
四国春合宿 小島班（2 月 20 日～3 月 4 日）   

2017/2/20 1 日目 尾道集合 15:00 東京―福山―尾道（10:10―14:16）  

アロ恵の家 090-4375-8407 ￥2500  

イオン尾道店 7:00－21:00（0848-23-3100）栗原温泉 11：00～21：00 ￥430 

備考 尾道西公園 

 

 

2017/2/21 2 日目 尾道―今治  走行距離 69km 獲得標高 332m 

シクロの家 0898 ｰ 35 ｰ 4496 ￥2500   

イオン今治店 9:00～23:00 （0898－25ー3131） 

鯉池湯 15:30-22:00 ￥400  

見所 しまなみ海道 

備考 r317 市制 50 年記念公園 

 

 

2017/2/22 3 日目 今治―松山 走行距離 46km 獲得標高 64m  

ゲストハウスふじや 080-1750-5454 ￥2000 予 17:00－22:00  

フジ道後店（9:00－22:00）089-945-2311 道後温泉本館（6:00～23:00）￥410 

見所 松山城、神の湯 早く着いたら半日フリー 

備考 r196 松山総合公園  洗濯：コインランドリー春日（6:00－24:00） 〒790-0024  

 

 



 

 

2017/2/23 4 日目 松山－十和川口 走行距離 40km 獲得標高 340ｍ  

ライダーズイン四万十 0880－28－5858 ￥3150 予 （17:00ー10:00）  

十和スーパー彦市（8:30～19:00）0880-29-1661 十和温泉 8:00 ￥900  

見所 鯛飯、四万十川 

備考 r320→r381 道の駅四万十とおわ  

松山から輪行 (6:43-8:13)（8:08-9:30）￥1810  

             (11:25-12:44)(10:14-11:31)(9:03-10:24)\2990 

 

 

2017/2/24 5 日目 十和川口－須崎 走行距離 88km 標高獲得 156ｍ  

コミュニティセンター凪の里 0889－42－0993 ￥2000 （8:00－17:00）  

サニーマートビコット FC くれい店 （9:00－21:00） 0889-52-2644   

鰹乃国の湯（18:30－20:00）￥600 

見所 四万十川 

備考 r381→r56→中村街道→r25 こぐさふれあい公園 

 

 

2017/2/25 6 日目 中土佐町－高知 走行距離 54km 獲得標高 0m  

かつおゲストハウス 070－5302－1167 ￥2800 （16:00－22:00）  

マルナカ百石店 （9:00－22:00） 88-837-1300   

清水湯 14:30～23:30 ￥360  

見所 かつおのたたき 半日フリー 

備考 R56 ひろめ市場でかつおのたたき 萩公園        

洗濯:コインランドリーBb（5:00－24:00）〒780-8015  

 

 

 

 

 



 

2017/2/26 7 日目 高知－観音寺 走行距離９0km 獲得標高 1056ｍ  

ファミリーロッジ旅篭や 0875-25-1858 ￥5000 （15:00－23:00）  

マルナカ観音寺八幡店 （9:00－22:00） 0875-24-2114   

琴弾回廊 10:00－23:00 ￥650  

見所 ライトアップされた銭形砂絵 

備考 r56→r32→r5→r11→r21 三本松緑地  

山越えです 輪行でもいいかも 

 

 

2017/2/27 8 日目 観音寺－高松市 走行距離 66km 獲得標高 155m  

ゲストハウスまどか 760-0037 ￥2300（女）3500（男）（16:00~22:00） 

マルヨシセンター茜町店 （9:00－24:00） 087-862-7311    

あかね温泉 （12:00－24:00）￥400  

見所 金刀比羅宮、うどん、丸亀城 

備考 r11 高松市峰山公園 or 伏石中央公園 

 

 

2017/2/28 9 日目 高松フリー      

昨日と一緒   

洗濯:ワンナワードライ・東宝茜町店（7:30－20:30）〒760-0002  

 

 



 

 

2017/3/1 10 日目 高松－鳴門 走行距離 70km 獲得標高 238m  

お四国ゲストハウス 779-0236  ￥2000  

キョーエイ藍住店 （9:30－24:00）088-692-6211   

吉野川温泉 （10:00～24:00）￥360  

見所 海岸線、道の駅第九の里 

備考 r11→県道 41 上坂町ファミリースポーツ公園 

 

 

2017/3/2 11 日目 鳴門－徳島 走行距離 44km   

ゲストハウス uchincu  080－4998－3542  \2800  

スカイマート佐古店 （8:00－23:00）088-622-7530  

あらたえの湯 （8:00－1:00） ￥600    

見所 フリー、鳴門の渦潮 

備考  山城公園  わんだーなると￥1800 14:25～  https://www.uzusio.com/geton/           

洗濯:ランドリークイーン両国本町店 24 時間営業 〒770-0843  

 

 

 

 

 

 



2017/3/3 12 日目 徳島－泉佐野市 走行距離 38km 獲得標高 200m  

フェリー時刻表          泉佐野シティホテル 0724-63-2211 ￥3334  

山陽マルナカ貝塚店 10:00－22:00）  

072-436-7800 

常磐湯 （14:30－25:30）￥360  

見所 和歌山ラーメン 

備考 r24→r64→r257→r63  

南海フェリー（ 8:00ー10:10）http://www.nankai-

ferry.co.jp/timetable/nobori.html ￥1200 (\500 前日

正午までに購入の場合＋700）出航の 30 分前には行く  

福田公園  

 

 

 

2017/3/4 13 日目 堺市－神戸 走行距離 80km 

快活 CLUB 神戸元町駅前 078－326－3088   

ライフ下山手店 （9:00－21:50） 078-371-5131  

つかさ湯 14:00－24:00 ￥340   

備考 r29→r2 合宿お疲れ様です。最後は快活で。 

 

2017/3/5 14 日目 神戸フリー  打ち上げ 

 

 

 

 



       

総合金額 6 万～7 万（交通費込み） 着てる服＋２着 

総 up 数 4212m        

総距離 671km   

 

 

香川でうどん食べるのぐらいしかこだわりないのでプラン変更は言ってもらえばどんどん

します（つらくなかったら）。 

四万十川みたい人におすすめです。 

 

 

 

        


