1922 年 6 月の初開催 300kｍブルベについて (オダックス・ジャパン、AR 日本橋)
オダックス・クラブ・パリジャンより、初めて開催された 300kｍブルベに関する情報（スポーツ誌
L'Echo_des_sports の記事と思われる)が提供されました。
1 . L'Echo_des_sports 1922 年 6 月 8 日号

初めて開催される 300kｍブルベを紹介する記事

第1面
＜原文＞
Les randonneurs vont tenter le brevet de 300km
Le brevet de 300 kilomètres des randonneurs,

第3面
＜日本語訳＞
ランドヌールは300kmのブルベに挑戦します。
10日と11日には、Audax Club Parisienが主催す

organisé par l’Audax Club Parisien, aura lieu les

る300kmのランドヌール・ブルベが開催されます

10 et 11 courant. Cette épreuve est ouverte à tous

。このイベントは、200kmのブルベ認定を持って

les randonneurs et Audax possédant le brevet de

いるランドヌールやオダックスのライダーなら誰

200 kilomètres et se fait à allure libre.

でも参加でき、自由なペースで行われます。

L’itinéraire, modifié dans sa dernière partie, passe

最終的に変更された旅程は、ヴィルヌーヴ・サ

par

ン・ジョルジュ、メラン、フォンテーヌブロー

Villeneuve-Saint-Georges, Melun,

Fontainebleau, Nemours, Montargis, Château-

、ヌムール、モンタルジス、シャトー・レナー

Renard, Joigny, Villeneuve-Saint-Yonne, Sens,

ル、ジョイニー、ヴィルヌーヴ・サン・ヨンヌ

Pont-sur-Yonne, Montereau, Le Chatelet, Melun,

、サンス、ポン・シュル・ヨンヌ、モンテロー

Coubert, Croissy, Villiers-sur-Marne,

、ル・シャトレ、メラン、クーベール、クロワ

Champigny, Joinville, avec départ et arrivée a la

シー、ヴィリエ・シュール・マルヌ、シャンピ

Porte-Doree (Establissement Maynier, 282,

ニー、ジョインヴィルを経る、ポルト・ドレを

avenue Daumensnil).

出発・到着とするものです。

Le contrôle de départ sera ouvert, samedi, à 21

スタートコントロールは土曜日の午後9時にオー

heures, pour la distribution, des brassards et des

プンし、アームバンドとルートシートを配布し、

feuilles de route, départ à 22 heures.

午後10時に出発します。

Cette épreuve est à la portée de tout bon cycliste

このイベントは、ちょっとしたトレーニング

un peu entraîné, l’itinéraire présente 303

を積めば、優秀なサイクリストであれば誰でも

kilometres de bonnes routes. Un délai de 21 heurs

参加できるもので、ルートは303kmの良好な道

est accordé pour parcourir cette distance.

路です。この距離をカバーするための制限時間

Les engagements seront reçus jusuqua’à ce soir,
jeudi, 8 courant, au siège de l’A.C.P., Brasserie

は21時間です。
応募は本日8日（木）夜まで、A.C.P.本部（

Zimmer, 1, place du Chalet, accompagnés du

Brasserie Zimmer, 1, place du Chalet）にて、ラ

numéro du brevet de Randonneurs ou Audax 200

ンドヌールまたはオーダックスの200キロブルベ

kilomètres. Montant de l’engagement : 6 francs,

の番号を添えて受け付けます。参加費用は6フラ

dont 3 fr. 50 remboursables en cas d’insucces.

ンで、そのうち3.50フランは失敗した場合に返金

Prière de joindre une photo (4x4), indispensable.

されます。写真(4x4)を同封してください。

Tous les concurrents finissant dans les délais

制限時間内にゴールした選手には、特別なバ

auront droit à l’insigne spéciale et ils recevront un

ッジと成績を証明する認定証が授与されます。

diplôme attestant leur performance.

（DeepLによる翻訳＋α、文責：AR日本橋、内
容に誤りがあった場合はご容赦願います）

2 . L'Echo_des_sports 1922 年 6 月 15 日号

第1面

初めて開催された 300kｍブルベ結果を紹介する記事

第3面

＜原文＞

＜日本語訳＞

EN SUIVANT LES BAS COTES

Audax Club Parisien が 企 画 し た 300km の

Pour le Brevet de 300 kilomètres des Randonneus

Brevet des Randonneus Francais では、18 人のサ

Français, que l’Audax Club Parisien organisait,

イクリストが土曜日の夕方に Porte Doree を出発

dix-huit cyclistes partirent samedi soir de la Porte

して一周したが、時間内に Porte Doree に戻って

Dorée pour boucler le circuit tracé ; trelze

これたのは 13 人だけだった。ジラルド、ピタール、

seulment réussirent à rentrer à la Porte Dorée dans

レゴフレ・ロジェ、デスケル、テューラン、デスキューブ・

les délais, ce sont Girardot, Pitard, Legoffre Roger,

アドルフ、バスベイラス、ロベール・エドゥアール、ヌル

Desesquelles,

Adolphe,

バウスシエ、ボーフレ、ビドー、ブロンド、シャトラン。

Basbeyras, Robert Edouard, Nurbaussier, Beaufrere,

（DeepL による翻訳＋α）
（DeepL による翻訳＋

Bidault, Blondeau, Chatelain.

α、文責：AR 日本橋、内容に誤りがあった場合は

Teurand,

Descubes

ご容赦願います）

3.

初めて開催された 300kｍブルベのルート図
この記事に記載されているスタート・ゴール地点と途中の通過地点をもとにルート図を作成してみ

ました。

