
予算

５万～(移動費抜き)

総走行距離

657km

総up数

6066m

集合

2/20 17:00倉敷駅南口

ルートラボ(タグ rarvish1996)

ルートラボURL→
http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/list?kw=rarvish　

Day スタート ゴール ルート 距離(km) UP(m) 風呂 買い出し 宿 ランドリー＆フェリー情報 温泉URL ホテルURL 備考 備考２

　

尾道(駅前)～向島(富浜) 110円(図３参照)

http://www.onoport.jp/sightseeing/route-f.html#guide5

今治 松山

阿波赤石 徳島

↑URL

http://www.ferry.co.jp/index.htm

春合宿プラン　土井班(尾道スタートも可)

着替え

着てるもの＋３着(できれば４着)

春合宿 Day０https://www.manten-kurashiki.com/http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8417/8417.html 溜川公園買い出ししておく夕方までに合流0 2月20日 倉敷入り(フリー)
満点の湯 086- 523-1677

 700円 10:00~22:00

山陽マルナカ 新倉敷店

年中無休 9:00～22:00
みやけや旅館

コインランドリー西岡 0885-32-0961

?? 徳島県小松島市南小松島町１−２７

R32→R55

R55

R55

R55→R11

1 2月21日 倉敷 尾道

今治尾道2月22日2

2月23日3

美波

図１ 図２ 図３

コインランドリーデポ　今治北日吉店

24h 愛媛県今治市北日吉町３−５

イオンモール高知スーパーランドリーｂＢ

7：00～24：00 高知県高知市秦南町1丁目4-8

イオンモール高知スーパーランドリーｂＢ

7：00～24：00 高知県高知市秦南町1丁目4-8

ライダーズイン室戸(ランドリー有)

0887-22-1189  高知県室戸市室津２８３６−

薬王寺温泉(ランドリー有)

13:00～21:00 徳島県海部郡美波町奥河内字寺

松茂東部公園

(月見ヶ丘海浜公園)

峰山公園

伏石中央公園

大倉山公園(快活)

R2

しまなみ海道→R317

R317

R11→R33

R33

半日フリー

半日フリー

尾道西公園

しまなみアースランド

(市制50年記念公園)

松山総合公園

(道後公園)

夢の森公園(キャンプ場)

萩公園

萩公園

ライダーズイン室戸

道の駅　日和佐

立江川親水公園

ゲストハウス　フジホステル http://poppo.info/plan.htmlhttp://nora-t.p-kit.com/ 尾道スタートでも可

高知ぽかぽか温泉 088-861-1126

690円 8:00~24:30

78.4
サンシャイン 室戸店

9:00~21:00

フジグラン高知

9:00~22:00

フジグラン高知

9:00~22:00

中津渓谷湯の森 0889-36-0680

650円 11:00~20:30

道後温泉本館 089-943-8342

410円 6:00~22:30

コインランドリーあおぞら

24h 徳島県徳島市住吉６丁目１−１

ジャンボフェリー 高松→神戸(図２参照)

14:30発に乗りたい(1990円or1600円)

春合宿 Day174.8 484
ぽっぽの湯 0848-22-4126

800円 10:00~22:30

ハローズ尾道店

年中無休 24h

イオンモール今治新都市

年中無休 8:00～22:00

清正乃湯 0898-34-0034

500円 年中無休 10:00~24:00
95764.4 春合宿 Day2

公園が少ない・風呂～公園4.5kｍ

尾道～向島フェリー
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/1619/1619.htmlhttp://kiyomasanoyu.sakura.ne.jp/main.html今治ステーションホテル

12

松山

中津渓谷

高知フリー

高知

室戸

美波

徳島

高松

2月24日

7

8

9

10

11

4

5

6

3月2日

3月3日

3月4日

中津渓谷

高知

室戸

阿波赤石

高松

神戸

2月25日

2月26日

2月27日

2月28日

3月1日
御寶言泉 0085-38-2588

700円 10:00~22:30

薬王寺温泉 0884-77-1126

500円 13:00~20:30

RH(シャワーのみ)

高知ぽかぽか温泉 088-861-1126

690円 8:00~24:30

R11

春合宿 Day3ビジネスホテルサンガーデン松山

秋葉の宿

ブライトパークホテル

セブンスター南江戸店

年中無休 9:00~23:00

あいあい温泉 088-665-7788

550円　定休日(第三水曜) 8:00~23:30

80.9

65.6

28.5

75.1

706

1300

372

317

608

807

13

502

46.9

80.8

61.6

セブン 大林店

6:00~24:00

http://www.jalan.net/yad314670/

http://niyodogawa-kanko.net/cat_tomaru/shukuhaku/entry-249.html

http://www.brightparkhotel.co.jp/

http://www.dogo.or.jp/pc/time/

http://otakaragensen.jp/

http://yakuouji.net/onsen/

https://www.city.muroto.kochi.jp/hopweb/joho/html/joho00000358.htm

http://www.souyu.co.jp/kouchi/index.php

http://www.souyu.co.jp/kouchi/index.php

今治城・松山城・半日フリー(松山観光)・トンネル有

朝買い出しも○

高知城・桂浜・カツオ○

ランドリー

高知城・桂浜・カツオ○

ランドリー

風呂なし(シャワーのみ)・室戸岬・登っても楽しい

室戸岬・登ると下り○・海岸線○

ランドリー(時間あったら)

海岸線○

風呂～公園7.9km・徳島半日フリー・徳島城跡

ランドリー

13 3月5日
打ち上げ

神戸フリー

春合宿 Day7

春合宿 Day5

春合宿Day4http://yunomori.jp/

ニュー月光園

ホテル等1-2-3神戸 http://www.e-sento.net/mizukiyu/index.htm

http://1010meguri.blog.fc2.com/blog-entry-228.html

http://www.aiaionsen.co.jp/

ブライトパークホテル

ニューサンパレスむろと

民宿　弘陽荘

旅館　朝日屋

ハイパーイン　メイアップ徳島

橋本ストアー

不定休 7:30頃~19:30頃

マルナカ宮脇店

7:00~24:00

ランドリー(必要な人)

キョーエイ松茂店

9:30~22:00

吉野湯 087-851-2592

370円 定休日(毎月27日) 12:30~24:00

つかさ湯 078-341-7085

390円 定休日(日) 12:00~23:00
春合宿 Day12

春合宿 Day11

春合宿 Day10

春合宿 Day9

春合宿 Day8

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/40694/40694.html

http://www.hotel123.co.jp/kobe/
午前フリー・プレ打ち・フェリー・

史跡高松城

http://www.brightparkhotel.co.jp/

http://newsunpalace-muroto.com/

http://yado489.co.jp/m-36-tokushima/36-m0065.html

http://www.jalan.net/yad342467/kuchikomi/?screenId=UWW3001&yadNo=342467&smlCd=360202&distCd=01

http://hyper-inn.net/own/index.asp

フレッシュフーズオオキタ日和

佐店 9:30~19:30

http://latlonglab.yahoo.co.jp/route/list?kw=rarvish
http://www.onoport.jp/sightseeing/route-f.html#guide5
http://www.ferry.co.jp/index.htm
https://www.manten-kurashiki.com/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8417/8417.html
http://poppo.info/plan.html
http://nora-t.p-kit.com/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/1619/1619.html
http://kiyomasanoyu.sakura.ne.jp/main.html
http://www.jalan.net/yad314670/
http://niyodogawa-kanko.net/cat_tomaru/shukuhaku/entry-249.html
http://www.brightparkhotel.co.jp/
http://www.dogo.or.jp/pc/time/
http://otakaragensen.jp/
http://yakuouji.net/onsen/
https://www.city.muroto.kochi.jp/hopweb/joho/html/joho00000358.htm
http://www.souyu.co.jp/kouchi/index.php
http://www.souyu.co.jp/kouchi/index.php
http://yunomori.jp/
http://www.e-sento.net/mizukiyu/index.htm
http://1010meguri.blog.fc2.com/blog-entry-228.html
http://www.aiaionsen.co.jp/
http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/40694/40694.html
http://www.hotel123.co.jp/kobe/
http://www.brightparkhotel.co.jp/
http://newsunpalace-muroto.com/
http://yado489.co.jp/m-36-tokushima/36-m0065.html
http://www.jalan.net/yad342467/kuchikomi/?screenId=UWW3001&yadNo=342467&smlCd=360202&distCd=01
http://hyper-inn.net/own/index.asp

