
 

 

 

こんにちは、埼玉大学工学部機械工学科、佐藤諒です。私は自分の欲望に素直です。ゲ

ームが届いた日は学校行きません。課題があっても、眠くなったら寝ます。こんな私が作

ったルートなので、私が行きたいところはほとんど行きます。主に峠、湖、そして温泉で

す。下に書いてあるルートを見て行きたいところがある人は来てください。 

 

注意事項 

期間 17日間 8月 23日~9月 8日 

荒天時は変更があります。 

 

8 月 23日(金)1日目 オホーツク紋別空港～紋別 7km 100up未満 

埼玉大学～北浦和駅（8:00 発）～羽田空港(9:30)～オホーツク紋別空港(11:00)～国道２３

８（オホーツクライン）～紋別市(MSR受け取り) 

買い物：ニチエ Aコープもんべつ 月曜～土曜 ~19:00 

風呂：湯けむり紋別とっかりの湯(～22:00) 大人 700円 

宿泊：紋別セントラルホテル 5000円 

備考：流氷科学センター ２５０円 

    オホーツク 氷紋の駅 

   オホーツク森林公園 

サトウから：飛行機で行く。北海道着いたら午後になるし、多分私が疲れていると思うの

であまり走りたくない。空港近くでダラダラする日。明日から本気出す、ほおぇぇ。 

 

8 月 24日(土)2日目 紋別～キムアネップ岬      60km 100up未満 

紋別～国道２３８（オホーツクライン）～キムアネップ岬 

買い物：スーパーほりきり 9:00～18:00 

風呂：ホテルグランティアサロマ湖 大人 800円 営業時間 12：00～21：00受付終了 

宿泊：サロマ湖キムアネップ岬キャンプ場 0円 

備考：サロマ湖 

サトウから：この日はサロマ湖の周辺を走るお。キャンプ場からの夕陽が最高らしい（晴

れてれば）。花より団子だろｊｋ 

 

 



 

 

8 月 25日(日)3日目 キムアネップ岬～網走      45km 100up未満 

キムアネップ岬～国道２３８（オホーツクライン）～網走 

買い物：フードマスターベーシック 橋北店 

風呂：網走観光ホテル 大人 500円 ~22:00 

宿泊：呼人浦キャンプ場 0円 

備考：博物館網走監獄 660円 

   道の駅流氷街道網走 

サトウから：なぜかみんな網走刑務所に行くお。でも個人的にはホテルの温泉のほうが気

になるお。 

 

8 月 26日(月)4日目 網走～ウトロ温泉        75km 100up未満 

網走～国道２４４（斜里国道）～国道３３４（知床国道）～ウトロ温泉 

買い物：マルサン美田二 しれとこ支店 

風呂：夕陽のあたる家 500円 

宿泊：国設知床野営場 大人 350円 

備考：知床博物館、国道 334号線、ウトロ温泉 

ランドリー：夕陽のあたる家 

サトヲから：沿岸を走ってウトロ温泉にいくお。海沿いの道はきっとキレイだお。 

    

8 月 27日(火)5日目 ウトロ温泉～開陽台 100km 800up 

ウトロ温泉～（国道３３４）～（国道３３５）～（道道１１４５）～（国道２４４）～ 

（道道７７４）～中標津～（道道１５０）～開陽台 

買い物：Ａコープ 標津店 

風呂：北ホテル ~22：00 390円 

宿泊：開陽台キャンプ場 0円 

備考：国道 334号線、開陽台、知床峠、熊の湯 

サトウから：この日は峠を越えるお。熊と一緒に入れる温泉（嘘）があるお。チダイラ線

が綺麗に見える開陽台で私とキャンプ！ 

 

8 月 28日(水)6日目 開陽台～摩周 45km 150up 

開陽台～（道道１５０）～（道道８８５）～（国道２４３）～摩周 

買い物：フクハラ摩周店 

風呂：ホテルニュー子宝 ~22:00 500円 

宿泊：桜ヶ丘森林公園 キャンプ場 1張り 520円 

備考：道道 885号線、900 草原 

サトウから：昔のツーマ北海道版の表紙を飾った道をゆく。あと子宝温泉に入る。これで



 

 

君もきっと子宝！ 

あと、９００草原っていう眺めのイイところがあるけど、興味はさほどない。 

 

8 月 29日(木)7日目 摩周～美幌         85km 1000up 

摩周～（道道５２）～（国道２４３）～美幌 

買い物：シティびほろ店 

風呂：峠の湯びほろ 500 円 ~22:00  

宿泊：美幌ユースホステル 2940円 

備考：和琴温泉、摩周湖、屈斜路湖、美幌峠、ぐるっとパノラマ美幌峠 

   せせらぎ公園 

サトウから：この日は摩周湖、屈斜路湖、そして美幌峠という見どころ一杯一杯。和琴温

泉では、合法的に露出ができる、堪能しよう！！！！（つまり混浴、水着で入ったほうが

いいらしい） 

 

8 月 30日(金)8日目 美幌～阿寒湖         75km    800up 

美幌～（国道２４０）～阿寒湖～（国道２４０）～（国道２４１）～オンネトー湖 

買い物：セイコーマート阿寒湖温泉店 

風呂：国民宿舎野中温泉 500円 9:00～20:00  

宿泊：オンネトー国設野営場 大人 350円 

備考：阿寒湖、オンネトー湖 

ランドリー：あかん湖鶴雅リゾートスパ 鶴雅ウィングス 300円 

サトウから：この日は阿寒湖、オンネトー湖に行くお。オンネトー湖はエメラルドグリー

ンでキレイらしい。ここ結構楽しみ。もうそろそろゆかりんが恋しくなってくる時期//// 

 

8 月 31日(土)9日目 阿寒湖～上士幌 75km   -200up 

阿寒湖～（国道２４１）～上士幌 

買い物： Ａコープ 上士幌店 

風呂：ふれあいプラザ 380円 ~22:30 

宿泊：上士幌町航空公園キャンプ場 大人 500円 

備考： 

サトウから：特に見所ないと思う。次の日に向けて、飯喰って寝て体力の回復を待ちたい

所。うぇーいｗｗｗｗ 

 

 

 

 



 

 

9 月 1日(日)10日目 上士幌～糠平湖 65km 800up 

上士幌～（国道２７４）～（道道８５）～糠平湖 

買い物： 

風呂：山の旅籠 山湖荘  TEL.01564-4-2336 

宿泊：山の旅籠 山湖荘  6975円（要予約） 

備考：白樺峠、然別湖、糠平温泉 

サトウから：この日は楽しいゾォ、たぶん。峠を超えて、ほんとヒトが居ないところに行

く。これで、煩わしい人間関係ともおさらばです。 

あと、旅館に泊まります。料理がいいらしいです、じゃらんで一位とったことがあるとか。

洞窟の風呂があるらしいです。たのしみれす、はい。ペイチャンネルが在ればなお良い。 

 

9 月 2日(月)11日目 糠平湖～層雲峡 65km 600up 

糠平湖～（国道２７３）～（国道３９）～層雲峡 

買い物：セイコーマート層雲峡店 

風呂：朝陽亭 700円 受付 13:00～19:00 (※入浴は 20:00まで可) 

宿泊：層雲峡オートキャンプ場 Tel:01658-5-3368 バンガロー(みんなで)4000円（要予約） 

備考：三国峠、層雲峡 

サトウから：三国峠こえるぞ！お店ないぞ！森と山しかないぞ！準備は万全に！ 

でも、超えたら温泉あるぞ！バンガローまでガンバロウ…. 

 

9 月 3日(火)12日目 層雲峡～旭川 65km -400up 

層雲峡～（国道３９）～（道道９０）～旭川 

買い物： 

風呂：ジョイカフェ旭川豊岡店 

宿泊：ジョイカフェ旭川豊岡店 

8時間ナイトパック 1500円 

12時間ナイトパック 2000円 

※ナイトパック販売時間は 21時〜翌 3時まで 

備考：充電タイム 

サトウから：飯食って寝ろ。 

 

9 月 4日(水)13日目 旭川フリー        

買い物： 

風呂：ジョイカフェ旭川豊岡店 

宿泊：ジョイカフェ旭川豊岡店 

備考：まだまだ充電タイム 

Tel:01658-5-3368


 

 

ランドリー：コインランドリーはなこ 

サトウから：飯食って寝ろ。 

 

9 月 5日(木)14日目 旭川～富良野     55km  100up未満   

旭川～（国道２３７）～富良野 

買い物：ホクレンふらのフォーレスト店 

風呂：翠月 500円 

宿泊：翠月 6000円 

備考：富良野（国道３３４号線、ジェットコースターの路とか） 

美瑛（パッチワークの路、吹上露天の湯とか） 

   富良野総合スポーツ公園 

サトウから：こういう日に限って雨がふるんですよね。やだやだ。 

      美瑛ではなんたらバーガーが有名らしいですよ。 

      余裕があったら、山登ろう！！！秘湯があるんだって！！！ 

 

9 月 6日(金)15日目 富良野～日高     60km    500up   

富良野～（国道２３７）～日高 

買い物：平取町農協日高支所Ａコープ 店舗 

風呂：ひだか高原荘 500 円 ~21:00 

宿泊：日高沙流川オートキャンプ場 大人 100円、１張 400円 

備考： 

サトウから：もうキャンプはこの日が最後です。みなさん、旅の最後を感じて、サトウと

の旅が終わるのを感じて哀愁に浸るでしょう。でも、サトウについてきてよかった、サト

ウと旅ができてよかったと同時にそう思うのです。（洗脳） 

 

9 月 7日(土)16日目 日高～苫小牧     100km    200up   

日高～（国道２３５）～（国道２３４）～（国道３４）～苫小牧 

買い物：プレうち/// 

風呂：なごみの湯 850円 

宿泊：自遊空間苫小牧店 

8時間ナイトパック 1500円 

12時間ナイトパック 2000円 

※ナイトパック販売時間は 21時〜翌 4時まで 

備考： 

サトウから：この日が一番怖いです。果たして、プレうちが出来るほどお財布が肥えてる

かどうか。心配です。ふぁい。 



 

 

9 月 8日(日)17日目 苫小牧フリー（笑）      

 

走行距離：約 1000km 

累積標高数：約 8000m 

予算：交通費（埼玉大学→紋別空港）2万 

      +食費 20x2k=4万 

   +ランドリー代、宿泊代、風呂代３万 

   +いろいろ 1万 

   =10マソくらい？ 

着替えの数：着ていくもの合わせて 5枚 

 

最後にサトウから：「サトウから：」が「サトヲから：」に１つだけなってたのに気が付き

ましたか？ 

         そうですか、そんな所だれもみてないですよね... 

                  兎にも角にも、志のあるもの、料理スキルのあるもの、オレに嫌味を

言わずに甘やかしてくれるようなヒトが集まると嬉しいです。 

         あと、ゆかりんが好きっていう人も来てね///// 

 

これが、大まかなルートやで。 


