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22 回大会は菅原裕太が 24 ｲﾝﾁから 700Ｃに乗り換えて 1時間 32分 47 秒の衝撃的な大会新

で走った。菅原のトレーニング状況を静岡新聞・2007/05/25 から引用すると、「清水南中学校時

代は陸上部に所属し、1500 メートルで東海大会に出場。中２のころから自転車に興味を持ち始め、

修善寺工高の自転車競技部に入った。毎朝６時半から伊豆市の競輪学校で朝練し、授業の後は

ｳｴｰﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ。清水町の自宅からの登下校はもちろん自転車だ。今回の優勝も、陸上で鍛えた

肺活量と自転車で培った脚力がものを言った」とある。複合ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの効果を増幅したのは前回

ゴール直前で落車して優勝争いから脱落した悔しさである。 

 

菅原の記録更新と同様の衝撃は 1993 年、8 回大会で御園生学（高校 3 年）が 24 ｲﾝﾁ・125mm

の市販クランクで大会記録を一挙に 9 分短縮して 2 時間 10 分 37 秒で走った。これにより 9 回大

会からﾌﾘｰｸﾗﾝｸへの移行を決めた。今、24 ｲﾝﾁの記録は 1時間 40分 52 秒である。 

 

 
 

 

参加者の減少について  「全日本一輪車マラソン」は、世界最高峰の大会だが、一方では数

年前から懸念されていた男子小・中学生の一輪車離れが加速して、いよいよ男児クラス消滅の時

が近い。17 回大会では小中学生 26名、高校生～29歳ｸﾗｽ 26 名、合計 52名の選手が年齢差を

越えて激戦を展開した。だが、前回の21回大会は男子小学生の参加は3名であり中学生は9名。

22回は減少傾向が一段と進み、男子小学生は3名、中学生は僅か3名である。ﾌﾘｰｸﾗｽと高校生

～29 歳ｸﾗｽは 18 名（17 回は 29 名）が参加したが、このクラスも後続の中学生がいないので数年

後には激減する。world record を目指して時速 30km で疾走する男児の集団が消えた大会は
「一輪車女子マラソン」とでも改称するか。 



男児専科の野球やサッカーのチームが少子化の影響で統合、廃部する時代にマイナーな一輪

車から男児が消えるのは当然だが、それを加速したのは 1989 年から始まり現在も進行している誤

った普及方針による男児の一輪車離れも一因であり、自らが墓穴を掘ったといえる。 

1978 年、太陽の下で発足してから 10 年間に渡り多彩に展開されたスポーツ一輪車を自らの手

で葬り去った結果、他から見る今の一輪車は女児専科の遊戯に成りさがってしまった。 

 

2003 年・19 回から競技時間を 3時間とした。又、21 回から参加費を 7000 円にしたが、これらに

ついて「3時間規制が厳しい」とか「参加費が高い」などの声が聞こえる。 

「3 時間規制」で排除したのは 42km へ挑むには体への負荷が強過ぎて危険を伴う技量不作、

体力不足の中高年齢者十余名である。18 回大会では極度の疲労による血圧低下で危険な症例

があった。中高年が運動不足を解消する手段なら地域起こしで数多く開催される健康マラソンへ

マイペースで参加するのが安全であろう。 

「参加費」については、マイナー種目の一輪車へ他からの資金援助などは望むべくもない。した

がって大会開催費用も人手も関係者が負担する自己完結型が当然である。この大会の重みと、

大会の歴史を知る関係者からは「大会開催には多額の見えない経費がかかる。スポーツ一輪車

の最高峰である全日本一輪車マラソンを継続し、充実するために一層の資金拠出を惜しまない」

との見解が寄せられている。 

 

以下は、男児減少を予告した「創世記特集（2006 年 4月発刊）一部加筆」からの抜粋である。 

1978 年のスポーツ一輪車発足から 10 年ほどは走りと技の両面に均衡が取れた時代であり、老

いも若きも、この道の先駆者として短距離走・長距離走に挑み、技に挑み、高さに挑みながら幅広

い活動を繰り広げた。 

   

年齢、性別、技術レベルにかかわらず誰もが一輪車の多様性を楽しんだ時代から十余年が過

ぎた 2005 年は競技種目が偏り、女子児童による遊戯が流行している。      

  一輪車に乗った集団遊戯は 1989 年頃から始まったが、カラフルな衣裳を着けて一見すると可

愛いが技術的な深みは無い。ピアノやバレーの発表会に似て女児とその母親たちが好んで飛び

つきやすい種目である。我が娘の可愛さを愛でる母親たちの自己満足であり、女児の適齢期は短

い。 

 この遊戯に必要な技は五指で足りるから、それ以外の技は必要が無いので教えないし、他の技

を知らない指導者もいる。チームの差はフォーメーションに僅かな違いがあるだけで、スポーツの

本質である「より高きを目指す」姿勢は欠如している。 どの部門の指導者であろうと指導者たる者

は一輪車の走と技の深みを極め、一輪車の歴史を知り、語り継がねばならない。 

 

  一輪車人口の拡大を急ぎ、長年にわたり、こぞって、この安直な室内遊戯に邁進した結果は目

論見どおりに推移して、この部門だけは肥大したが、反面、基礎部門の育成を放置してきたので、

30 年前、太陽の下で遊び始めた一輪車の本格派が駆逐されてしまった。偏った施策の当然の帰

結であり、「悪貨は良貨を駆逐する」事例である。今、一輪車に携わる男子若年クラスが消滅寸前

という危機的な事態になった。事の重大性を理解して、今後の進路を正すにしても１５年以上の空

白期間があり、一輪車に限らず怠惰な快楽嗜好がのさばる日本の中で軌道修正は至難だ。さらに

致命的なことは一輪車全般と競技スポーツを知る指導者がいない。、 

     

   

以下の数字から、その危機的な状況を検証しよう。 

 全日本一輪車マラソンの 10 回大会、20 回大会、22 回大会の小・中学生の参加比率を見ると 

 



10 回 総計 240 名 男子  10 回 合計   ６２名 小学生 ４１名 ・ 中学生  ２１名 

20 回 総計 204 名 男子  20 回 合計   １9 名 小学生  ７名 ・ 中学生  １２名  

22 回 総計 137 名 男子  22 回 合計   16 名 小学生  12 名 ・ 中学生   4 名  

10 回 総計 240 名 女子  10 回 合計  １０７名 小学生  ７２名 ・ 中学生  ３５名 

20 回 総計 204 名 女子  20 回 合計  １１３名 小学生  ８６名 ・ 中学生  ２７名 

22 回 総計 137 名 女子  22 回 合計   73 名 小学生  51 名 ・  中学生  22 名 

 

  10 回大会のフルの競技時間は３時間４０分だが、20 回大会は３時間である。 

  20 回までは全体の数が減っている中で女子小学生だけが増えた。男子の小・中学生の減少は

極端であり、10回の６２名から２０回は僅かに１９名となった。その内訳は男子小学生は41名から7

名、男子中学生は 21名から 12 名。2007 年の 22 回大会は 4名となり、もはや消滅したといえる。 

 

  誰もが「男子は少子化に加えて野球とサッカーに取られる」と嘆くが、少子化は女子も同様なの

に低年齢女子だけが増え続けている。男児不在で女児だけが 100 人以上のクラブもあり、遊戯大

会の参加はクラブ代表の１チーム・十人ほどなので他は欠員待ちとなり、練習はするが大会に出

場できない。又、男子が一輪車に興味を示しても、遊戯が目的の女子だけのクラブに彼等の居場

所がないのは当然であろう。以上「創世記特集（2006 年 4月発刊）一部加筆」から抜粋。 

 

22回大会の結果  フリ―クランクで14回目、前回同様、晴れ、微風、時に無風の気象条件に恵ま

れフリー車種 700Ｃ男女が大会新。Sub-２(Sub Two-Hour・２時間切り)は計 22 名(Ｍ13+Ｗ9)。（17

回 37 名、20 回２９名、21 回 26 名）。 

5 月 3日・13 時～15 時、全長 10ｋｍのコースを選手と関係者全員で整備、清掃。 

4 月下旬、千曲建設事務所は競技コースのサイクリング道路の補修と清掃を実施。平和橋北の

ダンプ交差路の轍掘れと雄沢橋の僅かな段差も補修済みであり安心して走れる。 

競技時間を3時間に短縮して4回目となる。ゴールでの転倒は4大会連続のゼロを記録。救護

の治療ゼロ。２１回からヘルメット・膝あて・手袋を全員が着用。 

 

  フリ―車種男子 700Ｃ・9 名出走、1 位・菅原裕太(静岡・高 1)1 時間 32 分 47 秒(平均時速

27.5km)、2位・和泉田大樹(大和・28歳)1時間 34分 05秒、大会新。20kmは菅原、茂野、和泉田

が同時に通過したが菅原は後半の20kmも前半と同じタイムで走り独走のゴール。6位まで 1時間

30分台、前回は 1時間 30分台の記録はなかったが、700Ｃの 9名が競り合った結果は 6名が 30

分台でゴールした。一輪車のＦ1 といえる軽量で細いタイヤの 700Ｃ一輪車は 24 ｲﾝﾁの車輪を交

換して簡単に自作できる。 

 

 

＜ 700Ｃ ＞ は フランス ミリ表示サイズであり、 
＜ 700 ＞  タイヤ外径の呼び（mm） 
＜  25 ＞  タイヤ幅の呼び  （mm） 

 
＜ 700×25Ｃ ＞ の場合 

＜  Ｃ  ＞  対応リム記号 
 

フリ―車種女子700Ｃ・2名出走、片淵璃子(和歌山・高2)1時間40分03秒（平均時速24.3km）

の大会新。女子の最速記録を 4 分短縮。今回、700Ｃ男女の大幅な大会新により次の目標タイム

は男子 1時間 20分台(平均時速 28.2km)、女子 1時間 30分台(平均時速 25.4km)となった。 



  

  24 ｲﾝﾁ 50 歳台・黒崎晴夫(群馬・51 歳)2 時間 14 分 51 秒のクラス新。完走 15 回。20km 通過

は前回の 2 時間 17 分 37 秒より 19 秒遅れだがゴールは 2分 46 秒早い。50 歳を超えて、なお大

幅な記録更新は驚きである。前年に走った 100km の効果か、はたまた 51 歳の怪物か。 

74 歳・林弓男・16 回目の完走・2時間 54分 03 秒。 

 

女子 24 ｲﾝﾁ出走 26名、1時間 40分台は 2名（20回は 6名）、8位まで 2時間を切った（20回

は 17 位まで）。1 位から 4 位まで大阪・八田荘が並ぶ。1 位森崎里菜・中 1・1:47:19。2 位柘植葉

月・中 1。3 位田中絵美・24 歳。4 位平尾司・小 5。5 位川嶋遥・八街・中 2。6 位瀬戸澪奈・三島・

中 2。7 位末次桃子・八田壮・小 5。8 位筒井友里加・名古屋・中 3・1:58:38。ｵｰﾊﾞｰﾀｲﾑ 1 名。 

  

男子 24 ｲﾝﾁ出走 25名（21回 34名）、このクラスから上位 8名が 700Ｃへ移行して層が薄くなっ

た。1時間 40分台は1名だけ（20回は 5名）田中優行（八田荘・２３歳）、2位瀬戸将貴、3位千葉

慎吾、4位富田泰由、4位まで 2時間を切った。（20回 17位・21回 12位まで）。ｵｰﾊﾞｰﾀｲﾑ 1名。   

20 ｲﾝﾁ女子・15 名出走、全員完走、山田季樹（5 歳・年長）1時間 44 分 45 秒。 

20 ｲﾝﾁ男子・2名出走・完走。 

 

  表彰は総合男女 6位までメダル、完走証と喝棒はクラブ毎に代表選手に渡す。 

  ペプシコ―ラから BOSS・T シャツを贈呈。 
 

42.195km・出走 79 名。  700C・11 名(W2+ M9)、24 ｲﾝﾁ 51 名(W26+M25)､ 20 ｲﾝﾁ 17 名(W15+M2)､  

           24 ｲﾝﾁのｽﾀｰﾄ完了時間は、<20回・43秒・落車 2名> <21 回・40秒・落車 2名>。 

                     リタイヤ・0、  ｵｰﾊﾞｰﾀｲﾑは 20km・1 名、ゴール・2 名。 

20km・出走 56 名（14 回 114名､16 回 78 名、18 回 62名、20 回 81 名、21 回 63名、22 回 56 名）｡  

                    24 ｲﾝﾁ 18 名(W11+M7)､   20 ｲﾝﾁ 38名(W29+M9) ｵｰﾊﾞｰﾀｲﾑ 0。    

                      パンク 0(7 回～22 回)。ゴールでの転倒者ゼロを記録(19～22回)。 

エントリ―   計 137 名    42.195km・80 名(W43+M37)、  20km・57 名(W41+M16)。 

参加県    14 都府県 群馬、栃木、山梨、富山、東京、千葉、静岡、神奈川、愛知、大阪、和歌山、三重、 

岐阜、長野 

コ―ス      長野県・千曲川サイクリング道路・10ｋｍ区間を周回   

警備員（ガードマン）配置は冠着橋交差路 3名・本部南坂道 3名。 

 

気  象     晴れ、微風、無風、    気温 7 時 15 度、8 時 18 度、9時 21 度､10時 25 度､11時 25 度。  

大会資料   プログラム・A4・92 頁(カラー表紙、カラー8頁)、100km 特集。 

記録表 A４・6 頁。21回大会から 20km の通過タイムを掲載。20km ランキングへも掲載。 

           1 回からのプログラム全巻は国会図書舘へ収蔵（分類記号は表紙に記載）  


