
2012 年　夏合宿要項 決定版
作成者：北海道大学 2 年　徳田真佑

日時：2012 年 8 月 18 日(土)～8 月 21 日(火)

場所：愛知県豊川市（宿）/愛知県新城市（テレイン） <宿とテレインは車で約 1 時間>

日程：

8      月      18      日  (  土  )  
  　モデルイベント   @  黒坂  

　　   　　　　運営担当：北海道大学・福島大学

                              12:00～：入山開始

               15:00：下山完了時刻

   ・駐車場兼会場：野外教育センター臨時駐車場（青空会場）<図 1>
　 　☆注意点：特に会場からテレインへの移動に際し、以下の点にご注意ください。

　　　　　1．モデルイベント会場に着いたら、水別・田原の地図を開かないこと。

　　　　　2．モデルイベント会場からテレイン（黒坂）への移動には、西側の主要道を使用すること。

　　　　　3．移動中は、道から外れないこと。

　 　  ※モデルイベント会場とテレインは、翌日の北東インカレテレインと近接しております。

　 　　  北東ＩＣ実行委員会から許可は得ていますが、上記注意点の遵守が、許可の前提です。

　 　　  そのため、諸注意への違反は北東インカレクローズ地域への侵入とみなされ得ます。

　 　　  その場合、北東インカレの失格者となることもありえます。充分、ご注意ください。

　

  17:30~ 18:20 ：夕食

                        ┗・岩手県立大学,東北大学,福島大学,山形大学

　　　　　　　　　　　　　→久五郎<図 2>
　　　　　　　　　　　　 ・岩手大学・宮城学院女子大学

　　　　　　　　　　　　　→豊川市民プラザ<図 3>
　　　　　　　　・北海道大学

　　　　　　　　 →ビジネスホテル丸進<図 4>
　　　　　　　　　　

  19:15～：北東インカレ開会式<図 5>　＠豊川市民プラザ

           ・テクニカルミーティング

　　　　　 ・優勝杯返還

　　　　　 ・出走抽選

　　　　　 ・選手宣誓

      ～21:00：開会式終了

8      月      19      日  (  日  )  
 6:00：朝食

　　　　┗各々のホテルでとります

　　　　　<人数が多いため 6:00~6:30,6:30~7:00 の二度にわけてください。>
　　　北東インカレ　  @  水別・田原  

　　　    9:30：トップスタート

                   ☆2012 年度北東インカレ公式ウェブページ

　　　　http://hokutou2012.seesaa.net/article/269924139.html

http://hokutou2012.seesaa.net/article/269924139.html


  18:00~18:50：夕食

                        ┗・岩手県立大学,東北大学,福島大学,山形大学

　　　　　　　　　　　　　→久五郎

　　　　　　　　　　　　 ・岩手大学・宮城学院女子大学

　　　　　　　　　　　　　→ビジネスホテル丸進<1 日目とは異なります！ご注意ください。>
　　　　　　　　・北海道大学

　　　　　　　　 →ビジネスホテル丸進

  19:30~：北東インカレ閉会式  ＠豊川市民プラザ

           ・表彰式　・コース検討会　・JWOC 報告会

     ～21:00：閉会式終了

8      月      20      日  (  月  )  
 6:00～6:30：朝食

　　　　┗各々のホテルでとります

　　　　<豊川ビジネスホテルは人数が多いため 6:00~6:30,6:30~7:00 の二度にわけてください。>

      夏合宿  企画      1      日目　  @  亀山城  　(駐車場＝作手Ｂ＆Ｇ海洋センター)<図 6>
　　　　　　　　　運営担当：東北大学・宮城学院女子大学　　※会場はテレイン内です(青空会場)。
　　　　 　　　 10:00：駐車場到着

　　　　　　　　10:40：企画 No.1 開始

　　　 　　　　 12:00：昼食

　　 　　　　　 13:00：企画 No.2 開始

　 　　　　　　 15:00：企画終了

　

  18:00～21:00：夕食兼コンパ　@豊川市民プラザ

8      月      21      日  (  火  )  
 6:00～6:30：朝食

　　　　┗各々のホテルでとります

　　　　<豊川ビジネスホテルは人数が多いため 6:00~6:30,6:30~7:00 の二度にわけてください。>

      夏合宿  企画      2      日目　  @  亀山城  　(駐車場＝作手Ｂ＆Ｇ海洋センター)

　　　　　　　　 運営担当：岩手大学・岩手県立大学　　※会場はテレイン内です(青空会場)。
                               10:00：駐車場到着

                               10:40：企画開始

                               12:30：企画終了・現地解散

注意事項<これは、ホントに守ってください！>：

　1．地元の方と会ったら、挨拶をしてください。

　2．喫煙禁止、およびゴミ・物品の放置禁止。

　3．地図上の立ち入り禁止区域には近づかないでください。

　　また地図上に「立ち入り禁止」と記述されていない場合でも、

　　現地にその旨を示す立て札がある場合には、絶対に立ち入らないこと。

　4．現地の自然環境(特に動植物)をむやみに荒らさないようお願いします。



宿泊場所：

　・岩手県立大学、東北大学、福島大学、山形大学

　 ＝豊川ビジネスホテル

　　愛知県豊川市緑町 28 番地　TEL 0533-85-6611
　　<豊川市民プラザへは、徒歩 20 分くらいです。>

　

　・岩手大学・宮城学院女子大学

　 ＝クラウンヒルズ豊川

　　愛知県豊川市豊川町仁保通り 79-1　JR飯田線豊川駅より徒歩 1 分 TEL 0533-86-3001
　　<豊川市民プラザへは、電車を使うと便利です。電車+歩きで約 15 分>

　・北海道大学

　 ＝ビジネスホテル丸進

　　愛知県豊川市諏訪 4丁目 235 番地　TEL 0533-86-3708
　　<豊川市民プラザへは、徒歩 10 分ほどでつきます。>

　　参加者が最大で 150 人ほどいるため、宿を 3つにわけました。

　その結果、特に開閉会式場への移動時間に差が出てしまいました。ご了承ください。
　

補足：

　1．駐車場に関して

　　ホテルに在留する際は、車はホテルの駐車場<図 7>へ駐めてください。

　　モデイベや北東インカレ、夏合宿企画の際は各々指定の駐車場へ駐めてください。

　2．朝食に関して

　　朝食は、各自が宿泊するホテルで用意されます。

　  人数が多いため、30 分ごとに人をわけてとってください。

  3．昼食に関して

　　各自でご用意くださいますよう、お願いします。

　　以前お知らせしましたとおり、お弁当の配布は致しません。

　4．夕食に関して

　　上記 [「日程」の項目] に記した時間・場所で夕食のご用意ができています。

　　指定の場所と時間でお取りいただきますようお願いします。

　5．この要項内容を訂正する場合について

　　場合に応じて、この要項の内容に訂正が加わることがございます。

　　そのときは、北東メーリスにより各大学の代表者様へお知らせします。

　　極力、メールをチェック可能な状態で、空き時間をお過ごしください。

緊急時に備えて：

　万一、体調を崩されたり怪我をしたときへ対応できるよう、保険証を携帯してください。

 そして、有事の時はトクダまでご連絡ください。

　(事後連絡でもかまいませんが、連絡は欠かさないようお願いします)

　連絡先：

　　北海道大学　徳田真佑

　　電話番号：080-5597-1603
    アドレス：kurigohaaaaan@gmail.com (これが、携帯電話への連絡先も兼ねています。) 

mailto:kurigohaaaaan@gmail.com


<図 1>野外教育センター臨時駐車場

　＊「☆注意点」にあった「西側の主要道」とは、この道路です。

　その道を通り黒坂の方向へ進みます(すると、Ｔ字路<国道 301号線>へ出ます。) 
　野教センター付近の地図は、右の通りです（→）。

　←　Ｔ字路に出たら、

　　畑と川の間の小径を

　　進んでください。

　　それが、黒坂への

　　入り口です。

　　　黒坂の全体図は、

　　　右のようになっております。→

　注意：舗装路を挟んで黒坂より南の

　テレイン(右図の下方向。）には、　

　間違っても足を踏み入れてはなりま

　せん。そこは、水別・田原です！

　　そして、モデイベが終わったら、

　必ず、来たときの道を通って駐車場へ

　戻ってください。

← 至黒坂

「西側の主要道」



<図 2>久五郎
岩手県立大学、東北大学、福島大学、

山形大学の 18 日 19 日の夕食はここです。

ここでの食事は、豊川ビジネスホテルを

通じて用意されています(委託)。
豊川ビジネスホテルのスタッフさんから、

久五郎への行き方の指示があるとは思い

ますが、一応、ここに載せます。

ホテルから、200mほどのところにあり

ます(徒歩約 1 分)。

＜久五郎, 愛知県豊川市末広通 2-34 　
　　TEL  0533-84-0101 ＞

<図 3>豊川市民プラザ

愛知県豊川市諏訪 3丁目 302　プリオⅡ 4階  , TEL 0533-80-5122 
・アクセス方法：①豊川ビジネスホテル→豊川市民プラザ；徒歩(所要時間：20 分)
　　　　　　　　②クラウンヒルズ豊川→豊川市民プラザ；電車＋徒歩(所要時間：15 分)
　　　　　　　　③丸進→豊川市民プラザ；徒歩(所要時間：10 分)
①のルート

　↑これが、豊ビジホテルから豊プラへのおお

ざっぱなルートです。2kmほど歩きます。

　これを細かく見ると･･･

　　　　　　　　　まずこんな感じで南下して→

　

それから、下記のように西方向へ進みます↓。



↑川を渡った後は、一本南の道へ移ります。そして、西へ、西へ。

↓そうすると、豊川市民プラザ（地図中:Ｂ）に着きます。＜以上①のルート＞

②のルート

↑大まかなルートは上の通りです。

電車＋徒歩で合計 15 分ほどかかります。

電車代は片道 180円です。

終電は 23 時ですから、

乗り過ごしの危機はありません。

　　まず、名鉄  豊川稲荷駅  へ向かってください→

　　それから、2駅目である、「諏訪」で

　降りてください。

　　降りたら、北上します。



←左手を遮る社宅街が消えたら（＝十字路があらわれたら）、

左へ曲がってください。

  　そして、右手のビル街が

消えたら右折です。

　 そのまま直進すると、豊

川市民プラザ(地図中Ｂ）へ

着きます。→　→　→ 

　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<以上、②のルート>
③のルート

これは、以下の通りです。

<以上、③のルート>



<図 4>ビジネスホテル丸進

　クラウンヒルズ豊川に泊まる方々(＝岩手大学、宮城学院女子大学)は、2 日目の夕飯が

丸進になります。そのため、ここでは、クラウンヒルズ豊川→丸進：のルートを載せます。

　

　まず、名鉄豊川稲荷に乗り、2駅先の諏訪駅で降ります。

それから北上し、社宅街を左折します（ここまでは、豊川市民プラザへ行くときと同じ）。

そこから先は、上記の地図の通り進んでください。諏訪駅から 10 分ほどで着くはずです。

<図 5>北東インカレ開閉会式の会場図



<図 6> 亀山城の駐車場：作手Ｂ＆Ｇ海洋センター

　　　　　　　　　　　　　　＝〒441-1413 　愛知県新城市作手白鳥鬼久保 5-23
　この駐車場からテレイン内の青空会場までのルートを下図で示します(約 2km)。

　←駐車場を抜けたらこんな感じに進んでください。

　

　そのまま、道なりに進みます。↓

道なりに進み続けていると、ある時、目の前に川があらわれます。↓

　その川を見たら右折してください。

←あとは、こんなかんじで南進して、

地図上の「中野」と書いてある場所の道を曲がり、

「金山」と書いてある場所を目指してください。

　 

　左の地図は、OMAP では、

右図のようになります。→

　　　

　 

　その中のオープンに注目。

そこ(下図の丸で囲った場所)

が、企画 1 日目 2 日目の会場

となります↓。　　　



<図 7>ホテルの駐車場(全て無料です。)

・豊川ビジネスホテル

 
　　↓

　　↓

　　 → → → 詳細 → → →



・クラウンヒルズ豊川(地図中の 4つの「Ｐ」のうちのどれかが割り当てられます。

　　　　　詳しくはチェックイン後、ホテルのスタッフさんの指示に従ってください。)

・ビジネスホテル丸進

以上です。ご覧のように、今回は移動が多いです。

目新しい地ですから、移動は大変だとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。


