
第２１回東京・南会津サイクルトレイン 募集要項  

南会津の豊かな自然の中を貴方の自転車で走ってみませんか！ 

首都圏からのサイクルトレイン―東武線浅草駅（または北千住駅）から！ 

あなたの自転車をそのまま電車に乗せて南会津へ！ 

 東武伊勢崎線浅草駅（又は北千住駅）より参加者の自転車をそのまま電車に積込み出発します。 

自然豊かな南会津で４コースに別れてそれぞれサイクリングを楽しみます。帰りはまた電車にそのまま 

自転車を積込んで浅草駅（北千住駅）へもどってくるイベントです。 

 

・南会津の新しい楽しみ方、サイクルロゲイニング形式を取り入れました。（A コース） 

・サポートカーが皆さんの荷物を運びます。荷物を持たずに走れます！（B,C,D コース） 

・A コースは荷物は預かり、宿と駅との間は車で運びます。 

・レンタル自転車（ＭＴＢ、電動アシスト）もあるよ！ 

・全てのコース、舗装路です。 

 

・福島県内の方、一緒に走りませんか！現地参加、歓迎です！ 

参加費用は事務局にお問い合わせ下さい。 

 

黄金色の稲穂、純白のそば畑の南会津で風をきって走ろう！！！ 

１．開催日   ２０１６年９月１０日(土)～１１日(日) 

２．募集定員  １２０名(皆様の楽しみ方に合わせて４コースを用意) 

３．参加資格  健康で完走できる方で小学生以上 (１８歳未満の方は保護者の同意が必要) 

４．参加費   コースにより参加費が違います。各コース案内を参照ください。 

   ・ 参加費に含まれるもの： 浅草駅からの往復乗車券(自転車持ち込み料含む)、大会参加料、 

１泊夕朝昼の３食（B,C,D コース）、１泊夕朝の２食（A コース）、保険料、途中の輸送料など。 

   ・ 参加費に含まれないもの： レンタル各 2日間（MTB(1,500円)、ヘルメット(500円)、 

電動アシスト（3,000円、A,Ｂ,C コース）、食事の時のアルコール代、宿以外の温泉入浴料など 

５．募集期間：  ８月１９日まで ※定員になり次第締切り 

６.スケジュール  

  ９／１０（土）  集合時間：浅草駅（7:50）北千住駅（8:00） ※集合場所は参加者の方に別途ご連絡。 

      8:30浅草駅発-8:42北千住駅発-11:49会津高原尾瀬口-12:08会津田島（Ａ,B,C,D コース） 

 ・乗車駅について：浅草駅からと北千住駅からの分散乗車となります 

  浅草駅：自転車を完成車のまま持込む方（先着50名様）／輪行バック／現地レンタル 

 北千住駅：輪行バック／現地レンタルの方だけ。 

（輪行バック／レンタルの方は出来る限り北千住駅の利用をお願いします。座席は事前指定です。 

また浅草駅希望が多すぎる場合は北千住駅乗車のお願いをする場合があります） 

  ９／１１（日）  （終了後） 

   16:40会津田島駅(Ａ，Ｂ，Ｃコース) ― 17:02会津高原尾瀬口（Ｄコース） 

               ― 20:02杉戸高野台 ― 20:51北千住着 ― 21:05浅草駅着 

 



７．コース概要 （コースは予定です。下見の結果や天候、道路状況などにより変更することがあります） 

   （Ａ）サイクルロゲイニング in南会津コース （初級～初中級） 宿泊（さかい温泉） 定員５５名  

（小学生：16,000円、中学生以上：24,000円  福島県サイクルロゲイニング実行委員会の 

宿泊費補助により各 2,000円割引となっています。） 

・ 南会津の新しい楽しみ方！自然豊かな南会津で、宝探しのようにわくわくドキドキ、 

サイクルロゲイニングで南会津の魅力再発見！ 

・ １人でのお申し込み、歓迎です。チームは２～５名ですが、１人の方は主催者側で３名以上の 

チームに編成致します。 一般の部とファミリーの部に分かれます。全て舗装路です。 

・ サイクルロゲイニングとは決められたチェック・ポイントをチームの判断でどのように回るかを決めて 

チェック・ポイントの写真を撮りながらポイントを獲得していく競技です。今回は渡されるコース地図と 

写真を頼りにチェック・ポイントを探し、周囲を観察し、チェック・ポイントのクイズなどもからめて得点を 

重ねる楽しい形式にしております。（詳細は HP をご覧ください） 

・ 初日はファンライド。２グループに別れて楽しみます。南郷までは車で移動し、２日目のコースの一部を

楽しみながら試走します。 

・ ２日目はサイクルロゲイニング。伊南川沿いの両側をフィールドに南郷・伊南の自然、農産物、歴史、 

体験などを楽しみます。 上位３チームには賞状、南会津の特産品があたるお楽しみ抽選会も！ 

初日： 田島駅～（車、トラックで）～南郷～2日目コース下見サイクリング～宿へ 

       ファミリーの部（約 25km）  一般の部（約 40km） 

２日目： サイクルロゲイニング ファミリーの部（15km～25km） 一般の部（20km～50km） 

界温泉（出発）～（南郷・伊南地域）～道の駅きらら２８９（入浴、表彰式）～（車、トラックで）～田島駅 

  （Ｂ）のんびりユックリ そば畑・大内宿満喫コース （初中級） 宿泊（湯野上温泉） 定員２５名 

（中学生以上：25,500円） 

・  純白のそば畑などの自然の素晴らし歴史遺産など、南会津をのんびりと味わえる。 

南会津の人気コース。初めて南会津を訪れる方にはお勧めのコースです。全て舗装路。 

・ ガイド・伴走車付きサイクリングで安心です。きつい上りは伴走車を利用し、下りを楽しむもありです！ 

・ 初日は趣きのある養鱒公園駅、廃校を利用したジイコ坂学舎で休憩、そして一面純白の猿楽台の 

そば畑を楽しみ、幾世橋からの絶景を眺め、湯野上温泉へ。 

・ 湯野上温泉では温泉巡りで温泉三昧を楽しもう！  

・ ２日目は湯野上温泉駅から塔のへつりを楽しみ、下郷へ。のどかな田園風景の中を走り、中山峠へ。 

途中、長寿の泉で休憩し、樹齢９５０年、幹周１２ｍの中山の大ケヤキへ向う。そして大内宿。 

たっぷりユックリ大内宿で食べたり買物を楽しもう。最後は快適なダウンヒル。 

湯野上温泉で汗を流した後は列車で田島駅へ向う。 

  初日（30km）  田島駅～田部～養鱒公園駅～ジイコ坂～養鱒公園～猿楽台そば畑～ 

～ふるさと公園～中ノ沢観音堂～幾世橋～塔のへつり～湯野上温泉～宿へ 

２日目（30km）  湯野上温泉～塔のへつり～下郷～水抜き～長寿の泉～中山峠～中山の大ケヤキ 

～沼山～大内宿～湯野上温泉（入浴）～（列車で）～会津田島駅 

（C）只見お楽しみコース（初中級） 宿泊（只見） 定員２５名 （中学生以上：26,000円） 

・  サイクルトレインでは人気の只見コース。只見の案内人・クリキンが皆様をご案内。 

・ 初日は田島から車で道の駅きらら２８９へ。そこから伊南川沿いを只見へ下ります。 

途中、御蔵入 33観音巡りの１番札所、国重要文化財の成法寺観音堂などの神社仏閣や黒谷のコブシ、 



只見名水 10選の名水や巨木を楽しみながら只見町へ。 

・ ２日目は「とっておきの只見町」を巡った後は布沢分校へ。定番の昼食を頂いてからのんびりと下り 

深沢温泉で汗を流し、再び車で田島に戻ります。 

実際にどこに立ち寄るかは案内人の腕の見せどころ、おまかせコースです。 

  初日（30～35km） 田島駅～（車、トラックで）～道の駅きらら２８９～界～和泉田～梁取～大倉 

～黒谷～只見へ 

２日目（30～35km） 只見～ （ 只見町周遊 ） ～黒谷～朝日橋～熊倉～大倉～布沢分校（昼食） 

  ～大倉～深沢温泉（入浴）～（車、トラックで）～田島駅 

（Ｄ）自然満喫 ぐるっと南会津コース （中級） 宿泊（木賊温泉） 定員１５名 

  （中学生以上：24,500円）  

       ・コースはアップダウンのあるダイナミックコース。南会津の豊かな自然を満喫するコースです。 

       ・２日間共、オンロード、伴走車・ガイド付きなので安心して参加できます。 

・中山峠は、昨年新しいトンネルが開通し、一方通行となり自転車が走りやすくなりました。 

       ・初日は会津田島駅から駒止峠（トンネル）を越えると長い下り。道の駅で休憩後、車の少ない伊南川の 

対岸を走り古町の大イチョウへ。再び対岸に戻り内川まで。ここから舘岩川沿いに松戸原まで走り、右折 

して湯の花温泉を通過して茅葺屋根の水引集落へ。湯ノ花温泉へ戻り唐沢峠を超えれば木賊温泉。 

川沿いの露天風呂で汗を流して下さい！ 

       ・２日目は雄大な大規模林道をゆっくり上ります。途中、振り返っての景観を楽しんでください。峠を下ると

檜枝岐村。峠から内川までは２８ｋｍの長い下り。檜枝岐の六地蔵、屏風岩、大桃舞台などに寄りながら、 

 前沢集落へ。ゆっくり楽しんだ後は、会津高原尾瀬口へ向う。温泉で汗を流しサイクルトレインを待つ。 

  初日（60km） 会津田島駅～南泉寺～駒止峠～道の駅きらら２８９～大橋～古町の大イチョウ～内川 

～松戸原～湯ノ花温泉～水引集落～唐沢峠～木賊温泉～宿へ 

２日目（66km）  木賊温泉～大規模林道～檜枝岐～小豆温泉～屏風岩～大桃舞台～内川～たのせ 

～前沢集落～松戸原～八総～道の駅番屋～中山峠～会津高原尾瀬口 

  ８．問合せ先＆参加申込   

（１） 詳細情報・問合せ先：  

 ＨＰ： 東京・南会津サイクルトレイン （ http://cycletrain.jimdo.com/ ）に随時掲載していきます。 

（初めての方は必ず質問集・補足もお読み下さい） 

 ｅ－ｍａｉｌ： minamiaizu@gmail.com  ＴＥＬ： 事務局・野田（080-3385-8284） 

 （２） 申込み：   ＨＰより： 「お申込み」の項目から直接入力ください。 

         e-mailの方： e-mail内に必要事項を記入して送って頂いても結構です 

  申込み受付確認後、参加料振込みのご案内をいたします。 

主 催  東京・南会津サイクルトレイン実行委員会（共催以下の団体により構成される） 

共 催  南会津サポートクラブ 会津鉄道（株） 

後 援  東武鉄道（株） 野岩鉄道（株） 南会津町 荒川区 南会津町観光物産協会  

みなみやま観光株式会社 福島県サイクルロゲイニング実行委員会  

昭和村サイクルロゲイニング実行委員会 自転車のまち・あらかわを推進する会 

http://cycletrain.jimdo.com/


第２１回東京・南会津サイクルトレイン参加申込書（選択項目は○で囲んでください）  

フリガナ  生年月日 西暦   年  月  日     

氏 名  性別 男 女 身長  ㎝ (レンタル希望の方はご記入下さい) 

レンタル自転車(MTB) 希望する しない 

レンタル電動アシスト 希望する しない 

レンタル・ヘルメット希望（ S / M / L / LL ） 

注）左記の電動アシストはＣコースの方だけです。 

電 話 ℡          携帯 e-mail  

住 所 
〒 

     
都道

府県      
市区

郡  

緊急 

連絡先 

氏名 

電話 

代表者 
氏名：           ※この欄だけで同伴者の申し込みは出来ません。新たな参加申込書でお申込ください 

チーム名（A コース）：           ※A コースを１名でお申し込みの方は記入不要です。 

参加コース 第１希望   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   第２希望  Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  希望しない 

乗車駅 第１希望  浅草駅 北千住駅 第２希望  浅草駅 北千住駅 希望しない 

電車への自転車持込形態 第 1希望 輪行バック そのまま 第２希望 輪行バック そのまま 希望しない 

持込自転車について 車 種 MTB  ランドナー  ロードレーサー  FB  ママチャリ  その他（     ） 

レンタル希望の方へ、自転車経験について具体的に  

このイベントを何で知りましたか、具体的に  

備考：（宿泊は基本は男女別の相部屋となります。ご希

望など何か補足事項などありましたらご記入ください） 

 

誓 約 書 

主催者代表殿 

私は大会参加にあたり以下のことを誓約します。 

また私が１８歳未満の場合は保護者も以下の内容を確認し同意したことを証します。 

１． 期間中、主催者側の大会に関するいかなる指示にも従うことを同意します。 

２． 私は自分自身の健康管理に細心の注意を払い、大会及びその付帯行事の開催中、参加にあたって関連

しておきた死亡、負傷、その他の事故の場合にも一切自己の責任において処理し、主催者側は一切の

責任を負わないことに同意します。 

３． 荒天、天変地異などによっての大会の中止、またはコース変更など、大会の内容に変更などがあった

場合、主催者側の判断に同意します。また、その場合、参加費が全額または一部返金されないことを

承知します。自己都合による不参加の場合も同様とします。 

４． 大会及びその付帯行事の開催中、参加者自身の所持品、車両及び用具などの盗難、瑕疵など一切の責

任は参加者自身が持つものとします。 

５． 大会に関する新聞、放送、放映などの報道及びスポンサー、主催者などに参加者自身の名称及び写真

などを自由に使用することを許可します。 

２０１６年  月  日 

参加者署名捺印             印  保護者署名捺印             印 

※参加者が１８歳未満の場合は必ず内容をご確認の上、保護者の方も署名捺印してください。 


