐梯の集落にはセブンイレ

ブンや食事処があります。私はセブンイレブンでガッツ

リ大休憩を取りました。バイクラックもあります。猪苗

代湖畔まで補給できる場所が無いので、是非寄っておき

ましょう。 

・Cue28 から 3 つ目のピークに向けて、裏磐梯ゴールドラ

インを登ります。最高標高は 1194m。10 ㎞ほどの登りで

す。 

・PC に指定された「滑滝展望台 案内看板」は、ピークか

ら 3㎞程下った左手にある駐車場内にあります。晴れて

いれば、猪苗代湖が綺麗に見えるはず。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) PC5(磐梯山) - PC6(猪苗代湖) 

・下りと平地のみの区間です。目立った登りはありません。

猪苗代湖を半周します。 

・猪苗代湖畔に出てから、Cue36 までは交通量が多めです。

路肩は広いですが注意してください。 

・「セブン-イレブン 会津志田浜店」を過ぎると、しばらく

コンビニはありません。補給はここで済ませておきまし

ょう。 

・PC に指定された「湖雲山洞泉寺」は、橋を渡ってすぐ左

手にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) PC6(猪苗代湖) - PC7(会津若松) 

・猪苗代湖畔ながら、3つのピークを持つ区間です。最後

に控える「背あぶり山」は中々のキツさ＆暗さ。 

・PC6 の直後は、湖岸の細い道を通ります。地元の抜け道

なのか、それなりに交通量が多いです。対向車に注意。 

・この区間も補給箇所が少ないです。背あぶり山の前の集

落に自販機が一箇所あるので、それを見逃さないように

注意。 

・背あぶり山は、時折 10％超の斜度が出現します。街灯な

どは全く無く、割と野生動物の気配もあるため、ダウン

ヒルにも注意してください。 

・背あぶり山を下りると、会津若松の市街地に出ます。こ

のコースでは初めてと言って良い信号峠です。焦らず走

行しましょう。 

・PC に指定された「鶴ヶ城」は、自転車進入禁止の看板が

なかったので、バイク駐輪禁止の看板前で写真を撮りま

した。場所が分かれば良いと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鶴ヶ城周りのお堀は柵が無い所があります。夜間、落ち

ないように注意してください。 

(7) PC7(会津若松) - PC8(喜多方) 

・会津若松から喜多方まで、二度目のド平坦区間です。緩

い下りの区間も多いので、時間を稼げる区間です。 

・会津若松市街地は、引き続きの信号峠です。ファストフ

ード店も豊富なので、この辺りで大休憩を入れるのも良

いと思います。喜多方まで行ってしまうと、夜間はほと

んどやっている店がありません。 

・Cue49 の注意書きにある通り、上荒久田の交差点は右折

が非常に困難な形状です。Cue49 で反対車線の歩道に渡
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っておきましょう。 

・喜多方といえばラーメンですが、ほとんどの店は夕方に

は閉まってしまいます。遅い店でも 21 時まで。ただし、

「伊藤食堂」という個人店(ルートから 100m ほど外れる)

は、夜 0時まで営業しています。私は今回そちらで夕食

を食べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1 日目は喜多方の市街地にあるホテルに宿泊しました。

到着は 21 時。 

・PC に指定された「出雲神社」は、入口の石碑を撮影しま

す。隣のローソンは、ヒルクライム前最後のコンビニな

ので、補給を十分に買っておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) PC8(喜多方) - PC9(白布峠) 

・2日目の最高標高点(1430m)、白布峠を含む区間です。 

・桧原湖までの登りはさほどキツくはありません。喜多方

に宿を取ると、朝の気持ちよいヒルクライムとなるはず。

登り切った所に道の駅があります。 

・桧原湖畔の道は平坦です。その後の白布峠に向けて足を

貯めておきましょう。 

・Cue58 から、白布峠に向けて西吾妻スカイバレーライン

を登ります。斜度は中盤は緩やかですが、序盤と終盤は

10%近い斜度が頻発します。登っている際は「今日のメイ

ンディッシュはここか」と思っていましたが、本当のメ

インディッシュはもう少し後に控えています。 

・PC に指定された「白布峠駐車場 山形県案内看板」は、

左手の駐車場入り口にあります。駐車場の奥にはトイレ

あり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) PC9(白布峠) - PC10(米沢) 

・白布峠から米沢まで、ほぼ下りだけの区間です。 

・白布峠の下りは、道幅はあるものの、舗装が荒れている

箇所もあります。ヘアピンカーブも多く、斜度もキツめ

なので気を付けて下ってください。 

・米沢市街地も信号峠です。 

・PC に指定された「縣工発祥の地」は、米沢城跡の入口に

あります。山形県立米沢工業高等学校が元々あった場所

なんだとか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) PC10(米沢) - PC11(峠駅) 

・2日目のメインディッシュ、ダートの上り坂を含む区間

です。 

・米沢からしばらく羽黒川沿いの道を緩やかに登る区間で

すが、330km 地点あたりから徐々に道が悪くなり、最終

的には石が浮いたダート区間になります。単なるダート

区間なら良いのですが、斜度が 10～15%程度あります。

慣れていない人には乗り続けることは難しいはず。ダー

ト区間は 2km 程度なので、押し歩きをしてもさほど時間

は変わりません。私は乗れそうな所は乗りましたが、か

なりの区間を押し歩きました。 
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・ダート区間の後も厳しい路面は続きます。ダートの登り

がピークを迎えた後は、峠駅までダウンヒルとなります。

その下り始めの路面も、工事中で砂が浮いて荒れていま

す。ピークから Cue69 までの 700m 程度は、雨が降ったら

押し歩いたほうが安全かと思います。次の区間はしばら

く下りなので取り返せます。 

・Cue69 の分岐から下りきった先に峠駅があります。PC に

指定された駅看板は、駅舎を入ってすぐ右側にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・峠駅の横には、茶屋があります。峠の力水が湧いていま

すので、ボトルに入れていくと良いでしょう。 

(11) PC11(峠駅) - PC12(田村) 

・PC 間距離が 90km ある長い区間です。福島市までは下り

基調、そこからは丘越えの地形です。大きな峠は通りま

せん。 

・Cue73 で右折してすぐ、総延長 2.4km の東栗子トンネル

を通過します。路肩はそれなりに広いトンネルですが、

長いので注意してください。私が通過した際には片側交

互通行で、後ろに警備の車を付けてくれたので安全に走

ることが出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・しばらく走ると福島市に入ります。米沢以来の信号峠。

貴重な食事処(丸亀製麺など)がありますので、休憩はこ

の辺りで済ませると良いでしょう。私は、Cue77 の曲が

り角にある、「セブンイレブン福島東高成蹊高前店」で休

憩を取りました。イートインがあります。 

・Cue77 から先はしばらく丘越えの地形です。 

・393km 地点に、「道の駅 ふくしま東和」があります。ト

イレはウォシュレット付きで綺麗でした。 

・Cue93 の曲がり角にある「ファミリーマート 田村都路店」

は、久しぶりに遭遇するコンビニになるはず。イートイ

ンもあります。 

・PC に指定された「都路郵便局」は、道路左手にあります。 

 

 

 

 

 

 

(12) PC12(田村) - PC13(小野) 

・引き続き丘越えの区間です。特筆すべき登りはありませ

ん。 

・いわきから折り返した後、川内村でルートが交差します。

GPS にデータを入れる場合、いわきまででルートを分割

しておいたほうが良いでしょう。 

・PC 手前、Cue98 のミニストップも貴重なコンビニです。

この先しばらくコンビニがありません。なお、この交差

点を直進するとリカちゃんキャッスルがあります。 

・PC に指定された「小野新町駅」は、道の左手にあります。 
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(13) PC13(小野) - PC14(いわき) 

・いわきまで、ひたすら長い下りの区間です。 

・ゆうゆうあぶくまラインという鉄道路線と並行した道を

走りますが、何度か踏切を通ります。ここを通過する前

に雨が降ったようで、ウェット状態だと踏切は滑りそう

で怖かったです。道が細く、落ち葉の堆積した場所や、

舗装の荒れた場所もあるので注意してください。 

・野生動物が多いです。猫と狸と野ウサギを見ました。 

・常磐線の線路を越えて、いわき市街に入ると、これまで

とは打って変わって歓楽街のようなエリアに入ります。

深夜でも人が多いので注意してください。 

・PC に指定された「天照皇大神宮」は、かなり小さめの神

社です。コースから微妙に外れた所に撮影場所がありま

す。 

・2日目はいわきの市街地にあるホテルに宿泊しました。

到着は 22:30。往復宅急便を使って着替えを予め送って

おいたので、ここで新しいウェアに着替えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) PC14(いわき) - PC15(川内) 

・ここから 3 日目。いわきから川内村に折り返しますが、2

日目に通った道とは別の道を通ります。比較的なだらか

だった 2日目の道とは違い、3日目の道は過酷な登りを

含みます。 

・Cue109 の右折の手前にあるローソンを最後にしばらくコ

ンビニはありません。補給はここで買っておきましょう。 

・登りが始まりますが、標高 730m のピークまでの区間はト

ンネル工事のため、時間帯によっては工事車両が通りま

す。 

・524km 地点から 1.5km の区間は、斜度 15%超が連発する凶

悪区間です。関東の方に分かりやすく例えるならば、「短

い和田峠」です。舗装は悪くありませんが、既に足が残

っていなかったため、押し歩きをしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・536km 地点にピークがありますが、この場所は戸渡トン

ネル(2019 年 7 月開通)が出来ており、本来通すはずだっ

た旧道は通行禁止となっています。トンネルの方を通っ

てください。 

・546km 地点にある「ファミリーマート かわうち屋店」は、

ちょっとした道の駅のようなコンビニです。イートイン

スペースがかなり広く取られています。トイレも綺麗。

ただし、営業時間は 6-22 時なので、深夜は営業していま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・PC に指定された「あぶくまロマンチック街道 石標」は

道路右手にありますが、分かりにくいです。「かわうち湯」

という温泉の大きな看板の裏にあるので、見逃さないよ
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うに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) PC15(川内) - PC16(三春) 

・丘越えの区間です。キツイ登りはありません。 

・558km 地点に渡辺商店という個人商店があり、そこで雨

が降ってきたので軒下のベンチで休憩しました。自販機

が 3台並んでいるので、飲み物の補給に良いでしょう。 

・PC に指定された「三春滝桜」は、ルートから少し外れて

坂を降りた先にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) PC16(三春) - PC17(郡山) 

・ラスト区間です。たった 13km。目立った登りはありませ

ん。 

・郡山に昼間にゴールする場合、結構交通量があります。

注意してください。 

・駅前のコンビニのいずれかでレシートを貰ってゴールと

なります。 

・ゴールから 400m ほど戻った Cue132 の交差点にある「ド

ーミーイン Express」は日帰り入浴施設があります。帰

宅前に汗を流すことが可能です。 

5. 走行記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 総評 

・SR600初挑戦だったので他コースとの比較はできませんが、

ダート区間を除けば走りやすいコースだと思います。下り

の舗装が悪い箇所が少なく、登りで失ったアベレージを下

りで回復させやすいと言えます。 

・米沢周辺で雨が降っている場合、峠駅手前のダートが酷い

状態になっている可能性があります。なるべくなら 2 日目

の降水確率が低い日程を選びたい所。 

・30km 以上の無補給区間が多いです。コンビニを見かけたら

迷わず入りましょう。 

・人里離れた山の中を走るため、特に夜間は野生動物に注意

してください。今回は、イノシシ、猿、ウサギ、猫、狸に

出くわしました。桧原湖周辺ではクマの出没情報も今年は

多いそうです。夜間のダウンヒルはくれぐれもお気をつけ

て。 

 

 Super Randonnees Fukushima 沿道の名所案内                                            

0.1R ビッグアイ：地上 24 階で福島県内では最も高いビル。高

層部の巨大な球体はプラネタリウムで､地上から世界で一

番高いところにあることでギネス認定されている。 

14.5L 磐梯熱海温泉：開湯は約 800 年前。肌触りの良い、この湯

は「美肌の湯」として親しまれる。熱海という地名は、領

主であった伊東祐長がふるさとの伊豆を偲んで名付けたと

されています(0.8km 左)。 

30.6 母成峠(ぼなりとうげ)：会津戦争（戊辰戦争）の激戦地で

あった。紅葉や牧場､名瀑「銚子ヶ滝」など、安達太良連

峰の心和む景観が広がる。 

63.9 土湯温泉：安達太良山連峰の中腹から峠付近に位置する温

泉街。伝統工芸品こけし発祥の地として知られる。 

鉾で突いて発見したとされ､鉾で突いたことから「突き湯」

となり､それが転じで「土湯」となったと言われる。 

82.1 高湯温泉：吾妻山連峰の中腹に位置する温泉街。400 年以
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上の歴史を有し、薬効成分が高い全国有数の高濃度硫黄泉

かけ流し湯で知られる。山形の白布温泉や蔵王温泉と並ん

で奥羽三高湯と称される。 

82.1～

109.6 

磐梯吾妻スカイライン：高湯温泉から浄土平を経て土湯峠

に至る吾妻連峰を縦走する全長 28.7 km、平均標高 1,350 

m の山岳自動車道。1959 年 11 月開通。紅葉名所であり、

浄土平の荒涼とした火山荒原が特徴。 

117.6～

137.8 

磐梯吾妻レークライン：「レークライン」の名の通り、磐

梯山の噴火によってできた磐梯三湖とよばれる小野川湖南

岸から秋元湖との間を通り、檜原湖へと至る道路。小野川・

秋元・檜原の 3 つの湖を一望できる「三湖パラダイス」な

どの展望スポットがある。 

141.8～

158.6 

磐梯山ゴールドライン：磐梯朝日国立公園内の景観を楽し

む展望パーキングが所々で設けられており、表磐梯側に猪

苗代湖を一望する「山湖台」、とび滝を望む「とび滝展望

台」などがある。 

151.5 磐梯山：猪苗代湖の北にそびえる活火山。標高 1,816m。

主峰の磐梯山のほかに赤埴山と櫛ヶ峰を含めて磐梯山とも

する。磐梯高原を含めて磐梯朝日国立公園に属する 

159.1 磐越西線：福島県の郡山駅から会津若松駅を経由して新潟

県新潟の新津駅までを結ぶ JR 東日本の路線。駅数：43 駅､

路線距離：175.6 km。全線単線。 

165.2R 野口英雄記念館：猪苗代町出身の細菌学者である野口英世

の記念館、生家をはじめ、英世の遺品や資料などを展示し

ている(1km 右)。入館料大人（15 歳以上）：600 円 

170.0R 猪苗代湖：福島県のほぼ中央に位置し､面積は琵琶湖､霞ケ

浦､サロマ湖に次いで日本第 4 位。湖面の標高 514m は、全

国でも有数の標高の高い湖であり、磐梯朝日国立公園に属

する。 

213.3R 背あぶり高原：行商や山仕事に行く途中「朝は東から上が

る太陽を、帰りには沈む夕日を『背なか』にあびながら」

家路についたことから、この名がついた。 

222.4R 松平家墓所：歴代の会津藩主が葬られている。東西 500m

を超える広い山原に墓地が並び､神聖な雰囲気漂うパワー

スポット。 

223.0R お秀茶屋：創業 360 年の茶屋でかつて白虎隊の隊士や土方

歳三も食べたという田楽が名物。 

225.2L 鶴ヶ城：同名の城が他にあるため会津若松城とも呼称され

る。戊辰戦争の激戦地であり､同戦後修復されずに解体さ

れた。現在の天守は 1965 年に鉄筋コンクリート造により

外観復興再建されたもの。 

246.5R 喜多方：日本三大ラーメンの一つ､喜多方ラーメン発祥の

街、蔵が多く立ち並ぶことから「蔵の街」として知られる。

かつては北方（きたかた）と表記されていた 

266.5 檜原湖：磐梯山が明治中期に起した噴火で生まれた湖の一

つ。噴火により桧原村が水没し消滅したため、現在でも水

位が低下すると、水没以前にあった神社の鳥居や参道脇の

並木の跡が現れる。 

278.3～

296.1 

西吾妻スカイバレー：檜原湖北西の早稲沢温泉と白布高湯

を結ぶ 17.8km。磐梯山を望みながらヘアピンカーブが連

続する道を上ると桧原湖の眺望が開ける。 

295.7 白布温泉(しらぶおんせん）：湯治場として 400 年を越え

る歴史を有する。標高約 900 メートルの吾妻山北西側に位

置し冬季は雪深く「秘境」的な趣を有する。 

312.8L 米沢城址：戦国時代後期には伊達氏の本拠地が置かれ、伊

達政宗の出生した城でもある。石垣は少なく土塁を多用し、

天守は構えられず、2 基の三階櫓を建てて天守の代用とし

ていた（左 100m）。 

321.6 奥羽本線：福島県の福島駅から、東北地方の山間部を縦貫

し、山形・秋田県を経由して青森県の青森駅に至る JR 東

日本の鉄道路線。駅数：103 駅。路線距離：484.5 km 

333.4 分水嶺(板谷峠)：山形県南部の吾妻山北麓にある、奥羽山

脈を越える山形県・福島県境近くの峠。標高は 755m で､

東の阿武隈川水系と西の最上川水系の分水嶺をなす。 

336.1 峠駅：急勾配と豪雪による難所であり､山形新幹線開業ま

ではスイッチバック路線であり､路やポイントなどを雪か

ら守るためスノーシェルターで覆われていた。同新幹線開

業後､シェルターは新たに設けられたホームの覆屋として

流用され、上下線も含めて大きく覆った構造から独特の雰

囲気となっている。 

377.3 千貫森公園(UFO ふれあい館)：千貫森は端麗な円錐形を成

し町のシンボルの一つであり、古代ピラミッド説や UFO 目

撃情報などがあり、「UFO の里」と銘打っている。千貫森

公園にはUFO展示＋食堂＋入浴施設を兼ねたレクリェーシ

ョン施設が整備されている(200m 先左折)。 

385.7 劇映画｢延命｣撮影地：旧日本軍の戦闘機のモックアップ模

型が置かれている(2017 年 6 月時点)。 

460.8 リカちゃんキャッスル：着せ替え人形・リカちゃんの工場

および展示施設。リカちゃんは小野町の町おこしプリンセ

ス(名誉町民)に任命されている(100m 前方)。 

461.6～

500.2 

磐越東線；福島県いわき市のいわき駅から郡山市の郡山駅

までを結ぶ JR 東日本の鉄道路線。駅数：16 駅､路線距離

85.6 km。全線単線非電化。 

476.9～

491.9 

夏井川渓谷：阿武隈山系の花崗岩を浸食しできた約 16km

にわたる渓谷。長い年月をかけて削り取られた断崖や、奇

妙な形をした岩、轟々と響く滝などが変化に富んだ景観を

作りだしている。 

513.1 Ai-Ring：自動車部品メーカー曙ブレーキ工業のテストコ

ース。1 周 3,016m の高速周回路などが備わる。 右 400m 

506.5 国道399号：福島県いわき市から山形県南陽市までを結ぶ

一般国道で､南東北を代表する酷道の一つ。総延長は186.1 

km(宮城県5.4 km､山形県19.0 km､福島県 161.8 km)。 

547.7 あぶくまロマンチック街道：あぶくま山系を南北に貫く国

道 399 号線でつながる、飯舘村・浪江町・葛尾村・田村市・

川内村の 5 市町村とその有志で活動する協議会の愛称。当

地の観光資源を生かしたイベントを定期開催している。 

586.8 三春滝桜：日本五大桜または三大巨桜の 1 つとして知られ

る。2012 年時点で推定樹齢 1000 年超、樹高 12m、根回り

11m、幹周り 9.5m、枝張り東西 22m・南北 18m。 

589.4 三春ダム：阿武隈川中流部などの治水と福島中通り地域へ

の利水を目的としたダム。ダム湖は三春滝桜があることか

らさくら湖と名づけられた。 

 


