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【【【【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 丸丸丸丸のののの内線内線内線内線（（（（荻窪荻窪荻窪荻窪→→→→池袋池袋池袋池袋））））

営業距離営業距離営業距離営業距離 ２４２４２４２４．．．．２２２２ｋｍｋｍｋｍｋｍ
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 8:278:278:278:27
総歩数総歩数総歩数総歩数 46,70846,70846,70846,708 歩歩歩歩
時速時速時速時速 2.862.862.862.86 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 51.851.851.851.8 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
方方方方 南南南南 町町町町 8:16 69 支線を先に歩く。

1.3
中中中中 野野野野 富富富富 士士士士 見見見見 町町町町 1.3 8:41 69

0.6
中中中中 野野野野 新新新新 橋橋橋橋 1.9 8:52 99

神田川 新橋 1.3
中中中中 野野野野 坂坂坂坂 上上上上 3.2 9:05 61

支線を先に歩き、本線へ。
中野坂上から荻窪へは地下鉄

荻荻荻荻 窪窪窪窪 9:30 59
1.5

南南南南 阿阿阿阿 佐佐佐佐 ヶヶヶヶ 谷谷谷谷 4.7 9:45 60
1.2

新新新新 高高高高 円円円円 寺寺寺寺 5.9 10:00 60
0.9

東東東東 高高高高 円円円円 寺寺寺寺 6.8 10:10 60
1

新新新新 中中中中 野野野野 7.8 10:20 60 トイレ
1.1

中中中中 野野野野 坂坂坂坂 上上上上 8.9 10:43 61
神田川 1.1 0

西西西西 新新新新 宿宿宿宿 10 11:00 70
0.8

新新新新 宿宿宿宿 10.8 11:08 70
0.3

新新新新 宿宿宿宿 三三三三 丁丁丁丁 目目目目 11.1 11:15 70
0.7

新新新新 宿宿宿宿 御御御御 苑苑苑苑 前前前前 11.8 11:29 70
0.9

四四四四 谷谷谷谷 三三三三 丁丁丁丁 目目目目 12.7 11:40 70 ２０分昼食休憩
1

四四四四 ツツツツ 谷谷谷谷 13.7 12:15 71
1.3

赤赤赤赤 坂坂坂坂 見見見見 附附附附 15 12:40 71
0.9

国国国国 会会会会 議議議議 事事事事 堂堂堂堂 前前前前 15.9 12:55 71
0.7

霞霞霞霞 ヶヶヶヶ 関関関関 16.6 13:10 71 トイレ
1

銀銀銀銀 座座座座 17.6 13:42 72
1.1

東東東東 京京京京 18.7 14:00 72
0.6

大大大大 手手手手 町町町町 19.3 14:10 72
日本橋川 鎌倉橋 0.9

淡淡淡淡 路路路路 町町町町 20.2 14:28 63 ２０分コーヒー休憩
神田川 聖橋 0.8

御御御御 茶茶茶茶 ノノノノ 水水水水 21 15:07 63
0.8

本本本本 郷郷郷郷 三三三三 丁丁丁丁 目目目目 21.8 15:21 62
0.8

後後後後 楽楽楽楽 園園園園 22.6 15:40 62
1.8

茗茗茗茗 荷荷荷荷 谷谷谷谷 24.4 16:08 62
1.2

新新新新 大大大大 塚塚塚塚 25.6 16:30 53 トイレ
1.8

池池池池 袋袋袋袋 27.4 17:08 52 46708
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序序序序　　　　丸丸丸丸のののの内線内線内線内線はははは盲腸線盲腸線盲腸線盲腸線のようなのようなのようなのような支線支線支線支線をををを持持持持っているっているっているっている
　丸の内線は中野坂上・方南町間の支線を持っている。
　今回は方南町まで地下鉄を利用し、方南町から中野坂上まで歩き、
中野坂上から本線を利用、荻窪まで乗り、本線に沿って池袋まで歩く
ことにした。
　また、冬場の冷え込みのためトイレが近い。この対策も兼ね地下鉄
一日券を購入した。丸の内線沿線特に都心の沿線沿いは公衆トイレ
が少ないのではないかと予測。もちろん駅構内に入らなくても良いケ
ースもある。しかしトイレのため駅への下り上りのロス時間と労力は
大変なものであった。

　　丸の内線路線図
（（（（１１１１））））方南町方南町方南町方南町からからからから中野坂上中野坂上中野坂上中野坂上

　「方南駅」で降り、方南通りを東に向かい左手方向に中野検車区が見えてくる。そこから北へ向かい
神田川に行き着く。川沿いに歩き「中野富士見町」に出る。駅前の通りを東に向かい、弥生町２丁目の
交差点を左折。「中野新橋」駅である。そこから北へ青梅街道に出る。
中野新橋入口交差点を右折「中野坂上」に至る。この間は２度歩くことになる。

（（（（２２２２））））荻窪荻窪荻窪荻窪からからからから新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目

　「中野坂上」で本線に乗り「荻窪」へ。
　「荻窪」から天沼陸橋交差点まで歩き、青梅街道沿いに歩を進める。「南阿佐ヶ谷」「東高円寺」と
ほぼ直線的に歩き続ける。冬場の冷えもあり、トイレ休憩をしようと「新中野」駅に下りていく。
　下りたところは荻窪行きのホームである。何とトイレは反対車線ホームのしかも端っこにある。
結局ホームをほぼ横断し且つ往復したようなものだ。結構つらいものがある。
　見なれた箇所にでる。先ほど歩いたコースだ。「中野坂上」
　「中野坂上」から青梅街道沿いに歩く。前方右手方向に新宿副都
心の高層ビルが見えてくる。
　「西新宿」「新宿」と歩き、新宿では地下に潜り「新宿三丁目」
で地上に出る。

（（（（３３３３））））新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目新宿三丁目からからからから東京東京東京東京

　右手遠方に新宿御苑の冬枯れを見ながら新宿通りを歩く。
　「新宿御苑前」「四ツ谷三丁目」と進む。
　四ツ谷三丁目の交差点を過ぎたあたりでトンカツ屋に入り
昼食をとる。
　昼食を済ませ再びリュックを背負い歩き出す。
　「四ツ谷」を過ぎ、路線に沿ってしばらく歩くと地上部の 高層ビル街
駅及び電車を見ることが出来る。

　　　写真の中に電車を写すため電車が来るまで時間待ちをした。
　　　丸の内線は「後楽園」「茗荷谷」駅近辺でも地上部に出る
　　　ので電車が通るまでアングルを決め待つことが多く結構時
　　　間的にはロスが多かった。

　　四ッ谷駅

　赤坂見附界隈１ 　赤坂見附界隈２

　「赤坂見附」「国会議事堂前」「霞ヶ関」「銀座」「東京」と歩を進める。

　　国会議事堂 　新丸ビル 東京駅

（（（（４４４４））））東京駅東京駅東京駅東京駅からからからから池袋池袋池袋池袋

　「東京」から「大手町」は目と鼻の先。



　「大手町」「池袋」間は、馴染みのあるルートである。以前Ｓ化学の東京支社が大手町にあり社宅が
埼玉県の上福岡にあった。東武東上線で池袋まで来て丸の内線に乗り換え大手町に通勤したことがあっ
たからである。
　３０年も前かとふと感慨にふけってしまう。
　「淡路町」駅近くで喫茶店ルノアールを見つける。休憩にはもってこい。隅っこのテーブルに陣取り、
コーヒーが出るまでの間にテーブルの陰で足裏の豆の傷テープを交換。
　喫茶店で不謹慎とは思いながら、ごめんなさいと心の中で謝る。
　一息ついて、再び歩き出す。
　「御茶ノ水」「本郷三丁目」と歩き後楽園を目指す。「本郷三丁目」は商店街のアーケードのような
デザインの出入口になっている。
　「後楽園」の手前（本郷三丁目寄り）のマンションの駐車場の下のトンネルから電車は地上部に
出る。白山通りの上を渡り地下鉄は後楽園駅に。

　「本郷三丁目」出入口 　　「後楽園」 「マンション駐車場下」 「茗荷谷」駅
後楽園手前の地上部

　「後楽園」から「茗荷谷」間も地上部であり、電車が好きな小生にはたまらない区間だ。陸橋を渡り
電車が通過するのを待つ。子供の頃を思い出す。陸橋の上で電車の通過にあわせて反対側に移動する。
　「茗荷谷駅」到着。手持ち資料に時刻を記入しようとした時、地図帳に挟んでおいたが、落としたら
しく無い事に気付く。途中マンションの宣伝のティッシュペーパーをもらい、手袋をはずしポケットに
入れたときに地図帳を落としその時はあったことを確認している。落としたとしてもそんなに遠くでは
ない。祈る気持ちで、元の道を引き返し探す。折角の記録がとショック。風が強く、諦めかけていたが、
茗荷谷駅手前２つの目の陸橋上で幸いに見付けることができた。ラッキーである。
　「新大塚」あたりからもうあたりは暗くなる。
さすがに寒い。
　寒さと闘いながらゴールを目指す。
　「池袋」到着。
　８時間３０分かかった。
　結構疲れた。
　寒い！

　　あたりがすっかり暗くなった 夜の「池袋」駅
　　　「新大塚」駅


