
BRM114 日本橋 200 _2023 (オートパーラー200) 

 コース情報・試走レポートなど            2023/1/12

注意事項とお願い                                               

1. 装備について 

スタート前に AR 日本橋オリジナル規定(＊)を含めた下記

6点の装備を確認のうえ、スマフォ・デジカメにより下記

のご自身の装備を撮影して下さい（写真のアップロードは

ゴール後で可）。 

1)前照灯 2灯* 

2)尾灯(常時点灯式のものとし点滅式や反射式は不可とする) 

3)ベル 

注)以上は常時自転車に固定して装着されたのものとする 

4)ヘルメット 

5) 蛍光色の反射ベスト(反射たすき、反射肩掛けベルト、

非反射部の生地面積の半分以上が蛍光色ではない反射ベ

ストは不可)* 

注 1) 反射ベストは常時着用のこと。リュックなどを背

負う場合は体に着用したベストの他に、リュックに

も反射ベストか三角反射材を付けること。 

注 2) 蛍光色は、イエロー、オレンジ、グリーン、レッ

ド、ピンク、イエローグリーン、オレンジレッド、

イエローオレンジの 8色に限る。 

6)ヘルメット尾灯(点滅可) 

2. 新型コロナウイルス感染症防止策について 

HP の [BRM114 日本橋 200 参加者専用ページ]にアップさ

れた「新型コロナウイルス感染症防止策について」の 3.に

記載の防止策を遵守して下さい。 

レポート１ (櫻井謙太： 認定外試走 12/28(水)8:00 スタート)                

キューシート作成のため、認定期間外の試走です。スター

トも、最遅のウェーブより 30 分後となっています。 

1．気象条件： 曇のち晴れ (気温 4℃~13℃) 冬の晴れの日

らしい天気でした。最低気温を記録したのは、

午前 10 時頃の江戸川です。 

2．全般 

コンビニが全国拡大する以前、長距離ドライブの強い

味方だったのが「オートパーラー」です。「オート＝自

動車」で立ち寄る「パーラー＝人々が集って、くつろぐ

場所」という意味で、かつては全国的に普及していたよ

うです。 

オートパーラーは、うどんやそば、トーストなどが買

える自動販売機が並び、その場で食べられる無人のサー

ビスエリアともいえる施設でした。 

平成にはオートパーラーの多くは姿を消しましたが、

少数ながら現役のオートパーラーもあります。本ブルベ

では、南関東に現存する 3 箇所のオートパーラー(と、

それをリスペクトした施設)を巡ります。 

施設内にあるレトロ自販機で、うどん・トースト・ハ

ンバーガーなどをお楽しみください。 

3．区間ごとの感想・注意点 

(1) Depart(木場)～通過チェック 1(流山)25.0km 

木場公園から北上し、最初のオートパーラーのある栗

橋方面に向かいます。都心を抜けた後は、関宿橋まで江

戸川 CR を走行します。試走時、ブルベ翌日の 1/15 に江

戸川でウルトラマラソンが開催される告知看板がありま

した。練習や準備をしている人がいるかもしれないので

ご注意ください。 

・Cue3: 四ツ木陸橋は自転車通行禁止です。自転車通行

禁止の標識が分かりにくい(かなり小さい)ので見逃さ

ないようにしてください。 

・Cue5-9: 新葛飾橋のアプローチは分かりにくいので、

ルートをよく予習しておいてください。ここから先は

江戸川 CR に入ります。あまり人や自転車は走ってい

ませんが、スピードは出しすぎないように注意。また、

新葛飾橋以降は 40km ほどコンビニ・自販機がありま

せん。補給はその前に確保しておいてください。トイ

レは通過チェックにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸川 CR に入る 

 

・Cue10: 流山橋へのアプローチも少し難しいです。キ

ューシート別紙に詳しいガイド画像を作成したので、

予習しておいてください。 

・Cue12: 流山橋を渡った後、再び江戸川 CR に入ります。



ただ、土手の一番上は「管理用道路」であり、自転車

道はその一段下の道(画像右側)です。間違えないよう

に注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再び江戸川 CR に。右の自転車道へ進む。 

・Cue13: 通過チェックは CR の休憩所です。CR と休憩所

の敷地の間には段差があるので転倒しないように注意

してください。 

(2) 通過 CHK1(流山)～通過 CHK2 (栗橋) 40.4km 

最初の目的地「オートパーラーまんぷく」に向かいま

す。江戸川 CR を 30km くらい走行しますが、冬場なので

向かい風の可能性は高いです。 

・Cue14: 通過チェックを出て 1km くらいの場所で工事

が行われています。基本的には土手の下を走るのが正

しいルートですが、ここは土手の上を通って迂回して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の案内 

・Cue20: 最初の目的地「オートパーラーまんぷく」で

す。フォトチェックは、建物の外観写真を撮影してく

ださい。敷地はそれなりに広いですが、あまり自転車

を置けそうな場所がありませんでした。建物内は昭和

の香り(たばこの臭い)がします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通過チェック 2 [オートパーラーまんぷく] 

1 階はレトロ自販機、2階はゲームコーナーになって

います。1階の自販機は飲み物含めて売り切ればかりで

した。唯一、ちゃんと稼働していた「そばうどん自販

機」で、天ぷらうどん(250 円)を食べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[オートパーラーまんぷく]の「そばうどん自販機」 

 

麺は半玉、天ぷらは 1/4。そして、麺は所々干からび

ていて咀嚼すら出来ないほど固くなっていました。食

べられたのは半分くらい。このタイプの「そばうどん

自販機」は既に製造が終了しており、サポートもされ

ていません。料理の材料は設置場所のオーナーが補充

しています。つまり、設置場所によって味が異なると

いうことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[オートパーラーまんぷく]の天ぷらうどん 

 



道の反対側に「すき家」「バーミヤン」があるので、

食事をするならそちらのほうが無難だと思います。 

オートパーラーの裏には「ネパールカレー＆豚丼」

という謎の業態のお店もありましたので、こちらでも

良いかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ネパールカレー＆豚丼」 

(3) 通過 CHK2 (栗橋)～通過 CHK3(上尾)、22.7km 

二番目の目的地である「オートパーラー上尾」に向か

います。 

・Cue31: 「都心から一番近いオートパーラー」として

有名な、オートパーラー上尾。フォトチェックは、建

物の外観写真を撮影してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通過チェック３ [オートパーラー上尾] 

こちらも建物の中は昭和の香り（タバコの臭い）が

します。苦手な方は入らないほうが良いかも。そばう

どん自販機に加えてトースト自販機もありましたが、

今回は比較の意味で、そばうどん自販機で「天ぷらう

どん(300 円)」を買いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[オートパーラー上尾]の天ぷらうどん自販機 

 

こちらはかなりまともな天ぷらうどんでした。うど

んも天ぷらもフルサイズ。そして味も普通に美味しい。

丼の下にはワカメとウズラの卵も隠れています。よく

混ぜて食べましょう。今回は食べられませんでしたが、

トースト自販機の「コンビーフトースト」も有名なよ

うです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[オートパーラー上尾]の天ぷらうどん 

 

(4) 通過 CHK3(上尾)～通過 CHK4(相模原)、70.4km 

三番目の目的である「中古タイヤ市場 自販機コーナ

ー」を目指します。こちらは正確にはオートパーラーで

はなく、「レトロ自販機マニアの社長がやっている博物

館」的な施設です。2017 年オープンと新しいですが、

レトロ自販機の台数は全国でもトップクラス(80 台以

上)。 

・Cue53: 狭山湖方面へ向かう交差点ですが、信号のな

い交差点を右折します。それなりに交通量があるので、

一旦停止し、前後を確認してから右折してください。 

・Cue60: JR 中央線をまたぐ豊田陸橋の車道は自転車通

行禁止です。歩道に入ってください。 

橋の下りは自転車専用のスロープになっています。

下車の必要はなさそうでしたが、対向から自転車が来

るかもしれないので注意してください。一番下まで降

りた後は、橋の側道に出ます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田陸橋のスロープ 

・Cue69: レトロ自販機好きのパラダイス「中古タイヤ

市場 自販機コーナー」です。フォトチェックは、建

物の外観写真を撮影してください。こちらにはイート

インコーナーがないので、基本的には野外で食べるこ

とになります。ここまで来たら 3連続で「天ぷらうど

ん」……と思っていましたが、うどんが売り切れだっ

たので、天ぷらそば(300 円)を食べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古タイヤ市場 自販機コーナー 

非常に美味しいです。レトロ自販機マニアによる愛

が感じられる一杯でした。天ぷらも大き目のエビが入

っていますし、かまぼこも 2枚付いてきます。なお、

こちらの天ぷらそば、提供状態ではつゆが混ざってい

ません。下からよくかき混ぜて食べましょう。そばう

どん以外にも、ラーメン自販機・ハンバーガー自販

機・トースト自販機・ポテト自販機など色々あります。

寒空の下、野外で食べる暖かい軽食は最高でした。 

 

 

 

 

 

 

(5) 通過 CHK4(厚木)～Arrivée(西五反田)、25.0km 

あとは都心まで帰るだけです。帰りは中原街道を通る

のでアップダウンはそれなりにあります。 

・Cue82: ゴールの 7-11で買い物をして下さい。ゴール

受付は D418 をそのまま進み目黒川を渡った先を左折

し 100m 先右手の 31 階建てのファミーユ西五反田東館

（区営住宅 東館）の 1階の「大崎第一区民集会所 第

6 集会室」です。 

4. 走行記録 

・Depart 8:00  

・通過 CHK1(流山) 9:14 (25.0km, 平均 20.3km/h) 

・通過 CHK2(栗橋) 11:08 (65.4km, 平均 21.3km/h) 

・通過 CHK3(上尾) 12:36   (88.1km, 平均 15.5km/h) 

・通過 CHK4(相模原) 16:34  (158.5km, 平均 17.8km/h) 

・Arrivée(西五反田) 19:23  (200.8km, 平均 15.0km/h) 

・所要時間: 11 時間 23 分 (200.8km, 平均 17.6km/h) 

最終区間が遅いのは、ルート途中にある自転車屋(年内

最終営業日)で予約商品(ライト)を回収したからです。20

分ほど雑談していたので、ここだけ妙に遅くなってます。 

レポート２ (松田 健： 1/1(日・祝) 6:00 スタート)                

1．気象条件： 晴れ (気温 気温：1度～14 度)  

2．所管 

時間はかかったもののストレスは少なく走ることがで

きました。とはいえ、試走日は 1月 1日だったため開催

当日とは道路事情が大きく異なると思われます。コース

全体の上昇量が 1000m 未満であまり登りません。交差点

名表示の無い交差点での右左折が多いので見落とさない

ように区間距離に注意しつつ、もちろん周囲の状況もし

っかり確認しながら走ってください。通過チェックのオ

ートパーラーでレトロ自販機を利用したい方は事前に

100 円玉を用意しておくとよいと思います。 

3．区間ごとの感想・注意点 

 (1) Depart(木場)～通過チェック 1(流山)25.0km 

#9-#14 江戸川土手・江戸川サイクリングロードは歩

行者・ランナー・犬の散歩など多いのでよく注意して通

行してください。試走時は初日の出を見る人が土手にず

らっと並んでいました。 

(2) 通過 CHK1(流山)～通過 CHK2 (栗橋) 40.4km 

#53-#55 二輪車通行禁止の標識が出ています。自転車

は規制の対象外ではありますが、交通状況によっては自



歩道を利用するなど注意して走ってください。 

(3) 通過 CHK2 (栗橋)～通過 CHK3(上尾)、22.7km 

#69 レトロ自販機でチャーハンを買おうとしたのです

が故障していたようで、300 円を奪われたものの商品が

出てきませんでした。。。こういった場合に自販機を殴っ

たりしない人のみレトロ自販機に挑戦してください。中

古タイヤ市場は一般客も多いことが予想されますのでト

ラブルを起こさないように行動してください。 

4. 走行記録 

・Depart 6:00  

・通過 CHK1(流山) 7:27 (25.0km, 平均 17.2km/h) 

・通過 CHK2(栗橋) 9:23 (65.4km, 平均 km/h) 

・通過 CHK3(上尾) 10:46  (88.1km, 平均 km/h) 

・通過 CHK4(相模原) 15:49  (158.5km, 平均 km/h) 

・Arrivée(西五反田) 18:50  (200.8km, 平均 km/h) 

・所要時間: 12 時間 50 分 (200.8km, 平均 15.7km/h) 

レポート３ (田中正晴： 1/8(土) 7:00 スタート)                

1．気象条件： 晴 北風。 

2．区間ごとの感想・注意点 

 (1) Depart(木場)～通過チェック 1(流山)25.0km 

コースの最初は信号峠が続きます。 江戸川サイクリ

ングロードに入るとコンビニなどないので、小腹が減っ

たようにパンなどを持って走るのも良いかもしれません。  

23.1km 地点の休憩所にもトイレがあるので、トイレ

が必要であればここで入っておくのも良いと思います。 

(2) 通過 CHK1(流山)～通過 CHK2 (栗橋) 40.4km 

29km ほど江戸川サイクリングロードを走ります。 自

分は向かい風でサイコン読みで 20～23ｋｍほどしか速

度が出ませんでしたが信号がないため時間が稼げます。  

最初は景色がよく楽しいですが 30 分もすると修行の

ようにペダルを無心で回すことになります。 

(3) 通過 CHK2 (栗橋)～通過 CHK3(上尾)、22.7km 

このあたりまで走りやすい道路が続きました。先ほど

の向かい風が今度は追い風になったりしたのですが、信

号などあるので平均時速は落ちてしまいました。 

(4) 通過 CHK3(上尾)～通過 CHK4(相模原)、70.4km 

上尾を過ぎた 96.5km 地点に「そうま水産」があるの

でそこで食べてみたかったのですが、混んでいて食べる

のを諦めました。 その先のファミマで食べたのですが、

そうま水産の手前に数件ラーメン屋があったので、暖か

いものを食べたいが時間がない人はそちらをお勧めしま

す。  

110km 地点から 120km 地点は渋滞が発生していました。

すり抜けは十分に注意して行いましょう。 狭山湖あた

りまで来れば渋滞は気にならなくなります。  

自分は久しぶりのブルベで前半の向かい風で足が売り

切れたことと、この渋滞で平均時速が 16km 以下まで落

ちてしまいました。 

(5) 通過 CHK4(相模原)～Arrivée (五反田)、25.0km 

ここから夜間走行になりました。 要所要所で渋滞が

起きていますが、道路が広いので順調に飛ばせます。  

渋滞も先ほどと違い路肩があったりと特に気になりま

せんでしたが、左折の巻き込みや対向車の右折進入など

に気をつけて走ってください。  

 

4. 走行記録 

・Depart 7:00  

・通過 CHK1(流山) 8 時 25 分(25.0km, 平均 17.7 km/h) 

・通過 CHK2(栗橋) 10 時 23 分(65.4km, 平均 19.2 km/h) 

・通過 CHK3(上尾) 11 時 44 分 (88.1km, 平均 18.5 km/h) 

・通過 CHK4(相模原) 17 時 00 分  (158.5km, 平均 15.8 km/h) 

・Arrivée(西五反田) 19 時 41 分 (200.8km, 平均 15.8 km/h) 

・所要時間: 12 時間 41 分 (200.8km, 平均 15.8km/h) 

沿道の名所案内                                       

机上試走してみたら幾つかありました。車上から一瞥するも

良し､気になるスポットなら休憩がてら見学するのも一興です。 

距離 
(km) 案内 

0.0 ⽊場公園︓かつては当地に貯⽊場があったが、東京湾の
埋⽴により貯⽊場としての機能が新⽊場へ移転したた
め、防災都市計画により 1969 年の計画策定を経て、
1992 年 6 月に昭和天皇在位 50 年の記念公園として完成
した。 

0.5R 東京都現代美術館(MOT)︓現代美術(1950 年以降から 21

世紀頃)専門の公⽴美術館。施設の⼤規模改修⼯事のため
の休館を経て 2019 年 3 月にリニューアルオープン。 

4.0R 東京スカイツリー︓2012 年 2 月に竣⼯ 10 周年となる。
高さ 634m は電波塔としては世界第 1 位､人⼯の建造物と
してはブルジュ・ハリーファ(ドバイの超高層ビル)の
828m に次ぐ世界第 2 位となる。 

4.2 国道 6 号線︓日本橋から関東平野を縦断し、⽔⼾から太
平洋沿いに北進し福島県浜通りを経由し仙台市に至る総
延⻑ 410.9 km の⼀般国道。江⼾時代の⽔⼾街道（江⼾ - 

⽔⼾）、⽔⼾から先の磐城街道、岩城相⾺街道を継承し
現在に至っている。福島県内の双葉町近辺は原発事故に
伴う通⾏規制が⾏われていたが、2022 年 10 月に規制が



解除され 11 年半ぶりに⾃転⾞や歩⾏で全線通⾏できるよ
うになった。 

12.2L バイクショップ・ビテス︓1990 年にジロ・デ・イタリア
に日本人として初出場した市川雅敏による専門店。 

15.2 江⼾川・利根川サイクリングロード︓葛⻄臨海公園付近
を起点に群⾺県渋川まで 170km 続く 

25.3L 近藤勇陣屋跡碑︓新選組の近藤勇が当地に最後となる陣
営を敷いたが官軍に包囲され､流⼭の街を兵⽕に巻き込む
ことを嫌った近藤は⾃首したと伝えられる。 

25.4 流鉄流⼭駅(終着駅１)︓⾺橋と流⼭を結ぶ流⼭線(営業キ
ロ 5.7km)の終着駅。駅舎は 1916 年(⼤正 5 年)3 月竣⼯
で､"東京近郊にありながらローカル色のある駅"というこ
とで｢関東の駅百選｣に選定された。 

45.8 関宿滑空場︓昭和 45 年に運⽤開始された国内最⼤⾯積の
グライダー⽤の⾶⾏場。社会人愛好家はもとより、多く
の⼤学のグライダークラブが利⽤している。 

47.3L ⼤凧あげ祭り会場(対岸)︓毎年 5 月 3 日と 5 日に春日部
⼤凧あげ祭りが開催される。和紙と竹で 3 カ月かけて作
った⼤凧が百数十人による地元の保存会組衆によって空
へ舞い揚がる様子は勇壮の⼀言に尽きるとのこと。 

54.0 関宿城跡︓関宿城跡(600m 前方)︓1574 年開城。利根川
⽔運の中継地点に位置し、江⼾城防衛の重要拠点であっ
た。 

72.0 百観⾳温泉︓関東平野北部に⾃噴するかけ流し温泉。内
風呂､露天風呂､晴天風呂などを楽しめる。JR 宇都宮線の
東鷲宮駅至近なので､雨天時の DNF ポイント､いかがです
かー。 

94.1 桶川⾶⾏学校平和祈念館︓先の⼤戦において､熊⾕陸軍⾶
⾏学校の分校として各地から集まった⽣徒はここで陸軍
航空兵としての訓練をし戦地へ向かったとのこと。平和
の尊さを発信すべく 2020 年 8 月に開館。 

103.8 レーシングスポーツフジタ︓⼩江⼾川越・札ノ辻に店を
構える⽼舗スポーツバイクショップ。30 年近い歴史を持
つ川越〜直江津ロングファストラン主催や、レーシング
チーム"アルホーク"を主宰。店主の藤田照夫氏は東京-⼤
阪タイムトライアルの先駆者でもある。 

123.9 狭⼭湖︓正式名称は⼭⼝貯⽔池。多摩川からの導⽔を主
な⽔源とした人造湖で 1934 年（昭和 9 年）完成。東村
⼭浄⽔場、武蔵野市浄⽔場を経由し､東京都の上⽔道とし
て供給される。 

126.5 ベルナードーム︓かつての⻄武ドームで埼⽟⻄武ライオ
ンズの本拠地。2022 年 3 月からは上尾の通信販売企業の
ベルーナが命名権を取得し本名称となった。 

126.5 狭⼭スキー場︓1959 年 12 月開業の関東地方で唯⼀の造
雪機による屋内人⼯スキー場。かつては豊島園インドア
スキー場(1958 年 - 閉鎖)､ザウス(1993 - 2002 年)などが
あったが､まだ⽣き残っていたとは驚き。 

126.5 ⻄武園競輪場︓1950 年 5 月開業。周⻑は 400m でカント
の緩さと直線の短さからか 333m バンクのような性格を
持ち、逃げ・先⾏タイプの選⼿が有利といわれている。
本年のビッグレースとしては 8 月に G1 レースの第 66 回
オールスター競輪が開催される。 

129.2 野⼭北公園⾃転⾞道︓かつて⽻村から多摩湖(村⼭貯⽔池)

へ送⽔する⽔道道路上に設けられた軽便鉄道の跡地に設
けられた⾃転⾞道。武蔵村⼭市の南⻄端から狭⼭丘陵へ
真直ぐ伸び、終端は多摩湖を周回する多摩湖⾃転⾞道に
接続している。ルート左⼿に横田トンネル⾃転⾞道の入
⼝がある。 

134.4 国営昭和記念公園︓1983 年 10 月開園。米軍に接収され
た⽴川基地(旧 旧⽴川⾶⾏場を)跡地に開園した。レイン
ボープールや子供の森など施設があるが、⼤規模災害発
⽣時の避難場としても設計されている。 

157.0 JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス︓1989 年開設。
ロケットや人⼯衛星搭載機器基礎開発の試験や実験棟な
どが設置されている（右 200m）。 

190.7 武蔵中原駅近辺︓ランドヌ東京のブルベの発着地として
知られる。間違ってコンビニやジョナサンへ⾏かないよ
うご注意を。 

 


