
宿泊斡旋場所 

[1]宿舎の割振り･連絡先 

 今回は、豊田市、下山村、作手村、岡崎市、額田町の地区に分散しての宿泊となる。 

 

地区名 宿泊施設名 電話番号 宿泊大学（男,女） 

豊田市 

 

 

シティホテルアンティーズ 

 

 

0565-33-7337 

 

 

中央（1,0）、埼玉（3,1）、 

東京工業（23,0） 

 

 

ビジネスホテル松風 

 

0565-28-2797 

 

京都（24,2）、京都女子（0,8）、 

龍谷（1,1）、 

  ホテルα-１豊田 0565-32-5577 山口（2,4）、 

民宿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下山村＞ 

民宿やまびこ 

 

 

民宿三河路 

 

腰掛山荘 

かじか苑 

三河高原キャンプ村 

 

 

<作手村> 

ペンションやまぼうし  

  

 

ｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽ ル･シュール 

 

0564-86-3535 

 

 

0564-86-3472 

 

0564-86-3474 

0564-86-3320 

0564-86-3530 

 

 

 

0536-38-1303  

 

 

0536-37-2285 

 

相模女子(0,10)、椙山女学園(0,5)

慶応義塾（16,0）、東京農業（3,0） 

横浜国立（1,0） 

早稲田（23,3）、日本女子（0,20）、

東京都立（4,0）、東京理科（1,0）、

京都橘女子（14,0）、 

東北（37,0）、宮城学院（0, 12） 

神戸（8,0）、大阪（6,0）、 

大阪市立（0,1）、千葉（8,3） 

大阪外国語（1,0） 

 

国際基督教（1,0）、実践女子（4,1）

東京女子（4,6）、東京（38,0）、 

津田塾（0,8）、 

新潟（22,9） 

 

<岡崎市> 

民宿伊藤館 

 

0564-45-2711 金沢（21,12） 

    

額田町 野外教育センター  0564-83-2221 図書館情報（6,0）、岩手（24,5）、 

   

岩手県立（2,2）、奈良女子（1,9）、

筑波（21,9）、東京農工（13,5）、 

福島（2,0） 

 

 



[2]豊田市駅バスストップ周辺図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



・宿泊場所簡易マップ 

 

 ・住所は以下の通りである。 

ｼﾃｨﾎﾃﾙアンティーズ 豊田市神明町 1-30 かじか苑 東加茂郡下山村大字

羽布金山 29 

ビジネスホテル松風 豊田市緑ヶ丘 5-11 三河高原キャンプ村 東加茂郡下山村大字

大林字半ノ木 2 

ホテルα―１豊田 豊田市神田町 1-4-2 ペンションやまぼうし 南設楽郡作手村大字

白鳥字鬼久保(鬼久保

広場内) 

民宿やまびこ 東加茂郡下山村大字羽

布字エズ小屋 5-1 

ｶﾝﾄﾘｰﾊｳｽル･シュール 南設楽郡作手村大字

白鳥字鬼久保(鬼久保

広場内) 



民宿三河路 東加茂郡下山村大字羽

布字鬼の平 1-300 

民宿伊藤館 岡崎市岩津町字生平

82 

腰掛山荘 東加茂郡下山村大字羽

布字腰掛 17-10 

野外教育センター 額田郡額田町大字千

万町字大平田 17-5 

 

[3]チェックイン･チェックアウト 

・ ６日のチェックインは各宿舎において加盟校ごとに行う。あらかじめチェックイ

ンの代表者を割り当てておくことが望ましい。今回、宿泊券の配布はしない。 

・ 宿舎では、各宿舎の取り決めに従うとともに、一般の宿泊客も宿泊しているので、

迷惑をかけないよう一般的な常識をわきまえて行動すること。 

・ 各部屋に備え付けの冷蔵庫・電話の使用は原則として禁止する。使用した場合は、

チェックアウトの際、各自の責任において清算すること。 

・ 外出する時はキーをフロントに預けること。 

・ 競技で使用した服装・靴など、泥の付着した格好で宿舎に入らないこと。 

・ 泥で汚れないようにするため、競技者の出入り口が制限〔正面玄関からではなく、

裏口から入るなど〕される場合がある。出入りの方法については、各宿舎の指示

に従うこと。くれぐれも、宿舎の中や周辺を泥などで汚さないように細心の注意

を払うこと。 

・ 7 日のチェックアウトの際は忘れ物に注意すること。 

 

[4]荷物・自家用車の保管 

・ 選手の荷物や自家用車は基本的に各自の責任で持つこと。宿舎には荷物および自

家用車を置いておくことは可能である。詳しいことは、各宿舎の指示に従うこと。 

・ 7 日に会場から選手村までの移動手段の無い者は、必ずすべての荷物を持って競

技会場へ向かうこと。 

・ 貴重品は各自で管理すること。宿舎を離れるときは忘れずに持っていくこと。 

 

[5]食事 

・ 食事の有無が宿泊場所によって違うので、注意すること。 

ホテル(豊田市)        夕× 朝○ 民宿(下山、作手、岡崎) 夕○ 朝○ 

野外教育センター(額田町) 夕○ 朝○ 三河高原キャンプ場   夕× 朝× 

・ 民宿、野外教育センターに宿泊する選手は、６日の夕食と 7日の朝食を各宿舎の

所定の場所・時間にとること。なお、民宿・野外教育センターの宿舎は夕食付な

ので、食事の時間までに宿舎に到着できない場合は事前に宿舎に連絡しておくこ

と。朝食は 6:30 より取ることができ、時間は各大学が宿と相談して決めること。 

・ ホテル（豊田市）に宿泊する選手は、夕食は各宿舎の食堂を利用する、近くの店



で購入するなど、各自で取ること。朝食は各宿舎の所定の場所で取ること。朝食

は 6:30 より取ることができる。 

・ 三河高原キャンプ場については、食事はない。そのため、各自で購入しておく。

学連バス使用の場合、運転手に頼むなりして、コンビニ等に寄ることが可能であ

る。 

 

[6]入浴 

・ 入浴時間は各宿舎の指示に従うこと。 

 

[7]その他 

・ ミーティング関係の場所については各宿舎に問い合わせること。 

 

 

輸送について 

[1]バス運行表 

・ 各地区からのバス輸送運行表 

北東 東北大学発 11 月 5 日(金)22:30 発 東北(31)、宮城学院女子(12) 

関東 

 

東京駅発 

 

東京駅発 

11 月 6 日(土) 7:00 発 

 

11 月 6 日(土)13:00 発 

東京(16)、千葉(2) 

東京農業（1） 

国際基督教（1）、東京農業（2）

実践女子(2)、東京女子(2) 

東京(15)、津田塾(6)、 

東京工業(10) 

関西 京都駅発 11 月 6 日(土)13:00 発 京都橘(9)、 

奈良女子（10･復路のみ） 

   上記のバス輸送について、特にバスストップは設けない。現地での運行時間は各

大学に日本旅行から送付されている宿泊輸送案内用紙のとおりである。当日朝

の出発時間は特に時間が厳しいので、時間厳守すること。 

 

・ 11 月 7 日（日）当日の豊田市駅からのバス運行表 

名鉄豊田市駅前の豊田ホテル前発  7:30  8:00 

会場着  8:20  8:50 

   豊田市駅発のバスには、若干余裕が設けてあるので、当日の利用も可能である 

（往復 2000 円、片道 1000 円）。当日利用については、当日に係員が対応する。 

 

 



[2]駐車場について 

・ 駐車場の場所については、プログラムを参照のこと。 

・ 駐車場を利用するには、駐車券の提出が必要となる。印刷したものに記入の上、

使用すること。必要事項が未記入や駐車券が紛失の場合、駐車場が利用できない

場合もある。 

 

 

その他の全般的注意事項 

[1]傷害保険・保険証 

・ 本大会では傷害保険に加入している。この保険は、開会式～閉会式終了までの間

適用される。怪我などにより治療をうけた場合は、通院以上で、次のような保険

金が支払われる。 

   死亡／後遺傷害：300 万円 

   入院：3500 円（日額）→180 日程度 

   通院：1840 円（日額）→事故の日から 180 日以内の間で 90 日限度 

・ この傷害保険についての問い合わせは・保険の請求などについては、日本旅行東

京南支店：正能または小林まで問い合わせること。連絡先は以下の通りである。

なお、大会期間中は会場に駐在している。 

 

担当：小林博文・正能啓士  

㈱日本旅行東京南支店 E-mail： takashi_shono@nta.co.jp  

 TEL：03-3567-5973 FAX：03-3567-3985 

 〒104-0031 住所：東京都中央区京橋 1-17-10 内田洋行京橋ビル 2 階 

・ 万一に備え、健康保険証のコピーを持参しておくこと。 

 

 [2]キャンセルについて 

・ 『宿泊費・昼食代・輸送費・傷害保険料等』についてはキャンセルによる返金に

応じる。ただし、『参加費』『遅れエントリー時の割増料金』は返金しない。 

・ 返金の手続きの方法は、ご指定頂いた振込口座へキャンセル料を差し引いた金額

を返金する。 

・ キャンセル料は以下の通りである。なお、キャンセルを担当者が受理した日付を

適用する。 

           10 月 18 日～10 月 29 日 30％ 

           10 月 30 日～11 月 2 日  50％ 

           11 月 3 日～      100％ 

・ キャンセルについての問合せは宿泊･輸送申込と同じく以下で受け付ける。 



 

担当：小林博文・正能啓士あて  

㈱日本旅行東京南支店 E-mail： takashi_shono@nta.co.jp  

 TEL：03-3567-5973 FAX：03-3567-3985 

 〒104-0031 住所：東京都中央区京橋 1-17-10 内田洋行京橋ビル 2 階 

 


