
■スタッフリスト 残り枠 -1 -2 -2 -1

研修 Ａコース Ｂコース Ｃコース Ｄコース ■表記の説明

研修 ならここの里 前泊 3/13～14 3/21～23 3/25～27 3/29～31 4/2～4 ・時刻表

名古屋駅 集合8:00→現地10:00／解散19:00 掛川ﾊﾞｽ【土日】 掛川ﾊﾞｽ【土日】 ならここの里 山の家 ならここの里 ならここの里 山の家 黄塗り 基本ルート

掛川駅(車) 集合9:20→現地9:50／解散18:00 8:30-9:10 15:50-16:30 １ コアスタッフ のずーぴー のずーぴー のずーぴー のずーぴー のずーぴー
たいせい8:00 細川8:00→集合8:40／解散16:45→細川17:30 10:30-11:10 17:50-18:30 ２ 〃 もりっき★ もりっき★ もりっき★ もりっき★ もりっき★ ・スタッフリスト

３ 長期(遊び) ゴリラ ゴリラ ゴリラ 青塗り 男性

Ａコース 山の家 静岡２７／藤枝１１／島田５／現地２ 後泊(島田) 大鉄観光（正４９＋補１１）→45+7 ４ 長期(保健) きら様 ゆーみん★ きら様 きら様 赤塗り 女性

ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】7:40 【静岡】8:45 【藤枝】9:50 【島田】10:40 【島田】15:30 【藤枝】16:15 【静岡】17:30 【名駅】19:00 ５ 長期(食事) のあまるK のあまるK のあまるK のあまるK やなぴー 黄塗り 未確定

ｺﾄﾞﾓ集合 【静岡】9:00 【藤枝】10:00 【島田】10:45 【島田】15:20 【藤枝】16:00 【静岡】17:00 ６ ボランティア まこっちK まこっちK★ まこっちK まこっちK★ ごん(遅) ﾘﾋﾟｰﾀｰｽﾀｯﾌはｷｬﾝﾌﾟﾈｰﾑで記載

静岡→藤枝(50) 藤枝→島田(30) 島田→現地(30) 現地→島田(35) 島田→藤枝(30) 藤枝→静岡(45) ７ 〃 ウィンK 鄭翌(東) ウィンK ウィンK 星さん(遅) 新規ｽﾀｯﾌは本名で記載

8:50ﾊﾞｽ配車 9:10-10:00 10:15-10:45 10:50-11:20 11:20到着 14:45-15:20 15:30-16:00 16:15-17:00 17:00解散 ８ 〃 さっさん 佐々木響K★ さっさん ななみん★ さっさん 記号･･･Ｋは高校生、★は名駅集合

14:25ﾊﾞｽ配車 ９ 〃 丸山翔平(東) きら様 きら様 田中花奈★ 山本真未★

★ｾﾚﾅ荷物積載 １０ 〃 岡本莉奈K★ 岡本莉奈K★ 岡本莉奈K★ 岡本莉奈K★ 中川和★

ｽﾀｯﾌ車 【森木】名駅→現地 7:40-11:00 ｽﾀｯﾌ車 【森木】現地→名駅 16:30-19:00 １１ 〃 川合隼人 川合隼人 川合隼人 中西野々香(東) 原なつみ★

ＮＸ 【のず】植→静 6:30-8:30 ＮＸ 【のず】静→泊 17:30-19:00 １２ 〃 佐々木響K 馬場日向子(東) 羽石優音(東) 楠﨑健大K(東) 楠﨑健大K(東)

１３ 楠﨑健大K(東) 田中瑞希(東) 長谷川七海★ ちーちゃん★ 丸山翔平(東)

Ｂコース ならここの里 浜松ｱﾘ１４／袋井５／掛川２０／名古屋１ 遠江観光（正４９＋補１１）→40+4 １４ 長谷川七海★ ひさ(遅) 水野帆乃美★ あいあい★ 深谷結衣K★

ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】7:40 【浜松】8:30 【袋井】9:30 【掛川】10:10 【掛川】16:00 【袋井】16:30 【天竜川】17:30 【名駅】18:30 １５ 水野帆乃美★ はなちゃんK★

ｺﾄﾞﾓ集合 【浜ｱﾘ】9:00 【袋井】9:40 【掛川】10:15 【掛川】15:45 【袋井】16:20 【浜ｱﾘ】17:00 ｽﾀｯﾌ 54 中西野々香(東) 13 14 14 13
浜ｱﾘ→袋井(30) 袋井→掛川(25) 掛川→現地(35) 現地→掛川(40) 掛川→袋井(25) 袋井→浜ｱﾘ(30) 1 名古屋 羽石優音(東) 1

8:50ﾊﾞｽ配車 9:10-9:40 9:50-10:15 10:25-11:00 11:00到着 15:05-15:45 15:55-16:20 16:30-17:00 17:00解散 68 浜松 山本真未 39 29
14:45ﾊﾞｽ配車 86 静岡 田中花奈★ 43 43

さっちゃん7:00 掛川ﾊﾞｽ【平日】 さっちゃん19:00 掛川ﾊﾞｽ【土日】 11 現地集合 やなぴー(遅) 2 9
ｽﾀｯﾌ車 【森木】名駅→現地 8:00-11:00 9:50-10:30 ｽﾀｯﾌ車 【森木】現地→名駅 16:00-18:30 15:50-16:30 こども 166 20 45 40 43 38
ＮＸ 【のず】浜松→浜ｱﾘ 8:30-8:45 11:50-12:30 ＮＸ 【のず】浜ｱﾘ→植 17:30-19:00 17:50-18:30 3.1 ｽﾀ比(3-3.5) 3.5 2.9 3.1 2.9

45% 男性ｽﾀｯﾌ 11 7 7 5 6
Ｃコース ならここの里 静岡２９／焼津５／藤枝９ 後泊(こども) 大鉄観光（正４９＋補１１）→43+7 55% 女性ｽﾀｯﾌ 9 7 7 9 7

ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】7:40 【静岡】8:45 【焼津】9:40 【藤枝】10:00 【藤枝】15:45 【焼津】16:30 【静岡】17:30 【名駅】18:30 43% ﾘﾋﾟｰﾀｰ率 45% 58% 42% 27%
ｺﾄﾞﾓ集合 【静岡】9:00 【焼津】9:40 【藤枝】10:10 【藤枝】15:30 【焼津】16:10 【静岡】17:00 33% 高校生率 31% 36% 36% 31%

静岡→焼津(35) 焼津→藤枝(25) 藤枝→現地(70) 現地→藤枝(70) 藤枝→焼津(25) 焼津→静岡(35)
8:50ﾊﾞｽ配車 9:05-9:40 9:45-10:10 10:20-11:30 11:30到着 14:20-15:30 15:45-16:10 16:20-17:00 17:00解散 ■集合時間･場所 運転手 こども 未確定

14:00ﾊﾞｽ配車 コース 集合時間 解散時間 集合場所 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

掛川ﾊﾞｽ【平日】 　 　 　 　 掛川ﾊﾞｽ【平日】 8:00 18:30 名古屋駅 森木 岡本莉奈 長谷川七海 水野帆乃美 田中花奈 羽石優音(東)

ｽﾀｯﾌ車 【森木】名駅→現地 8:00-11:00 9:50-10:30 ｽﾀｯﾌ車 【森木】現地→名駅 16:00-18:30 15:55-16:40 研修 8:40 16:45 掛川駅① のず たいせい 楠﨑健大(東) 山本真未 ゴリラ きら様

ＮＸ 【のず】植→静 6:30-8:30 11:50-12:30 ＮＸ 【のず】静→植 17:30-18:00-18:45 16:45-17:30 9:20 〃 掛川駅② さっさん (豊橋)まこっち (豊橋)佐々木響 中西野々香(東) 丸山翔平(東)

10:15 16:30 掛川駅(ﾊﾞｽ) のあまる ウィン 10:00現地集合 川合隼人 やなぴー

Ｄコース 山の家 佐鳴湖１２／高丘５／都田１２ 遠江観光　→29+5 7:40 19:00 名古屋駅 森木 まこっち 佐々木響 岡本莉奈

ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】7:40 【佐鳴湖】8:50 【島田】10:20 【島田】17:15 【佐鳴湖】17:30 【名駅】19:00 Ａコース 8:45 17:30 静岡駅 のず きら様 のあまる 鄭翌(東) 馬場日向子(東) 田中瑞希(東)

ｺﾄﾞﾓ集合 【佐鳴湖】9:00 【高丘】9:30 【都田】10:10 【都田】16:00 【高丘】16:30 【佐鳴湖】17:00 10:40 15:30 島田駅 川合隼人 11:00現地集合 ゴリラ ひさ

佐鳴湖→高丘(20) 高丘→都田(25) 都田→現地(60) 現地→都田(65) 都田→高丘(25) 高丘→佐鳴湖(20) 7:40 19:00 名古屋駅 森木 ゆーみん 岡本莉奈 長谷川七海 水野帆乃美 さっちゃん

8:50ﾊﾞｽ配車 9:10-9:30 9:45-10:10 10:20-11:20 11:20到着 14:50-15:55 16:05-16:30 16:40-17:00 17:00解散 Ｂコース 8:30 17:30 浜松駅 のず のあまる ウィン 【きら様(行)】

14:30ﾊﾞｽ配車 10:45 16:00 現地集合 さっさん (豊橋)まこっち (豊橋)羽石優音(東) ゴリラ 川合隼人

島田ﾊﾞｽ 島田ﾊﾞｽ 7:40 19:00 名古屋駅 森木 岡本莉奈 田中花奈 はなちゃん(行) ちーちゃん あいあい ななみん

ｽﾀｯﾌ車 【森木】名駅→現地 8:00-11:00 9:12-9:51 ｽﾀｯﾌ車 【森木】現地→名駅 16:30-19:00 15:33-16:05 Ｃコース 静岡駅 のず まこっち

ＮＸ 【のず】こども→佐鳴湖 7:15-8:45 10:42-11:21 ＮＸ 【のず】佐鳴湖→植 17:30-19:00 16:43-17:15 8:45 17:30 静岡駅 きら様 のあまる ウィン 中西野々香(東) 楠﨑健大(東) はなちゃん(帰)

7:40 19:00 名古屋駅 森木 中川和 山本真未 深谷結衣 原なつみ

Ｄコース 8:50 17:30 佐鳴湖北岸 のず (浜松)きら様 ごん(帰) さっさん (豊橋)やなぴー 【星さん(帰)】

10:20 16:00 島田駅 楠﨑健大(東) 丸山翔平(東) →さっさん車へ

浜松 磐田 袋井 掛川 菊川 島田 藤枝 焼津 静岡

4/2(金) 4/4(日)

佐鳴湖 9:00 佐鳴湖 17:00

高丘 9:30 高丘 16:30

都田 10:10 都田 16:00

3/29(月) 3/31(水)

2021/3/20 20:19

3/21(日) 3/23(火)

静岡 9:00 静岡 17:00

焼津 9:40 焼津 16:10

藤枝 10:10 藤枝 15:30

3/25(木) 3/27(土)

浜ｱﾘ 9:00 浜ｱﾘ 17:00

袋井 9:40 袋井 16:20

掛川 10:15 掛川 15:45

静岡 9:00 静岡 17:00

藤枝 10:00 藤枝 16:00

島田 10:45 島田 15:20

名古屋

更新日:2021/3/20 20:19


