
都営地下鉄踏破都営地下鉄踏破都営地下鉄踏破都営地下鉄踏破
第第第第４４４４章 大江戸線章 大江戸線章 大江戸線章 大江戸線

【【【【踏破記録踏破記録踏破記録踏破記録】】】】
路路路路 線線線線 名名名名 大江戸線大江戸線大江戸線大江戸線（（（（都庁前都庁前都庁前都庁前→→→→光光光光がががが丘丘丘丘））））

営業距離営業距離営業距離営業距離 40.740.740.740.7
踏破月日踏破月日踏破月日踏破月日
天天天天　　　　　　　　候候候候 晴晴晴晴れれれれ

所要時間所要時間所要時間所要時間 10:5910:5910:5910:59
総歩数総歩数総歩数総歩数 62,15962,15962,15962,159 歩歩歩歩
時速時速時速時速 3.73.73.73.7 ｋｍｋｍｋｍｋｍ （（（（営業距離営業距離営業距離営業距離ベースベースベースベース））））
一歩一歩一歩一歩 62.462.462.462.4 ｃｍｃｍｃｍｃｍ （（（（営業距離営業距離営業距離営業距離ベースベースベースベース））））

駅　名 駅間距離 累計距離 時間 地図頁 万歩計
都都都都 庁庁庁庁 前前前前 5:53 70 0

0.80.80.80.8 地上に出る出入り口はシャッターが下り
新新新新 宿宿宿宿 西西西西 口口口口 0.8 6:04 70 ている。地下道を歩く

1.41.41.41.4 「北新宿百人町」右折大久保通り
東東東東 新新新新 宿宿宿宿 2.2 6:24 61

1111
若若若若 松松松松 河河河河 田田田田 3.2 6:37 61

0.60.60.60.6
牛牛牛牛 込込込込 柳柳柳柳 橋橋橋橋 3.8 6:47 62

1.01.01.01.0
牛牛牛牛 込込込込 神神神神 楽楽楽楽 坂坂坂坂 4.8 6:58 62

1111
飯飯飯飯 田田田田 橋橋橋橋 5.8 7:14 62

1111
春春春春 日日日日 6.8 7:26 62

0.80.80.80.8 春日通
本本本本 郷郷郷郷 三三三三 丁丁丁丁 目目目目 7.6 7:36 63

1.11.11.11.1
上上上上 野野野野 御御御御 徒徒徒徒 町町町町 8.7 7:56 63

0.80.80.80.8
新新新新 御御御御 徒徒徒徒 町町町町 9.5 8:04 63

1111
蔵蔵蔵蔵 前前前前 10.5 8:19 63 2:26

隅田川 厨橋厨橋厨橋厨橋 1.21.21.21.2 「本所１」右折清澄通り南下

両両両両 国国国国 11.7 8:33 63 マメ少しできる。痛み感じる
1.01.01.01.0

森森森森 下下下下 12.7 8:47 72
小名木川 高橋高橋高橋高橋 0.60.60.60.6

清清清清 澄澄澄澄 白白白白 河河河河 13.3 8:53 72
仙台堀川 海辺橋海辺橋海辺橋海辺橋 1.21.21.21.2

門門門門 前前前前 仲仲仲仲 町町町町 14.5 9:15 72
大横川 海辺橋海辺橋海辺橋海辺橋

晴海運河 相生橋相生橋相生橋相生橋 1.41.41.41.4
月月月月 島島島島 15.9 9:30 81

月島川 月島橋月島橋月島橋月島橋 0.80.80.80.8
勝勝勝勝 どどどど きききき 16.7 9:41 81

隅田川 勝鬨橋勝鬨橋勝鬨橋勝鬨橋 1.51.51.51.5 「勝どき駅前」右折晴海通り
築築築築 地地地地 市市市市 場場場場 18.2 10:00 81

0.90.90.90.9 「中央市場前」右折、昭和通りすぐ左折、
汐汐汐汐 留留留留 19.1 10:17 81 歩道橋、入り口はいたるところにある

0.90.90.90.9
大大大大 門門門門 20 10:41 80 2:22

1.31.31.31.3 ｢浜松町駅前」右折
赤赤赤赤 羽羽羽羽 橋橋橋橋 21.3 11:07 80

0.80.80.80.8
麻麻麻麻 布布布布 十十十十 番番番番 22.1 11:15 80

1.11.11.11.1
六六六六 本本本本 木木木木 23.2 11:43 80 吉野家牛丼昼食休憩１０分

1.31.31.31.3 外苑東通り
青青青青 山山山山 一一一一 丁丁丁丁 目目目目 24.5 12:01 71

1.21.21.21.2
国国国国 立立立立 競競競競 技技技技 場場場場 25.7 12:16 70

1.51.51.51.5
代代代代 々々々々 木木木木 27.2 12:39 70

0.60.60.60.6 0
新新新新 宿宿宿宿 27.8 12:53 70 右足マメバースト、激痛。治療

0.80.80.80.8
都都都都 庁庁庁庁 前前前前 28.6 13:03 70 ギブアップかと悩むがあと１０駅と頑

0.60.60.60.6 張る。
西新宿五丁目西新宿五丁目西新宿五丁目西新宿五丁目 29.2 13:23 70
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1.41.41.41.4 清水橋右折山手通り
中中中中 野野野野 坂坂坂坂 上上上上 30.6 13:39 61 2:58

1111
東東東東 中中中中 野野野野 31.6 13:56 61

妙正寺川 中井富士見橋中井富士見橋中井富士見橋中井富士見橋 0.60.60.60.6
中中中中 井井井井 32.2 14:07 61

1.51.51.51.5
落落落落 合合合合 長長長長 崎崎崎崎 33.7 14:33 52

1.61.61.61.6 途中ガードフェンスに腰掛休憩、しゃが
新新新新 江江江江 古古古古 田田田田 35.3 14:57 51 み込んだら立ち上がれない恐怖

1.61.61.61.6
練練練練 馬馬馬馬 36.9 15:33 51

0.90.90.90.9 「豊島園入り口」右折
豊豊豊豊 島島島島 園園園園 37.8 15:47 51 駅前ベンチで休憩３分

石神井川 仲之橋仲之橋仲之橋仲之橋 1.51.51.51.5
練練練練 馬馬馬馬 春春春春 日日日日 町町町町 39.3 16:14 42

1.41.41.41.4 途中２回休憩
光光光光 がががが 丘丘丘丘 40.7 16:52 41 62159 3:13

 １．はじめに

　東京メトロ８路線は踏破、都営は三田線、浅草線、新宿線と踏破、残りは大江戸線である。これで地下鉄１２路線を歩いたこ
とになる。
　昨年は年の締めくくりとして、山手線を歩いた。今年の締めくくりは、メトロと都営の完結編で大江戸線である。
　営業距離で４０．７ｋｍ、ほぼマラソンの距離に匹敵する。
　駅名と駅間距離、地図帳のページ、右折、左折のポイント・主な通り名などのメモを作成する。
　「歩き通すぞ。」並々ならぬ闘志がわいてくる。武者震いがする。
　１０ｋｍ毎に線を引き、３時間であるく計画とし、１２時間以内を目標とする。山手線が３４．５ｋｍであり１０時間強で歩
いたので、多分達成はできるだろうと考えた。
　大江戸線は新宿西口駅がＥ１で光が丘がＥ３８となっている。駅のナンバーリングと異なり実際の運転は光が丘を発車した電
車は都庁前を経由し六本木や両国を通って都庁前まで戻って終点となる。折り返し電車も逆にたどり光が丘へ戻る、いわゆる
「６の字」運転をしている。
　この運転方式に則って都庁前を出発一周後都庁前に戻り光が丘に向かうことにする。
　今年は仕事の関係で歩く機会が少なかったので不安が残るが、結構いろいろな人に１２月１６日に大江戸線に挑戦するとしゃ
べってしまった関係で後には引けない。
　足のマメが心配である。傷テープはもちろん、消毒薬も持参。エアーサロンパスも。
　４時３０分に目覚ましを合わせる。

２．都庁前から蔵前まで

　寮を後にし恵比寿から代々木まで山手線、そこで大江戸線に乗り換え「都庁前」駅まで行く。
「都庁前」駅改札口を出て、改札口をデジカメで撮る。５：５３である。
　新宿西口へ向かうために地上に出ようとするが、ほとんどの出入口はシャッターが閉まったままである。新宿西口方面地下道
が明かりが点いている。誰もいない。やがてかつて新宿駅から住友ビルに向かうためのよく通った地下道にでる。通りの端には
動く歩道が設置されていた。しかし、早朝であるのでまだ運転していない。

都庁前から新宿西口への地下道 新宿西口地下道 辺りはまだ暗い西口から東新宿間

　「新宿西口」駅から地上へ。小滝橋通りを歩き、「北新宿百人町」交差点を右折職安通りを行く。
「東新宿」駅「若松河田」駅と歩き。「若松町」交差点で大久保通りへ。「牛込柳町」駅「牛込神楽坂」駅とだらだら坂を歩き
牛込消防署の前を通る。若い署員が二人箒と塵取りを持って落ち葉掃除をしている。消防自動車のフロントガラスを拭いている
署員もいた。
　東西線、南北線と歩いた「飯田橋」駅にでる。駅前の歩道橋をわたり、小石川後楽園を右手に見ながら「春日」駅に至る。春
日通りを行く。
「本郷三丁目」駅までは結構きつい上り坂である。湯島天神の前を通り「上野御徒町」駅「新御徒町」駅と春日通りを歩き「蔵
前」駅。後楽園から上野までこんなに近いのかと驚く。東京駅を中心に放射状に移動が多いからか、大阪育ちの土地勘で放射線
と放射線間のつながりの感覚がつかめていないので、時として驚かされるのである。
　「蔵前」駅まで１０．５ｋｍ、２時間２６分である。このペースだと、全コース１０時間ペースである。

１２月の銀杏の落ち葉　小石川後楽園 湯島天神 　　　　蔵前駅



３．蔵前から大門まで

　隅田川の厨橋を渡る。橋のアーチは鋲接である。なかなかの迫力、昔の風情であるが、どっこい現代アート。力強さを感じる。

隅田川厨橋 　　　横綱交番
迫力あるリベット

「本所１丁目」交差点を右折清澄通りを南下する。石原１丁目角の本所警察署横綱交番をカメラに収める。
復興記念館を右手に見ながら、「森下」駅へと歩く。
　このあたりでもう足の裏が痛くなり始める。マメが少しできかけたようだ。
　血行を良くするようにと、全体が波打った凹凸があり、脚を締め付けるような靴下が裏目に出たのかもしれない。「清澄白河」
駅を過ぎたあたりの、清澄白河公園前でベンチに腰掛、靴下を履きかえる。ついでに消毒薬を吹きつけ、傷テープを貼る。痛み
に変わりがない。
　僅か１０ｋｍでこれじゃ先が思いやられる。ギブアップしようかと悩む。しかし、周りの人に踏破の予定をしゃべってしまっ
た手前諦めるわけには行かない。しかし足が持つかどうか心配である。どうせ途中でギブアップするのなら早めの方が良いので
はと思案する。引き返す勇気も必要だが・・・・・・。
　行けるところまで行こうと決心し、不安を抱えながら再び歩き始める。
　「門前仲町」駅を通過、晴海運河の「相生橋」を渡る。「月島」駅を経て
「勝どき」駅に至る。
　隅田川にかかる「勝鬨橋」を左手に高層ビル街を眺め右手に新大橋を見な
がら渡る。
　｢勝どき橋西」交差点左手に築地市場の建物が現れる。地下鉄は築地市場の
ど真ん中地下を走る。こちらは場外沿いに歩く。
　場外は結構な人出である。

勝鬨橋

賑やかな
　場外市場

「築地市場」駅を背に「汐留」駅に向かう。昭和通を左折、すぐに歩道橋を登る。汐留センターシティーを右手に、歩き、今度
はユリカモメ沿いに歩く。もうすぐ半分の２０ｋｍ地点の「大門」駅だ。マメの痛さが少しづつ増してくる。
　東海道本線・山手線・京浜東北線のガードをくぐり「浜松町駅前」信号を「大門」駅に向かう。駅にもぐりトイレ休憩。

４．大門から中野坂上まで

　「大門」駅を通過、正面に増上寺が見えてくる。背後に東京タワー。「増上寺前」を左折、「芝公園」信号を右折、芝公園を
かすりながら歩く。「赤羽橋」駅を通過。痛い、後２０ｋｍ以上歩けるのか、この痛みで大丈夫なのか。不安が頭をよぎる。
　しかし、とぼとぼと確実に歩いてはいる。信号待ちでは体中の血液が脚に集まってくるのがわかる。脚がパンパンに膨れ上が
ってくる、そんな感じだ。信号が変わり歩き始めるとズキンと痛みが走り、足が重く感じる。しかししばらく歩くと、足の裏の
痛みはチクチクとくるが、全体的な痛みは和らぐ。不思議な現象である。
　都心環状線のガードを通過、「麻布十番」駅から「六本木」駅に向かう。上り坂である。結構きつい。休憩を兼ね昼飯。吉野
家に飛び込む。たどたどしい日本語の外国人の店員に牛丼大盛りと野菜サラダを注文する。久しぶりの牛丼である。
　食事時間約１０分、再び歩き出す。外苑東通りを乃木神社を右手に「青山一丁目」駅に向かう。
　右手赤坂御用邸の木々が紅葉している。１２月半ばなのに、暖冬異変。

　イチョウの落ち葉の絨毯を踏みしめ左手に明治
神宮外苑を中央本線沿いに左折、「国立競技場
」駅に至る。
　｢国立競技場」駅から山手線・埼京線ガードをく
ぐり北へ。「代々木」駅そして「新宿」駅へと足
を運ぶ。足を運ぶとはよく言ったものだ。
　 動作として歩いているのではなく、重たい足
をまさに運んでいるのである。
　「新宿」駅から、「都庁前」に向かうべく人ご
みの中を歩いているとき、新宿駅西口界隈で突然、
右足裏に激痛が走る。足の裏から錐か何かで突き
刺されたような痛みである。マメがバーストした
のだ。もうだめだ。「痛い」。

　　　明治神宮外苑付近の銀杏の落ち葉 　しかし、治療しようにも新宿の街の真ん中であ
る。人通りも多い。休憩を兼ね治療場所を求めて、
右足を引きずるように歩く。

　「都庁前」駅あたりも適当な場所が見当たらない。歩き始めた「都庁前」駅に戻ってきた感動などない、通過点である。それ



よりも痛みに歯を食いしばる。どの程度の傷なのか、出血しているのか、早く見ないとと心であせる。もうすぐ新宿中央公園で
ある。そこまで我慢する。
　「新宿中央公園北」交差点を左折、工事中の幕の側のベンチに腰を掛け、リュックサックから消毒液と傷用テープを取り出す。
　４０ｋｍの工程を考えれば、バーストも予想はしていたので、消毒液を持参したのだが、正解といえば正解。靴下も一部濡れ
たような状態である。汗か血か。靴下を脱ぐ、というよりはがす感じ。親指の付け根近くに大きなマメがブヨブヨと膨らんでお
り、付け根の方のマメが破れ少し皮が白くなっている。小さな小さな噴火口である。血は出ていない。
　消毒液を吹きかける。冷たい、ちっとしゅむ。痛い。傷テープを貼り簡単な治療が終了する。靴下を履きかえる。ゆっくりと
立ち上がる、鈍く突き上げるような激痛が走る。足の裏に鉛が入ったような重みと痛みの波打ちを感じる。
まいった。これはギブアップするしかないか。都庁前から一周して都庁前まで戻ってきたのだから、と弱気になる。　
　今回、周りの人に「１２月１６日、大江戸線を踏破して、東京メトロ、都営地下鉄全線踏破する予定。」としゃべり過ぎた。
　いまさら引けない、頑張りとおすしかない。自分なりの勲章は得たい。誰がなんと言おうと自分の誇りへの挑戦だ。踏破した
　快感、とにかく歩き通して、周りの人に、「歩きましたよ。」と余裕の表情でみんなに報告したい。そんな気持ちが湧いてく
る。ここまで歩いて再挑戦はつらいものがある。足がどこまでもつか読めない。ゴールしてから大変なことにならないかと心配
になる。え、ええーい後は気力だ。若くはないのだ。
　「西新宿五丁目」駅から「清水橋」交差点を右折北に向かう。山手通りを歩く。
　青梅街道を横切る、すぐに「中野坂上」駅である。丸の内線を踏破した時は青梅街道沿いに歩いた。それを垂直に横切る。
　「中野坂上」駅で３０．６ｋｍこれで４分の３を歩いた。残り約１０ｋｍ、駅数８。凡そここまで８時間かかっている。
　デジカメも駅の記録的な写真をとるのが精一杯。動作も鈍くなってきた。

５．中野坂上から光が丘まで

　残り１０ｋｍ、３時間では歩きたい。しかし痛みは徐々に激しさを増す。交差点の点字ブロックは針の莚である。突き上げる
痛み。頑張るんだ、と自分に言い聞かせ、歩く。山手通りをとぼとぼ。肩が痛い。おまけに腰まで少し痛くなってきた。先が思
いやられる。「中野坂上」駅、「東中野」駅、「中井」駅と歩く。後６駅、８km強だと言い聞かせる。「中落合２丁目」を左折、
新目白通りに入る。腰の痛みが気になる。少し休もう。しかし、しゃがみこむと立ち上がれないような気がする。冷たい。
　道を間違えれば歩きなおすことにしているが、今日はそんなことは出来ない。その時点で気力までしぼんでしまうような気に
なってくる。慎重に地図を確かめながら歩く。
　足の裏がズキズキする。血の通りがスムーズでなく蛇行しているそんな感じがする。少し頭も痛くなってくる。確認のため、
　地図を見る、もう少し歩くと「落合長崎」駅である。吸い込まれるようにガードレールに腰を掛ける。立ち上がり、肩を回し、
歩き始める。痛みとの闘いである。少し歩くと痛みに慣れるのか、少し痛みが遠のく。
　目白通りを歩く。ここらあたりの駅間距離は約１．５ｋｍと長い。一駅到達がやたら長く感じられる。やっと「新江古田」駅。
 「練馬」まで１．６ｋｍ、ゴールまで後４駅、５．３ｋｍ。

　前方に環七の豊玉陸橋が見えてくる。相変わらず痛みが体中を走る。
寒さも厳しくなってくる。とはいえ水分補給は少しずつを心がけ、リ
ュックの両サイドに入れたペットボトルのスポーツドリンクに手を伸
ばす。「練馬」駅近辺はにぎやかな町並みである。休めるところを探
し、とぼとぼ。道の反対側に喫茶店を見つける。信号は赤。ようやく
青。一歩がなかなか。痛い、しびれたような痛さ。休みたい。覗くが、
満席である。こういうときに限って不運である。
　「練馬」駅の出入り口の看板が見えた。信号を渡れば行き着く。そ
の手前にベンチが並んでいる。女子高校生が座ってしきりにメールを
している。親子連れもいる。道路に面した、郵便ポストの側のベンチ
が空いている。座り込む。腿を軽く握りこぶしでたたく。 豊玉陸橋
　年賀状の束をポストに入れる人がいる。早々と準備が良い人だと感
心する。
　信号が変われば、立ち上がって歩き出すぞ、心で叫ぶが体がついてこない。もう一回待とう。もう一回。切りがない。「よい
しょ。」と心で叫んで漸く立ち上がる。体中の血液が足元に一気にたまった、そんな感じである。重く、鈍い痛み。
　「練馬」駅の看板をデジカメに収める。道を間違えれば引き返し歩きなおさねばならない。道を間違わないように地図とにら
めっこ。西武池袋線のガードをくぐり、豊島線のカーブを左手に北へ。
　「豊島園」駅を通過、石神井川を渡り、春日町１丁目の信号を左折。都営大江戸線の走っている道に出る。
　「練馬春日町」駅、あと一駅。頑張ったものだ。ラストの１．４ｋｍ。「練馬小学校前」の信号から大江戸線は大きく左へカ
ーブをとり「光が丘」へ向かう。街中をジグザグに歩き、出来るだけ路線近くを歩くのがポリシーであるが、概して道を間違う
ことが多い。ここは、迂回しつつも着実なルートをとることにする。「光が丘第五小学校前」信号を右折、あたりは暗くなって
いる。
　寒い、１２月だものと慰め、ラスト歩きしかしスピードはでない。しかし１１時間前後である。頭の中で何とか１１時間を切
りたいと考えるが、体が重く、運ぶのがやっと。途中にベンチがある。吸い寄せられるように座ってします。自己葛藤。気を取
り直し、歩き始める。大通りにでる。左折。漸く「光が丘」駅の文字が見える。ロータリー沿いに歩く。エレベーターが設置さ
れた出入り口。正面ではないが、デジカメに。ゴールである。やっとゴールである。痛みに耐え、精神力だけで歩ききったよう
なものだ。

　　　ゴールの「光が丘」駅

　あとでデジカメの記録をみて驚いた。都庁前改札が５：５３、「光が丘」の写真が１６：５２。１０：５９の歩きであった。、
計画では１２時間、最初の１０ｋｍを約２時間３０分で歩いているので単純計算では１０時間である。足の痛み、疲れをカウン
トしても１１時間３０分は確実。しかしあの足の痛さでは無理とは思いつつ頑張りとおした成果である。１１時間を切った。た
とえ１分でもうれしいものである。
　ゴールしたものの、ここからが大変である。寮にたどり着かねばならない。



　エレベーターへと向かう。通常駅のエレベーターなど利用したことがない。扉が開く。なんと満員。｢どうぞ」と見送る。次を
待つが、なかなか来ない。やむなく階段を下りことにする。一段降りる。激痛である。階段の手すりにつかまり、一段づつ降り
る。あわれな姿である。
　改札口までは結構な距離である。足の親指を曲げ、マメをカバーしながらゆっくりと歩く。切符を買い、改札へ。ホームまで
の階段は耐えられない。エレベーターを利用する。これは一発で乗れた。ありがたい。代々木で山手線に乗り換え帰ることにす
る。
　疲れているからか、うとうとしてしまう。前に抱えたリュックに頭が沈み込む。ふと目を覚ます。国立競技場前である。寝過
ごした。降りようとするが、体が言うことを聞かない。やむなもう一駅乗り越す。つらいが立ったまま折り返す。代々木で山手
線へ乗り換え。
　恵比寿では、エスカレーターで改札へ。駅から寮の帰宅までスカイウオーク。普段はその上を歩いているが、立ち止まったま
ま乗っている。乗り換えの時の衝撃。痛い。スカイウオークを途中で下り、階段を下りる。手すりにご厄介になる。
　道を渡り、また階段を上る。普段でも急な階段である。きつい。痛い。手すりブラ下がるように上る。そこから上り坂。よう
やく寮に到着。小生の部屋は２階の一番奥である。階段は手すりがない。壁に手をつき部屋に。
　一休みしてから、お風呂に入る。その間に洗濯である。痛みをこらえ頑張りとおした。
　何か自信がついた、一回り大きくなったような気がした。やれば出来る。必ず終わりが来る。頑張ったものだ。壮絶な自分な
りの闘い。ほめても良いだろう。

　東京メトロ８路線、都営４路線すべて踏破したのである。

営業距離
ｋｍ

銀座線 浅草→渋谷 14.3 3:15 21,805 Ｈ１７１０１０ 4.4 65.6
半蔵門線 押上→渋谷 16.8 3:34 26,385 Ｈ１７１１０３ 4.7 63.7
日比谷線 北千住→中目黒 20.3 4:58 36,925 Ｈ１７１１２０ 4.1 55.0
南北線 赤羽岩淵→目黒 21.3 4:58 33,005 Ｈ１７１１１９ 4.3 64.5
千代田線 北綾瀬→代々木上原 24.0 7:01 44,990 Ｈ１７１２１０ 3.4 53.3
丸の内線 荻窪→池袋 27.4 8:27 46,708 Ｈ１８０１０７ 3.2 58.7
有楽町線 和光市→新木場 28.3 8:35 50,807 Ｈ１８０１１８ 3.3 55.7
東西線 西船橋→中野 30.8 8:19 51,927 Ｈ１７１１２６ 3.7 59.3

183.2183.2183.2183.2 49:0749:0749:0749:07 312,552312,552312,552312,552 3.73.73.73.7 58.658.658.658.6

営業距離
ｋｍ

浅草線 押上→西馬込 18.3 5:02 31,517 Ｈ１８０４０９ 3.6 58.1
新宿線 新宿→本八幡 23.5 6:34 43,136 Ｈ１８０６２４ 3.6 54.5
三田線 目黒→西高島平 26.5 6:59 42,464 Ｈ１８０７０１ 3.8 62.4
大江戸線 都庁前→光が丘 40.7 10:59 62,159 Ｈ１８１２１６ 3.7 65.5

109109109109 29:3429:3429:3429:34 179,276179,276179,276179,276 3.73.73.73.7 60.860.860.860.8
292.2292.2292.2292.2 78:4178:4178:4178:41 491,828491,828491,828491,828 3.73.73.73.7 59.459.459.459.4

ｃｍ／歩所要時間 歩数 踏破日 時速

東京メトロ 所要時間 歩数 時速 ｃｍ／歩踏破日

合合合合　　　　　　　　計計計計

合合合合　　　　　　　　計計計計

総総総総　　　　　　　　　　　　計計計計

都営地下鉄


