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今回の夏合宿に参加するみなさん、こんにちは。私はこの夏合宿の運営責

任者である豊國です。 

今回の開催地は八ヶ岳です。日程は 8/21～8/26 で、前後 1 日は移動日で

す。宿泊施設はしんたく山荘にお世話になります。八ヶ岳は京都と比べて

も涼しく、オリエンテーリングを行う環境としてはとても適していると思

います。この 4 日間の合宿はそんな素晴らしい環境の中でオリエンテーリ

ングを行うという目的があるのはもちろんですが、企画や大コンパといっ

た楽しいイベントも行います。楽しみにしてください。 

この夏合宿は新入生にとっても大きなイベントになると思います。同期と

の仲を深めるだけではなく、たくさんの先輩方との交流ができるのも魅力

です。また、先輩方からオリエンテーリングを学べるチャンスでもあるの

で、積極的に吸収し、自身の上達に繋げていってください。新入生に限ら

ず、上回生もこの４日間という貴重な機会を生かして、自身の新たな可能

性を探ってみてください。この夏合宿がみなさんにとって実りあるものに

なることを。 

運営責任者 豊國 郁人（京都大学３） 
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日時  2018 年 8月 21日(火)－8月 26 日(日) 

宿舎  しんたく山荘 

住所 長野県南佐久郡南牧村平沢 192 

TEL 0551-48-2155 

使用テレイン 「レジャーセンター」「鹿の沢」 

「富士見の森」京大杯「八ヶ岳牧場」 

費用  全日参加で\45,000（前金込）＋交通費等 

概要  8/21 (火) 移動日 

  8/22 (水) メニュー一日目(レジャセン) 

  8/23 (木) メニュー二日目(鹿の沢) 

  8/24 (金) メニュー三日目(富士見の森) 

  8/25 (土) 京大杯(八ヶ岳牧場) 大コンパ 

  8/26 (日) 移動日 

緊急連絡先 豊國郁人 (運営責任者) 

TEL: 090-8728-7401 

E-mail: ayato.toyokuni24☆gmail.com 

(☆を＠に変えてください。)

概要 
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●公共交通 

○全日参加の方の集合場所・時間：JR小淵沢駅改札前 18 時 10分 

 

◎オフィシャルトレイン 

集合場所 9:00 JR京都駅中央改札前（京都タワー側）集合 

発 9:29 京都 琵琶湖線新快速・長浜行 

着 10:24 米原 

発 10:30 米原 東海道本線普通・大垣行 

着 11:06 大垣 

発 11:11 大垣 東海道本線新快速・豊橋行 

着 11:43 名古屋 

発 12:24 名古屋 中央本線快速・中津川行 

着 13:39 中津川 

発 14:25 中津川 中央本線普通・松本行 

着 16:20 塩尻 

発 16:58 塩尻 中央本線普通・大月行 

着 17:58 小淵沢 

 

※集合場所、時間、乗り継ぎは変更の可能性があるので最新の情報に従って

ください！ 

※かなり大人数での移動になります。分散して乗車したり、ドア付近に固ま

ったりしないよう工夫しましょう。 

※万が一列車に乗り遅れた場合、必ず運営者に連絡を。 

 

 

レジャーセンターまでの交通 
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○部分参加の方 

ご希望の方には JR 清里駅から送迎があります。 

予め 3 ページの緊急連絡先までご連絡ください。 

 

●自家用車 

駐車場には余裕がありますので自家用車でお越しいただけます。ア

クセスマップをご参考の上、お気をつけてお越しください。 
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Ⅰ.合宿に必要なもの。絶対忘れないでね！ 

□ お金（全日参加なら 35,000 円＋おこづかい） 

□ 交通費（オフィシャル電車使用の場合、片道 2,370 円×2） 

□ 健康保険証（又はコピー） ※万が一怪我した場合 

□ このしおり 

 

◎オリエンテーリングにひつようなもの◎ 

□ コンパス 

□ トリム 

□ ジャージ 

□ オリエン用靴 

□ 靴下 

□ ウインドブレーカー(意外

に寒い) 

□ テーピング 

□ MyE-card(京大杯で必要) 

□ 筆記用具 

(地図のマスター用などに

２～３色あると便利) 

□ 腕時計 

(デジタルがおすすめ！ラ

ップが測れると better)

 

◎合宿生活にひつようなもの◎

□ １日目の昼食（おにぎりな

ど） 

□ 着替え 

□ 寝巻き＋防寒具 

(夜間は冷え込みます) 

□ 洗面具 

(歯ブラシ、洗顔料 etc) 

□ お風呂セット 

(シャンプー、リンス etc） 

□ くし＋ドライヤー 

□ 眼鏡、コンタクト用品 

□ 男のたしなみ (ひげそり

etc.) 

□ 女の秘密 

(お化粧道具 etc) 

□ 常備薬、酔い止め薬 

□ 雨具 

□ タオル・バスタオル 

□ サブバッグ 

□ 洗剤 

(小分けのものが便利) 

□ 携帯電話＋充電器 

 

持ち物チェックリスト 
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Ⅱ.あったらうれしいもの(*’▽’)

□ オリエンのいろは 

□ 日焼け止め 

□ 懐中電灯 

□ うちわ・扇子 

□ サンダル 

□ 帽子 

□ 目覚まし時計 

□ 時刻表 

□ 洗濯物を吊るすもの（ハン

ガー・洗濯ばさみなど） 

□ カロリーメイト、ウィダー

in ゼリー系 

□ 虫除けスプレー 

□ 蚊取り線香系、ムヒ or ウナ

等 

□ 意識 

 

Ⅲ.たのしくすごすためのもの！(≧▽≦)！

□ ウォークマン・iPod など 

□ ボールなど 

□ デジカメ 

□ おやつ 

□ トランプ 

□ 星座盤 

□ 本(BLEACH など) 

□ カタンなどボードゲーム 

□ 新たなキャラを確立させ

るもの

 

 

※しんたく山荘にあるもの

□ 洗濯機 (無料) 

（洗剤はありません） 

□ シャンプー・石鹸 

□ 製氷機 

□ 自動販売機 

ただしこだわりのものは自分で用意しましょう 

 

※※スポーツドリンクや夜食などは毎日買出しを頼むことができます。 
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 8/21(火) 8/22(水) 8/23(木) 8/24(金) 8/25(土) 8/26(日) 
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起床 朝食 ↓大コンパ 

 朝食 移動 朝食 

９ 

移動 

移動 

夏の 
京大杯 

移動 

 
プランＯ ショート 

ミドル 
レース 11 

 昼食 
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ファシュタ 
ショート 3 人 

リレー 
 

15 女子企画 

 移動 

17 入浴 

 自由時間 夕食 

 

19 夕食 
自由時間 

自由時間 

 入浴 自由時間 ミーティン
グ 

表彰式 

21 ナイトメニュー 女子企画 

大コンパ 
↓ 

 自由時間 ２回生企画 自由時間 

23 就寝 

※タイムテーブルは目安です。毎晩のミーティングで翌日の予定を

確認し、メニューも適宜指示を聞いて行動するようにしましょう。 

 

タイムテーブル 
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◆8月 22日(水) 

使用テレイン：レジャーセンター 

 

◆◇午前：プラン O◆◇ 担当：沖中 

新人と上回生でグループになって回ってもらいます。前日の夜のナイト

メニューの時に、地図を見てグループでコースを回るプランを立ててく

ださい！現地で何を見るのか（岩等の特徴物や、傾斜変換）、注意して

もらえたらと思います。 

当日は前日のプランに沿って、途中でコースを変更したりせずに回って

ください。終了後は、もっといいルートは無かったか、プラン通りに行

くことができたか、現地で臨機応変に対応できたかなどをチェックしま

しょう！上回生は基礎の確認に活用してください。 

 

◆◇午後：ファシュタ◆◇ 担当：大野 

1 日目午後はファシュタです！ファシュタとは一斉スタートで行うオ

リエンのレースです。スタートは一緒でも人によって走るコースは微妙

に違っているので、人と競りながら自分のナビゲーションもする難しさ

があります。オリエンのリレーでは 1 走が一斉スタートなので良い練

習となるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

メニュー 



 

10 

◆8月 23日(木) 

使用テレイン：鹿の沢 

 

◆◇午前：ショート～ミドル O◆◇ 担当：小池 

難易度、距離ともに幅広い 20 種以上のコースを用意しました。手軽に

回れる 2 キロ以下のコースが多いです。 

練習の仕方は自由ですが、新人の皆さんはぜひ先輩と一緒にコースを回

っていろんなアドバイスをもらってください！ 

旧人向けとしては、サーキット、ファシュタやその他の特殊コースを多

数用意しています。 

時間内にすべてのコースを回るのは不可能なので、スタート前にチラ見

して自分に合ったコースを探しましょう｜Д°） 

 

◆◇ 午後：企画リレーO◆◇ 担当：鈴木(沙)・鈴木(伽)・羽鳥 

夏合宿 3 日目の午後といえば、お待ちかねの企画リレーO です！今年は

ケーキ O の復活！！このリレーの競技形式は、ポストについてあるク

イズに答えてきてもらい、その答え次第でもらえる食材が決定するとい

うものです。どんな食材を GET できるかは、各班の団結力にかかって

います。果たして夕食後においしいケーキを食べられるのでしょうか… 
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◆8月 24日(金) 

使用テレイン：富士見の森 

 

◆◇午前：ミドルレース◆◇ 担当：森河 

夏合宿 3 日目にして初の本格的なフォレストの計時ありレースです。

ライン辿り、脱出、地形把握、藪の中での方向維持、直進などオリエン

テーリングの基礎をふんだんに盛り込みました。夏京前の最終調整とし

て自分の技術を存分に試してください。新入生上回生コースともに難易

度の差はあまりなく、ライン辿りを中心とした基礎力が問われるコース

となっています。 

 

クラス 距離 登距離 優勝設定 

MA 4.3km 80m 30 分 

WA 3.6km 65m 30 分 

MF 3.4km 35m 30 分 

WF 2.9km 30m 30 分 

 

 

◆◇午後：3 人リレー◆◇ 担当：森河 

3 人でチームを組んで本格的な計時ありリレーをします。なんとビジュ

アルもあります。これを期にリレー競技のおもしろさを体感していただ

ければ幸いです。チームごとに上級中級初級コースが用意されています。

一般的にリレー競技のコースはそこまで難易度が高くありません。体力

の有り余った人は新入生でも上級コースにチャレンジしてみましょ

う！ 

 

走順 距離 登距離 難易度 優勝設定 

1 走 4.1～4.1km 130～135m MA 相当  

合計 120 分 2 走 2.2～2.3km 75～80m MF/WF 相当 

3 走 3.7～3.9km 105～115m WA/MF 相当 
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～余談～ 

道辿りレッグは新入生コースだけ？→違います。 

道＝ライン辿りはどんな上級コースでも課題として出現する基礎中の基礎です。中でも

「道」というラインは地図上でのインパクト（黒い線）と現実での見えやすさが乖離し

ている特徴のひとつで、必ず地形的特徴などと複合してたどる必要があります。道をス

ムーズに辿れなければ尾根もスムーズに辿れません。つまり道辿りがスムーズにできる

ってことは正置＆サムリがそこそこできてるってことで上級者への第一歩なんですねえ

（ありますねえ） 

 

 

◆8月 25日(土) 

使用テレイン：八ヶ岳牧場 

 

◆◇夏の京大杯◆ 

京大京女 OLC で一番速い人は誰か！？を決める部内大会です。なんと

新人から上回生までみんな同じコース（男女別）を走ります！新人で最

も速かった人は新人王・新人女王の称号が与えられるので、ぜひ頑張っ

てください。詳細は次ページからの要項を参照！ 
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開催日：2018 年 8 月 25日（土） 雨天決行、荒天中止 

地図： 八ヶ岳牧場 （山梨県北杜市小淵沢町） 

     縮尺 1:10000 等高線間隔 5ｍ 通行可能度 4 段階表示 

     2011 年 10 月トータス作成・2018 年 4 月トータス一部修正 

会場：〒408-0031 山梨県北杜市長坂町小荒間 1992-3（青空会場） 

運営：京大京女 OLC 36 期 (OB/OG1 年目) 

競技形式：ロングディスタンス競技 

ポイントオリエンテーリング （E-card 使用） 

コントロール位置説明：IOF 記号表記 

運営責任者：近藤恭一郎（京都大学 2017 年度卒） 

コースプランナー：越智純毅（京都大学 2017 年度卒） 

競技責任者：中西祐樹（京都大学 2017 年度卒） 

クラス － 出走資格： 

  ME－ 京大京女 OLC で活動している学連登録４年目以下の男子/女子 

  WE－ 京大京女 OLC で活動している学連登録４年目以下の女子 

  MO－ 制限なし（ME と同一コース） 

  WO－ 制限なし（WE と同一コース） 

スタート時刻： 

  ME/WE クラス…10:00～ (予定) 

   MO/WO クラス…12:00～（予定） 

シード制： 

   入賞の可能性の高い選手のスタート時刻を考慮するため、ME・WE

クラスにおいてシード選手を選考します。 

 

2018年度夏の京大杯 要項 
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表彰： 

   ME・WE クラスの上位 6 名を表彰します。また、今年４月以降に入

部した者のうち ME・WE の最高順位の者をそれぞれ新人王、新人女王

として表彰します。 

テレインプロフィール： 

   山梨県北杜市の標高 1000m 前後の山林一帯に位置する八ヶ岳南西麓

のテレインです。北から南にかけての片斜面となっています。中央には

牧場、西には緩やかな地形と微地形地帯、東には岩石群を含んだ微地形

地帯が広がっています。森の中には道はほとんどなく、高度なナビゲー

ション能力が要求されるでしょう。 

 (2006 年 トータス八ヶ岳２days より引用) 

注意事項： 

   ME・WE 出場者は本要項の公開より京大杯まで「八ヶ岳牧場」範囲

内への立ち入りを禁止します。立ち入りが発覚した場合、京大杯の記録

は参考記録とします。 

   また、この要項の内容は今後変更になる可能性があります。 

問合せ先： 

   近藤恭一郎（運営責任者） 

   携帯： 080-5485-9186 

   Mail：kyouichirou.0702Δezweb.ne.jp（Δは@に変えて下さい） 

   ※京大杯に関する質問のみ受け付けます。 

宿泊・交通に関する質問は夏合宿宿係までお願いします。 

できるだけメールでお問い合わせください。 
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期日  2018 年 8 月 25 日（土）～翌朝？（荒天決行） 

場所  しんたく山荘 

運営  38 期一同 

地図  なし(ただし持参することは認める) 

運責・競責・コントローラー それぞれ次第に現れるでしょう。 

テレインプロフィール 

全体的に広いオープンとなっている。 

アップはないと思われる。 

しかし人口増加・人工特徴物の出現により、通行しにくい個所

があるかもしれない。見通しはおおむね良好である。 

もしもアップを感じたら、少し休むことを強く勧める。 

注意事項 

・ 参加資格は誰にでもあり 

・ 今コンパにおいてシード制を設けます。シード選手は運営者が選

出しますが、分かる人には分かるでしょう。自薦･他薦も大歓迎。 

・ シード制は入賞（トップゴール）の可能性の高い選手の注目度を

高めるためのものです 

・ 表彰は一切しませんが軽く伝説になるでしょう。 

・ 新しい企画などは大歓迎。突発的なものも認めます。 

・ 体調の悪い方・気分のすぐれない方は決して無理をせずに早めに

切り上げて休憩するか、マグロ部屋に行きましょう。 

・ 他人にお酒を強要してはいけません。まぜるな危険。 

・ セクハラ・アルハラ・ケンカは犯罪です。しょっぴかれます。 

・ お酒は大切に飲みましょう 

・ バーサーカーの出現には注意しましょう。 

・ 人様に迷惑をかけ過ぎないようにしましょう。お酒をかけてもい

けません。 

・ アクティベートは必ず所定の場所で。 

・ 何事も三方良し。了承なしに抱きついたりするのはやめましょう。 

大コンパ要項 
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・体調管理をしっかりしましょう。 

競技中に具合が悪くなった場合はすみやかに競技を中断し、運営者

がいる場所まで戻り、必ずその旨報告してください。 

また、宿出発時に体調がおかしいと感じたら、無理をせず運営者に

報告し、宿でゆっくりやすみましょう。 

・ゴール閉鎖時間、撤収時刻は必ず守りましょう。 

・テレインにはトイレが無いので宿で済ませておいてください。 

・競技(練習)終了後、ポスト撤収を進んで行いましょう。 

これもよい練習になります。 

・競技中、地元の人に会った場合は爽やかに挨拶しましょう。 

・テレイン内の畑や民家等立入禁止地域には絶対に入らないように！ 

・テレイン内にゴミを捨てないように！ 

・自然を大切にしましょう。 

・度を越えた夜更かしや飲酒は避けましょう。 _(:3)∠)_ 

 

 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 みなさんの楽しい思い出の 1ページになりますようお祈りしております(*’ω’*) 

by 運営者一同 

「2018年度夏合宿のしおり(八ヶ岳)」 

H30.8発行 

編集：運営者一同(38期) 

編集責任者：藤本 拓也 

Special thanks: これまでのしおり担当様（ほとんどそのまま流用させて頂きました） 

諸注意 


