
集合場所　山形県酒田市　八森キャンプ場　15時くらい

day date 出発 到着 中身 √ dist. up down 風呂 休憩 めし 宿 洗濯 備考

0 8月19日 日 酒田 酒田 集合日 0km 0m 0m 八森温泉ゆりんこ 八森自然公園 JA庄内みどりＡコープやわた 鶴屋旅館 キャンプの練習

~2100(2130)450円 750/tent+750 ~2100

1 8月20日 月 酒田 象潟 鳥海山,丸池様 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=b0d871497c032a9d8102772f99d8a54069.1 1281 1312 道の駅象潟 道の駅象潟 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ武道島 しなの旅館 鳥海山ヒルクライム

象潟 元滝伏流水,奈曽の白滝 ~2000(2100)350円 ~2200

2 8月21日 火 象潟 法体の滝 法体の滝 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=efe449f473970feeec68491d2c11746563.2 1309 888 あっぽ 法体園地キャンプ場 マックスバリュー矢島店 猿倉温泉鳥海荘

大谷地池 ~2100、\350 無料0184-57-2202 ~2100

3 8月22日 水 法体の滝 角館 武家屋敷 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=1bba92a6631d9b04503a30ccad279eff103.2 517 812 かくのだて温泉 落合運動公園 よねや角館店 ゲストハウスふうが ワンダーモール

~2100(2200)\600 ~2200 無休~22:00

4 8月23日 木 角館 田沢湖 1日フリー https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=bacdf28d412ede8fd9dd7c13eb06782b33.3 262 97 コインシャワー 田沢湖キャンプ場　 ｸﾞﾗﾝﾏｰﾄ田沢湖店 バンガロー6畳3000円(コンセント有り)

みかえりの滝、田沢湖 \870/一針 ~2100

5 8月24日 金 田沢湖 弘前 (比立内～弘前)輪行 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=185ffe8f80e4a13087601bb553bb37e149.6 723 780 健康温泉桃太郎 ｽｰﾊﾟｰﾌﾘｰｸｽ ユニバース堅田店 ルートイン弘前城東 走行後輪行

一の滝、二の滝、幸兵衛の滝 300円 弘前中央 ~2300 休憩：「道の駅ひろさき」も可

6 8月25日 土 弘前 西目屋 白神山地 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=8c210f7ad2739a200c2e0658bb3d6e8e33.6 530 325 ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸもりのいずみ ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ ﾚﾝﾀｶｰを借りると青い池に行けるかも

午後フリー \550 \500/一針

7 8月26日 日 西目屋 西目屋 1日フリー(白神山地) 0 0 0 ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸもりのいずみ ｱｸｱｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ

暗門の滝､ブナ林

8 8月27日 月 西目屋 酸ヶ湯 酸ヶ湯温泉 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=d8d78fe92f62525a53e803181c380d1673.2 1327 704 酸ヶ湯温泉旅館 酸ヶ湯キャンプ場 ﾛｰｿﾝ黒石中野 八甲田ホテル

~17:30\600 \500/一針

9 8月28日 火 酸ヶ湯 十和田湖 八甲田山 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=bdeb42d8388737e1318a022b2e4f8ee750.4 658 1143 宇樽部キャンプ場 宇樽部キャンプ場 木村ストア 民宿湖畔 キャンプ場

田茂萢湿原 ｼｬﾜｰ100円 400円くらい ~21:00

10 8月29日 水 十和田湖 十和田湖 1日フリー 0 0 0 宇樽部キャンプ場 宇樽部キャンプ場 木村ストア 民宿湖畔 キャンプ場

奥入瀬 ｼｬﾜｰ100円 400円くらい ~21:00

11 8月30日 木 十和田湖 八戸 銚子の滝 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=fb9d37e650f1f4e8c707402b48877bcf81.6 867 1267 スパ銭　極楽湯 自遊空間八戸沼館 カブシンフォニープラザ店 民宿いと車 休憩:八太郎3号緑地公園可

錦見の滝 \450~2200(2130) ~2100

12 8月31日 金 八戸 宮古 龍泉洞､(八戸～岩泉小本)輪行 https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=fa72624f14d562a41ab1b55ab441da2f61.8 911 922 旭湯 道の駅みやこ 生協ベルフ西町 浄土ヶ浜旅館 始発輪行

三陸海岸 ~21:00 420円

13 9月1日 土 宮古 仙台 浄土ヶ浜､(宮古～仙台)輪行 8.5 169 170 竜泉寺の湯 快活4号仙台泉 プレ打ち(たぶん焼き肉とか） ビジネスホテルさとや サンキュー将監店 観光後 輪行

プレ打ち ~27:00, 600円 ~26:00

14 9月2日 日 仙台 仙台 仙台フリー 宿 宿 宿

全体打ち上げ

15 9月3日 月 解散

合計 627.5 8554 8420 ネットカフェ ランドリー フリー

湖畔浪漫かたくりの花

H30夏高塚班
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＊ 地図の直線部分は輪行区間(比立内～弘前、八戸～岩泉小本、宮古～仙台)

・ 集合場所　酒田市　八森キャンプ場　8/19(日)　15時くらい

・ 服　1+4着

・ 輪行3回

・

<<<<見所シート>>>>

お金:6万＋α　 ※6万のうち、必要経費は3.3万円程度(風呂、朝飯夕飯、輪行、ネカフェ代、洗濯費

用等。なお、観光費、昼飯、集合場所までの電車賃等含まず)

https://drive.google.com/file/d/1gBX_QgNbImXhMnRor7qWaoDZyAP3PUrG/view?usp=drivesdk


・ 山や森、渓流といった自然が好きな人にオススメ。(白神山地、奥入瀬)でのフリーでハイキング出来る。渓谷いっぱい

・ 散策はキツいところに行かないので運動靴程度で大丈夫(持ってるならハイキングシューズがあるといいかも)

・ 鳥海山、白神山地、奥入瀬渓流に行ける(この三つに行けるのはこの班だけ)

・ 滝がいっぱい見れる(100名瀑含む)

・ 日本三大鍾乳洞の龍泉洞、綺麗な海岸の浄土ヶ浜にいく

・ 景勝地まで最短距離、最小アップの最も無駄のないルートで到達

・ 鳥海山が綺麗に見えるポイントアリ

・ 角館の武家屋敷散策

・ ネットカフェ3泊

・ どうでもいいですが、集合日の午前中はプランナーは個人的に高瀬峡をハイキングしている予定です。

・ 距離を短くして、いっぱい散策しよう！

・ 昨年の夏合宿プランナーの経験から、散策するには700km弱程度の総走行距離が適正だと思います。ゆとりは正義です。

・ 基本的に標高が低いところにはあまり居ないので涼しいと思います。そもそも青森に6日間も居るので涼しいはず！

・景色を堪能したい人にオススメ


