絶景を目に焼きつけろ

Z坂

●初夏の快晴と相まって、今年の佐渡はどこを走って
も絶景を楽しめる。島特有の海岸線に面した棚田風景
や、岩肌に道路が Z 字形に刻まれた通称「Z坂」など、
思わず立ち止まって写真に収めたくなってしまうぞ

！
！
！
味
走
景
激
絶 美

佐渡ロングライド210
国内屈指の長距離を誇るロングライドイベントが「2017スポニチ 佐渡ロングライド210」だ。
今回で12回目を迎えるこの大会を、全国から集まった参加者と一緒に
走り切った編集部員がレポート。
開催日●2017年５月21日
（日） 開催地●新潟県佐渡市
主催●佐渡市／佐渡市スポーツ協会／スポーツニッポン新聞社／佐渡汽船

●日が傾き始めた真野湾の海
岸線を最後にひと踏ん張り。
フィニッシュラインを通過す
ると思わずうれしさにガッツ
ポーズ。想像よりもずっと濃
密なライドだった！

思う存分
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text●本誌・江里口恭平

走れ！

●ゲストライダーとして
宇都宮ブリッツェンの鈴
木真理選手とブリッツェ
ンフェアリー自転車競技
部のレイさん・ミホさん
が130㎞コースに参加！

●日本海からきつ立
する巨岩 大野亀
の坂は絶景ポイント

●日本海に面し、名水でも
名高い佐渡島。これはグル
メに期待しないわけにはい
かない！ フルーツ、甘味
からごはんものまでよりど
りみどりで、何てことない
おにぎりと思って食べると、
白米がおいしくてついつい
食べすぎてしまう。江里口
の今回の裏テーマは「全
ASグルメ制覇」
。止まるた
びにおいしくいただいてい
ると、もう時間ギリギリ！

●コースでは機材サポートに
マヴィックカーなどが走るが、
走行中のトラブルは自分で対
処することが原則だ

大会コース

前夜祭
から
楽しもう

●大会前日の会場では受
付とともに前夜祭が行わ
れる︒スコットをはじめ
とした多くのブランドが
ブース出展や試乗会を行
った

●210㎞完走はそう簡単じゃない。後半に
なるにつれて気温はどんどん上がり、体の
節々が悲鳴を上げ始める。そんなときは中
盤の両津弁当ステーション
（BS）
や小木AS
にて新潟市のアップルスポーツカレッジの
学生がマッサージを施してくれるので、休
憩がてら体をリフレッシュ！ 水をかぶって
体を冷やしつつ、終盤のアップダウンの連
続をパスしていく。気づけば無心でペダル
を回し、走ることを心底から楽しんでいた

食べ尽くせ

ASグルメを

●郷土芸能 鬼太鼓 の演舞や、豪華景品が当たるじ
ゃんけん大会などのステージイベントを開催

ロングライドにオススメのバイク

ロングライドイベントは今でこ
そ世に多くあれど︑この距離と質
で勝るものはそう簡単には見つか
らない︒
﹁２０１７スポニチ佐渡
ロングライド２１０﹂は競輪補助
事業の一環での開催として今回で
回目を迎える︒２１０㎞ コー
ス参加資格の一つに﹁１００㎞以
上の走行経験があること﹂と決め
られていることからも分かるよう
に︑このイベントは誰でも簡単に
出場し︑完走できるといった類の
イベントではない︒まず﹁走り切
ること﹂が試されるのだ︒
と︑言いつつも︑もし初めての
２１０㎞挑戦でも︑万全のサポー
トにより完走のハードルは高くは
ない︒ ︵エイドステーション︶
では佐渡でしか味わえない補給が
目白押し︒目の前につられたごほ
うびを前にすると﹁まだまだ走ろ
うか﹂と思えてしまう︒
海岸線には︑日本海の荒波に削
られた特徴的な形の岩肌や︑どこ
か懐かしさを感じる漁村や祠︑時
には酒蔵が並ぶ︒景色を目に焼き
付けるように︑時には足を止める
人も多く見られた︒
しかしいつまでも余裕で走って
はいられない︒終盤になるにつれ
疲れが出始めた体を痛めつけるか
のように︑アップダウンが増えて
いく︒日が昇る頃からスタートし
始めたはずなのに︑空は夕焼けの
色がつき始める︒不思議なもので︑
フィニッシュラインに近づくにつ
れ︑
﹁まだ終わりたくないな﹂と
いう寂しさが増していった︒最後
の一踏みでラインを越えて︑僕の
〝サドイチ〟をゴールした︒
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Aコース／210㎞コース高低差

115

アンカー・RL９エリート

キャノンデール・
シナプスハイモッドディスク

シマノ・アルテグラ完成車価格／
38万5000円（税抜）

シマノ・アルテグラ完成車価格／ 63万円（税抜）

●長距離を走り切るために最適な剛性を確
保。脚を疲れさせないのに、きっちり進む
バイクとなっている

●しなやかさを追求したフレームとディス
クブレーキの制動力で、210㎞に初挑戦の
人にまさに「ちょうど良い」バイク
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絶景！美味！激走！

佐渡ロングライド210

210㎞を完走した皆さん
友人同士やチームで完走を目指した参加者の皆さん。ロングライドを
めいっぱい楽しもう！とそれぞれの サドイチ を満喫していた

ちょっと

酒蔵巡りで香りを楽しむ

ロングライド
だけじゃ
もったいない！

●良い水と良い米があれ
ば、もちろん良い酒もそ
ろっている。こちらで紹
介する酒蔵は事前申込み
いらずの酒蔵見学として、
日本酒を造る工程や道具
などを案内してもらうこ
とができる。自転車に乗
る前やドライバーの人は
尾畑酒造
アルコールの試飲はもち
（真野鶴醸造元）
ろん厳禁。しかしできた
ての酒の香りの良さを味
新潟県佐渡市真野新町449
わうだけでも行く価値は
☎0259･55･3171
ある。
「佐渡ロングライ
営業時間／ 8:00 〜 17:00
ド」限定酒もあるぞ
定休日／無休

寄り道佐渡ツアー
新潟港からフェリーやジェットフォイル（水中翼船）の航路で渡る佐渡島。
せっかく足を運んだのだから、
ちょっと欲張って自転車以外も楽しんでしまおう！
日曜日のイベント後にもう一泊し、翌日に観光するのもオススメだ

トキの森公園
新潟県佐渡市新穂長畝383-2 ☎0259･22･4123
営業時間／ 8:30 〜 16:30（入館締切）
、年末年始
定休日／毎週月曜日（３月〜 11月までは無休）

佐渡金山

しぼりた

大吟醸 て
！

新潟県佐渡市下相川1305 ☎0259･74･2389
営業時間／ 8:00 〜 17:30（４月〜 10月）
、
8:30 〜 17:00（11月〜３月）
定休日／無休

佐渡のド定番は金山とトキ
天領盃酒造
新潟県佐渡市加茂歌代458 ☎0259･23･2111 営業時間／９:00 〜 17:00
定休日／無休（４月〜 12月）
、土曜日・日曜日・祝日（１月〜３月）

●渋谷のトライアスロンチーム
「ATAシブヤ」の皆さん。このイベ
ントのホスピタリティに感動

●「これから完走を祝ってお店で宴
会です！」と話すのは、会場すぐの
居酒屋「カッ八」チームのメンバー

●ピセイ製のチームジャージはビー
ルをイメージして作成。もちろんメ
ンバーは皆、ビール好きだ！

●「エドコタウン」の４人は東京から
夫婦・兄弟で参加。走力に合わせて
210㎞と130㎞をそれぞれ走り切った

イベント内では
「佐渡グルメ・
観光ツアー」
も併催
イベント内には210㎞コ
ースの他に、
「佐渡観光
グルメライド40」という
佐渡の歴史を巡るコース
も設けられた。佐渡金山
の「道遊の割戸」といっ
た名所巡りや佐渡奉行所
での勝場（せりば）体験
などとともに、ASのグ
ルメも味わえるコース。
親子で参加してのんびり
と楽しむのも良いかもし
れない。

●佐渡と言えばまずは金山！ 徳川幕府300年の財政を支えたとされる金銀山跡ととも
に、明治から平成元年まで操業し続けた「北沢浮遊選鉱場」跡（右）などのスケールに
は圧倒される。島内には日本を象徴する鳥「トキ」が生息しており、トキの森公園では
飼育されているトキを間近で観察することもできるぞ

海鮮グルメに舌鼓

お土産に干物がイイんです

●日本海の豊かな漁場に
位置する佐渡島。自転車
に乗ったあとの海鮮グル
メのおいしさは間違いが
ない。もし帰りの船まで
あまり時間がないという
人には、お手軽な回転寿
司なんていかがだろうか。
回る寿司と侮るなかれ、
佐渡の市場から仕入れた
魚の寿司はどれも新鮮で、
都会では味わえないコス
パの良さを誇る

●佐渡の町並みに点在するのが干物屋。なかには店の
前で一夜干ししてそのまま販売しているお店も。どれ
も長期保存できるので、お土産にも喜ばれそう。帰っ
た後にお店ごとの味の違いを楽しんでみるのも乙だ

海産物 うさみ
新潟県佐渡市両津湊149
☎0259･27･2076
営業時間／ 8:30 〜 17:30
（４月〜 11 月）
、
8:30 〜 16:00（12月〜３月）
定休日／無休
、
（４月〜 11 月）
不定休（12 月〜３月）

すしやまるいし
新潟県佐渡市泉小又1031-１ ☎0259･63･3066
営業時間／ 11:00 〜 21:00
定休日／木曜日

佐渡の味 いちば
新潟県佐渡市加茂歌代448
☎0259･23･4100
営業時間／ 8:00 〜 17:00
定休日／無休

丸中商店
新潟県佐渡市泉1345
☎0259･63･4770
営業時間／
９:00 〜 17:00
定休日／年末年始

●社内サークルとして公認のウエア ●東京から参加の小学６年生と３年
をそろえたマイクロソフトのみなさ 生のミホちゃん・ミクちゃん姉妹。両
ん。
「もう一泊して佐渡を満喫します！」 親にサポートされ210㎞コースを完走
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