
～記号の意味～　●…静岡　〇…浜松　▲…名古屋　△…三河　🚘…現地集合　Ｋ…高校生
■スタッフリスト 1 1 -1 -1 -1 2 4 4

スタッフ研修 研修 Ａコース Ｂコース Ｃコース Ｄコース Ｅコース スキー研修 スキー① スキー②

名駅 【8:00／19:00】集合8:00→現地10:45／解散16:00→19:00 12/10~11 12/17~18 12/24~26 12/28~30 1/3~5 1/7~9 1/22-23 2/5-6 2/11-12
静岡駅 【8:30／18:30】集合8:30→現地10:30／解散16:00→18:00 山の村 山の村 山の村 山の村 山の村 山の村 イエティ 茶臼山 イエティ
掛川駅 【9:00／17:30】集合9:00→現地10:15／解散16:00→17:30 １ 進行役 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● のずーぴー● のずーぴー● のずーぴー● のずーぴー●

Ａコース はるの山の村 清水／草薙／静岡 セイシン観光 ２ 食事係 やなぴー● やなぴー やなぴー やなぴー やなぴー やなぴー もりっきー🚙 もりっきー🚙 もりっきー🚙

ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】8:00 【清水】8:00 【静岡】9:10 【静岡】17:45 【清水】19:00 【名駅】19:00 ３ 保健係 ガッパーナK🚙 ミッキー れんちゃん▲ ミッキー ミッキー やなぴー● やなぴー● やなぴー●

ｺﾄﾞﾓ集合 【清水】8:15 【草薙】8:50 【静岡】9:20 【静岡】17:30 【草薙】18:10 【清水】18:40 ４ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ きらら🚙 きらら🚙 きらら🚙(遅) きらら🚙 ななみん▲ きらら🚙 みっちー🚙 みっちー🚙 みっちー🚙

清水→草薙(20) 草薙→静岡(20) 静岡→現地(125+15) 現地→静岡(130+15) 静岡→草薙(25) 草薙→清水(20) ５ 〃 さっさん🚙 さっさん🚙 りんりん▲(遅) さっさん🚙 さっさん🚙 さっさん🚙 きらら🚙 きらら🚙 きらら🚙
8:30-8:50 9:00-9:20 9:35-11:45 11:45到着 15:00-17:25 17:45-18:10 18:20-18:40 18:40解散 ６ 〃 みっちー🚙 みっちー🚙 みっちー🚙 みっちー🚙 みっちー(早)🚙 北堀海斗● えいちゃん🚙 えいちゃん🚙 えいちゃん🚙

8:00配車 14:45配車 ７ 〃 そそ● ペッパー🚙 はるき○ そそ● そそ● 下宮武久● けんけんK● けんけんK● さわちゃんK●

のず 現地→清水 5:45-7:45 ８ 〃 ボブ● しんしん▲ しんしん▲ ジョニー● さこちゃん▲ しんしん▲ ハリーK● ハリーK● 生子友萌奈K●

９ 〃 佐々木彩乃K▲ ボブ● はるちゃん▲(早) ボブ● ゆとぴょんK● ボブ● みるみるK● みるみるK● 林香穂🚙

１０ 〃 ほっしー▲ ほっしー▲ みーみ● ミッキー● みーみ● みーみ● 濱松心咲K● 濱松心咲K● こだっく🚙

Ｂコース はるの山の村 浜ｱﾘ／磐陸／掛川 なゆた観光 １１ 〃 りーりK● はるるん● りーりK● なっしー● りーりK● りーりK● さわちゃんK● しゃねる🚙 ボブ●

ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】8:00 【天竜川】7:45 【掛川】9:40 【掛川】17:00 【天竜川】18:45 【名駅】19:00 １２ 〃 早尻あやK● 早尻あやK● そーこ▲ さわやん● そーこ▲ あやたかK▲ 生子友萌奈K●

ｺﾄﾞﾓ集合 【浜ｱﾘ】8:15 【磐陸】8:50 【掛川】9:45 【掛川】16:45 【磐陸】17:30 【浜ｱﾘ】18:15 １３ 〃 水森海瑠K● 水森海瑠K● ジバニャン▲ えいちゃん▲ えいちゃん▲ いろはすK▲ 林香穂🚙

浜ｱﾘ→磐陸(20) 磐陸→掛川(35) 掛川→現地(90+15) 現地→掛川(90+15) 掛川→磐陸(35) 磐陸→浜ｱﾘ(25) １４ 〃 森芽久K▲ すまいるK▲ もりっきー▲ のあまる● さっちゃんK▲ 森芽久K▲

8:30-8:50 9:05-9:45 10:00-11:45 11:45到着 15:00-16:45 16:55-17:30 17:45-18:15 18:15解散 １５ 〃 藤江小夏K🚙 藤江小夏K🚙 藤江小夏K🚙 ひーちゃんK▲ 大西利奈▲

8:15配車 14:45配車 １６ 〃 光田晴佳● 尾関優奈K▲ 高塚利咲K●

のず 現地→天竜川→浜ｱﾘ 6:15-7:45-8:05 １７ 〃 柴山傑● 柴山傑● 山田梨紗▲ もりっきー▲ もりっきー▲

ｽﾀｯﾌ 64 15 15 17 17 17 13 11 11
こども 名古屋

Ｃコース はるの山の村 静岡／焼津／藤公 セイシン観光 0 浜松 43 45 46 39 44 35 35
ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】8:00 【静岡】7:45 【焼津】8:40 【焼津】17:45 【静岡】19:00 【名駅】19:00 0 静岡
ｺﾄﾞﾓ集合 【静岡】8:00 【焼津】8:50 【藤公】9:20 【藤公】17:15 【焼津】17:50 【静岡】18:40 0 現地集合 9 7 5 6 6

静岡→焼津(35) 焼津→藤公(25) 藤公→現地(110+15) 現地→藤公(120+15) 藤公→焼津(25) 焼津→静岡(35) 250 52 52 51 45 50 0 35 35
8:15-8:50 8:55-9:20 9:35-11:45 11:45到着 15:00-17:15 17:25-17:50 18:00-18:35 18:40解散 3.9 ｽﾀ比(3-3.5) 3.5 3.5 3.0 2.6 2.9 3.2 3.2
8:00配車 14:45配車 43% 男性ｽﾀｯﾌ 7 7 7 7 7

のず 現地→静岡 5:45-7:35 57% 女性ｽﾀｯﾌ 8 8 10 10 10
1.47 0.25 0.29 73% ﾘﾋﾟｰﾀｰ率 83% 83% 71% 86% 43% 0% 0%

16% 高校生率 33% 7% 6% 29% 6% 0% 0%

Ｄコース はるの山の村 佐鳴湖／有玉／万葉 なゆた観光 名古屋ｽﾀｯﾌ 4 5 4 8 6 43 45
ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】8:00 【浜松】8:00 【浜松】19:00 【名駅】19:00 ﾊﾞｽｽﾀｯﾌ 5 4 10 5 7
ｺﾄﾞﾓ集合 【佐鳴湖】8:30 【有玉】9:15 【万葉】9:45 【万葉】16:40 【有玉】17:20 【佐鳴湖】18:00 ﾊﾞｽ人数 48 49 56 44 51

佐鳴湖→有玉(25) 有玉→万葉(20) 万葉→現地(90+15) 現地→万葉(85+15) 万葉→有玉(25) 有玉→佐鳴湖(30)

8:45-9:15 9:25-9:45 10:00-11:45 11:45到着 15:00-16:40 16:55-17:20 17:30-18:00 18:00解散 ■集合場所リスト
8:30配車 14:45配車 コース 集合 解散 場所 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

のず 現地→浜松→佐鳴湖 6:15-8:00-8:15 ８：００ １９：００ 名古屋駅 もりっきー さこちゃん ななみん えいちゃん そーこ さっちゃん ひーちゃん 尾関優奈
Ｄ ８：００ １９：００ 浜松駅 のずーぴー そそ ゆとぴょん みーみ りーり

１１：００ １７：００ 現地集合 さっさん みっちー やなぴー ミッキー

Ｅコース はるの山の村 清水／草薙／静岡 セイシン観光 ８：００ １９：００ 名古屋駅 もりっきー しんしん あやたか いろはす 森芽久 大西利奈
Ｅ ８：００ １９：００ 清水駅 のずーぴー ボブ 北堀海斗 下宮武久 みーみ りーり 高塚利咲

１１：００ １７：００ 現地集合 さっさん きらら やなぴー ミッキー

Ａコースと同じ

スキー研修 イエティ
名古屋 7:30名古屋駅集合→11:15イエティ着／15:30イエティ発→19:30名古屋駅着
静岡 9:45静岡駅集合→11:15イエティ着／15:30イエティ発→17:30静岡駅着

スキー① 茶臼山高原スキー場 浜ｱﾘ／有玉／都田 なゆた観光
ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】7:45 【天竜川】6:50 【浜松】18:45 【名駅】
ｺﾄﾞﾓ集合 【浜ｱﾘ】7:00 【有玉】7:30 【都田】8:00 【都田】17:30 【有玉】18:00 【浜ｱﾘ】18:30

浜ｱﾘ→有玉(20) 有玉→都田(20) 都田→ｽｷｰ場(2h) ｽｷｰ場→都田(2h) 都田→有玉(20) 有玉→浜ｱﾘ(20)
7:10-7:30 7:40-8:00 8:10-10:10 10:10到着 15:00-17:30 17:40-18:00 18:10-18:30 18:30解散 ■スキー集合場所リスト
7:00配車 15:00配車 コース 集合時間 解散時間 集合場所 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

※移動時間に余裕持ちすぎ！ スキー研修 ７：３０ １９：３０ 名古屋駅 もりっきー みっちー きらら えいちゃん 林香穂

スキー② イエティ 藤公／静岡 セイシン観光 イエティ ９：４５ １７：３０ 静岡駅 のずーぴー やなぴー けんけんK ハリーK みるみるK 濱松心咲K さわちゃん 生子友萌奈

ｽﾀｯﾌ集合 【名駅】7:00 【静岡】7:40 【静岡】17:45 スキーＡ ７：４５ １８：３０ 名古屋駅 もりっきー みっちー きらら えいちゃん しゃねる

ｺﾄﾞﾓ集合 【藤公】7:00 【静岡】7:50 【静岡】17:30 【藤公】18:20 茶臼山 前日夜 １９：００ 浜松駅(前泊) のずーぴー やなぴー けんけんK ハリーK みるみるK 濱松心咲K

藤公→静岡(40) 静岡→ｽｷｰ場(2h) ｽｷｰ場→静岡(2h) 静岡→藤公(50) スキーＢ 前日18:00 １９：００ 名古屋駅 もりっきー みっちー きらら えいちゃん 林香穂 8:00西鹿島 こだっく

7:10-7:50 8:05-10:10 10:10到着 15:15-17:30 17:40-18:20 18:20解散 イエティ ６：５０ １８：３０ 藤枝駅 のずーぴー やなぴー

7:00配車 15:00配車 ７：４０ １８：００ 静岡駅 さわちゃん 生子友萌奈

菊川 島田 藤枝 焼津 静岡

12/10(土)

12/17(土) 12/18(日)
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12/24(土) 12/26(月)

浜松ｱﾘ

磐陸

掛川

12/28(水) 12/30(金)

静岡

焼津

藤枝公園

1/3(火) 1/5(木)

佐鳴湖

有玉

万葉の森

1/7(土) 1/9(月)

2/18(土) 2/19(日)

藤枝公園

静岡

清水

草薙

静岡

2/4(土)

2/11(土) 2/12(日)

浜松ｱﾘｰﾅ

有玉緑地


