
北海道合宿 ２０１６夏 丸山班 

 

８月２０日～９月４日の１６日です。 

 

２０日(土) １日目 ８ｋｍ ２６ｍＵＰ  

羽田空港１６：１５発 女満別空港１７：５５ ✈ＡＤＯ０７９ 

道：ｒ６４→Ｒ３９ 

店：Ａコープ女満別 ～８：００（0152-74-3121） 

風呂：ホテル山水 ～２３：００ ４２０円（0152-74-2343） 

宿：メルヘンの丘めまんべつ (or ホテル山水 ６４５０円 体調が悪い人でた場合) 

コメント 

初日はほぼ移動のみ！この時間なら寝坊はないでしょう。風呂が割とよさそう。メルヘンの

丘めまんべつは有名な道の駅。 

 

２１日(日) ２日目 ８８ｋｍ １４３ｍＵＰ 女満別→ウトロ（知床） 

道：ｒ２４６→Ｒ２４４→Ｒ３３４ 

店：Ａコープしゃり店（0152-22-3456） 

宿：国営知床野営場 １人４００円 （015-224-2722）  

（or 知床ノーブルホテル 0152-22-5211） 

風呂：夕日の当たる丘～８：００ ５００円 

コメント 

合宿本格開始！海沿いをずっと行きます。ツーマの表紙になったところが何か所かありい

い感じ。オシンコシン滝、ゴジラ岩、知床 5 湖などなど。 

 

２２日(月) ３日目 １００ｋｍ ７４７ｍＵＰ ウトロ（知床）→中標津 

道：Ｒ３３４→Ｒ３３５→Ｒ２７２ 

店：コープなかしべつ店～２０：００（0153-72-7633） 

宿：丸山公園（or まるわビジネスホテル 0153-72-4271） 

風呂：北ホテル ５００円（0153732808） 

コインランドリー：コインランドリーきらきら 

コメント 

知床峠。たぶんすべての班が行くであろう素敵な峠。余裕があったら無料の熊の湯にも入ろ

う。下ったら海沿いをずっと行く。 

 

23 日（火） 4 日目 １２０ｋｍ １００ｍＵＰ 中標津→根室 



道：ｒ６９→ｒ１５０→開陽台→ｒ１５０→ｒ６９→ｒ８→Ｒ２４３→Ｒ４４→ｒ３５ 

店：イオン根室店～２１：００（0153-24-6111） 

銭湯：たから湯（0153-23-3007）か越の湯(0153-23-3792) 

宿：鈴木食堂 500 円 （0153-28-3198） 

コメント 

本土最東端。開陽台行かないと１００ｋｍだからみんなの元気と相談しよう。やっぱどっか

の一番はじには行きたいよね。 

 

２４日(水) ５日目 １１５ｋｍ １２８ｍＵＰ 根室→厚岸 

 

道：ｒ３５→ｒ３１０→ｒ１４２→ｒ１２３ 

店：イオン厚岸～８：００ （0153-52-7141） 

宿：筑紫恋キャンプ場２１０円 シャワー３２０円 （バンガロー２１６０円） （015-352-

6627） 

コメント 

絶景道です。 

 

25 日（木） 6 日目 輪行 厚岸→帯広 半日フリー 青春 18 きっぷ使用 2370 円 

７：０８～８：０４ 厚岸～釧路 ご飯 １０：１１～１３：２１ 釧路～帯広  

宿：ライダーハウス＆カフェＰｉｔ １０００円＋（３００円で寝具）（0155-37-5819）洗

濯機、乾燥機付き 

銭湯：自由が丘温泉～１：００ ４４０円（0155-31-1126） 

コメント 

夜は帯広名物豚丼で。帯広のフリーでは個人的にはレースはやっていませんが帯広競馬場

にいって北海道の大きな馬を見ようと思います。 

 

26 日（金） 7 日目 ８５ｋｍ ６００ｍＵＰ   帯広→南富良野  

Ｒ３８ 

スーパー：エーコープ南富良野～１９：００（0167522491） 

銭湯：かなやま湖保養センタ― 410 円 ～8：30（0165523100） 

宿：道の駅みなみふらの 

 コメント 

朝は帯広市場（～6：00）で。つなぎの日です。 

 

２７日（土） 8 日目 ７７ｋｍ ８００ｍＵＰ 南富良野→吹上 

Ｒ３８→ｒ２３７→ｒ２９１ 



銭湯：吹上露天の湯２４Ｈ 無料 （水着） 

スーパー：スーパーチェーンふじ 上富良野店 0167-45-5111 

宿：展望台の東屋（or 白銀荘 2600 円）0167-45-4126 

 コメント 

富良野のラベンダーはすごそう。富良野はほかにも楽しそうなのがいろいろ。楽しんでから

登ろう。夜は寒そうだね。 

 

28 日（日）9 日目 ６２ｋｍ 下り 

ｒ２９１→ｒ９６６→ｒ２３７ 

宿：自由空間８Ｈ1500 円 （0166-59-5655） 

夜は旭川ラーメンで 

コメント 

余裕の日。青い池を見る。（このために上った。）美瑛でたくさん観光しよう。いいところら

しいよ。 

 

29 日（月）10 日目 旭川フリー 

輪行 17：40～21：14  3 時間 24 分  18 きっぷ 2370 円 旭川～小樽 

宿、温泉：オスパ小樽温泉 2000 円（0134255959） 

 コメント 

旭川を自由に回った後小樽まで輪行。フリーが二日連続なのでやりたいことを考えよう。こ

の二日間で行きたい人は稚内とか行ってもいいんじゃないかな。 

 

30 日（火）11 日目 小樽フリー  

宿、温泉：オスパ小樽温泉 2000 円（or ライダーハウス岡本 013－552-5908） 

ランドリー：コインランドリーシャボン 0134224393 

コメント 

オスパに連続で止まるかな。小樽はおしゃれなものがいろいろ。みんな半日で飽きたら次の

日の分２０ｋｍぐらい走ってマッサンの工場に行くのもあり。 

 

31 日（水）12 日目 ７５ｋｍ ４５０ｍＵＰ  小樽→ニセコ 

道：Ｒ５→ｒ３６→Ｒ３９３→Ｒ５ 

スーパー：Ａコープ～７：００ 

温泉：ニセコ駅前温泉（0136-44-1100）～２１：００ 500 円 

宿：道の駅ニセコビュープラザ（or カリンパニニセコ 4300 円） 

 コメント 

割と早く着くかも。もしそうなりそうだったらワインディングロード行くのもあり。ニセコ



は温泉が有名。 

 

1 日（木）13 日目 ９５ｋｍ ニセコ→室蘭 

道：ｒ６６ｒ９７ｒ２３０ｒ１３２ｒ５７８Ｒ２３０ｒ２ｒ７０３Ｒ４５３Ｒ３７Ｒ３６

ｒ６９９ すごく細かいけど要は洞爺湖の周りと海岸を行くルート。 

温泉：室蘭温泉ゆらら～２０：００ 600 円 0143-27-4126 

スーパー：スーパーアークス室蘭中央店 ～２１：００（0143228880） 

宿：道の駅 みたら室蘭（or ベイサイド室蘭 0143-24-8090） 

 コメント 

室蘭の夜景を見よう。洞爺湖の周りも観光してみよう。１週間ぶりの太平洋。 

 

２日（金）１４日目 ８１ｋｍ ２８０ｍＵＰ 室蘭→支笏湖 

道：Ｒ３６→ｒ１４１ 

宿：モーラップ小樽荘 １５００円 0123-25₋2902 

スーパー：マックスバリュー澄川町店：～２１：４５ 

風呂：宿と同じ 

 コメント 

海沿いをずっと走った後、少し上ります。支笏湖は透明度日本 4 位。 

 

3 日（土）15 日目 ６０ｋｍ 支笏湖→札幌 

Ｒ４５３ 

宿：快活クラブ狸小路店 1429 円 0112007288 

温泉：屯田湯 420 円 0115214986 ～22：30 

 コメント 

札幌到着。たぶんだいぶ時間があるのでこの日は班で観光かな？プレうち（班での打ち上げ）

は札幌なら困らないでしょう。快活を楽しみましょう。 

 

4 日（日）16 日目 

札幌を各自観光。夕方ほかの班も集まって飲み会。 

 

5 日（月）17 日目 

各自アフターどっか行ったり帰ったり。俺はたぶんアフターはせずに帰るかな。帰る人は早

めに格安航空取っておけば 1 万円で帰れますよ。 

 

 

 



 

 

総距離：９５０ｋｍ そうアップ：３０００ｍ 

 

費用：①交通費 

行きの✈２３３９０円 

  （帰り✈の人＋１００００円） 

   輪行代 青春１８きっぷを使って２３７０×２＝４７４０円 

   ②食費、飲み物（大体） 

   ２０００円×１６日＝３万２０００円 

   ③銭湯 

   ５千円くらい 

   ④宿と洗濯 

   １万円くらい（満喫×２＝３０００、オスパ×１か２＝２０００か４０００、ライダ

ーハウス×３か４＝３０００か４０００、キャンプ場×２＝６００円） 

     

   よって７万５千円ぐらい（帰り✈の人+１万）食費はたぶん２０００円もかかんない

と思うから少し盛ってる。でもお菓子食べたり、アイス食べたりしたい人はこのぐらい行く

んじゃないかな。みんなお土産も買うだろうから＋１万ぐらい見たほうがいいと思います。 

 

持ち物：合宿の基本的なもの。服は着てるもの＋３かな。携帯充電器は必要だと思う。混浴

もあるから人によっては水着。 

 

コメント 

最初めちゃくちゃ楽なプランだったんですが役員会に出したらなぜかきつくなったという

謎のプラン。でもその分楽しくなったからよし。 

Ｐはミーハーなので北海道の有名な場所全部行きたいと思って作ったプランです。 

Ｐは観光気分で合宿に向かいます。皆さんもそんな気持ちで参加して「話違くない？」と思

いながら走りましょう。 

 

 

  



 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像の貼りかたよくわかんなかったのでこれで勘弁してください。 

 


