
ザ〃ビッグラン神奈川２０２０報告書 
 

受付番号１番 １４－6424 牧野義明 

 

１． 横浜公園 チューリップ ４月２５日(土)快晴 

前日自宅大和から職場(みなとみらい)まで自走して自転車を置いて帰り、翌日職場から横

浜公園を目指します。コロナの影響でみなとみらい地区は人が少なく走りやすい。 

公園に駐輪しやすいのでスタンドの付いている Cannondale fooligan で走ります。公

園に着いてみると 自粛の影響で人出は少ないです、もうチューリップは終わりの様で も

う少し早く来れば良かったと後悔です。日差しが暖かく 帰りに瀬谷の長峰製茶で抹茶ソフ

トを頂き帰宅しました。 

走行距離  ４７．５２km 

 

Cannondale fooligan(2018) フレーム以外フルカスタム 内装 11段変速 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２． 小田原城址公園 藤 ５月２日(土)快晴 

本日は自宅大和から小田原城址公園を目指しますが 約 100km の道中、公衆トイレがほ

とんど閉鎖されており、コンビニもトイレ利用を停止していることがあると言うことで 途

中のトイレが不安なまま出発します。 国道246号を下り走りますが 今シーズン初の本格

ライドで調子が出ません。 それでもいつも通りフロントインナーを封印して フロントアウ

ター(52T)縛りのマイルールを適応 17-18km/h の速度でヨロヨロと善波峠を上がりま

す、停まることなく無事善波峠を越えられました。山北のコンビニで初休憩して無事トイレ

を済ませて南下します。小田原城址公園に到着 御感の藤で写真を撮ります、小田原城は

全く人出がありません。小田原のお目当ての食事処は休業だったので諦めて 海岸沿いを

東に向かい昼過ぎに帰宅しました。 

 

 

走行距離 108.77km  

平均速度 21.9km/h 獲得標高 705m 

 

使用したバイク Cannondale SuperSix EVO Hi-mod Disc(2017) 

フレーム、リム、シートピラー、サドルベース、ハンドル、ボトルケージなどカーボンを使用し

て軽量化しています。 

 



３． 七沢森林公園 シャクナゲ ５月３日(日祝) 快晴 

大和から七沢温泉を目指します。厚木市街を抜けると急に風景が変わります。 

 

 

七沢森林公園への坂は森の里へ抜けるエグい

坂を上がります。坂の途中に駐輪場があるの

で ここでバイクを停めて歩きます。 今日は

公園内を歩かなくてはならないと思い、シュー

ズにゴム製のクリートカバーを持ってきたので

クリートカバーを付けます。 

 

シャクナゲももう

終わりかけの様

です。 

園内はクリート

にゴムのカバー

がついていなけ

れば滑って怖く

て  降りられな

い坂でしたゴム

製のカバーを持

ってきて正解で

す。 

季節なので途中

で柏餅を買い食

べて帰宅。 

 

本日の走行距離 36.67km  

平均速度 19.9km/h 

本日のバイク  Cannondale SuperSix 

EVO Hi-mod Disc(2017)フルカーボンロード 

 

 

 

 

 

 

 



４． 生田緑地 バラ 2020年 5月 17日(日)晴れ 

指定の生田緑地を目指すが最短距離を通るため、事前にマップ上にルートを引きガーミン

の GPS デバイスに転送して ナビに従いながら走ります。 全く通ったことのない所を通

りましたがナビのおかげで無事到着。  

しかし、開いている気配がなく閉鎖

している駐車場の警備員と話をしま

した。今年の生田緑地、春のばら菀

の公開は中止とのこと。理由はコロ

ナのため、手入れをしてくださるボ

ランティアの方々が密になってしま

うから 作業が出来ないとのこと。 

手入れのため裏口は開けてあると

の話を聞きましたが 公開していな

いのに裏口から入るわけにもいか

ず 諦めて退散しました。 

代わりに道路を隔てた向かい側の

植え込みのバラで記念撮影します。 

本 日 使 用 の バ イ ク は 

Cannondale SuperX(2013)

フルカーボンのシクロクロス車で

す。 

 

本日の走行距離 50.87km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５． 県立相模原公園 ハナショウブ６月６日(土) 曇り 

今日は妻も同行して妻とお

揃 い の Cannondale 

SuperX(シクロクロス車)で

県立相模原公園を目指しま

す。知っている場所なので 

ルートは住宅街を通り主要道

路を通らない複雑なルートを

選択します。  

 

 

 

公園管理事務所横の駐輪場

に駐輪します。 

コロナの影響で売店などが休

業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水無月橋を渡り水無月園(花ショウブ園)に行きます。いろいろな種類のハナショウブ間近

に見られて綺麗でした。  

この近くには「９秒カレー」「モナの丘」２軒のカレー屋さんがあります、今日は「モナの丘」で

カレーをいただきます。ここは新鮮な野菜と特大ナンが素敵です。ナンは１回おかわりする

ことが出来ます。＼(^_^)／ 天気が怪しくなってきたので 寄り道せず帰宅します。 

本日の走行距離 20.2km  

 

 

 

 

 

 

 

 



６． 真鶴岬 ガクアジサイ ６月２４日(木)曇り 

梅雨の合間の曇天を突いて 

真鶴岬を目指します、行きは国

道２４６号線を西に走り新松田

から南下して小田原を抜け 

135 号線に入り石橋から側道

に入り根府川を抜けて真鶴駅

の裏に出ます。真鶴港を通り真

鶴岬到着です。  

ケープ真鶴は 2020/4/1リニ

ューアルされたとのことで 綺

麗になっていましたが昨年の

台風１９号の爪痕は残っており 

潮騒遊歩道は通行止めでした。 

 

どこかにアジサイの案内等あるかと探しましたが、

どこにもアジサイの表記や案内などはなく ケープ

真鶴の建物の下に群生しているアジサイを撮りま

した。  

 

 

この時期の伊豆方面への走行は強い日差しと蒸し暑さ、強い向かい風で避けているので

すが 薄曇りが多く助かりました。帰りは海岸方面を通り帰宅。 

本日の走行距離 137.1km 

獲得標高 1043m  

平均速度 20.4km/h 本日使用のバイク cannondale SuperSix EVO 



７． 妙音寺 ヤマユリ ６月２７日(土) 晴れ 

梅雨の晴れ間、朝涼しいう

ちに また、海岸道路が混

む前に行こうと言うことで 

明け方家を出ます。目的地

は三浦市の妙音寺 正式名

称は高野山真言宗 飯盛山

妙音寺です。お寺の裏山に

ユマユリが自生していると

のことで 入山料はいただ

かないが厳粛な気持ちでご

参拝ください(参拝者以外

入山禁止)とのこと。 あら

かじめ歩きやすいようにビ

ンディングシューズのゴム

カバーを持参して行きま

す。 

 

しかし、現地に着いてみる

とお寺の裏山にヤマユリが

あるのですがコロナの為、

入山禁止になっていました。 

諦めて本堂でお参りだけし

て帰りました。 ヤマユリの

写真はありません。 

本日の走行距離 100.99km  

獲得標高 705m 

平均速度 23.9km/h 

本日使用のバイク cannondale SuperSix EVO(2017) 



８．座間市 座間ひまわり広場 ヒマワリ 8月 2日(日)晴れ 

 座間市のひまわりはコロ

ナで中止と知っていたが行

ってみた。例年賑わってい

る栗原会場もヒマワリは無

く人もいない。 

 

栗原会場は雑草が茂るのみ 

 

座架依橋横の新田宿会場は 例年ヒ

マワリの迷路等で賑わっているが こ

ちらも一面の綠で覆われていたがヒ

ノワリは咲いていなかった。 来年は

賑わいが戻ってきてほしいと思う。 

この日はガーミンの調子が悪く 走行記録がとれなかった。厚木海老名を回り約 30km。 

 

 



９．鎌倉市 宝戒寺 ハギ ９月２７日(日) 曇り 

朝起きると霧雨が降ってい

たが 曇りになったので鎌倉

へ向かう。知っている場所だ

ったのでのんびり走る。 

10 時開門であったが 開門

前に付いたので待ちました。

拝観には 200円が必要。 

残念なことに御朱印帳を忘

れてきたので御朱印がいた

だけなかった。 

 

天台宗 金龍山 宝戒寺と言うらしいです。 

 

境内にはハギ(白萩)が咲いていました。 

 

本日の走行距離 55.56km 

平均速度 19.3km/h 

 

 

帰りは横濱アイス工房にて ティラミス／抹茶

をいただき一休み 

 

今回でザ〃ビッグラン神奈川 2020 は終了、

9回で総走行距離 587.68kmでした。 

コロナで見られない花があり残念でした。 

 


