
日程 ツアー名

1/10(土)～11(日)
『降ったら新雪非圧雪/降らなかったら近場（パークおもしろいとこ）試行ツアー』

幹事：いとぅ

『雪求む！志賀高原ジャイアント馬場ツアー！』　幹事：龍平、むらっち

『白馬好き集まれ！！　1月3連休　やまや de コラボツアー』　幹事：わだーまん、ゴウ

『1月3連休　黒姫BC・赤倉・妙高ツアー』　幹事：うっちー

1/13(火) 『平日日帰り高鷲＆ダイナ』　幹事：やましぃ

1/17(土)～18(日) 『1月マンスリー　ミッション in 妙高高原！』　幹事：ASPスタッフ

『ジャム勝日帰り』　幹事：どんく

『手軽に日帰りビワバ』　幹事：kuwa

1/21(水) 『平日ふつーの日帰りツアー　inジャム勝』　幹事：かずゆき

『ハイシーズン八方』　幹事：たむん、わだーまん

『今シーズンもやります！コルチナ銀嶺パウダーツアー』　幹事：イケ、すみこ

『１月末志賀』　幹事：クロ

『降ったら新雪非圧雪/降らなかったら近場（パークおもしろいとこ）試行ツアー』

幹事：いとぅ

『決戦の地オクカン×マンバ日帰り』　幹事：kuwa

『ジャム勝日帰り行っちゃおう～！』　幹事：えりか

1/28(水) 『日帰り白鳥高原』　幹事：つっちー

1/31(土) 『帰ってきた！ジャムサタ！』　幹事：はなちゃん

『がんばれ！Club ASP技選ツアー』　幹事：うえやん

『まには外湯でまったりと野沢温泉』　幹事：つばめ

『トップシーズンの志賀高原に行こう！』　幹事：ノブ、キャビン

『泊まりで高鷲＆ダイナ』　幹事：やましぃ

『関西のヤナバ？ミカタＳＰ日帰り』　幹事：kuwa

『ゆるゆる福井和泉♪』　幹事：キャリー、ユッキー

2/7(土)～8(日) 『2月マンスリー 野沢じゃなきゃダメよ～ダメダメ！』　幹事：スタッフ

2/11(水)～15(日) 『ロンバケ志賀高原ツアー！A日程』　幹事：ノブ

2/14(土) 『ホットジャム！あったかいんだから～♪』　幹事：はなちゃん

『バレンタイン高井富士』　幹事：あっこ☆、アイコ

『八方火祭り白い小屋』　幹事：たかさん、mami

『ロンバケ志賀高原ツアー！B日程』　幹事：ノブ

2/17(火) 『ジャム勝日帰り行っちゃおう～！Part2』　幹事：ふじこ

『トップシーズン黒姫高原ツアー』　幹事：のりぴー

『斑尾高原ツアー！』　幹事：つばめ、くみくみ

『感謝感激モンモン栂池つあー』　幹事：なん

『2月志賀』　幹事：クロ

『2/21～22八方白い小屋』　幹事：わたぼー

『泊まりで高鷲＆ダイナ』　幹事：あけやん

2/22(日) 『高鷲BCツアー』　幹事：うっちー、おかもっち

2015年

1月

2月

1/10(土)～12(月)

2/14(土)～15(日)

2/1(日)

1/31(土)～2/1(日)

1/25(日)

1/24(土)～25(日)

1/18(日)

2/21(土)～22(日)



日程 ツアー名
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『リベンジ白い小屋』　幹事：たかさん、のりぴー

『妙高大作戦2015!! Part1』　幹事：ゆーと、やましぃ

『今年もぶりしゃぶ？白馬さのさかツアー』　幹事：はなちゃん

『戸隠・黒姫BCツアー』　幹事：チャリ

『やっぱり志賀高原』　幹事：うえやん

3/1(日) 『近場で日帰り今庄365』　幹事：かど

3/7(土)～8(日) 『3月マンスリー パウダーあたるか！？ 志賀高原』　幹事：スタッフ

3/10(火)～11(水) 『平日満喫(^з^)-☆in八方尾根』　幹事：いっちぃ

3/12(木) 『平日日帰り高鷲ダイナ』　幹事：kuwa

3/13(金)～16(月) 『クリスタルスノー旭岳』　幹事：クロ

3/14(土) 『リベンジ高鷲BCツアー BCしない人もOK』　幹事：うっちー、おかもっち

『小丸山PUMPING!!でPartyUp!!ツアー』　幹事：たかっち、イケ

『～であい系ホテル～in志賀高原』　幹事：みーこりん、キャビン

『頑張れ白馬！モンモン栂池ツアー Part２』　幹事：わだーまん

『技術選手権観戦ツアー★八方尾根』　幹事：たむん、mami

『日帰りめいほう行っちゃおう～！』　幹事：えりか

『秘境の地・野麦峠日帰り』　幹事：kuwa

3/21(土) 『日帰りムーディー勝山ツアー』　幹事：むらっち

『頑張れ白馬村！！　ゆるり旅白馬ツアー』　幹事：じゃんぽけ、ほしぴ、ゴウ

『奥美濃～福井和泉』　幹事：いとぅ

3/22(日) 『ジャム勝お告げツアーだを！！』　幹事：ゆっきー

3/28(土) 『ウィングヒルズ白鳥　早割消化ツアー』　幹事：はなちゃん

『高井富士ツアー～奇妙な冒険第３部～』　幹事：ゴウ

『モンモン栂池　Part3』　幹事：どんく

4/2(木) 『魅惑の花見～ずっと－第○○回』　幹事：むらっち

4/4(土)～5(日) 『4月マンスリー ぽかぽか八方』　幹事：スタッフ

『まだまだ志賀高原＆一の瀬大回転ツアー』　幹事：うえやん

『アフターぽか八』　幹事：どんく

『小丸山×villageでPartyUp!!ツアー』　幹事：イケ

『復活！おんたけ２２４０日帰り』　幹事：kuwa

『京都発高鷲ダイナ統一選挙』　幹事：もうじ

4/18(土) 『日帰りチャオおんたけ』　幹事：たかさん、たむん

『春はまったり野沢温泉ツアー！』　幹事：くみくみ、キャビン

『春のＡＫＡＫＡＮ祭り』　幹事：ゆーと＆やましぃ

『春だ！！白馬行きたいのはやまやまツアー』　幹事：ゴウ

『おんたけ２２４０！！』　幹事：やましぃ

『今年も登るで！立山やすしＢＣツアー♪』　幹事：うっちー、まみお

『ＧＷは志賀高原でＢＢＱ』　幹事：ノブ、つばめ

『ゴールデンプリマハム白馬2015』　幹事：たぁこ、ゴウ、じゃんぽけ、なん

5/2(土)～6(水) 『ゴールデンプリマハム白馬2015』　幹事：たぁこ、ゴウ、じゃんぽけ、なん

5/3(日) 『日帰り高鷲』　幹事：やましぃ

4/11(土)～12(日)

3/28(土)～29(日)

3/21(土)～22(日)

3/15(日)

3/14(土)～15(日)

5/2(土)～5(火)

4/25(土)～26(日)

4/18(土)～19(日)

4/12(日)

5月

3月

4月

2/28(土)～3/1(日)
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5/16(土)～17(日) 『シーズンラスト　新緑の奥只見ツアー』　幹事：どんく

5/18(月) 『梅田でボルダリング』　幹事：まこ

5/23(土) 『第１回：今年もやります！摂津でテニス』　幹事：ただっち

5/31(日) 『淀川１００人ＢＢＱ』　幹事：むらっち

6/6(土)～8(月) 『剣岳ＢＣツアー』　幹事：hiro3110、skiichiro

6/7(日) 『突然金勝アルプス』　幹事：ただっち、みーこりん

6/13(土) 『ゴルフ河川敷シリーズ』　幹事：うえやん

6/14(日) 『梅雨前に！今年２回目の摂津テニス』　幹事：ただっち

6/19(金) 『第１回ASP山サミット2015』　幹事：たかっち

6/20(土) 『梅雨入り後？！今年３回目の摂津テニス』　幹事：ただっち

6/21(日) 『梅田でボルダリング』　幹事：まこ

『第２回讃岐うどん巡礼ツアー』　幹事：ジョニー

『ポンポン山登りとサントリービール工場』　幹事：まこ

6/27(土)～28(日) 『オフトレしたいねん！ in 富山キングス』　幹事：hyuka、ふっきー

7/4(土) 『アルプス第２弾！とつぜん須磨アルプス』　幹事：みーこりん、みおん

『もっとテニスに行こう』　幹事：ume

『梅田じゃないボル』　幹事：まこ

7/11(土) 『今年第４回摂津テニス　次もきっと晴れ！！』　幹事：ただっち

7/11(土)～12(日) 『今庄365にグラススキーしにいこう！』　幹事：のりぴー

7/14(火) 『ビアガーデンでBBQだ！』　幹事：むらっち

<台風により中止>『たかたかたかっちと行くたかいやま』　幹事：サーヤ

『燕岳常念岳縦走～槍穂高を眺めに行こう！』　幹事：かずぱん、キャビン

『大阪KINGS１周年記念パーティG.O.P2』　幹事：ふとし

『伊吹山三連休』　幹事：みおん、みーこりん

7/19(日)～20(月) 『ＡＳＰ夏合宿（ピスラボ）』　幹事：あさぴょん

7/25(土) 『謎解き脱出ゲーム「仕立て屋シャルロッテの秘密』　幹事：イケ

『夏の六甲山ハイキング』　幹事：yuki、むらっち

『今年第５回摂津でかき氷テニス』　幹事：ただっち

8/1(土) 『日帰りウイングヒルズ』　幹事：たむん

8/2(日) 『真夏のゴルフ企画』　幹事：うえやん

8/7(金) 『亀岡保津川花火大会』　幹事：わだーまん

『2015淀川花火飲み会in新大阪』　幹事：つばめ

『謎解き脱出ゲーム 倫敦大法廷殺人事件』　幹事：えりか

8/9(日) 『もっとテニスに行こう　東大阪編』　幹事：ume

8/14(金)～15(土) 『富士山JAMBOREE！2015』　幹事：たかっち

『日帰り ウイングヒルズピスラボ』　幹事：のりぴー、ぐちょ

『日焼けNGナイターテニス』　幹事：にゃん吉

8/22(土)～23(日) 『真夏の八ヶ岳登山』　幹事：キャビン、むらっち

『羽島　ASP中村由紀キャンプ２　ジブもやってみますか』　幹事：たかっち

『お祭り謎解きゲーム　＆　迷宮の館宝探しゲーム』　幹事：あけ

8/29(土)～30(日) 『FREEDOM aozora 2015 淡路島』　幹事：イケ、みーこりん

6/27(土)

6月

7月

8月

7/5(日)

8/23(日)

8/16(日)

8/8(土)

7/26(日)

7/19(日)

7/18(土)～20(月)
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9/5(土)～6(日) 『ウイングヒルズ白鳥麗子ツアー』　幹事：むらっち

9/6(日) 『ワンピース第２弾　頂上戦争からの脱出』　幹事：あけ

9/13(日) 『今年第６回摂津テニス　今回は朝！』　幹事：ただっち

9/19(土)～20(日) 『お泊まりBBQ@天ノ川』　幹事：ゆっきー、おかりん

9/19(土)～22(火) 『北アルプス　雲上の楽園・雲ノ平へ行こう』　幹事：キャビン

9/20(日)～21(月) 『ＡＳＰ秋合宿 ２０１５(ピスラボ)』　幹事：わだーまん

9/23(水・祝) 『スノーボードのテンションが上がる飲み会(DVDを皆で観よう)』　幹事：たかっち

9/26(土)～27(日) 『北アルプス蝶ヶ岳でお気楽宴会ツアー』　幹事：もりもり

10/3(土)～4(日) 『釣り＋バーベキューin丹後半島』　幹事：かつぅ

10/4(日) 『秋のゴルフ企画』　幹事：うえやん

10/10(土)～12(月) 『百名山三座　荒稼ぎツアーPARTⅡ』　幹事：キャビン、かおりん

10/11(日) 『MIXJUICE FESTIVAL 2015』　幹事：ふとし

『秋の大阪キングス行きましょー』　幹事：ふとし

『スポーツの秋！今年第８回摂津テニス』　幹事：ただっち

『あの恵那山！登っちゃおー』　幹事：みおん

『間人でリベンジ』　幹事：かつぅ

10/24(土) 『日帰り大山登山』　幹事：toto、たにやん

『リアル脱出ゲーム×エヴァンゲリオン 第３新東京市からの脱出』　幹事：あっこ☆

『古代遺跡エルドラドからの脱出』　幹事：あけ

『第３回讃岐うどん巡礼ツアー』　幹事：ジョニー ＆ aiai

『秋の絶景とグルメツーリング！！』　幹事：サチ

『もっとテニスに行こう東大阪編』　幹事：ume

11/3(火・祝) 『枚方BBQ』　幹事：hiro3110

11/8(日) 『十人の憂鬱な容疑者／脱出ゲーム』　幹事：あけ

11/11(水) 『2015-16 シーズン前飲み会』　幹事：どんく

11/15(日) 『今年ラスト！第10回摂津でテニス』　幹事：ただっち

11/16(月) 『今年ラストのボルダリング』　幹事：まこ

11/18(水) 『平日に行く奥美濃アイクラ初滑り』　幹事：どんく

11/21(土) 『今年ラスト？お気楽妙見山ハイキング』　幹事：ume

11/22(日) 『WWP-Welcome Winter Party』　幹事：オールスタッフ

11/28(土) 『秋のキングス大運動会行きましょー』　幹事：なっちゃん、ゆりたん

12/5(土)～6(日) 『行くぜ初八方！』　幹事：たむん

12/8(火) 『平日に行く奥美濃アイクラ【リベンジ編】』　幹事：いっちぃ、yabu

『志賀高原で初滑り』　幹事：キャビン、シーマン

『12/12-13　この週末も白馬』　幹事：どんく

12/16(水) 『梅田バルで忘年会☆』　幹事：ほしぴ、ふっきー、サーヤ

『白馬の天然雪で初滑り☆』　幹事：のりぴー

『大雪祈願、志賀高原！』　幹事：つばめ

12/22(火)～24(木) 『12/22～24 喧静八方ツアー』　幹事：かずゆき

12/23(水・祝) 『日帰り高鷲ダイナ』　幹事：おかりん

12/19(土)～20(日)

12/12(土)～13(日)

11/1(日)

10/31(土)

10/17(土)

12月

9月

10月

11月
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12/26(土)～27(日) 『ふるさと割で行く志賀高原・一の瀬』　幹事：クロ

12/26(土)～28(月) 『この週末も白馬』　幹事：どんく

12/27(日) 『日帰りホワイトピア！』　幹事：くみくみ

12/29(火)～1/3(日) 『カウントダウンツアー』　幹事：なん、むらっち



日程 ツアー名

1/4(土)～5(日) 『年始の八方』　幹事：どんく

『パウぱうでしょ！斑尾ツアーだ！』　幹事：龍平。むらっち

『１月３連休志賀高原』　幹事：はまちゃん

『1月3連休八方白い小屋』　幹事：たかさん、のりぴー

『1月3連休ゴウ47ツアー』　幹事：ゴウ

『モンモン栂池ツアー』　幹事：どんく

『今年もやりますヤマボクスノーパーク』　幹事：はまちゃん

『日帰りジャム勝』　幹事：チャリ

『追っかけジャム勝』　幹事：たかさん

『日帰りホワイトピア』　幹事：kuwa

1/23(木) 『日帰り高鷲』　幹事：つっち～

『たまには外湯でまったりと野沢温泉』　幹事：はまちゃん

『斑尾ツアー第２弾　パウダー』　幹事：skiichiro

『復活銀嶺！コルチナパウダー食べちゃいなっ！』　幹事：Nakko、まみお

『ミョーコーさんツアー』　幹事：なんぺい

『トップシーズン八方ツアー』　幹事：のりぴー

『モーグルキャンプツアー』　幹事：あけ

『日帰りほおのき』　幹事：kuwa

『かっちゃま行かへん？』　幹事：S-MAN

2/1(土) 『ジャム勝行くでぇ～』　幹事：はなちゃん、あいお

『がんばれ！Club ASP技選ツアー』　幹事：うえやん

『ベストシーズン志賀高原ツアー』　幹事：はまちゃん

『2/1は白馬へ行こう』　幹事：ミーナ、きっしー

2/3(月) 『レディースデイ鷲ヶ岳日帰りツアー』　幹事：やましぃ

2/4(火)～5(水) 『平日白馬』　幹事：つっち～、いっち～

2/8(土)～9(日) 『斑尾ツアー第3弾　マックアーススキー場巡り』　幹事：skiichiro

『２月飛び石連休だよ志賀高原』　幹事：はまちゃん

『ゆるり旅白馬☆47・HAPPOツアー』　幹事：じゃんぽけ、ほしぴ、なんぺい、タカコ

『斑尾ツアー第3弾　マックアーススキー場巡り』　幹事：skiichiro

『日帰り国境』　幹事：kuwa

『日帰り高鷲ＳＰ』　幹事：たかさん、わだーまん、manataro

2/12(水) 『日帰りで岐阜か福井その1』　幹事：ほっしー

2/15(土) 『日帰りジャム勝』　幹事：たかさん

2/15(土)～16(日) 『2月マンスリー野沢deはぁ～ビバどんどん』　幹事：スタッフ(まみお・かず・なん・Ｎａｋｋｏ・イノ)

2/18(火) 『日帰りで岐阜か福井その2』　幹事：ほっしー

2/19(水) 『日帰り高鷲に行くダッチ！』　幹事：おかもっち

2/21(金)～23(日) 『帰ってきた安比ツアー！復活祭だ！！』　幹事：むらっち

『２末志賀高原ツアー』　幹事：はまちゃん

『八方白い小屋ツアー』　幹事：のりぴー

『小丸山PUMPING!!でBPN!!ツアー』　幹事：イケ、たかっち

2/23(日) 『高鷲ダイナ日帰り』　幹事：kuwa

2014年

1月

2月

1/18(土)～19(日)

1/11(土)～13(月)

2/11(火祝)

2/8(土)～11(火)

2/1(土)～2(日)

1/26(日)

1/25(土)～26(日)

1/19(日)

2/22(土)～23(日)



日程 ツアー名

2014年

『志賀ＢＣツアー』　幹事：はまちゃん

『白馬ピエモンで温泉＆グルメ三昧！』　幹事：きっしー、ミーナ、つばめ

『ドッキドキどーん♪ 野沢温泉ツアー』　幹事：くっすん、みおん

『復活！激安戸隠ツアー』　幹事：きょうやん、うえやん

3/4(火)～5(水) 『平日白馬』　幹事：つっちー、いっちぃ

3/8(土) 『ハチ・ハチ北』　幹事：まこ、ハッシー

3/8(土)～9(日)
『3月マンスリー志賀？志賀！志賀高原　?(^O^)?』

幹事：スタッフ(キャビン・S－MAN・やましぃ・きゃべぢ・うっちー)

『京都発日帰り高鷲ダイナ』　幹事：もうじ

『日帰りジャム勝』　幹事：まっすん

3/12(水) 『激近！びわ湖バレイでランチバイキング！』　幹事：ジャンキー！

『春の野沢温泉で湯ったりしましょ』　幹事：くっすん

『モンモン栂池ツアー　Part2』　幹事：どんく

『小丸山＆高井富士ツアー～奇妙な冒険第２部～』　幹事：ふとし

『志賀高原ツアー』　幹事：toto、シュウ

『行けなかったピエモンにこじんまり行くのだ！』　幹事：あいお、わだーまん

3/16(日) 『今年も行きます！福井和泉♪』　幹事：キャリー、なっち

3/21(金祝) 『日帰りジャム勝＠柔らかバーン希望』　幹事：まっすん

『妙高大作戦2014！！飛んで、擦って、滑りな祭！！』　幹事：やましぃ

『3月3連休志賀高原でコブレッスンやっちゃう!?ツアー』　幹事：キャビン、つばめ、かおりん

『白馬でBPN!!ツアー』　幹事：イケ

3/25(火) 『平日にまったりホワイトピアたかす』　幹事：はなちゃん

3/29(土) 『春のダイナ＆高鷲』　幹事：はなちゃん

『樅の木ホテルでランデブー』　幹事：まみお

『斑尾ツアー　最終も1.5泊』　幹事：skiichiro

3/30(日) 『ジャム勝でジャム塗っとく？』　幹事：ジャム兄

4/2(水) 『魅惑のおぴんく花見大会』　幹事：スタッフ

4/5(土)～6(日)
『4月マンスリーツアーぽかぽか八方』

幹事：スタッフ(じゃんぽけ・あっちゃん・なんぺい・kuwa・ふっきー)

『4/12-13は白馬に泊まろうトゥモロー』　幹事：たぁこ、さっくん、キャリー

『小丸山×Villageツアー』　幹事：ふとし

『志賀高原ツアー』　幹事：うえやん

4/19(土)～20(日) 『春の白馬でピエモン交響曲第二楽章♪』　幹事：ミーナ、わだーまん、きっしー

4/26(土)～5/6(火) 『ゴールデンプリマハム白馬ツアー２０１４(神様日程)』　幹事：むらっち

『ゴールデンプリマハム白馬ツアー２０１４(A日程)』　幹事：むらっち

『やっぱり行きたい！ＧＷ赤倉観光スキー場！！』　幹事：隊長

『ゴールデンプリマハム白馬ツアー２０１４(B日程)』　幹事：むらっち

『ＧＷは志賀でＢＢＱ(A日程)』　幹事：キャビン、つばめ

『ゴールデンプリマハム白馬ツアー２０１４(C日程)』　幹事：むらっち

『ＧＷは志賀でＢＢＱ(B日程)』　幹事：キャビン、つばめ

5/10(土)～11(日) 『シーズン終盤　奥只見』　幹事：どんく

4/12(土)～13(日)

3/29(土)～30(日)

3/21(金祝)～23(日)

3/15(土)～16(日)

3/9(日)

5/3(土)～6(火)

5/3(土)～5(月)

4/26(土)～27(日)

5月

3月

4月

3/1(土)～2(日)



日程 ツアー名

2014年

5/11(日) 『大展望を楽しむ「播磨アルプス」日帰りハイク』　幹事：あき

5/17(土) 『大和葛城山でツツジ～からの～鶴橋焼肉☆』　幹事：みーこりん、むらっち

5/17(土)～18(日) 『滑るでしかし！立山やすしＢＣツアー♪』　幹事：うっちー、おかもっち、さち

5/23(金)～25(日) 『今年で最後か　第７回月山サマースキー』　幹事：たかさん、たむん

5/24(土) 『須磨アルプス　ハイキング』　幹事：かずぱん

5/27(火) 『日本代表戦をカラオケで見るぞ～』　幹事：かず、きゃべぢ

6/1(日) 『2014ＡＳＰ平成淀川100人ＢＢＱ』　幹事：たかっち

6/7(土) 『第１回：今年もやります摂津でテニス』　幹事：ただっち

6/9(月) 『梅田でボルタリング』　幹事：まこ

6/14(土) 『讃岐うどん巡礼ツアー』　幹事：ジョニー

6/14(土)～15(日) 『徳島　剣山登山』　幹事：キャビン

6/15(日) 『サッカー日本代表を応援するぞー！』　幹事：きゃべぢ、紅美

6/20(金) 『サッカー応援するぞー！』　幹事：よしこ

6/28(土) 『カスタムフェア、スポタカ＆飲み会』　幹事：どんく

6/28(土)～29(日) 『尾瀬ヶ原ハイキングツアー』　幹事：むらっち、ほしぴ

6/29(日) 『日帰り伊吹山ハイキング』　幹事：はたぴょん

7/5(土)～6(日) 『富士Ｑでバケラッタツアー』　幹事：Nakko、まみお、naga

7/8(火) 『ASPinビアガーデン2014！』　幹事：あっこ☆

『第２回：梅雨ニモ負ケズ摂津でテニス』　幹事：ただっち

『登山企画　近畿最高峰「八経ヶ岳」』　幹事：キャビン、かおりん、のりちゃん

7/15(火) 『京都祇園祭　宵々山そぞろ歩き』　幹事：わだーまん

7/19(土)～21(月祝) 『南アルプス白峰三山縦走』　幹事：かずぱん

7/26(土) 『東大阪テニス』　幹事：ume

『夏も白馬でピエモンツアー！』　幹事：ミーナ、つばめ、わだーまん

『苗場山に登ってみよう！』　幹事：ふくちゃん

7/27(日) 『ウエイクしませんか？』　幹事：みなみ

7/28(月) 『梅田でボルダリング』　幹事：まこ

8/7(木) 『亀岡平和祭保津川花火大会』　幹事：わだーまん

8/8(金) 『梅田で飲み会』　幹事：イケ

8/9(土) 『甘太郎で見る淀川花火飲み会』　幹事：ミーナ、つばめ

8/14(木) 『京都南丹市花火大会』　幹事：わだーまん

『ウェイクしませんか？』　幹事：みなみ

『東大阪中部緑地テニス』　幹事：のーさん

8/22(金) 『盆明けミステリー京都飲み会♪』　幹事：いっちぃ、のりぴー

8/22(金)～24(日) 『立山縦走と剣岳』　幹事：skiichiro

8/23(土)～24(日) 『白山に登ろう』　幹事：むらっち、キャビン

8/24(日) 『第３回：猛暑の中でも摂津でテニス』　幹事：ただっち

8/26(火) 『海底監獄インペルダウンからの脱出』　幹事：あけ

8/30(土) 『新世界の神からの脱出』　幹事：あけ

9/6(土) 『第３回：今度こそは４時間！摂津でテニス』　幹事：ただっち

7/26(土)～27(日)

7/13(日)

6月

7月

8月

9月

8/17(日)



日程 ツアー名

2014年

9/13(土)～15(月祝) 『今年も遠征だ！男体山＆日光白根山　登山』　幹事：KOI

9/15(月祝) 『日帰り大屋』　幹事：たむん

9/20(土) 『リベンジだ～木曽御嶽山に登る！』　幹事：むらっち

9/21(日) 『次も４時間やるぞ！2014年第5回：摂津でテニス』　幹事：ただっち

9/23(火) 『ゴルフショートコース企画』　幹事：うえやん

9/27(土) 『阪神VSヤクルト 優勝決定プレミア観戦？』　幹事：はなちゃん

9/27(土)～28(日) 『紅葉の立山弥陀ヶ原・大日岳』　幹事：skiichiro

10/4(土)～5(日) 『紅葉ハイキング「雨飾山」1963M』　幹事：キャビン、KOI

『スポーツの秋！2014年第6回：摂津でテニス』　幹事：ただっち

『日帰り大屋』　幹事：のりぴー

『紅葉を見る！木曽駒ケ岳＆上高地ツアー』　幹事：うっちー

『体育の日に百名山三山制覇！浅間山、四阿山、本白根山』　幹事：のりちゃん、ただっち

10/12(日)～13(月) 『連休後半大屋で○○』　幹事：たむん

10/24(金) 『今年最後の京都飲み会♪』　幹事：のりぴー、いっちぃ

10/25(土)～26(日) 『ハロウィーンはディズニーシーで♪筑波山もゲットしよう♪』　幹事：キャビン、かおりん、のりちゃん

11/3(月祝) 『第７回：今年ラスト？紅葉シーズンに摂津でテニス』　幹事：ただっち

11/8(土) 『ASPオープンゴルフ』　幹事：うえやん

11/10(月) 『平日に行くウイングヒルズ白鳥初滑り』　幹事：わたぼー

11/19(水) 『平日に行く奥美濃アイクラ初滑り』　幹事：どんく

11/21(金) 『謎の部屋からの脱出』　幹事：あけ

11/23(日) 『WWP－welcome winter party』　幹事：オールスタッフ

11/24(月) 『神鍋で紅葉とりんご狩りと初滑り』　幹事：kuwa

12/6(土) 『日帰りウイング』　幹事：kuwa

12/6(土)～7(日) 『今度こそ初滑り八方へ行こう☆』　幹事：のりぴー

『初滑り志賀高原』　幹事：つばめ

『初滑りぽけかみ』　幹事：じゃんぽけ、なん

『日帰り高鷲ダイナ』　幹事：kuwa

『プライベートレッスンin八方(スキー)』　幹事：S-MAN

『頑張れ白馬村！ピエモンツアー』　幹事：むらっち

『クリスマス直前志賀高原！』　幹事：つばめ

12/21(日) 『日帰りTAKASU＆DAINA』　幹事：やましぃ

12/27(土)～29(月) 『年末前志賀高原ツアー』　幹事：かおりん

12/27(土)～1/3(土) 『カウントダウン2014-2015』　幹事：なん、むらっち

12/28(日) 『八方プライベートレッスン(スキー)』　幹事：かつぅ

12/20(土)～21(日)

12/20(土)

12/13(土)～14(日)

10/11(土)～13(月)

10/5(日)

10月

11月

12月



日程 ツアー名

1/3(木) 『正月早々奥美濃のどっか』　幹事：じゅた

『2013year　年始は八方』　幹事：どんく

『年始志賀高原』　幹事：はまちゃん

1/5(土)～6(日) 『年明け白馬五竜47ツアー』　幹事：やましぃ

『正月早々ジャム勝2013！！』　幹事：じゅた、かおりん

『追っかけ1/5正月ジャム勝ツアー』　幹事：きゃべぢ

1/12(土) 『３連休初日にジャム勝！！』　幹事：あっちゃん

『やっぱりナイター行っとく！？白い小屋 ２０１３』　幹事：かつぅー、あっこ☆

『３連休はやっぱり志賀高原ツアー』　幹事：はまちゃん

『ザ・斑尾火祭りツアー(12～13の1泊もあり)』　幹事：にゃん吉

『新5478ツアー』　幹事：みのる

1/13(日) 『飛騨ほおのき平いきませう♪』　幹事：あき

1/14(月) 『連休最終日14日日帰りジャム勝！』　幹事：きゃべぢ

1/16(水) 『平日ジャム！！』　幹事：チャリ

『がんばれ！Club ASP技選ツアー』　幹事：うえやん

『今年もやりますヤマボクツアー』　幹事：すみこ、はまちゃん

『モンモン栂池ツアー』　幹事：どんく

『モーグルキャンプツアー』　幹事：あいお

『白馬スーパープロジェクト』　幹事：ポール

1/20(日) 『日帰り技術選応援ツアー』　幹事：じゃんぽけ

1/23(水) 『問答無用で白鳥高原』　幹事：やましぃ

1/25(金)～27(日) 『ザ・モンスター！蔵王ツアー』　幹事：むらっち

『ダイナ＆高鷲』　幹事：はなちゃん

『ボード初心者の練習しましょin朽木スキー場』　幹事：ただっち

『1月末八方』　幹事：たかさん

『たまにはまったり外湯で野沢温泉ツアー』　幹事：はまちゃんく

『いけべいと愉快な仲間たちツアー1』　幹事：なんぺい、タカコ

1/30(水) 『レディースデーだよダイナランド』　幹事：あっちゃん

2/2(土) 『ジャム勝サタデー』　幹事：あっちゃん

2/2(土)～3(日) 『2月マンスリー 志賀高原？志賀高原！！』　幹事：スタッフ

2/3(日) 『2月なのにジャム勝！！』　幹事：じゅた

『２月の三連休は白い小屋ツアー』　幹事：かつぅー

『２月３連休もやっぱり志賀高原』　幹事：はまちゃん

『2月3連休547ツアー』　幹事：たく

2/11(月) 『ジャム勝エクスプレスツアー』　幹事：toto

2/13(水)～15(金) 『子育て応援ツアー in 八方尾根』　幹事：かずゆき

2/16(土) 『鷲ヶ岳に行きましょ☆』　幹事：うっちー

『パウダー＆温泉三昧だ！野沢直子ツアー』　幹事：龍平。むらっち

『八方尾根の火祭りツアー』　幹事：かつぅー

『妙高で愛を叫ぶ』　幹事：あっちゃん、やましぃ

2/17(日) 『登竜門！箱館山2/17日帰り』　幹事：たむん

2/23(土) 『リベンジ！ジャムサタ！』　幹事：はなちゃん

2/16(土)～17(日)

2/9(土)～11(日)

2013年

1月

2月

1/26(土)

1/19(土)～20(日)

1/12(土)～14(月)

1/5(土)

1/4(金)～6(日)

1/26(土)～27(日)



日程 ツアー名

2013年

『八方東西交流』　幹事：たかさん、たむん

『ゆるり旅白馬☆47・HAPPOツアー』　幹事：じゃんぽけ、ほしぴ、やべっち

『朝一ジャイアント志賀高原』　幹事：はまちゃん

『２月末だよ！ジャム勝祭り！』　幹事：ジャンキー

『隠れ家リゾート(?)流葉で、早朝パウダーを食べよう♪』　幹事：あけ

3/2(土) 『おんたけ2240いのぶたエクスプレスツアー』　幹事：toto

3/2(土)～3(日) 『3月マンスリー 白馬方面３月も白馬だョ！全員集合』　幹事：スタッフ

3/3(日) 『ひな祭りだし急にジャム勝行きたくなってんツアー』　幹事：もうじ

3/6(水) 『マウント高鷲行きたいしベトコンラーメンたべたいし』　幹事：おかもっち

『ハチ・ハチ北にリベンジ？ツアー』　幹事：きゃべぢ

『日帰りやぶはら？』　幹事：チャリ

『優ちゃんを探せ！志賀草津BCツアー』　幹事：すみこ、はまちゃん

『竜王＆高井富士ツアー』　幹事：ふとし

『斑尾3月ツアー』　幹事：skiichiro

『車山・白樺湖ツアー』　幹事：あさちゃん

『3月も八方まるに』　幹事：どんく

3/14(木)～17(日) 『予選からの技術選観戦ツアー』　幹事：mami

『ぽけかみツアー』　幹事：じゃんぽけ、ほしぴ

『モンモン栂池ツアーpart2』　幹事：どんく

『たまにはまったり外湯で野沢温泉ツアーPARTⅡ』　幹事：はまちゃん

『いけべいと愉快な仲間たちツアー弐』　幹事：なんぺい、みのる、タカコ

3/17(日) 『第２回ムーディー勝山リフト券消化ツアー』　幹事：むらっち

『ジャム勝こぶ祭り』　幹事：かずゆき

『福井和泉に行ってみましょう♪』　幹事：キャリー

3/20(水)～24(日) 『志賀・八方超リゾートツアー』　幹事：はまちゃん

3/23(土) 『鷲ヶ岳☆ゆるゆる日帰りツアー』　幹事：よっしぃ～

3/23(土)～24(日) 『八方リゾートツアー』　幹事：すみこ、はまちゃん

3/24(日) 『きそふくしまリフト券消化ツアー』　幹事：じゃんぽけ

3/27(水) 『日帰りワッシー』　幹事：ふとし

3/30(土) 『気分次第のダイナ＆高鷲ツアー』　幹事：はなちゃん

『大ちゃんキャンプ２０１３ feturing 由紀ちゃん？』　幹事：shino、やましぃ

『3末志賀高原』　幹事：はまちゃん

『プレぽか八　黒菱どんく塾』　幹事：どんく

『戸隠プロジェクト』　幹事：うえやん

『ジャム勝セミファイナル』　幹事：じゅた

『決戦はエイプリルフール！…の前の日(高鷲SP)』　幹事：きょうちゃん

『魅惑の花見』　幹事：おっくん

『4月マンスリー ぽかぽか八方』　幹事：スタッフ

4/6(土)～7(日) 『フォルクル試乗会』　幹事：あさぴょん

4/13(土) 『日帰り高鷲』　幹事：たかさん

3/9(土)

2/24(日)

2/23(土)～24(日)

3/31(日)

3/30(土)～31(日)

3/20(水祝)

3/16(土)～17(日)

3/9(土)～10(日)

3月

4月

4/4(木)



日程 ツアー名

2013年

『AKAKAN２０１３－春－』　幹事：あけやん、やましぃ

『アフターぽか八』　幹事：どんく

『プリンスに泊まりたかった志賀高原ツアー』　幹事：はまちゃん

『いつ行くの？今でしょ！547ツアー』　幹事：みっきー

『桜の白馬』　幹事：どんく

『白馬のあっちゃんに会いに行こう！５４７ツアー』　幹事：あっちゃん

4/21(日) 『今年第１回　今年もやりますよ！摂津でテニス』　幹事：ただっち

4/26(金) 『丸山貴雄レッスン』　幹事：あさぴょん

『ゴールデンプリマハム白馬ツアーA日程』　幹事：むらっち、あいお、じゃんぽけ

『AKAKAN２０１３－GW－』　幹事：やましぃ

『ゴールデンプリマハム白馬ツアーB日程』　幹事：むらっち、あいお、じゃんぽけ

『ＧＷは志賀高原でＢＢＱ』　幹事：はまちゃん

5/11(土)～12(日) 『シーズン終盤　奥只見』　幹事：たかさん、わだーまん

5/12(日) 『第１回ハイキング企画　金剛山』　幹事：はまちゃん

『体験ボルタリング』　幹事：まこ

『日帰り千畳敷』　幹事：まつけん

5/19(日) 『魚好き飲み会　海鮮ＢＢＱ編』　幹事：はまちゃん

5/24(金)～26(日) 『一生に何回も行く月山サマースキー』　幹事：たかさん、たむん

『第二回ハイキング企画堂満岳1057ｍ』　幹事：はまちゃん

『いばちゃんSKATEセッション』　幹事：いばちゃん

5/26(日) 『新緑の季節に摂津でテニス♪』　幹事：ただっち

6/1(土) 『第三回ハイキング企画　ポンポン山とサントリービール工場』　幹事：はまちゃん

6/2(日) 『淀川100人BBQ』　幹事：たかっち

6/4(火) 『サッカー日本代表を応援するぞ～！！』　幹事：あっちゃん＆きゃべぢ＆かず

6/9(日) 『kuwa&ゆりのブラパ☆皆で二人をお祝いしよう～』　幹事：なんぺい、みなみ、やく

6/10(月) 『体験ボルダリング』　幹事：まこ

『SKATEセッション』　幹事：いばちゃん

『梅雨を撃退！摂津で朝テニス♪』　幹事：ただっち

『石鎚山でファイト一発！』　幹事：まみお、よしこ

6/15(土)～16(日) 『アズマシャクナゲの金峰山瑞牆山に登ろう』　幹事：かずぱん

6/16(日) 『第４回登山企画　近畿最高峰八経ヶ岳』　幹事：はまちゃん

6/17(月) 『梅田のど真ん中でボルダリング２』　幹事：まこ

『梅雨だからこそバドin北千里体育館』　幹事：じゅた

『日帰り伊吹山でピヨピヨ山ガール！』　幹事：うっちー、よしこ

6/24(月) 『梅田のど真ん中でボルダリング３』　幹事：くっすん

6/29(土) 『カスタムフェア、スポタカ＆飲み会』　幹事：どんく

6/30(日) 『東大阪テニス』　幹事：ume

7/4(木) 『何でかわからないけど、河内永和で飲み会』　幹事：たかっち

7/6(土) 『金勝アルプスを登ろう』　幹事：はまちゃん

7/6(土)～7(日) 『富士Ｑでバケラッタツアー』　幹事：Nakko、まみお、naga

4/13(土)～14(日)

6/22(土)

6/15(土)

5/25(土)

5/18(土)

5/3(金)～6(月)

4/27(土)～29(月)

4/20(土)～21(日)

5月

6月

7月



日程 ツアー名

2013年

『梅雨真っ只中でも摂津で七夕テニス♪』　幹事：ただっち

『第５回ASP２軍ゴルフ選手権』　幹事：かずぱん

7/13(土)～15(月祝) 『第四回登山企画　遙かな尾瀬と至仏山』　幹事：はまちゃん、かおりん

7/14(日) 『伊吹山改め六甲山だ！』　幹事：むらっち

7/15(月祝) 『3連休なのに梅田のど真ん中でボルダリング』　幹事：まこ

『日本屈指の高山植物の宝庫『白山』に登ろう』　幹事：かずぱん

『ハイテンション山登り苔こけコケッコーだぜ結構楽しい北八ヶ岳』　幹事：たかっち

7/22(月) 『特に何もないけど梅田のど真ん中でボルダリング』　幹事：まこ

8/2(金) 『8/2の飲み会』　幹事：やましぃ

8/3(土)～4(日) 『第六回登山企画　北アルプス入門編笠ヶ岳』　幹事：はまちゃん

8/4(日) 『第１１回ＡＳＰゴルフ選手権』　幹事：おっくん

8/10(土) 『第2回魚好き飲み会　福島編』　幹事：かおりん、はまちゃん

8/10(土)～12(月) 『お盆に阿波踊り＆讃岐うどん＆ラフト～大人の夏休みスペシャル～』　幹事：紅美

『日帰りでシャワークライミングにいこう♪』　幹事：のりぴー、まこ

『東大阪テニス』　幹事：ume

8/19(月) 『お盆終わったし梅田でボルダリング』　幹事：まこ

8/23(金)～24(土) 『ザ・チャレンジ！富士山アタックＮｏ１』　幹事：むらっち、かず

8/27(火)～30(金) 『平日の立山縦走と剣岳』　幹事：skiichiro

8/31(土)～9/1(日) 『FREEDOM 青空 2013 淡路島』　幹事：ふとし、やましぃ

9/7(土) 『納涼ハイキング　みたらい渓谷と観音平』　幹事：はまちゃん

9/7(土)～8(日) 『びわこでSUP！＆BBQ～♪』　幹事：龍平

9/9(月) 『梅田でボル』　幹事：まこ

『福島復興支援リゾートハイキング磐梯山＆安達太良山』　幹事：はまちゃん

『登るでしかし！立山やすしツアー（立山登山＆ハイキング）』　幹事：むらっち

9/21(土)～23(月) 『焼肉登山』　幹事：たかっち

9/22(日)～23(月) 『百名山三座　荒稼ぎツアー』　幹事：キャビン、かおりん

『9月28日は神戸ボル』　幹事：まこ

『酒セブン呑み会』　幹事：セブン

9/29(日) 『シーズン前に紅葉の御嶽山に登ろう』　幹事：かずぱん

10/6(日) 『東大阪テニス』　幹事：ume

10/12(土) 『イノかとおめでとうブラパ』　幹事：いしやん、かず、ちぇこ、Nakko

10/12(土)～14(月) 『紅葉登山　南アルプス鳳凰三山縦走と勝沼のワイナリー巡り』　幹事：はまちゃん

10/14(月祝) 『日帰りウイングヒルズ白鳥ピスラボ』　幹事：のりぴー

『焼肉前ハイキング企画　大和葛城山ですすき鑑賞』　幹事：はまちゃん

『第３回魚好き飲み会　焼肉編』　幹事：はまちゃん

『MIX JUICE SNOWBORAD FESTIVAL』　幹事：やましぃ

『金勝アルプス②』　幹事：みーこりん

『東大阪テニス』　幹事：ume

『コストコツアー2013』　幹事：さっくん

10/27(日) 『リベンジのリベンジ　石鎚山登山』　幹事：たかさん、KOI、のりちゃん

9/28(土)

10/20(日)

10/19(土)

9/14(土)～16(月)

8/17(土)

7/20(土)～21(日)

7/7(日)

8月

9月

10月



日程 ツアー名

2013年

11/9(土)～10(日) 『氷ノ山紅葉登山と竹田城跡ハイキング』　幹事：はまちゃん

11/10(日) 『金勝アルプス③』　幹事：みーこりん、むらっち

11/16(土) 『カツ＆ただっちブラパ』　幹事：かずぱん、かおりん

11/17(日) 『午後から神鍋でまったり初滑り』　幹事：kuwa

11/18(月) 『梅田で最後のボル』　幹事：まこ

11/20(水) 『平日に行く奥美濃アイクラ初滑り』　幹事：どんく

11/23(土祝) 『WWP-WelcomeWinterParty』　幹事：オールスタッフ

11/30(土)～12/1(日) 『雪が降ったら白馬へいこいこ』　幹事：のりぴー

『１２月志賀高原初滑りスペシャルツアー』　幹事：はまちゃん

『降ったし白馬』　幹事：どんく

12/7(土) 『おんたけかウイングで足慣らし』　幹事：kuwa

12/11(水) 『梅田さん飲み会～おおきに』　幹事：Nakko、さち

12/14(土)～15(日) 『初滑り八方とグルメまるに旅館』　幹事：どんく(暫定)

12/14(土)～17(火) 『初滑りはリゾートで！激安ニセコ３泊４日！！』　幹事：はまちゃん、mami

『１２月３連休の八方』　幹事：どんく

『クリスマス？俺はキリスト教徒じゃねえぜ！白馬五竜４７ツアー』　幹事：やましぃ

『ホワイトクリスマスin志賀高原ツアー』　幹事：はまちゃん

『モンモン栂池に感謝感激西城秀樹ツアー！』　幹事：むらっち、じゃんぽけ

12/23(月) 『八方プライベートレッスン』　幹事：あさぴょん

12/28(土)～29(日) 『年末志賀高原ツアー』　幹事：はまちゃん

『年末年始の八方プライベートレッスン』　幹事：かつぅー

『年末日帰りジャム勝』　幹事：TAC

12/30(月)～1/2(木)] 『カウントダウンマンスリー(白馬)』　幹事：スタッフ(いばちゃん、ゴウ、たぁこ、ふとし、むらっち)

12/29(日)

12/21(土)～23(月)

12/7(土)～8(日)

11月

12月



日程

1月3日(火) 『ジャム勝Project PartI～正月早々ジャム勝!!2012』 幹事：じゅた

1月7日(土) 『ゆるゆる日帰りツアー②』 幹事：よっしぃ～、ひろり

『やっぱりナイター行っとく？！白い小屋in八方尾根』 幹事：KOI、のりちゃん、あけ

『１月３連休もやっぱり白馬ツアー』 幹事：みのる

『１月三連休はやっぱり志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

1月9日(月祝) 『ジャム勝Project Part2』 幹事：かめやん、ai

1月14日(土) 『ＨＹＭシリーズ第１弾！1/14(土) 飛騨ほおのき平　日帰り』 幹事：ばたやん、toto

『今年もゲレ近！！栂池BELL　HEART』 幹事：KOI、のりぴー

『今年もやりますヤマボクスノーパーク』 幹事：はまちゃん

『気軽な近場日帰りツアー』 幹事：コウ

『木曽福島日帰りツアー』 幹事：じゃんぽけ

1月16日(月) 『平日の箱館山スキー場』 幹事：かつぅ

1月17日(火) 『平日に、ダイナ　高鷲　日帰り』 幹事：あんちゃん

『ウイング日帰り』 幹事：あさちゃん

『奥伊吹エビツアー』 幹事：かめやん、ai

『1月マンスリーツアー』 幹事：スタッフ

『戸隠どんど焼きツアー』 幹事：うえやん、きょうやん

『やっぱり志賀高原』 幹事：はまちゃん

1月22日(日) 『ダイナ＆高鷲SP日帰り』 幹事：カツ

1月25日(水) 『ジャム勝日帰り』 幹事：かずゆき

1月27日(金) 『平日日帰りツアー！！』 幹事：KEN

『高鷲＆ダイナランド日帰りツアー』 幹事：コウ

『福井和泉日帰りツアー』 幹事：ケイヤ、やっちょ

『シャルマンへＧＯ！』 幹事：さち

『たまには外湯でまったりと野沢温泉』 幹事：はまちゃん

『八方ツアー白い小屋』 幹事：むらっち

『帰ってきた妙高プロジェクト　２０１２』 幹事：ふとし、てらだ

『モーグルキャンプに参加するための「足」ツアー』 幹事：あいお、かめやん

『がんばれ！Club ASP技選ツアー』 幹事：うえやん、のりぴー

『こじんまりと？八方』 幹事：まささん

『ふくちゃんボードレッスンinジャム勝！ツアー』 幹事：あけ、かおりん

『木曽福島　ｋｕｎｉさんレッスンツアー』 幹事：はたぴょん

2月2日(木)～

2月5日(日)
『ザ・リゾート！ニセコツアー』 幹事：むらっち

2月4日(土) 『ＨＹＭシリーズ第２弾：やぶはら日帰りツアー』 幹事：ただっち、ばたやん(仮)、toto

『八方東西交流』 幹事：どんく

『朝一ジャイアントだよ志賀高原』 幹事：はまちゃん

『関温泉☆ゆるゆるお泊りツアー』 幹事：よっしぃ～

2月5日(日) 『真冬のジャム勝祭り！』 幹事：ジャンキー

2月8日(水) 『奥美濃(たぶんワシ)レディースday日帰り』 幹事：いとぅ

『ダイナ＆高鷲日帰りツアー』 幹事：yuki

『降らなくても行きます☆広河原ナイター』 幹事：さらさ

『YAMABOKU　part2』 幹事：toto、Nakko

『ぽけかみツアー』 幹事：じゃんぽけ、ほしぴ

『ハイシーズン547ツアー』 幹事：みのる

『白い小屋でアーリーモーニング～ナイターまで　in　八方尾根』 幹事：わたぼー、かつぅー

『開田マイア日帰り』 幹事：はたぴょん

『高鷲ＳＰ日帰りツアー』 幹事：たかさん

2月14日(火) 『ジャム勝に日帰りでどうですか』 幹事：あんちゃん

2月15日(水)～

2月16日(木)
『空いてる平日行きましょ！Part２ 八方尾根』 幹事：KEN

1月7日(土)～

1月9日(月祝)

1月29日(日)

1月28日(土)～

1月29日(日)

1月28日(土)

1月21日(土)～

1月22日(日)

1月21日(土)

1月15日(日)

1月14日(土)～

1月15日(日)

2月

2012年

ツアー名

1月

2月4日(土)～

2月5日(日)

2月12日(日)

2月11日(土)～

2月12日(日)

2月10日(金)



日程

2012年

ツアー名

『ＫＩＮＧ貴雄様レッスンＩＮ八方尾根』 幹事：かつぅ

『ジャム勝Project Part3～２月なのにジャム勝！！』 幹事：じゅた

『シーズン真っ只中！白い小屋in八方尾根』 幹事：かつぅ

『ベストシーズン志賀』 幹事：はまちゃん

『妙高プロジェクト 2012 vol.2』 幹事：イノ、ふっきー

『ゆるゆるお泊り企画ツアー②！IN 白山瀬女高原スキー場』 幹事：よっしぃ～・あや・やっちょ

『近場で好きなゲレンデ日帰りツアー』 幹事：kuwa

『大屋スキー場へドライブ』 幹事：あっちゃん

2月22日(水) 『ジャム勝、平日日帰り』 幹事：KEN

2月25日(土) 『日帰りたぶん一里野』 幹事：じゃんぽけ

『2月マンスリーツアー』 幹事：スタッフ

『たまには外湯でまったりと野沢温泉　ＰＡＲＴⅡ』 幹事：はまちゃん

2月26日(日) 『流葉☆ゆるゆる日帰りツアー③』 幹事：よっしぃ～・あや・ひろり

3月3日(土) 『HYMシリーズ 3rd ミステリーツアー 日帰り』 幹事：ばたやん、toto

『白樺湖～幸せの青い鳥ツアー～』 幹事：あさちゃん

『おんたけ大作戦“今年もがっつり太りな祭”』 幹事：やましぃ、ふとし

『志賀ＢＣ練習ツアー』 幹事：はまちゃん

『ｗｉｉできないよ！　白い小屋in八方尾根』 幹事：KOI、どんく

『ぽけかみツアー2』 幹事：じゃんぽけ、ほしぴ

『幻の547ツアー 2nd』 幹事：みのる

『激レアさのさかツアー』 幹事：あいお、かめやん

3月7日(水) 『びわ湖バレイでバイキング！』 幹事：ジャンキー！

3月7日(水)～

3月11日(日)
『みなみちゃん応援ツアー』 幹事：mami

3月10日(土) 『土曜日なのでリフト終了まで滑るホワイトぴあ』 幹事：あっちゃん、あいお、はなちゃん

『ザ・斑尾ツアー』 幹事：龍平、むらっち

『年に１度は栂池プロジェクト』 幹事：みっきー

『3月も八方まるに旅館』 幹事：どんく

『ゆるゆるお泊り企画ツアー③ IN 外湯でまったり野沢編』 幹事：はまちゃん、あや、やっちょ、よっし～

3月11日(日) 『ふくちゃんボードレッスンinジャム勝！ツアーPARTⅡ』 幹事：かおりん、ジャム兄

3月13日(火) 『福井和泉　リフト券2000円 !! やっぱ平日はええなあ』 幹事：あんちゃん

3月14日(水) 『ホワイトデーはジャム勝で』 幹事：あっちゃん、KEN

3月17日(土) 『たぶん奥伊吹』 幹事：はなちゃん

3月17日(土)～

3月18日(日)
『ボーダー＆スキーヤー 夢のコラボでまるにツアー！』 幹事：みっきー、わたぼー

『3/17-20 白馬ツアー わで旅館』 幹事：たしん

『優ちゃんを探せ志賀高原BCツアー』 幹事：はまちゃん、ora

3月18日(日) 『ビックキッカーの大会観戦ダイナ＆高鷲SP』 幹事：あっちゃん

3月20日(火) 『近いぞ奥伊吹！』 幹事：カツ

3月20日(火)～

3月21日(水)
『空いてる平日行きましょ！Part3 八方尾根』 幹事：かずゆき

3月22日(木) 『びわバ！』 幹事：おかもっち

3月23日(金)～

3月25日(日)
『復活！！安比リゾートツアー』 幹事：いしやん、しんのすけ

3月24日(土) 『ダイナ＆高鷲ツアー』 幹事：はなちゃん

『またもやゲレ近！！栂池BELL　HEART』 幹事：わたぼー、のりぴー

『ＡＳＰ大ちゃんキャンプ』 幹事：shino

『八方リゾートツアー』 幹事：すみこ

『奥美濃　高鷲ツアー』 幹事：てらっち

『547ツアー 3rd』 幹事：みのる

3月25日(日) 『日帰りジャム勝』 幹事：たかさん＆あっちゃん

3月28日(水) 『平日日帰りツアー！！』 幹事：KEN

3月10日(土)～

3月11日(日)

3月3日(土)～

3月4日(日)

3月24日(土)～

3月25日(日)

3月

3月17日(土)～

3月20日(火)

2月25日(土)～

2月26日(日)

2月19日(日)

2月18日(土)～

2月19日(日)

2月18日(土)



日程

2012年

ツアー名

3月31日(土) 『たぶん奥伊吹リターンズ』 幹事：はなちゃん

『プレぽか八　黒菱どんく塾』 幹事：どんく

『ザ・斑尾ツアーⅡ』 幹事：skiichiro

『妙高プロジェクト 2012 Final』 幹事：みのる

『お蕎麦つるつる　グルメ＆試乗会in戸隠』 幹事：ばたやん　ai　のーさん

『ＡＦＰ帰って来た安宿志賀ツアー』 幹事：たかじん

『決戦はエイプリルフール！高鷲 for１day tour』 幹事：きょうちゃん

『鷲ヶ岳☆ゆるゆる日帰りツアー④』 幹事：よっしぃ～

『4月マンスリーツアーぽかはち』 幹事：スタッフ

『ゆるゆるメガネを取りに高鷲SPツアー セミファイナルくらい』 幹事：いとぅ、まゆ

『ジャム勝フィナーレ！』 幹事：ジャム兄

『高鷲☆ゆるゆる日帰りツアー⑤ ～追っかけ編～』 幹事：よっしぃ～、やまさん、あき

4月11日(水) 『ぽっかぽかウイングヒルズ』 幹事：あっちゃん、はなちゃん

4月11日(水)～

4月12日(木)
『アフターぽか八平日八方尾根』 幹事：どんく

4月12日(木) 『高鷲、平日日帰り』 幹事：KEN

4月14日(土) 『高鷲スノーパーク日帰り』 幹事：うえやん

『アフターぽか八』 幹事：どんく

『AKAKAN shooting tour』 幹事：あけやん

『プリンスホテルに泊まる志賀高原』 幹事：はまちゃん

『山崎勇亀きゃんぷin野沢』 幹事：さらさ

『547ツアー 4th』 幹事：みのる

4月14日(土)～

4月16日(月)
『４月だけど旭岳へ行こう』 幹事：クロ

4月15日(日) 『テキトーに高鷲SP final』 幹事：じゅた

『高鷲ＳＰ日帰り』 幹事：ジャンキー

『さくらの吉野山ハイキング』 幹事：はまちゃん

『桜の白馬』 幹事：どんく

『関温泉 shooting tour』 幹事：あけやん

『547ツアー Final』 幹事：みのる

4月28日(土)～

4月30日(月)
『ＧＷ白馬ツアー』 幹事：むらっち

5月1日(火)～

5月4日(金)
『ゆるゆるお泊り企画ツアー ～GW 白馬→妙高はしごツアー編～』 幹事：よっしぃ～、やましぃ

5月3日(木)～

5月5日(土)or6日(日)
『ファイナル志賀　ＧＷは志賀高原でＢＢＱ』 幹事：はまちゃん

5月3日(木)～

5月6日(日)
『ＧＷ白馬ツアー』 幹事：むらっち

5月12日（土） 『ばた～ん＆りのっち ブライダルパーティ』 幹事：たしん

5月12日(土)～

5月13日(日)
『ぽかぽか奥只見』 幹事：どんく

5月13日（日） 『第一回魚好き飲み会　海鮮ＢＢＱ』 幹事：はまちゃん、かおりん

『吹田でフトサル』 幹事：いとぅ

『ひろり送別会』 幹事：むらっち

『第二回ハイキング　つつじの大和葛城山』 幹事：はまちゃん

『目俵でバドとか卓球とかPartI』 幹事：じゅた

『千畳敷で雲上スキー』 幹事：はたぴょん

5月25日(金)～

5月27日（日）
『一生に何回も行く月山サマースキー』 幹事：どんく

5月26日（土） 『今年第一弾　摂津でテニス♪』 幹事：ただっち

5月27日（日） 『六甲山登山＆有馬温泉』 幹事：ジャム兄

4月14日(土)～

4月15日(日)

4月1日(日)

3月31日(土)～

4月1日(日)

5月20日（日）

5月19日（土）

4月21日(土)～

4月22日(日)

4月21日(土)

4月8日(日)

4月7日(土)～

4月8日(日)

4月

5月



日程

2012年

ツアー名

6月2日(土) 『第三回ハイキング　楽勝過ぎる天王山』 幹事：はまちゃん

6月3日(日) 『平成淀川１００人ＢＢＱ』 幹事：たかっち

6月8日(金) 『日本代表戦を梅田のスポーツバーで見るぞ?！』 幹事：あっちゃん＆かず

『今年第二弾　梅雨前に摂津でテニス♪』 幹事：ただっち

『第3回ASP2軍ゴルフ選手権』 幹事：あっちゃん、あいお

『てきとーに舞鶴小浜方面 ツーリング』 幹事：えすまん

6月15日(金) 『神戸ポーアイテニス』 幹事：あっちゃん、さっちん

6月16日(土) 『梅雨も目俵でバドとかPart2 in吹田市立目俵体育館』 幹事：じゅた

6月16日(土)～

6月17日(日)
『ＰＩＳＬＡＢキャンプ２０１２』 幹事：あさぴょん

『第５回登山企画　伊吹山』 幹事：はまちゃん

『大屋でプラスノー　日帰りツアー』 幹事：KOI

6月24日(日) 『吹田でバドミントンのコソ練習会』 幹事：ただっち

『今年第三弾　梅雨にも負ケズ　摂津でテニス♪』 幹事：ただっち

『カスタムフェア、スポタカ＆飲み会』 幹事：どんく

7月7日(土) 『第２回魚好き飲み会』 幹事：かおりん

7月8日(日) 『灼熱地獄でも北千里でバドとかPart3』 幹事：じゅた

7月13日(金) 『第2回！神戸ポーアイテニス』 幹事：あっちゃん、さっちん

7月14日(土) 『神戸キングスいきませんか？』 幹事：ふとし

7月14日(土)～

7月16日(月)
『第四回ハイキング　百名山シリーズ「開聞岳」』 幹事：はまちゃん

7月15日(日) 『第６回登山企画　最高峰シリーズ　兵庫県最高峰「氷ノ山」』 幹事：かずぱん、ただっち

7月28日(土) 『サウナ風呂の目俵か片山でバドPart4』 幹事：じゅた

『第8回ASPゴルフ選手権』 幹事：かめやん、おっくん

『今年第五弾　真夏の炎天下に摂津でテニス♪』 幹事：ただっち

8月3日(金)～

8月5日(日)
『登山企画番外編　日本一の山「富士山」』 幹事：かずぱん

8月10日(金) 『納涼飲み会』 幹事：はまちゃん

『今年は土日開催！お盆に阿波踊り＆讃岐うどん＆ラフト』 幹事：紅美

『追いかけるぜ！阿波踊りツアー』 幹事：むらっち

8月19日(日) 『真夏のハイキング「六甲山トゥエンティクロス」』 幹事：かずぱん

8月25日(土) 『キャシャーン×大ちゃん×ASP夏のトレーニングキャンプin神戸キングス』 幹事：ふとし

8月31日(金) 『第3回！神戸ポーアイテニス』 幹事：あっちゃん、さっちん

『今年第６回　猛暑に負ケズ　摂津でテニス♪』 幹事：ただっち

『京都目出度い飲み会』 幹事：みなみ

9月9日(日) 『摩耶山ハイキング』 幹事：かずぱん

9月11日(火) 『日本代表戦を福島のスポーツバーで見るぞ～！』 幹事：きゃべぢ

9月16日(日) 『第6回ハイキングリトル比良登山』 幹事：はまちゃん

『ラストサマー白馬村の旅☆』 幹事：きょうちゃん

『白馬追っかけとぅ～りんぐ！(-.-)』 幹事：S-MAN

『激安！ミステリーツアー』 幹事：紅美

9月21日(金) 『４人集まれば平日ナイターテニス9/21（金）in真田山』 幹事：あいお

9月22日(土) 『MIX JUICE SNOWBORAD FESTIVAL』 幹事：ふとし

9月22日(土)～

9月23日(日)
『大屋でプラスノー＆ＢＢＱ』 幹事：どんく

9月23日(日) 『リベンジ　三重県最高峰「大台ヶ原山」』 幹事：かずぱん

『今年第７回　スポーツ日和に摂津でテニス♪』 幹事：ただっち

『モリスポカード飲み会in大阪』 幹事：かつぅー、ふとし

7月29日(日)

8月11日(土)～

8月12日(日)

6月30日(土)

6月23日(土)

6月10日(日)

9月16日(日)～

9月17日(月)

9月1日(土)

9月29日(土)

6月

7月

8月

9月



日程

2012年

ツアー名

10/6(土) 『スポーツの秋に片山でバドPart6』　 幹事：じゅた

10/6(土)～7(日) 『丹後の釣りキャンプ　釣り+温泉+ＢＢＱ』　 幹事：かつぅー

『段が峰すすきハイキング』　 幹事：はまちゃん

『秋のグルメツーリング』　 幹事：たけっさん

『梅田で飲み会』　 幹事：よっしぃ～、きゅうぶ、やっちょ

10/8(月祝) 『日帰り大屋でオフトレ』　 幹事：のりぴー

10/13(土) 『今年第８回　スポーツの秋真っ盛り♪摂津でテニス』　 幹事：ただっち

『ちゃりちゃりと行くしまなみ海道２０１２』　 幹事：チャリ、のりちゃん

『しまなみ追っかけとぅ～りんぐ！(-.-)』　 幹事：S-MAN

『復活百名山登山　紅葉の荒島岳と北陸慰安旅行』　 幹事：はまちゃん

『大屋でプラスノー』　 幹事：どんく

10/21(日) 『魅惑の第９回ＡＳＰゴルフ選手権in兵庫カンツリー』　 幹事：おっくん

10/27(土) 『リベンジハイキング企画 大峰山系』　 幹事：はまちゃん

『体験ボルダリング』　 幹事：まこ

『日帰り大屋』　 幹事：たむん

『バドFinal in 山田体育館』　 幹事：じゅた

『西日本最高峰＆百名山「石鎚山」登山』　 幹事：かずぱん

11/9(金) 『シーズン前の飲み会』　 幹事：どんく

11/10(土) 『今年第９回　摂津でテニス　今年はもしかして最後？』　 幹事：ただっち

11/11(日) 『魅惑の第10回ＡＳＰゴルフ選手権in随縁カントリー西神戸』　 幹事：おっくん

11/14(水) 『第５回！日本代表戦をスポーツバーで見るぞ～in北新地』　 幹事：あっちゃん＆きゃべぢ＆かず

11/17(土) 『ラストハイキング妙見山＆慰労会（シーズ前飲み会）』　 幹事：はまちゃん

11/18(日) 『淀川河川敷でランニング＋α』　 幹事：kuwa

11/21(水) 『奥美濃アイクラ　今年も平日行きます』　 幹事：どんく

11/23(金祝) 『WWP-ASP　WELCOME WINTER PARTY』　 幹事：オールスタッフ

11/24(土) 『第2回体験ボルダリング』　 幹事：まこ

11/25(日) 『第４回ＡＳＰ２軍ゴルフ選手権』　 幹事：すみこ

11/27(火)～28(水) 『初すべりミステリーツアー後、白馬に行きます』　 幹事：かずゆき

12/1(土)～2(日) 『降ったし白馬』　 幹事：どんく

12/2(日) 『アップかんなべで初滑り』　 幹事：kuwa

12/8(土)～9(日) 『志賀初滑りスペシャル』　 幹事：はまちゃん

『茶屋町ナイトで忘年会』　 幹事：Nakko、うっちー、さち

『奥美濃平日日帰り』　 幹事：つじ

12/13(木)～16(日) 『北海道初滑り』　 幹事：はまちゃん

12/15(土)～16(日) 『初滑り白馬ツアー☆』　 幹事：うっちー、さち、なんぺい、S-MAN、どんく

12/16(日) 『オープニングジャム勝』　 幹事：じゅた

『八方プライベートレッスン(スキー)』　 幹事：どんく

『八方PBすぎさんレッスン』　 幹事：にゃん吉

12/22(土)～23(日) 『八方１泊素泊まりプチツアー』　 幹事：にゃん吉

『クリスマス八方』　 幹事：どんく

『クリスマス志賀』　 幹事：はまちゃん

『Yamaya de White Christmas Tour☆☆』　 幹事：さち、なん

12/23(日) 『初滑り＆日帰り！ムーディー勝山ツアー』　 幹事：じゃんぽけ、むらっち

12/23(日)～24(月) 『三連休なのに１泊　白い小屋』　 幹事：かつぅー

12/24(月) 『イヴだからこそジャム勝！！』　 幹事：あっちゃん

12/29(土) 『八方プライベートレッスン(スキー)』　 幹事：かつぅ

12/30(日)～1/3(木) 『カウントダウンマンスリー』　 幹事：スタッフ

10/7(日)

12/22(土)～24(月)

10/13(土)～14(日)

10/20(土)～21(日)

10月

11月

12月

11/4(日)

11/3(土)

12/12(水)

12/22(土)



日程

1月3日(日) 『正月早々ジャム勝２０１１！！』 幹事：じゅた

1月8日(土) 『３連休初日のめいほう日帰りツアー』 幹事：コウイチ

『1月3連休八方』 幹事：どんく

『三連休はやっぱり志賀高原』 幹事：はまちゃん

『ふとし＆みっきーと行く、夢の１月３連休ツアー』 幹事：ふとし＆みっきー

『スキ空きひだ流葉ツアー』 幹事：もうじ

1月10日(月) 『３連休最終日の高鷲＆ダイナ日帰りツアー』 幹事：コウイチ

1月11日(火) 『奥伊吹、平日日帰りツアー！！』 幹事：ＫＥＮ

『たむんと行く、おもしろ八方！』 幹事：たむん、KOI、のりぴー、みなみ

『戸隠どんど焼きツアー』 幹事：きょうやん、うえやん

『ベストシーズン志賀高原』 幹事：はまちゃん

『妙高プロジェクト　 2011』 幹事：ポール

『栂池に行くよ。』 幹事：シーマン、KEN

『１月ど真ん中♪♪♪白馬を満喫したい！行きたい！滑りたい！ツアー』 幹事：たく、さおり

1月16日(日) 『日帰りジャム勝』 幹事：はたぴょん

1月22日(土) 『ジャム勝山日帰りツアー』 幹事：コウイチ

『野沢温泉で温泉三昧』 幹事：スタッフ

『ヤマボクスキー場で場外滑走』 幹事：はまちゃん

『技選練習は八方で』 幹事：たかさん

1月23日(日) 『流葉かハチ日帰りツアー』 幹事：kuwa

1月26日(水) 『日帰り　たぶんジャム』 幹事：チャリ

1月28日(金) 『ジャム勝、平日日帰りツアー』 幹事：KEN

『マイナーゲレンデ攻略　ほおのき編』 幹事：ばたやん

『仕事便乗ジャム勝ツアー』 幹事：ジャンキー

『おんたけ大作戦』 幹事：やましぃ

『妙高プロジェクト　 2011』 幹事：ポール

『月末八方尾根ツアー』 幹事：コウイチ

『1月２９日一泊　八方　静風庵』 幹事：ノブ

『がんばれ！Club ASP技選ツアー』 幹事：うえやん、のりぴー

1月30日(日) 『ジャム勝Project part2』 幹事：カツ、ジャム兄

『復活！！スノーバレー利賀ツアー』 幹事：サイキ

『ぽけかみツアー』 幹事：じゃんぽけ

『第一回山崎勇亀キャンプ』 幹事：ちづ

『朝一ジャイアントだよ志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

2月6日(日) 『日帰りＳＫＩＪＡＭかっちゃま』 幹事：ひろり、むらっち

2月7日(月) 『やぶはら改め木曽ふくしま日帰り』 幹事：あっこちん

2月9日(水) 『びわ湖バレイで遊びましょう！』 幹事：ジャンキー

2月11日(金) 『福井和泉日帰りツアー』 幹事：きゅうぶ

『２月三連休もやっぱり志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

『２月三連休　白い小屋　暖炉で団らん八方尾根』 幹事：かつぅー、あいお、のりへー、雪猫

『２月３連休　４７プロジェクト』 幹事：ふとし

『斑尾高原 2 月 3 連休ツアー』 幹事：よっしぃ～、shino、あや

2月12日(土) 『日帰りテク受験　ｉｎ高鷲スノーパーク』 幹事：たかさん、まっつん

2月12日(土)～

2月13日(日)
『杉浦宗平プロデュースキャンプin八方』 幹事：さらさ

2月15日(火) 『ジャム勝平日日帰り』 幹事：KEN

2月16日(水)～

2月17日(木)
『平日八方』 幹事：かずゆき

2月19日(土) 『マイナーゲレンデ攻略　やぶはら編』 幹事：ばたやん

2月19日(土)～

2月20日(日)
『ザ・おしゃれ旅♪ゲレ恋編』 幹事：スタッフ

2011年

ツアー名

1月

1月29日(土)～

1月30日(日)

1月22日(土)～

1月23日(日)

1月15日(土)～

1月16日(日)

1月8日(土)～

1月10日(月)

1月29日(土)

2月

2月11日(金)～

2月13日(日)

2月5日(土)～

2月6日(日)



日程

2011年

ツアー名

『子連れ！めいほう日帰り』 幹事：やぶけん

『日帰りめいほう』 幹事：たかさん

『ジャム勝プロジェクト part2.5』 幹事：あけ、じゅた

2月22日(火) 『ベストシーズンファミレスの集い ｉｎ 森ノ宮』 幹事：まぶ

『ダイナランドレディースディ　平日日帰り』 幹事：かずゆき

『びわ湖バレイで雪遊び！』 幹事：ジャンキー

2月26日(土) 『流葉日帰りツアー』 幹事：和

『八方東西交流』 幹事：どんく

『黒姫検定ツアー』 幹事：わたぼー、すみこ、雪猫

『たまには外湯でまったりと野沢温泉』 幹事：はまちゃん

『白馬満喫？ツアー』 幹事：コウイチ

2月27日(日) 『緊急ジャム勝ツアー』 幹事：ジャンキー

2月28日(月) 『めいほう　平日日帰り』 幹事：KEN

3月2日(水)～

3月3日(木)
『八方リーゼンスラローム大会ツアー』 幹事：かずゆき

3月3日(木) 『八方リーゼンスラローム大会(スキー)に出ませんか？』 幹事：のりぴー

3月5日(土) 『鷲ヶ岳日帰り』 幹事：KEN

『萌え燃え八方』 幹事：かつぅー

『３月頭八方尾根ツアー』 幹事：コウイチ

『ぷち・かみツアー♪』 幹事：ほしぴ

『おんたけ大作戦２』 幹事：やましぃ、隊長

『ＢＣ練習ツアーin志賀高原』 幹事：はまちゃん

『白樺湖☆周辺スキー場で滑ろう！』 幹事：あさちゃん

3月6日(日) 『ジャム勝Project part3』 幹事：カツ、かめやん

3月9日(水) 『ファミレスの集いin京都』 幹事：みなみ

『ザ・おしゃれ旅♪　春の白馬』 幹事：スタッフ

『ザ☆町道場』 幹事：shino、いとぅ

『志賀高原ツアー』 幹事：ノブ、みやさん

『志賀高原ツアー　高天ヶ原バージョン』 幹事：はまちゃん

3月19日(土) 『ジャム勝Project Semifinal』 幹事：さっちん、みやさん

『3月三連休　あの上手旅館に泊まってみませんか？』 幹事：ばた～ん、たしん

『優ちゃんを探せ　志賀草津ＢＣツアー』 幹事：はまちゃん

『第２回★山崎勇亀キャンプ』 幹事：ちづ

『栂池にいこう！』 幹事：じゃんぽけ、ほしぴ、シーマン

『温泉ホテルに泊まって白馬を滑ろうツアー』 幹事：コウイチ

3月21日(月) 『日帰り高鷲ＳＰへ行こう』 幹事：うっちー

『コブ猿「あれ」応援ツアー』 幹事：どんく

『妙プロ２ 改め 白馬ＦＦツアー♪』 幹事：ふっきー

『戸隠ツアー』 幹事：きょうやん、うえやん

『温泉ホテルに泊まって白馬を滑ろうツアー』 幹事：コウイチ

3月27日(日) 『３月末高鷲スノーパーク日帰りツアー』 幹事：まぶ

『ぽかぽか八方』 幹事：スタッフ

『私を志賀高原へ連れてってツアー』 幹事：はまちゃん

4月6日（水） 『魅惑の花見～ずっと－第６９回』 幹事：おっくん

『アフターぽか八』 幹事：どんく

『まだまだ滑れる志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん、うえやん

『高鷲クラ・テク・１級検定日帰りツアー』 幹事：わたぼー、たかさん

『ジャム勝ファイナル』 幹事：みやさん、つばめ

4月16日(土) 『牡丹のおんたけ』 幹事：toto、つばめ

2月23日(水)

2月20日(日)

2月26日(土)～

2月27日(日)

4月9日(土)～

4月10日（日）

4月2日(土)～

4月3日（日）

3月26日(土)～

3月27日（日）

3月19日(土)～

3月21日（月)

3月

4月

3月12日(土)～

3月13日（日）

3月5日(土)～

3月6日（日）

4月10日(日)



日程

2011年

ツアー名

『桜の白馬　Ｐａｒｔ１』 幹事：どんく

『関温泉 shooting tour』 幹事：あけやん

『Hakuba４７でふわっとくるっとねツアー』 幹事：ふっきー

『残雪シャルマン火打』 幹事：たっきん

4月17日(日) 『まぶカツ日帰りチャオ御岳ツアー』 幹事：まぶ、カツ

『桜の白馬　Ｐａｒｔ2』 幹事：どんく

『山崎勇亀キャンプ３』 幹事：ちづ

『AKAKAN shooting tour』 幹事：あけやん

4月24日(日) 『日帰り八方』 幹事：はたぴょん

4月27日(水)～

4月29日（金）
『GW行けないかも。。だからその前にコブコブ八方』 幹事：かずゆき

4月27日（水） 『チャリＴファミレスの集い in 梅田』 幹事：さち

4月28日（木） 『チャリＴファミレスの集い in 京都』 幹事：みなみ

4月29日(金)～

5月8日（日）
『GWも上手旅館』 幹事：ばた～ん

4月30日（土） 『第0.5回ハイキング企画　京都最高峰　皆子山』 幹事：はまちゃん

『ファイナル志賀　ビキニ美女を探せ』 幹事：はまちゃん

『ＧＷ八方ツアー』 幹事：むらっち、ひろり

『AKAKAN GW tour』 幹事：やましぃ

5月14日（土） 『摂津でテニスしましょ』 幹事：ただっち

5月14日(土)～

5月15日（日）
『ぽかぽかかぐら』 幹事：どんく

『ランチツーリング』 幹事：しょうちゃん

『第４回ＡＳＰゴルフ選手権』 幹事：おっくん、むらっち

『海鮮バーベキュー』 幹事：はまちゃん

『西中島で焼肉Vol.4』 幹事：moony、ばた～ん、たしん、ニノミー

『第１回ハイキング企画　大和葛城山でツツジ鑑賞』 幹事：はまちゃん

『摂津でテニス』 幹事：たしん

5月26日(木)～

5月29日（日）
『一生に何回も行く月山サマースキー』 幹事：どんく

5月28日(土)～

5月29日（日）
『アクロス tour』 幹事：やましぃ

6月5日(日) 『平成淀川１００人ＢＢＱ』 幹事：たかっち

6月7日(火) 『ファミレスの集い ｉｎ あべのキューズモール』 幹事：まぶ

6月11日(土)～

6月12日(日)
『第二回登山企画　日本百名山・花の百名山の剣山』 幹事：はまちゃん

6月12日(日) 『摂津でテニス しましょ♪』 幹事：ただっち

6月15日（水） 『甲子園ライスタで応援　阪神VS日本ハ』 幹事：かずぱん

『東大阪テニス』 幹事：ume

『目俵卓球プロジェクトPartI』 幹事：じゅた

6月18日(土)～

6月19日(日)
『大屋でプラスノー』 幹事：KOI

『第三回登山企画　花の百名山「藤原岳」』 幹事：はまちゃん

『鶴見緑地で2Hテニス』 幹事：のーさん

『第５回ＡＳＰゴルフ選手権』 幹事：かめやん、むらっち

『摂津でテニス しましょ♪』 幹事：ただっち

6月30日(木) 『平日ナイターin真田山』 幹事：あいお

7月2日(土) 『oraさん感謝デー』 幹事：どんく、たむん、ＫＯＩ、のりぴー、のりへー

7月3日(日) 『甲子園ライスタで応援　阪神VS横浜』 幹事：かずぱん

7月9日(土) 『農村料理まめやへ行こうツーリング』 幹事：サイキ

5月21日（土）

5月3日(火)～

5月5日（木）

4月23日(土)～

4月24日（日）

4月16日(土)～

4月17日（日）

5月15日（日）

5月

6月

7月

6月26日(日)

6月25日(土)

6月18日（土）



日程

2011年

ツアー名

7月9日(土)～

7月10日(日)
『大屋でプラスノー』 幹事：KOI

『第５回登山企画　富士練習登山　伊吹山』 幹事：はまちゃん

『摂津でテニス またまたしましょ♪』 幹事：ただっち

7月16日(土) 『3連休も摂津でテニス』 幹事：はまちゃん、ただっち

7月16日(土)～

7月17日(日)
『大屋でプラスノー7/16～17』 幹事：たむん

7月17日(日) 『やーまだバドミントンプロジェクトPartゼロ』 幹事：じゅた

7月23日(土) 『春日山原始林で初夏のお気軽ハイキング』 幹事：まぶ

7月26日(火) 『平日ナイターin真田山』 幹事：あいお

『7月最終週も摂津でテニス』 幹事：ただっち、ume

『目俵バドミントンプロジェクトPartIin吹田市立目俵体育館』 幹事：じゅた

7月30日(土)～

7月31日(日)
『第４回登山企画　日本一の山「富士山」』 幹事：はまちゃん

8月5日(金) 『平日ナイターin真田山』 幹事：あいお

8月6日(土) 『真夏の週末ナイター伊丹テニス♪』 幹事：ばたやん

8月12日(金) 『平日ナイターin真田山』 幹事：あいお

8月12日(金)～

8月13日(土)
『第8回お盆に阿波踊り＆讃岐うどん＆ラフティング』 幹事：紅美

『お盆明けに摂津で朝テニス♪』 幹事：ただっち

『第2回魚好き飲み会』 幹事：かおりん、はまちゃん

8月20日(土)～

8月21日(日)
『FC×ASP　夏の長野トレーニングツアーin小布施キングス』 幹事：たかっち

8月22日(月) 『平日ナイターin真田山』 幹事：あいお

『第七回ハイキング企画　日本百名山　草津本白根山ハイキング』 幹事：はまちゃん

『大屋でプラスノー＆ＢＢＱ』 幹事：どんく

9月3日(土) 『摂津で昼テニス♪』 幹事：はまちゃん、ただっち

9月3日(土)and

9月4日(日)
『ＰＩＳＬＡＢゲレンデスペシャルキャンプ』 幹事：あさぴょん

9月4日(日) 『ピスラボ行きまっしょい！』 幹事：S-MAN

『のりぴーと行くせわしない大屋part1』 幹事：のりぴー

『第六回登山ハイキング企画』 幹事：はまちゃん

『門真で4ｈテニス』 幹事：のーさん

9月10日(土)and

9月11日(日)
『ＰＩＳＬＡＢゲレンデスペシャルキャンプ』 幹事：あさぴょん

『目俵卓球プロジェクトPartIIin吹田市立目俵体育館』 幹事：じゅた

『REDS PARTY 2011』 幹事：やっちょ

9月15日（木） 『甲子園ライスタで応援　阪神VS中日』 幹事：かずぱん

9月16日(金) 『平日ナイターin真田山』 幹事：あいお

9月17日(土) 『秋の週末ナイター伊丹テニス♪』 幹事：ばたやん

9月18日(日) 『大屋WJで美しい山林を眺めながら放物線を描く日帰りツアー』 幹事：たむん

9月23日(金祝) 『第６回ＡＳＰゴルフ選手権』 幹事：おっくん、mami

9月23日(金祝)～

9月24日(土)
『のりぴーと行くせわしない大屋part2』 幹事：のりぴー

9月24日(土) 『目俵バドミントンプロジェクトPartII』 幹事：じゅた

9月24日(土)～

9月25日(日)
『第八回登山企画　日本百名山「恵那山」と翌日は観光』 幹事：はまちゃん

10月1日(土) 『住之江でボーリング＆バッティング』 幹事：あけ

『第九回登山企画　3,000ｍ紅葉登山「仙丈ケ岳」』 幹事：はまちゃん

『大屋でプラスノー10月8-9日』 幹事：KOI

10月13日(木) 『秋のファミレスの集い ｉｎ 森ノ宮』 幹事：まぶ

10月15日(土) 『第11回登山ハイキング企画　ススキの段ケ峰』 幹事：はまちゃん

9月11日(日)

9月10日(土)

8月27日(土)～

8月28日(日)

8月20日(土)

10月8日(土)～

10月9日(日)

7月30日(土)

7月10日(日)

8月

9月

10月



日程

2011年

ツアー名

10月15日(土)～

10月16日(日)
『丹後半島で楽しむ　釣り+温泉+ＢＢＱ』 幹事：かつぅ

『やりまっせ！！大阪マラソン試走会』 幹事：さらさ

『秋の遠足＆お気軽ハイキング ｉｎ 交野山・くろんど池』 幹事：まぶ

『神戸飲み会』 幹事：さっちん、六花

『スポーツの秋に摂津でテニス♪』 幹事：ただっち

10月22日(土)～

10月23日(日)
『大屋でプラスノー＆ＢＢＱ』 幹事：どんく

『秋のファミレスの集い ｉｎ 泉ヶ丘』 幹事：KOI、あけ

『京都飲み会in中書島』 幹事：たむん

10月29日(土)～

10月30日(日)
『第十回登山企画　山ガールと行く秋の紅葉　大山』 幹事：はまちゃん

10月31日(月) 『目指せレベルアップ白鳥アイスクラッシャーツアー』 幹事：あさぴょん

『第１回ASP２軍ゴルフ選手権』 幹事：すみこ

『文化の日に秋の伊丹テニス♪』 幹事：ばたやん

『のりぴーと行くせわしない大屋プラスノー』 幹事：のりぴー

11月5日(土) 『目俵卓バドプロジェクトFinal』 幹事：じゅた

11月11日(金) 『2011-12シーズン前に飲みましょう』 幹事：どんく

11月12日(土) 『第1.5回ASP2軍ゴルフ選手権』 幹事：あっちゃん

11月13日(日) 『スポーツの秋に摂津でテニス♪その２』 幹事：ただっち

11月15日(火) 『平日に行く奥美濃アイクラ初滑り』 幹事：どんく

11月18日(金) 『大都会 茨木 で飲み会』 幹事：たしん、moony

『箕面公園で秋の遠足＆お気軽紅葉ハイキング』 幹事：まぶ

『登山ズ慰労会＆シーズン前飲み会』 幹事：はまちゃん

『第７回ＡＳＰゴルフ選手権』 幹事：おっくん、むらっち

『スポーツの秋に摂津でテニス♪その３』 幹事：ただっち

11月23日(水祝) 『WWP-ASP　WELCOME WINTER PARTY』 幹事：オールスタッフ

12月4日(日) 『初冬でも摂津でテニス♪』 幹事：ただっち

12月10日(土)～

12月11日(日)
『志賀高原初滑りスペシャル』 幹事：はまちゃん

12月13日(火) 『ガールズ☆パーティ　＠ウメダ』 幹事：みっきー、ふっきー、さち

12月14日(水) 『江坂ちゃんこ』 幹事：しょうちゃん

12月15日(木)～

12月18日(日)
『初滑りは北海道に行こう』 幹事：はまちゃん

12月17日(土)～

12月18日(日)
『初滑り八方　と　グルメまるに旅館』 幹事：どんく

12月17日(土) 『わたぼー＆たかさんの　　日帰り八方』 幹事：わたぼー

12月18日(日) 『初滑り奥美濃日帰りツアー』 幹事：コウ

12月21日(水)～

12月24日(土)
『１２月クリスマス前はニセコへ行こう』 幹事：さばんぬ、ちぇこ

『初滑り奥美濃日帰りツアー』 幹事：コウ

『ゆるゆる日帰りツアー』 幹事：よっしぃ～・あや・ひろり

『スキープライベートレッスンin八方』 幹事：S-MAN

『クリスマスは八方』 幹事：どんく

『ホワイトクリスマスin志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

『12月３連休五竜＆47ツアー』 幹事：みのる

12月25日(日) 『八方スキープライベートレッスン！』 幹事：かつぅ

12月28日(水)～

12月29日(木)
『平日八方ツアー』 幹事：たかさん

12月29日(木)～

12月30日(金)
『年末前は志賀高原！』 幹事：はまちゃん、かおりん

12月30日(金)～

12月31日(土)
『カウントダウンツアーIn白馬(C日程)』 幹事：むらっち、さっくん

12月

10月29日(土)

10月22日(土)

10月16日(日)

12月23日(金)～

12月25日(日)

12月23日(金)

11月20日(日)

11月19日(土)

11月3日(祝)

11月



日程

2011年

ツアー名

12月30日(金)and

12月31日(土)
『恒例年末プライベートレッスンin八方』 幹事：S-MAN

12月30日(金)～

1月2日(月)
『カウントダウンツアーIn白馬(A日程)』 幹事：むらっち、さっくん

12月30日(金)～

1月3日(火)
『カウントダウンツアーIn白馬(D日程)』 幹事：むらっち、さっくん

12月31日(土)～

1月3日(火)
『カウントダウンツアーIn白馬(D日程)』 幹事：むらっち、さっくん



日程

1月3日(日) 『正月早々ジャム勝！！』 幹事：じゅた

1月3日(日)～ 『1月3日～4日八方』 幹事：ノブ、mami

1月4日(火)

1月9日(土)～ 『３連休でも１泊八方ツアー』 幹事：きょうやん、うえやん

1月10日(日)

『３連休だから２泊白馬ツアー』 幹事：ノブ、moony

『１月三連休はやっぱり志賀高原』 幹事：はまちゃん、まぶ

『妙高プロジェクト　Vol.1』 幹事：ふとし

『ジャム勝どんく塾』 幹事：たかさん、マカベー

『孤独に姑息にコソ練ツアー！？』 幹事：kuwa

1月13日(水) 『日帰りジャム勝or高鷲』 幹事：かずゆき

1月16日(土) 『1/16（土）日帰り』 幹事：ハッシー

『１月もまるに旅館＆八方行きます』 幹事：たかさん

『戸隠どんど焼きツアー』 幹事：うえやん、きょうやん

『今年もやりますヤマボクスノーパーク』 幹事：はまちゃん

『呑んだくれコラボＩＮ赤倉』 幹事：shino、ほしぴ、じゃんぽけ

『栂池プロジェクト１』 幹事：にごー、みっきー

1月17日(日) 『帰ってきた わたの日帰りびん on 1/17』 幹事：わた

1月20日(水) 『帰奥伊吹、平日日帰り』 幹事：KEN

1月20日(水)～ 『ロンバケ♪八方2010』 幹事：ノブ、mami

1月24日（日）

1月23日(土) 『岐阜方面日帰りツアー』 幹事：ヨッシー

1月23日(土)～ 『１月マンスリー　「パウダー白馬」』 幹事：オールスタッフ

1月24日（日） 『2010年もシャルマン火打』 幹事：たっきん

『帰ってきた わたの日帰りびん on 1/24』 幹事：わた

『希望のゲレンデ行っちゃいますツアー』 幹事：kuwa

1月26日(火) 『日帰り！奥美濃で滑って温泉行きましょう！』 幹事：ジャンキー

『ぽけかみツアー』 幹事：じゃんぽけ、ほしぴ

『パウダー天国IN野沢』 幹事：はまちゃん

『がんばれ！Club ASP技選ツアー』 幹事：うえやん、のりぴー

『妙高プロジェクト Vol.2』 幹事：みのる、やべっち

1月31日(日) 『ジャムカツツアー』 幹事：ジャム兄、カツ

『高鷲スノーパーク行きません？』 幹事：おかもっち

『コソ練ツアー』 幹事：シーマン

『コブらない八方』 幹事：はまちゃん

『おんたけ vol.2』 幹事：やましぃ、みっきー

『みんなで猫山ツアー』 幹事：みなみ、やく

『ハチツアー』 幹事：kuwa

『突然！ジャム勝ツアー！』 幹事：ジャンキー

2月7日(日)～ 『カラッと爽やか八方ツアー 2010 年版』 幹事：あっこちん、ただっち

2月8日（月）

『闘え基礎ラーシリーズ～奥神鍋スキー技術選手権』 幹事：うえやん

『リフト券活用ツアー （めいほう）』 幹事：チャリ

2月11日(木祝)～ 『２月４連休スペシャル志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

2月14日（日）

2月13日(土)～ 『飛び石連休出来ない負け組み八方ツアー』 幹事：どんく

2月14日（日）

2月14日（日） 『2/14はヨゴにいってみようか～』 幹事：さらさ

2月18日(木) 『ジャム勝、平日日帰り』 幹事：KEN

2010年

ツアー名

1月

1月11日(月祝)

1月9日(土)～

1月11日(月祝)

1月16日(土)～

1月17日（日）

1月24日(日)

1月30日(土)～

1月31日（日）

2月6日(土)

2月

2月6日(土)～

2月7日（日）

2月7日（日）

2月11日(木祝)



日程

2010年

ツアー名

2月20日(土) 『日帰りめいほう』 幹事：たかさん＆あけ

2月20日(土)～ 『２月マンスリー白馬「ザ・おしゃれ旅」』 幹事：オールスタッフ

2月21日（日） 『黒姫検定ツアー』 幹事：きょうやん、うえやん

『わたの日帰り便 　2/21日』 幹事：わた

『マンスリー追っかけ４７』 幹事：kuwa

2月23日(火) 『奥美濃、平日日帰り』 幹事：KEN

『八方で東西交流』 幹事：どんく

『温泉でほっこり2月野沢ツアー』 幹事：はまちゃん、かおりん

『妙高プロジェクト　Vol.3』 幹事：ふとし

『利賀で滑らない利賀ツア～』 幹事：サイキ

『リフト券消化ツアー』 幹事：じゃんぽけ＆チャリ

2月28日（日） 『日帰り八方』 幹事：はたぴょん

3月4日(木) 『八方リーゼンスラローム大会(スキー)に出ませんか？』 幹事：のりぴー

3月6日(土) 『３月早々ジャム勝！！』 幹事：じゅた

『おんたけ2240でテク受験』 幹事：かつぅー

『おんたけ リベンジ祭り－２月は寒すぎてごめんな祭－』 幹事：やましぃ、みっきー

『コブらない八方　ＰＡＲＴⅡ』 幹事：はまちゃん、moony

『奥美濃日帰り』 幹事：とし

『コブらない八方を追いかけて』 幹事：はまちゃん

3月10日(水) 『帰ってきた平日シリーズ Vol. １ ～リベンジ JAM 勝』 幹事：かずゆき

『３月マンスリー　「春の白馬」』 幹事：オールスタッフ

『やっぱり３月は志賀高原』 幹事：はまちゃん

『日帰り高鷲スノーパーク』 幹事：あっくん

『日帰り八方マンスリー追っかけツアー』 幹事：はたぴょん

3月16日（火） 『早割り券で行く！年度末平日ダイナランド！』 幹事：ジャンキー

3月16日(火)～ 『帰ってきた平日八方』 幹事：かずゆき

3月17日(水)

3月20日(土)～ 『３月３連休は岩渕隆二さんと遊びましょう』 幹事：どんく

3月21日(日)or

3月22日（月祝）

3月20日(土)or 『栂池テククラお受検ツアー』 幹事：シーマン

3月21日(日)～

3月22日（月祝）

『優ちゃんを探せ！志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

『３連Qサンキュー』 幹事：かずくん

3月26日(金) 『鷲ヶ岳日帰り』 幹事：さらさ

『八方コブ猿　応援ツアー』 幹事：どんく

『３末志賀高原』 幹事：はまちゃん

『戸隠ツアー』 幹事：うえやん、きょうやん

『亀キャン１１ELEVEN』 幹事：たかっち、かず

『白馬さのさかでモーグルレッスン＆雪遊び！』 幹事：ジャンキー

『モンモン行けなくてモンモンしてるから白馬行くツアー！！』 幹事：ヤスエ

3月30日(火)～ 『帰ってきた平日シリーズ Ｖｏｌ．２』 幹事：かずゆき

4月1日（木）

4月3日(土)～ 『４月マンスリー　「ぽかぽか八方」』 幹事：オールスタッフ

4月4日（日）

4月7日(水) 『魅惑の花見』 幹事：おっくん

3月20日(土)～

3月22日（月祝）

3月27日(土)～

3月28日（日）

4月

3月6日(土)～

3月7日（日）

3月7日（日）

3月13日(土)～

3月14日（日）

3月14日（日）

3月

2月21日（日）

2月27日(土)～

2月28日（日）



日程

2010年

ツアー名

『アフターぽか八』 幹事：どんく

『丸観に泊まる志賀高原』 幹事：はまちゃん

『志賀高原一の瀬大回転ツアー』 幹事：きょうやん、うえやん

4月10日（土） 『日帰り高鷲』 幹事：あさちゃん

4月11日（日） 『懲りずに高鷲SPお花見ツアー』 幹事：もうじ

4月17日（土） 『日帰り高鷲or八方』 幹事：ばたやん

『桜の白馬　Ｐａｒｔ１』 幹事：どんく

『春の栂池プロジェクト』 幹事：きゅうぶ

『4/17～18志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

『関温泉湯治？ツアー』 幹事：あけやん

『突発的白馬』 幹事：じゃんぽけ＆シーマン

4月20日(火) 『最上段で六甲颪！阪神VS広島』 幹事：ジャンキー

4月23日(金) 『第2回魚好き飲み会』 幹事：かおりん

4月24日(土) 『いしやんひろちゃんブラパ』 幹事：たかっち、たけっさん

『桜の白馬　Ｐａｒｔ２』 幹事：どんく

『野沢ｓｐｅｃｉａｌ』 幹事：ｔａｋａ・たか

『４７＆五竜ツアー』 幹事：ふとし

5月1日(土)～ 『ＧＷ白馬ツアー』 幹事：たかっち＆かず

5月5日(水)

5月1日(土)～ 『ファイナル志賀高原』

5月4日(火) 幹事：はまちゃん

5月7日(金) 『今シーズンお疲れ上新庄飲み会』 幹事：kuwa

5月15日(土)～ 『新緑のかぐらツアー』 幹事：どんく

5月16日（日）

『千畳敷で雲上スキー』 幹事：はまちゃん

『新緑の周山街道走って小浜まで行って日本海みて海鮮丼食べようツーリング』 幹事：たけっさん

5月21日(金) 『西中島で焼肉Vol.3』 幹事：moony、ニノミー、ばた～ん、たしん

『伊勢松阪伊賀とぅ～りんぐ！(-.-)』 幹事：S-MAN

『高槻でインラインスケート』 幹事：たしん

5月23日(日) 『大和葛城山ハイキング』 幹事：はまちゃん、ただっち

5月24日(月) 『熱く語ろうシーズンオフ飲み会』 幹事：taka

6月4日(金)～ 『サマースキー　月山』 幹事：どんく

6月6日(日)

6月5日(土) 『第３回魚好き飲み会　バーベキュー編』 幹事：はまちゃん

6月12日(土) 『マリンパーク北村テニス』 幹事：あいお

6月12日(土)～ 『２０１０年度第二回ハイキング企画　水芭蕉の尾瀬』 幹事：はまちゃん

6月13日(日)

6月13日(日) 『舞洲から淀川100人BBQ』 幹事：たかっち

6月19日(土)～ 『アクロス6月コブウィーク』 幹事：たむん

6月20日(日)

6月26日(土) 『ザ・梅雨のブラパスペシャル！Ｓ－ＭAN＆ともとも』 幹事：むらっち、のりえ、みなみ、たかっち（ＭＣ）

6月27日(日) 『第３回ハイキング企画　涼を求めて横山岳』 幹事：はまちゃん、ただっち

7月3日(土) 『ジュンくん＆カオルさんおめでとう飲み会♪』 幹事：にごー、よっしー、やましぃ、なんぺぃ

7月4日(日) 『摂津でテニスしませんか』 幹事：ただっち

7月10日(土) 『ASP卓球王再び！in吹田』 幹事：もうじ、じゅた

『第2回ＡＳＰゴルフ選手権』 幹事：おっくん、むらっち

『トランポリンするで～！』 幹事：kuwa

7月16日(金) 『祇園祭飲み会』 幹事：yuki

4月10日(土)～

4月11日（日）

4月17日(土)～

4月18日（日）

4月24日(土)～

4月25日（日）

5月16日（日）

5月22日(土)

7月11日(日)

5月

6月

7月



日程

2010年

ツアー名

7月17日(土) 『中部緑地ナイターテニス』 幹事：MIN

7月24日(土) 『晴れしか行かない乗鞍大雪渓』 幹事：どんく

7月24日(土)～ 『ガールズキャンプinアクロス』 幹事：さらさ＆ガールズ数名

7月25日(日)

『SK★スクール』 幹事：ちづ

『摂津でテニス（＆かき氷）しませんか』 幹事：ただっち

7月31日(土) 『takaを偲ぶ会』 幹事：龍平。＆み

8月1日(日) 『堺でテニスしませんか？』 幹事：はまちゃん

8月5日(木) 『帰ってきたファミレスの集い ｉｎ 森ノ宮』 幹事：まぶ、ただっち

『第4回魚好き飲み会』 幹事：かおりん、はまちゃん

『摂津でテニスしませんか？』 幹事：ただっち

8月13日(金)～ 『第7回お盆に阿波踊り＆讃岐うどん＆ラフティング』 幹事：紅美

8月14日(土)

8月14日(土) 『尼崎テニス』 幹事：MIN

8月28日(土)～ 『大屋でプラスノー、ＷＪとＢＢＱ』 幹事：どんく、のりぴー

8月29日(日)

『第２．５回ＡＳＰゴルフ選手権』 幹事：おっくん、むらっち

『SK8★スクール』 幹事：ちづ

『キャニオニングで川遊びしませんか？』 幹事：のりぴー

『摂津でテニスしませんか』 幹事：ただっち

9月11日(土) 『中部緑地ナイターテニス』 幹事：MIN

9月12日(日) 『第４回ハイキング企画　残暑か？涼か？の天ヶ岳』 幹事：ただっち

9月20日(月) 『ソースカツ丼　ツーリング』 幹事：くろちゃん、たけっさん

『第2.75回ＡＳＰゴルフ選手権』 幹事：むらっち、おっくん

『ど○く号慣らし　ツーリング』 幹事：たけっさん、くろちゃん

『紅葉の立山登山』 幹事：はまちゃん

『オフトレやってる？アクロスで発表会』 幹事：shino

10月3日(日) 『かつぅーさん東京行っても頑張ってね飲み会』 幹事：だっち、みなみ

『日帰りでプラスノーいきませんか？』 幹事：のりぴー

『ミステリー登山』 幹事：はまちゃん

10月16日(土) 『摂津でテニスしませんか』 幹事：ただっち

10月16日(土)～ 『山崎勇亀ＳＫ８キャンプ』 幹事：ちづ

10月17日(日)

10月22日(金) 『しゃぶしゃぶパーティー』 幹事：たけっさん

10月23日(土)～ 『第２弾　大屋でプラスノー＆ＢＢＱ』 幹事：どんく、のりぴー

10月24日(日)

10月23日(土)～ 『再びのアクロス』 幹事：shino

10月24日(日)

10月28日(木) 『秋のファミレスの集い ｉｎ 森ノ宮 』 幹事：まぶ

10月31日(日) 『第３回ＡＳＰゴルフ選手権』 幹事：おっくん、むらっち

11月2日(火) 『第５回魚好き飲み会final2010』 幹事：はまちゃん、かおりん

11月6日(土) 『鍋パーティーin梅田』 幹事：kuwa

11月13日(土) 『武奈ヶ岳登山』 幹事：はまちゃん

11月15日(月) 『代休万歳アイスクラシャー』 幹事：みなみ

11月18日(木) 『シーズン前に飲みましょう』 幹事：どんく

11月20日(土) 『紅葉の京都 高雄～嵯峨野・嵐山お手軽ハイキング』 幹事：ただっち、くろちゃん

8月7日(土)

7月25日(日)

11月

8月

9月

10月

9月4日(土)

8月29日(日)

9月26日(日)

10月2日(土)～

10月3日(日)

10月11日(月)



日程

2010年

ツアー名

『スノーボーダーズナイト　in 京セラドーム』 幹事：たかっち

『摂津でテニスしませんか』 幹事：ただっち

11月22日(月) 『飛び石連休の間の平日アイスクラシャー』 幹事：のりぴー

11月23日(火祝) 『WWP-ASP　WELCOME WINTER PARTY』 幹事：オールスタッフ

11月25日(木) 『平日日帰りアイスクラッシャー』 幹事：KEN

11月28日(日) 『第４回？登山企画　紅葉満喫のはず！鎌ヶ岳』 幹事：はまちゃん、ただっち

12月1日(水) 『まさか八方行く気じゃないやろね岐阜アイクラ』 幹事：かずゆき

12月4日(土)～ 『１２月志賀高原初滑りスペシャルツアー』 幹事：はまちゃん

12月5日(日)

12月8日(水) 『忘年会江坂でちゃんこ』 幹事：しょうちゃん

12月11日(土) 『 2010 年ハイキング：アンコール企画　愛宕山』 幹事：はまちゃん、ただっち

12月11日(土)～ 『リベンジオープニング八方』 幹事：どんく

12月12日(日)

12月12日(日) 『日帰り八方改めおんたけ』 幹事：たかさん、はたぴょん

12月16日(木) 『奥美濃、平日日帰りツアー』 幹事：KEN

12月18日(土) 『初滑り日帰り第１弾』 幹事：ばたやん

『初滑り八方　と　グルメまるに旅館』 幹事：どんく

『全面滑走出来る？志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

『初滑り４７＆五竜ツアー 　』 幹事：ふとし

12月19日(日) 『そろそろ起きるぞ日帰りツアー』 幹事：なん

12月20日(月) 『雪のあるとこ平日日帰りツアー』 幹事：KEN

12月23日(祝) 『初滑り日帰り第2弾』 幹事：ばたやん、ただっち

12月23日(祝)or 『クリスマスは志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

12月25日(土)～

12月26日(日)

12月25日(土) 『プライベートレッスンin八方』 幹事：S-MAN

12月25日(土)～ 『クリスマスは八方』 幹事：どんく

12月26日(日)

12月30日(木)and 『恒例年末プライベートレッスンin八方』 幹事：S-MAN

12月31日(金)

12月29日(水)～ 『年末八方』 幹事：ノブ

12月31日(金)

12月30日(木)～ 『カウントダウンツアーIn白馬10/11(D日程)』 幹事：むらっち、さっくん

12月31日(金)

12月30日(木)～ 『カウントダウンツアーIn白馬10/11(A日程)』 幹事：むらっち、さっくん

1月2日(日)

12月30日(木)～ 『カウントダウンツアーIn白馬10/11(C日程)』 幹事：むらっち、さっくん

1月3日(月)

12月31日(金) 『輝きフリーランツアー(スノーボード)』 幹事：龍平。

12月31日(金)～ 『カウントダウンツアーIn白馬10/11(B日程)』 幹事：むらっち、さっくん

1月3日(月)

12月18日(土)～

12月19日(日)

11月21日(日)

12月



日程

1月2日(金) 『日帰り白馬！』 幹事：しょうちゃん

1月3日(土) 『シャトル便が帰ってきた！！』 幹事：クール

1月4日(日) 『日帰り　スキージャム勝山』 幹事：かずゆき

1月7日(水) 『日帰りジャム勝』 幹事：カツ

1月10日(土) 『ジャム勝日帰り』 幹事：たかさん

『今年もさかえ倶楽部』 幹事：273＠

『１月黒姫ツアー』 幹事：きょうやん、うえやん

『三連休スペシャル志賀高原』 幹事：はまちゃん、NORIKO

『激太銀嶺　１月３連休』 幹事：かずくん

1月11日(日)～ 『激混白馬』 幹事：くらにい

1月12日（月）

『ジャム勝日帰り』 幹事：マカベー、taku

『開田？滑り』 幹事：kuwa

『激混み八方ツアー改めワッシー日帰り』 幹事：えすまん、むらっち

1月14日（水）～ 『八方検定もやってます！』 幹事：かずゆき

1月15日（木）

『やっぱり今年も白馬　けどアインス残念ツアー』 幹事：どんく

『志賀高原で、ザ・異文化交流マテリアル』 幹事：チャリ、みっちゃん、みっきー

『どんど焼きの戸隠ツアー』 幹事：のーさん、うえやん、きょうやん

『今年もシャルマン火打』 幹事：たっきん

『パウダースペシャル野沢温泉』 幹事：はまちゃん

『東ハチ企画改めハチハチ北』 幹事：kuwa

『鷲ヶ岳日帰りツアー』 幹事：あけやん

1月20日(火) 『日帰りやぶはらorきそふくしま』 幹事：ムネ、こんちゃん

1月21日(水) 『江坂ちゃんこ DE 新年会♪』 幹事：しょうちゃん、たけっさん

1月22日(木) 『ジャム勝日帰り』 幹事：あっこちん

1月24日(土) 『奥伊吹ちゃんぴおん』 幹事：ごろやん

『妙高満喫！おしゃれ旅♪』 幹事：ASPオールスタッフ

『奥神鍋お泊り』 幹事：わたぼー＆ヤッピー

『日帰りダイナランド』 幹事：ふとち～

『ジャム勝日帰りツアー』 幹事：ジャム兄

1月27日（火）～ 『しょうこりもなく八方！』 幹事：かずゆき

1月28日（水）

1月27日(火)or 『ロンバケツアー★志賀高原』 幹事：mami、ノブ

1月28日(水)～

2月1日（日）

1月31日(土) 『日帰りジャム勝又はめいほう』 幹事：はまちゃん

『栂池プロジェクト　ザ・リベンジ！』 幹事：ジュン、にごー、みっきー

『ぽけかみツアー』 幹事：じゃんぽけ、ほしぴ

『戸隠とんくるりんツアー』 幹事：龍平。ひな

『シャルマンＰＡＲＴⅡ』 幹事：たっきん、（副）shino

『妙高池の平＆赤倉＆杉ノ原ツアー』 幹事：ふとし、やましぃ

『がんばれ！Club ASP技選ツアー』 幹事：うえやん、のりぴー

1月25日(日)

1月24日(土)～

1月25日（日）

1月31日(土)～

2月1日（日）

1月10日(土)～

1月11日（日）

1月10日(土)～

1月12日（月）

1月12日(月祝)

1月17日(土)～

1月18日（日）

1月18日(日)

2009年

ツアー名

1月



日程

2009年

ツアー名

2月5日(木) 『高鷲スノーパーク　日帰り』 幹事：あっこちん

2月7日(土) 『立山山麓リベンジ！ツアー』 幹事：龍平。

『ASP山崎勇亀プロキャンプ９』 幹事：たかっち、かず

『サンアルピナに行こう！』 幹事：ほしぴ、じゃんぽけ

『行けるかわからない八方とアインス』 幹事：どんく、あいお、のりへー

『妙高ファン倶楽部ツアー』 幹事：あけやん

『東ハチ企画』 幹事：kuwa

『めいほうお受験ツアー』 幹事：たかさん、はるぱ

『日帰りＪＡＭ勝山』 幹事：なん、あっこちん

2月10日(火) 『平日日帰りやぶはらorきそふくしま再び』 幹事：ムネ、こんちゃん

『近くてお気軽！大屋で遊びましょう！』 幹事：ジャンキー

『闘え基礎ラーシリーズ～奥神鍋スキー技術選手権』 幹事：うえやん

『やぶはら日帰り』 幹事：さっくん

『高鷲スノーパーク日帰りツアー』 幹事：あけやん

『奥美濃エリア』 幹事：きゅうぶ

2月11日(水祝)～ 『建国記念日＆平日。八方ツアー』 幹事：はまちゃん、mami

2月12日(木)

2月12日(木) 『ダイナランド　日帰り』 幹事：なおか

2月14日(土)～ 『バレンタイン白馬』 幹事：ASPオールスタッフ

2月15日（日）

『ジャム勝へ日帰り！』 幹事：ジャム兄

『ハチハチ北ツアー』 幹事：ふとち～

『日帰りホワイトピア高鷲』 幹事：あけやん

『今庄３６５。。。あると思います。。。マジ？』 幹事：やきまつ

2月20日(金)～ 『黒姫検定ツアー』 幹事：うえやん

2月22日（日）

『ベストシーズン志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

『行くぜ！タングラム勝ち組ツアー』 幹事：なん

『秘境！！スノーバレー利賀ツアー』 幹事：サイキ＆nori-P

『二月の戸隠ツアー』 幹事：クール、チャオ

『ボーダーが企画する八方ツアー』 幹事：ふとし

『二月の栂池プロジェクト』 幹事：良ちん

『ハチハチ北リベンジツアー』 幹事：kuwa

『爽やか八方ＰＶレッスン』 幹事：ただっち

2月22日(日)～ 『カラッと爽やか八方ツアー 2009 年版』 幹事：ただっち

2月23日（月）

2月24日(火) 『平日日帰りやぶはらorきそふくしま3』 幹事：ムネ、こんちゃん

2月25日(水)～ 『平日２月２５、２６日八方ツアー』 幹事：mami、ノブ

2月26日（木）

『KY ひろりのシーズン中ブラパ♪』 幹事：たけっさん

『手羽先と、めいほう』 幹事：しょうちゃん

『八方コブ猿どんく塾』 幹事：どんく

『黒姫　テク選観戦＆応援ツアー 』 幹事：かくちゃん、こうよう

『斑尾高原で遊びましょう！』 幹事：ジャンキー、カツ

『山田牧場合法ゲレンデ外ツアー』 幹事：はまちゃん

『栂池プロジェクト　２連チャンでもどんとこーい！』 幹事：ジュン、みっきー

2月7日(土)～

2月8日（日）

2月8日(日)

2月11日(水祝)

2月15日(日)

2月21日(土)～

2月22日（日）

2月22日（日）

2月28日(土)

2月28日(土)～

3月1日（日）

2月



日程

2009年

ツアー名

3月4日(水)～ 『平日八方いきまっしょい！』 幹事：S-MAN

3月5日（木）

3月7日（土） 『とにかくジャム勝行きます』 幹事：たかさん

『山崎勇亀プロ×小林じゅんじプロ　スーパーコラボキャンプinASP』 幹事：たかっち

『帰ってきたコブらない八方』 幹事：はまちゃん

『ぽけかみツアー２』 幹事：じゃんぽけ、ほしぴ

『栂池高原☆湯けむり旅情編』 幹事：まぶ、艦長、チキ

『赤倉温泉ツアー』 幹事：あけやん

『とりあえず岐阜ツアー』 幹事：とーこ

3月7日(土)～ 『ニセコヒラフ　プチパウダーの旅』 幹事：チャリ

3月10日（火）

『隆二さんに挑戦！？PVレッスン』 幹事：むらっち＆あさぴょん

『ゆるゆる高鷲SPツアー』 幹事：おかもっち

3月10日(火)～ 『いつも通り八方？ツアー！』 幹事：かずゆき

3月11日（水）

『ホワイトスノーとマシュマロ三昧』 幹事：ASPオールスタッフ

『やっぱりやるのよ乗鞍高原温泉09』 幹事：２７３＠

『技選の八方とアインス』 幹事：なおか

3月15日（日） 『お受験めいほうⅡ』 幹事：たかさん

3月18日（水） 『平日日帰りきそふくしまお受験ツアー』 幹事：ムネ、こんちゃん

3月20日(金) 『白馬ぱ～ちぃ～２００９サブリナライダーによるフリースタイルキャンプ』 幹事：さわ

『３連休スペシャル元祖コブらない志賀高原』 幹事：はまちゃん

『八方コブ猿どんく塾　PartⅡ』 幹事：どんく、あいお、のりへー

『栂池祭りだワッショイワッショイ！』 幹事：シーマン

『帰ってきた！！白馬ぱ～ちぃ♪２００９』 幹事：taka、龍平。、まさゆき、つー

『リベンジ！妙高パークツアー』 幹事：ふとし、みのる

『ツアー　くるまやま』 幹事：クール

3月22日（日） 『春の日帰りダイナランド祭！』 幹事：ジャンキー

3月25日(水)～ 『3月平日ツアー』 幹事：ume、mami

3月27日（金）

『プレぽか八　　黒菱どんく塾』 幹事：どんく

『まだまだ雪が有る志賀高原ツアー』 幹事：はまちゃん

『極上パーク妙高池の平ツアー　』 幹事：やましぃ

『ファイナル戸隠ツアー』 幹事：きょうやん、うえやん

『栂池プロジェクト５』 幹事：ジュン、みっきー、にごー

3月29日（日） 『懲りずにダイナランドお気楽ツアー』 幹事：もうじ

4月1日(水) 『日帰り　ダイナランド』 幹事：かずゆき

『チャオでモスにノッチャオツアー』 幹事：サイキ＆nori-P＆おかもっち

『八方日帰り　ぽか八追っかけ』 幹事：たかさん

『ぽかぽか八方』 幹事：ASPオールスタッフ

『丸池観光ホテルに泊まる志賀高原』 幹事：はまちゃん、まこちん

4月5日(日) 『春の日帰りダイナランド祭！』 幹事：ジャンキー

4月7日(火)
『魅惑の花見～ずっと－第６９回－なるほどthe春の祭典－鳴呼！おピンク祭

～』
幹事：おっくん

4月7日(火)～ 『平日4月７、８日八方ツアー』 幹事：mami

4月8日(水)

4月11日（土） 『おんたけ２２４０日帰りツアー』 幹事：まぶ

3月7日(土)～

3月8日（日）

3月8日（日）

3月14日(土)～

3月15日（日）

3月20日(金)～

3月22日（日）

3月28日(土)～

3月29日（日）

4月4日(土)

4月4日(土)～

4月5日（日）

3月

4月



日程

2009年

ツアー名

『アフターぽか八　ばたーん山の家』 幹事：どんく

『４７＆五竜試乗会ツアー』 幹事：ふとし

『４月半ばの志賀高原ツアー』 幹事：きょうやん、うえやん

『よちよち幹事の関温泉ツアー』 幹事：しゅうじ、じゃんぽけ

『亀キャンEX！春のヤマザキエア祭り～車山クローズ！』 幹事：たかっち

『チャオおんたけ日帰りツアー』 幹事：なおか

『こぶ相撲おんたけ場所　千秋楽日帰りツアー』 幹事：toto

『摂津でテニスしませんか』 幹事：ただっち

『のぶのすけ　クラ合格祝賀会』 幹事：ume

『赤倉観光リゾートツアー』 幹事：あけやん

『桜の白馬ツアーpart1』 幹事：どんく、のりへー

『チャオに行っちゃおツアーpart2』 幹事：かくちゃん、こうよう

4月19日（日） 『日帰り白馬』 幹事：はたぴょん

4月26日(日) 『アニソンだらけなカラオケ』 幹事：艦長

『桜の白馬ツアーpart2』 幹事：どんく、のりへー

『最後？の栂池プロジェクト』 幹事：あけやん、良ちん

『チャオに行っちゃおツアー』 幹事：かくちゃん、こうよう

『御岳ロープウェイツアー』 幹事：あけやん

4月26日（日） 『日帰りで桜の白馬』 幹事：はたぴょん、ただっち

4月29日（水祝） 『日帰り　八方尾根』 幹事：かずゆき

『ＧＷ志賀高原リゾートツアー２００９』 幹事：はまちゃん、まぶ、さち☆

『ゴールデンかぐら』 幹事：良ちん

5月2日(土)～ 『GW白馬ツアー』 幹事：むらっち＆かず

5月6日(水) 『ＧＷ「白馬のコテージでコッテコテ♪」』 幹事：みっちゃん＆もとき

5月3日(日) 『白馬DE飲み会』 幹事：むらっち、mami

5月16日(土)～ 『シーズンファイナル　かぐらツアー』 幹事：どんく

5月17日（日）

5月28日(木) 『ザ・交流戦』 幹事：むらっち、うえやん

5月30日(土) 『サザンＤＥカラオケ大会！』 幹事：シーマン、しょうちゃん、むらっち

5月31日(日) 『第３回ハイキング企画＜新緑の剣尾山＞』 幹事：まぶ、はまちゃん、ただっち

6月4日(木)or 『サマースキー　月山』 幹事：どんく

5日(金)～

6月7日(日)

6月7日(日) 『やきまっちゃん　ブラパ♪』 幹事：えすまん、のりへー

6月14日(日) 『舞洲100人BBQ』 幹事：あさぴょん

『大阪インライン』 幹事：やきまつ

『新大阪飲み会』 幹事：むらっち、S-MAN

6月21日(日) 『中部緑地テニス』 幹事：MIN

6月28日(日) 『第２回ハイキング企画 in 初夏の生駒山』 幹事：まぶ

7月4日(土) 『初夏飲み会in梅田』 幹事：kuwa

『晴れしか行かない乗鞍大雪渓』 幹事：どんく

『氷上の鬼ごっこ大決戦（アイススケート）』 幹事：はるぱ

7月10日(金) 『京都飲み食べ会』 幹事：のりえ

7月11日(土) 『服部緑地テニス』 幹事：MIN

7月18日(土) 『中部緑地ナイターテニス』 幹事：MIN

6月20日(土)

7月5日(日)

4月18日(土)

4月12日（日）

4月18日(土)～

4月19日（日）

4月25日(土)～

4月26日（日）

5月2日(土)～

5月5日(火)

5月

6月

7月

4月11日(土)～

4月12日（日）



日程

2009年

ツアー名

7月18日(土)～ 『みんなでアクロスツアー☆　ボーリングもねっ』 幹事：みなみ、やく

7月19日(日)

7月20日(月祝) 『第３回ハイキング企画 ＆富士練習ハイキングＩＮ蓬莱山』 幹事：はまちゃん

『O-airに行こう♪』 幹事：にごー

『すのーば羽島に行きますー』 幹事：たかっち

7月26日(日) 『O-airに行こう♪』 幹事：みなみ

8月1日(土) 『中部緑地テニス』 幹事：MIN

8月1日(土)～ 『富士登山』 幹事：はまちゃん、ちっち

8月2日(日)

8月8日(土) 『大屋で日帰りプラスノーツアー』 幹事：なおか

8月13日(木) 『尼崎テニス』 幹事：MIN

8月14日(金)～ 『第6回お盆に阿波踊り＆讃岐うどん＆ラフティング』 幹事：紅美

8月15日(土)

8月15日(土) 『尼崎テニス』 幹事：MIN

8月22日(土) 『中部緑地テニス』 幹事：MIN

8月29日(土) 『O-airに行こう♪』 幹事：みなみ

8月30日(日) 『大津ウェイクしませんか？』 幹事：もうじ

『初秋か残暑か…蛇谷ヶ峰ハイキング』 幹事：ただっち

『ラウンドワンでおーるないと』 幹事：かつぅー

9月6日(日) 『摂津でテニスしませんか』 幹事：ただっち

9月19日(土) 『良ちん＠のブラパ♪』 幹事：たかっち＆いしやん＆かず＆ひろちゃん

9月20日(日) 『O-airに行こう♪』 幹事：みなみ

9月21日(月) 『尼崎テニス』 幹事：MIN

9月26日(土)～ 『アクロスツアー』 幹事：かくちゃん

9月27日(日) 『アクロスCAMP（CAMPの参加者に限る)』 幹事：さらさ

9月27日(日) 『尼崎ナイターテニス』 幹事：MIN

『御嶽山登山』 幹事：はまちゃん

『スポーツビレッジスミノエでフットサル』 幹事：あけ

10月3日(土)～ 『秋の亀キャン！ASP山崎勇亀SK８キャンプin岡山』 幹事：まさゆき、たっきん、たかっち

10月4日(日)

10月9日(金) 『京都西京極いいとこマイナーどころ食べ飲み会』 幹事：もうじ

10月18日(日) 『秋の友ヶ島探検ハイキング！』 幹事：はまちゃん、ただっち、まぶ

10月25日(日) 『国宝 姫路城とグルメ ツーリング』 幹事：たけっさん、みっきー

10月29日(木) 『2009-10 　シーズン前に飲みましょう』 幹事：どんく

11月7日(土) 『シーズン直前！ベルギービール飲み会』 幹事：ひろり

『紅葉を満喫しましょう！曽爾高原ハイキング』 幹事：はまちゃん、ただっち

『初滑りアイスクラッシャー晩秋の奥美濃とだるま屋』 幹事：どんく

『みんなで飲みませんか？』 幹事：ふとし

11月15日(日) 『初滑り　ＩＣＳ　奥美濃』 幹事：はたぴょん

11月20日(金) 『ヨゴレ呑み会　２００９　しゃぶしゃぶ祭りや！』 幹事：たけっさん

11月21日(土) 『アイスクラッシャー』 幹事：moony、なおさん

11月23日(月祝) 『WWP-ASP　WELCOME WINTER PARTY』 幹事：オールスタッフ

11月27日(金) 『お魚好き集まれ！飲み会』 幹事：NORIKO、かおりん、はまちゃん

11月28日(土) 『アイスクラッシャー』 幹事：かくちゃん、なおさん

11月30日(月) 『平日にアイスクラッシャーで足慣らし♪』 幹事：のりぴー

11月14日(土)

7月25日(土)

9月5日(土)

10月3日(土)

8月

9月

10月

11月



日程
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ツアー名

12月4日(金) 『飲み会しましょう』 幹事：kuwa

12月5日（土） 『チャオ御岳日帰り』 幹事：うえやん

12月5日(土)～ 『★志賀高原★初滑り・スキー場開き祭★』 幹事：わたぼー

12月6日（日）

『初冬の新日本百名山・岩湧山ハイキング』 幹事：はまちゃん、ただっち、まぶ

『日帰りダイナランド』 幹事：かくちゃん

12月12日(土)～ 『初滑りスペシャル志賀高原』 幹事：はまちゃん

12月13日（日）

12月13日（日） 『日帰りおんたけ2240』 幹事：はたぴょん

12月16日(水) 『江坂でちゃんこ』 幹事：さばんぬ、しょうちゃん

12月19日(土) 『日帰りおんたけ２２４０』 幹事：たかさん

12月19日(土)～ 『初滑り八方　と　グルメまるに旅館』 幹事：どんく

12月20日（日）

12月19日(土)～ 『初滑り北海道』 幹事：はまちゃん

12月23日（水）

12月20日（日） 『おんたけ2240いきまっせ』 幹事：やきまつ

12月20日(日)～ 『気持ちはホワイトＸ'mas in 八方』 幹事：mami、ノブ

12月23日（水祝）

12月23日（水祝） 『富士見パノラマ　日帰りツアー』 幹事：かくちゃん

12月26日(土) 『日帰り　高鷲＆ダイナ』 幹事：はまちゃん、moony

12月26日(土)～ 『八方で年忘れ』 幹事：どんく

12月27日（日） 『おんたけとスペアリブといのぶ～た？ツアー』 幹事：やましぃ

12月27日（日） 『日帰り八方・ザ・リベンジ！』 幹事：はたぴょん

12月28日（月） 『高鷲かおんたけ日帰りツアー』 幹事：kuwa

12月29日（火） 『年末日帰りツアー』 幹事：まぶ

12月29日(火)～ 『年末前に志賀高原で滑ろう！ツアー』 幹事：はまちゃん、かおりん

12月30日（水）

12月30日(水)～ 『年末緊急ツアー！白馬で遊びましょう！』 幹事：ジャンキー

12月31日(木) 『カウントダウンツアーIn白馬０９/１０(Ｄ日程)』 幹事：むらっち、さっくん

12月30日(水)～ 『カウントダウンツアーIn白馬０９/１０(Ａ日程)』 幹事：むらっち、さっくん

1月2日（土）

12月30日(水)～ 『カウントダウンツアーIn白馬０９/１０(Ｃ日程)』 幹事：むらっち、さっくん

1月3日（日）

12月31日(木)～ 『カウントダウンツアーIn白馬０９/１０(Ｂ日程)』 幹事：むらっち、さっくん

1月3日（日）

12月31日(木) 『輝きフリーランツアー(スノーボード)』 幹事：taka

12月6日(日)

12月



日程 ツアー名

1月3日(木) 『伝説の日帰りシャトル便』

幹事：クール

1月4日(金) 『白馬でお正月を滑ろう！ツアー』

↓ 幹事：まぶ、まこちん

1月5日(土)

1月5日(土) 『お年玉はパウダーか黒菱コブ』

↓ 幹事：どんく

1月6日(日)

1月6日(日) 『日帰り　おんたけ2240』

幹事：はたぴょん

1月6日(日) 『スカイバレー日帰り』

幹事：さっくん

1月10日(木) 『1月１０日　木曜日日帰り♪』

幹事：あっこちん

1月12日(土) 『夢の銀嶺！優雅たれ白馬コルチナ1月12～14日』

↓ 幹事：たかっち

1月14日（月祝）

1月12日(土) 『トップシーズンの志賀でパウダーを滑ろう！ツアー』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ

1月14日（月祝）

1月12日(土) 『乗り遅れたあなたに捧ぐ～１月３連休／愛と希望の白馬ツアー』

↓ 幹事：きょうちゃん

1月14日（月祝）

1月13日(日) 『魅惑のゲレンデ in さかえ倶楽部』

↓ 幹事：２７３＠　NEBEっち

1月14日（月祝）

1月14日(月祝) 『ジャム勝　イリュＢ　どんく塾　コブ祭り　　ＰＡＲＴⅠ』

幹事：どんく

1月19日(土) 1月マンスリー

↓ 『パウダー＆湯巡りｉｎ野沢』

1月20日（日） 幹事：オールスタッフ

1月20日(日) 『モーグルステップアップキャンプinホワイトピア』

幹事：ぱぱごん

1月20日(日) 『福井和泉日帰り！』

幹事：ばたやん

1月26日(土) 『やっぱり今年も白馬とアインス』

↓ 幹事：どんく

1月27日（日）

1月26日(土) 『栂池ポールレッスンツアー』

↓ 幹事：moichi＆シーマン

1月27日（日）

1月26日(土) 『今年はまったりコルチナ』

↓ 幹事：かずくん

1月27日（日）

1月26日(土) 『ボーダーもスキーヤーも！異文化交流ザ・マテリアル』

↓ 幹事：たかっち、みっちゃん

1月27日（日）

1月27日(日) 『ジャム勝日帰り！』

幹事：ばたやん

1月29日(火) 『ジャム勝日帰り！』

幹事：なっきー

2008年

1月



日程 ツアー名

2008年

1月31日(木) 『高鷲スノーパーク日帰りツアー』

幹事：さっちん＆さかもっちゃん

2月2日(土) 『深雪シャルマン火打ツアー』

↓ 幹事：クール＆たっきん

2月3日（日）

2月2日(土) 『コブらない八方』

↓ 幹事：はまちゃん＆サチ

2月3日（日）

2月2日(土) 『ぽけかみツアー』

↓ 幹事：じゃんぽけ＆ほしぴ

2月3日（日）

2月2日(土) 『山崎勇亀キャンプ７』

↓ 幹事：たかっち

2月3日（日）

2月2日(土) 『がんばれ Club　ASP！　技選ツアー』

↓ 幹事：S-MAN

2月3日（日）

2月3日(日) 『めいほう！お受験』

幹事：やぶけん

2月6日(水) 『ジャム勝日帰り！』

幹事：かずゆき

2月7日(木) 『SKIジャム勝山　日帰り』

幹事：あっこちん

2月9日(土) 『２月三連休　広大な志賀高原を縦横無尽に滑りまわろう！ツアー』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ

2月11日（月祝）

2月9日(土) 『アツくなろうぜッ！栂池♪2泊ツアー』

↓ 幹事：シーマン、にごー

2月11日（月祝）

2月9日(土) 『行き当たりばったりサンアル・ヤナバツアー』

↓ 幹事：ほしぴ、じゃんぽけ、良ちん

2月10日（日）

（2月11日(月祝))

2月10日(日) 『アツくなろうぜッ！栂池♪１泊ツアー』

↓ 幹事：チキ、HARUMI、クール

2月11日（月祝）

2月10日(日) 『聖地☆八方ツアー』

↓ 幹事：S-MAN＆むらっち

2月11日（月祝）

2月10日(日) 『３連休中日の日帰り！マイナースキー場　やぶはら高原』

幹事：ばたやん

2月11日(月祝) 『ジャム勝　イリュＢ　どんく塾　コブ祭り　　ＰＡＲＴⅡ』

幹事：たかさん＆マカベー＆ｔａｋｕ

2月13日(水) 『ダイナランド日帰りツアー！』

幹事：かずゆき

2月14日(木) 『平日日帰り　久しぶりハチ・ハチ北！』

幹事：大

2月16日(土) 『めいほう日帰り！』

幹事：はまちゃん

2月



日程 ツアー名

2008年

2月16日(土) 2月マンスリー

↓ 『赤倉温泉「癒・楽・遊」の夢飛行』

2月17日（日） 幹事：オールスタッフ

2月16日(土) 『コブりたい八方』

↓ 幹事：どんく

2月17日（日）

2月17日(日) 『ジャム勝日帰り！』

幹事：ばたやん

2月21日(木) 『めいほう　日帰り！』

幹事：チャリ

2月23日(土) 『激安ゲレ近宿の妙高杉の原ツアー☆彡』

↓ 幹事：ゆか

2月24日（日）

2月23日(土) 『とがくし2008』

↓ 幹事：クール

2月24日（日）

2月23日(土) 『黒菱で関東コブラーと激突』

↓ 幹事：どんく

2月24日（日）

2月23日(土) 『八方いきません？』

↓ 幹事：S-MAN

2月24日（日）

2月24日(日) 『奥伊吹』

幹事：ごろやん

2月24日(日) 『カラッと爽やか八方ツアー 2008 年版』

↓ 幹事：ただっち＆テイジ

2月25日(月）

2月25日(月) 『ジャム勝日帰りしませんか～』

幹事：ふとち～

2月26日(火) 『平日お泊りツアー』

↓ 幹事：mami＆ともとも

2月27日(水）

3月1日(土) 『乗鞍高原温泉 湯ったりまったりツアー』

↓ 幹事：いなバン

3月2日（日）

3月1日(土) 『戸隠でこぶにチャレンジ！』

↓ 幹事：まりこ、まこちん

3月2日（日）

3月1日(土) 『コブらない八方PARTⅡ』

↓ 幹事：はまちゃん

3月2日（日）

3月1日(土) 『ジャム勝技選　前泊で行くぜ！』

↓ 幹事：うえやん

3月2日（日）

3月1日(土) 『熱いぜ栂池ツアー♪』

↓ 幹事：にごー

3月2日（日）

3月2日(日) 『第二回ASP争奪JAM勝技選♪』

幹事：じゃんぽけ、やきまつ

3月2日(日) 『岐阜適当ツアー』

幹事：良ちん

3月



日程 ツアー名

2008年

3月5日(水) 『日帰りツアー』

幹事：みのる

3月5日(水) 『平日八方いきまっしょい！』

↓ 幹事：S-MAN

3月6日(木)

3月6日(木) 『八方リーゼンスラローム大会に出ませんか？』

幹事：のりえ

3月6日(木) 『日帰りで八方へ行きましょ♪』

幹事：あっこちん

3月8日(土) 『ぽけかみツアー２』

↓ 幹事：じゃんぽけ

3月9日（日）

3月8日(土) 『まるはち館だよ！全員集合♪』

↓ 幹事：まーしー

3月9日（日）

3月8日(土) 『戸隠とんくるりんツアー』

↓ 幹事：隆平。、ひな

3月9日（日）

3月9日(日) 『ジャム勝　イリュＢ　どんく塾　コブ祭り　　ＰＡＲＴⅢ』

幹事：たかさん＆ｔａｋｕ

3月9日(日) 『めいほう日帰り！』

幹事：はまちゃん

3月10日(月) 『奥伊吹？ツアー！！』

幹事：ともとも

3月11日(火) 『平日八方いきまっしょい！』

↓ 幹事：かずゆき

3月12日(水)

3月12日(水) 『日帰りツアーinダイナ』

幹事：みのる

3月12日(水) 『平日お泊りPart ２』

↓ 幹事：mami、はまちゃん、のぶさん

3月13日（木）

or14日(金)

3月15日(土) 『おんたけで滑って肉食べ放題♪』

↓ 幹事：やましぃ＆チャリ

3月16日（日）

3月15日(土) 『白馬ぱ～ちぃ２００８』

↓ 幹事：隆平＆ひな

3月16日（日）

3月15日(土) 『八方行きませんか？！』

↓ 幹事：ばた～ん、yuki

3月16日（日）

3月16日(日) 『リベンジ・やぶはら高原！』

幹事：ばたやん

3月19日(水) 『最後のジャム勝日帰り！』

幹事：かずゆき

3月20日(木) 『コブらない八方PARTⅢ』

↓ 幹事：はまちゃん、さち☆

3月23日（日）

3月21日(金) 『コブらない八方便乗ツアー 』

↓ 幹事：大

3月22日（土）



日程 ツアー名

2008年

3月22日(土) 『栂池テククラ受検ツアー』

↓ 幹事：シーマン

3月23日（日）

3月22日(土) 『華の銀嶺！白馬コルチナ貴族風ツアー』

↓ 幹事：たかっち

3月23日（日）

3月26日(水) 『平日お泊り第３弾』

↓ 幹事：mami、かずゆき

3月27日（木）

3月29日(土) 『プレぽか八　　黒菱どんく塾　と　グルメまるに旅館』

↓ 幹事：どんく

3月30日（日）

3月29日(土) 『志賀高原でスキーとランチとデザートを楽しむツアー』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ

3月30日（日）

3月29日(土) 『栂池パーク　ファンタジスタ祭り』

↓ 幹事：良ちん(仮)、ジュン、にごー

3月30日（日）

4月2日(水) 『魅惑の花見』

幹事：おっくん

4月2日(水) 『奥美濃ラスト』

幹事：みのる

4月5日（土） 『八方日帰り　ぽか八追っかけツアー』

幹事：たかさん

4月5日(土) 4月マンスリー

↓ 『ぽかぽか八方』

4月6日（日） 幹事：オールスタッフ

4月6日（日） 『日帰り春のダイナランド祭り！』

幹事：ジャンキー

4月8日(火) 『平日白馬いきまっしょい！』

↓ 幹事：かずゆき

4月9日(水)

4月9日(水) 『わたの日帰り便』

幹事：わた

4月12日(土) 『４７＆五竜試乗会ツアー』

↓ 幹事：ふとし

4月13日（日）

4月12日(土) 『山崎勇亀キャンプ8』

↓ 幹事：たかっち

4月13日（日）

4月12日(土) 『コブらない八方ＦＩＮＡＬ』

↓ 幹事：はまちゃん、さち☆

4月13日（日）

4月13日（日） 『日帰りおんたけファイナル』

幹事：なん

4月13日(日) 『第１回チーム登山ズハイキング企画in桜の二上山』

幹事：まぶ

4月19日(土) 『琵琶湖・海津海岸お花見ツーリング』

幹事：海咲

4月



日程 ツアー名

2008年

4月19日(土) 『関温泉～湯治＆Shooting～ツアー』

↓ 幹事：あけやん

4月20日（日）

4月20日（日） 『日帰り御岳ロープウェイでコブりま専科』

幹事：ばたやん

4月20日（日） 『大文字山ハイキング♪』

幹事：はまちゃん、さち☆

4月23日(水) 『江坂 ちゃんこ！』

幹事：しょうちゃん

4月26日（土） 『最後の試乗会 in チャオ御岳』

幹事：龍平。

4月26日(土) 『ＧＷ前半　桜の白馬』

↓ 幹事：どんく

4月27日（日）

or29日(火･祝)

4月26日(土) 『奥只見は天然温泉とこしひかりの宝庫』

↓ 幹事：すぱ王

4月27日（日）

4月26日(土) 『残雪たっぷり志賀高原』

↓ 幹事：チャリ

4月27日（日）

4月28日(月) 『みっちゃん帰省飲み会』

幹事：みっきー

5月3日(土) 『ＧＷ後半　のんびり白馬』

↓ 幹事：のーさん

5月5日（月祝）

5月3日(土) 『GW志賀高原リゾートツアー』

↓ 幹事：さち☆、まぶ

5月5日（月祝）

5月3日(土) 『GW４７＆五竜ツアー』

↓ 幹事：ふとし

5月5日（月祝）

5月3日(土) 『GW 後半　まったり白馬』

↓ 幹事：かず

5月5日（月祝）

5月3日(土) 『ＧＷ後半　コテージとおみで BBQ 三昧』

↓ 幹事：まーしー＆ジュン

5月6日（火）

5月10日(土) 『べるぎー麦酒飲み会』

幹事：ひろり、ほしぴ、ます

5月10日(土) 『第２回ハイキング企画＜新緑の剣尾山＞』

雨天中止 幹事：ただっち

5月14日(水) 『平日テニス♪』

幹事：mami

5月10日(土) 『シーズンファイナル　最後のかぐら』

↓ 幹事：どんく

5月11日（日）

5月17日(土) 『新緑の周山街道・美山方面ツーリング』

幹事：くろちゃん

5月18日(日) 『美味！たまごかけご飯 ツーリング』

幹事：みっきー

5月



日程 ツアー名

2008年

5月24日(土) 『讃岐うどん＆BBQツアー 2008』

↓ 幹事：さっくん

5月25日(日)

5月25日(日) 『第３回ハイキング企画＜新緑の剣尾山＞』

幹事：ただっち

6月1日(日) 『舞頑張った僕らの洲１００人ＢＢＱ』

幹事：あさぴょん

6月7日(土) 『サマースキー　月山』

↓ 幹事：どんく

6月9日（月）

6月8日(日) 『カート練習会 約４年ぶりの復活だよ祭り！』

幹事：さっくん

6月8日(日) 『第４回ハイキング企画 in 龍門山』

幹事：ただっち、はまちゃん、まぶ

6月14日(土) 『第一回走ってなんぼの会 in 長居公園』

幹事：シーマン

6月15日(日) 『第５回釣り企画』

幹事：ジョニー

6月18日(水) 『雪山を熱く語る飲み会＆しゅうじくんお帰り会』

幹事：mami

6月21日(土) 『川西能勢口で飲むぞー』

幹事：おさむ

6月28日(土) 『６月度テニス』

幹事：ume

6月28日(土) 『西中島で焼肉』

幹事：moony

7月3日(木) 『甲子園で六甲颪！阪神VS中日』

幹事：ジャンキー

7月13日(日) 『摂津でテニスしましょう』

幹事：ただっち

7月19日(土) 『らくらく松山紀行・アクロス重信ツアー』

↓ 幹事：ひな

7月20日(日)

7月20日(日) 『ウェイクしませんか？』

幹事：cork

7月21日(月祝) 『７月度テニス』

幹事：ume

7月23日(水) 『ザ・伝統の読売戦』

幹事：むらっち

7月26日(土) 『７月度テニス』

幹事：ume

7月26日(土) 『鈴鹿８耐に行きませう(^O^)』

↓ 幹事：S-MAN

7月27日(日)

8月2日(土) 『第ニ回　走ってなんぼの会 in 長居公園』

幹事：シーマン

8月3日(日) 『真夏のハイキング in トゥエンティクロスと摩耶山』

幹事：ただっち、はまちゃん、まぶ

6月

7月

8月



日程 ツアー名

2008年

8月8日(金) 『金鳥の夏。サザンの夏。唄って踊ってカラオケ祭りなのだ！』

幹事：シーマン、しょうちゃん

8月14日(木) 『お盆に阿波踊り＆讃岐うどん&ラフティング』

↓ 幹事：紅美

8月15日(金)

8月30日(土) 『8月度テニス』

幹事：ume

8月30日(土) 『夏の亀キャン！ASP山崎勇亀SK８キャンプ』

↓ 幹事：たかっち

8月31日(日)

9月13日(土) 『９月もやっぱり八方』

↓ 幹事：ばた～ん

9月15日(月)

9月6日(土) 『9月度テニス』

幹事：ume

9月20日(土) 『映画「しゃかりき」公開 記念『せんとくんと行く奈良まったりポタリング』

幹事：チャリ、toto、ちっち

9月23日(火祝) 『9月度テニス』

幹事：ume

10月17日(金) 『集まれ！焼肉ファイター達in万両』

幹事：さっくん

10月18日(土) 『スポーツの秋！ポンポン山ハイキング』

幹事：はまちゃん、ただっち

10月18日(土) 『ムネさん＆こんちゃん　ブラパ♪』

幹事：えすまん、ゆん

10月19日(日) 『10月度テニス』

幹事：ume

10月25日(土) 『10月度テニス』

幹事：ume

10月25日(土) 『しまなみ海道サイクリングツアー２００８』

↓ 幹事：チャリ、さっくん、まぶ、さっちん、ふくちゃん

10月26日(日)

10月25日(土) 『しまなみ海道追っかけとぅ～りんぐ！(-.-)』

↓ 幹事：S-MAN

10月26日(日)

10月25日(土) 『アクロスでシーズン前のお祭りだ♪』

↓ 幹事：ジュン

10月26日(日)

10月31日(金) 『2008-09シーズン前の飲み会』

幹事：どんく

11月1日(土) 『スポーツの秋！第二弾！ 京都高雄～清滝～嵐山ハイキング』

幹事：ただっち、くろちゃん

11月2日(日) 『そいつは急だな岐阜までツアー』

幹事：はるぱ

11月3日(月祝) 『鳴尾浜テニス』

幹事：うえやん

11月4日(火) 『そいつは急だな岐阜までツアー２』

幹事：のりえ

9月

10月

11月



日程 ツアー名

2008年

11月8日(土) 『中部緑地テニス』

幹事：MIN

11月8日(土) 『たけっさん＆まゆさんブラパ』

幹事：やまちゃん、momo

11月8日(土) 『初滑り岐阜アイスクラッシャー』

幹事：かくちゃん

11月13日(木) 『やっぱり行きたい鷲ヶ岳ツアー』

幹事：のりえ

11月15日(土) 『初滑りアイスクラッシャー晩秋の奥美濃とだるま屋』

幹事：どんく

11月15日(土) 『ヨゴレ呑み会　２００８　しゃぶしゃぶ食べ放題＆呑み放題やで♪』

幹事：たけっさん、まゆっ子

11月20日(木) 『鷲が岳でアイスクラッシャー♪』

幹事：あっこちん

11月22日(土) 『なんだか行けそうな気がするぅ　岐阜』

幹事：ジュン

11月22日(土) 『服部緑地テニス』

幹事：MIN

11月23日(日) 『WWP-ASP　WELCOME WINTER PARTY』

幹事：オールスタッフ

11月25日(火) 『ちょっと遅いアイスクラッシャーｉｎ鷲が岳』

幹事：かずゆき

11月29日(土) 『５７年飲み会ｉｎ京都』

幹事：ｋｕｗａ、みなみ、雪猫

11月29日(土) 『アイスクラッシャー岐阜日帰りツアー』

幹事：とーこ

11月29日(土) 『河口湖日刊スポーツマラソン２００８』

↓ 幹事：シーマン

11月30日(日)

11月29日(土) 『五竜＆４７ツアー』

↓ 幹事：ふとし

11月30日（日）

11月29日(土) 『突然、行っちゃえツアー』

↓ 幹事：きょうやん、うえやん

11月30日（日）

11月30日(日) 『奥美濃日帰りツアー』

幹事：なん、あっこちん

12月4日(木) 『アイスクラッシャーｉｎ鷲が岳 リターンズ』

幹事：かずゆき

12月6日(土) 『奥美濃日帰りツアー』

幹事：なおか

12月6日(土) 『五竜＆４７ツアー』

↓ 幹事：moony、やましぃ

12月7日（日）

12月6日(土) 『オープニング八方　初滑り前倒し八方』

↓ 幹事：どんく

12月7日（日）

12月7日(日) 『長野県日帰り』

幹事：たかさん

12月7日(日) 『六甲山で足慣らし』

幹事：kuwa

12月



日程 ツアー名

2008年

12月9日(火) 『平日日帰りおんたけ改めミステリーツアー』

幹事：かずゆき

12月11日(木) 『高鷲日帰りツアー』

幹事：なおか

12月13日(土) 『志賀初滑りスペシャル』

↓ 幹事：はまちゃん

12月14日（日）

12月13日(土) 『ぷち☆ぽけかみ』

↓ 幹事：じゃんぽけ、ほしぴ、pipiko

12月14日（日）

12月14日(日) 『また行きましょうおんたけ2240。』

幹事：なん、あっこちん

12月14日(日) 『チャオにいっチャオ！日帰りツアー』

幹事：みっきー

12月16日(火) 『今年も豪雪か！？八方リーゼン』

↓ 幹事：かずゆき

12月17日（水）

12月20日(土) 『初滑り八方　と　グルメまるに旅館』

↓ 幹事：どんく

12月21日（日）

12月20日(土) 『サンタで白馬』

↓ 幹事：かず、むらっち

12月21日（日）

12月21日(日) 『八方PVレッスン』

幹事：S-MAN、むらっち

12月21日(日) 『気ままな日帰りツアー』

幹事：じゃんぽっけ、やきまつ

12月20日(土) 『ホワイトＸ'mas in 志賀高原』

↓ 幹事：ノブ、はまちゃん、mami

12月23日（火）

12月20日(土) 『なんだか行けそうな気がする・栂池スペシャル！』

↓ 幹事：ジュン　にごー　みっきー

12月23日（火）

12月20日(土) 『３泊限定五竜＆４７ツアー』

↓ 幹事：とーこ、ゆか、てらだ、ふとし

12月23日（火）

12月23日(火) 『クリスマスやから白馬やねん！』

↓ 幹事：かずゆき

12月24日（水）

12月27日(土) 『年末最終土日に白馬』

↓ 幹事：しゅうちゃ

12月28日（日）

12月30日(火) 『年末八方PVレッスン２days』

and 幹事：むらっち、S-MAN

12月31日(水)

12月30日(火) 『八方プライベートレッスン』

and 幹事：えがわん

12月31日(水)

12月30日(火) 『カウントダウンツアー 08/09in白馬(A日程）』

↓ 幹事：さっくん

1月2日（金）



日程 ツアー名

2008年

12月31日(水) 『カウントダウンツアー 08/09in白馬(B日程）』

↓ 幹事：さっくん

1月3日（土）

12月30日(火) 『カウントダウンツアー 08/09in白馬(C日程）』

↓ 幹事：さっくん

1月3日（土）

12月31日(水) 『年末にトップデモとセッション♪』

幹事：龍平。



日程 ツアー名

1月3日(水) 『伝説の日帰りシャトル便』

幹事：クール

1月4日(木) 『わたの日帰り便 第4弾』

幹事：わた

1月6日(土) 『１月三連休志賀高原ツアー』

↓ 幹事：まぶ

1月8日(祝)

1月7日(日) 『奥美濃日帰りに行きませんか？』

幹事：あっこちん

1月7日(日) 『夢の銀嶺青春ドリーム・ザ・コルチナ国際Ⅰ』

↓ 幹事：たかっち

1月8日(祝)

1月7日(日) 『ゴージャス剛毛栂池ツアー　２００７！！！』

↓ 幹事：無道

1月8日(祝)

1月11日(木) 『日帰りマイアツアー』

幹事：ムネ

1月12日(金) 『FM802 と スキージャムと　日帰り』

幹事：しょうちゃん

1月12日(金) 『わたの御泊り便 in 白馬』

↓ 幹事：わた

1月13日(土)

1月13日(土) 『ぱぱごんの日帰り便』

幹事：ぱぱごん

1月13日(土) 『１月マンスリー「山遊び。赤倉」』

↓

1月14日(日)

1月13日(土) 『もっとがんばれ Club ASP！　技選前練習ツアー』

↓ 幹事：うえやん

1月14日(日)

1月14日(日) 『ジャム勝　イリュＢ　どんく塾　コブ祭り　　ＰＡＲＴⅠ』

幹事：どんく

1月14日(日) 『岐阜しらおでボーダークロスの大会に参加しましょ♪』

幹事：かくちゃん

1月15日(月) 『平日日帰り奥美濃へ行こう♪』

幹事：ともとも

1月17日(水) 『えがわん夫妻送別会＆新年会』

幹事：みっちゃん、ほしぴ

1月17日(水) 『わたの日帰り便 第5弾』

幹事：わた

1月19日(金) 『がんばれ Club　ASP！　技選ツアー　』

↓ 幹事：S-MAN

1月21日(日)

1月20日(土) 『早朝出発の姫のジャム勝日帰り』

幹事：レッツ☆ゴー純っ

1月20日(土) 『銀嶺企画第二弾♪　岡本氏が呼んでいるコルチナ国際Ⅱ』

↓ 幹事：まーしー

1月21日(日)

1月20日(土) 『はま＆mamiの野沢温泉ツアー』

↓ 幹事：はまちゃん、mami

1月21日(日)

2007年

1月



日程 ツアー名

2007年

1月20日(土) 『どんく　＆　あさぴょんの白馬こぶ道場』

↓ 幹事：どんく、あさぴょん

1月21日(日)

1月21日(日) 『日帰り奥美濃vol.２』

幹事：taka

1月21日(日) 『わたの日帰り便 第8弾』

幹事：わた

1月23日(火) 『近くてお気軽！びわ湖バレイ行きましょう』

幹事：ジャンキー

1月24日(水) 『わたの日帰り便 第6弾』

幹事：わた

1月25日(木) 『平日日帰りやぶはらツアー』

幹事：ムネ

1月27日(土) 『わたの日帰り便 第7弾』

幹事：わた

1月27日(土) 『どうしても白馬　と　アインス』

↓ 幹事：どんく

1月28日(日)

1月27日(土) 『クール・takezoの戸隠ツアー2007』

↓ 幹事：クール

1月28日(日)

1月27日(土) 『リベンジ岩岳』

↓ 幹事：かず

1月28日(日)

1月27日(土) 『深雪シャルマン火打ツアー』

↓ 幹事：たっきん

1月28日(日)

1月28日(日) 『日帰り瀬女行きます』

幹事：なん、あっこちん

1月28日(日) 『えがわん送別会　（日曜編）』

幹事：味楽

2月1日(木) 『平日日帰りジャム勝』

幹事：ムネ

2月3日(土) 『かつごんとコブコブと温泉と・・・』

幹事：ぱぱごん

2月3日(土) 『２月マンスリー”リッチおしゃれ旅　栂池”』

↓

2月4日(日)

2月3日(土) 『花火を見ようサンアルツアー』

↓ 幹事：ゆか

2月4日(日)

2月4日(日) 『ダイナ　で。』

幹事：OPEL

2月5日(月) 『わたの日帰り便 第9弾』

幹事：わた

2月6日(火) 『２／６平日白馬でお泊り』

↓ 幹事：つっちぃ～

2月7日(水)

2月7日(水) 『わたの日帰り便 第10弾』

幹事：わた

2月



日程 ツアー名

2007年

2月10日(土) 『やっぱり２月三連休も志賀高原』

↓ 幹事：はまちゃん、ちっち

2月12日(月)

2月10日(土) 『２月連休白馬パーティー♪』

↓ 幹事：taka

2月12日(月)

2月10日(土) 『一泊隊　２月連休　白馬パーティ♪』

↓ 幹事：toto

2月11日(日)

2月10日(土) 『２月３連休　野沢直子』

↓ 幹事：しんのすけ、あけやん

2月12日(月)

2月10日(土) 『チャレンジ ザ・さのさか＆ヤナバ』

↓ 幹事：たかっち、まーしー

2月12日(月)

2月11日(日) 『マイナーゲレンデへＧＯ！』

幹事：ばたやん

2月11日(日) 『ゲレンデサイドお宿　～ｖｏｌ.1～』

↓ 幹事：チキ

2月12日(月)

2月14日(水) 『わたの日帰り便 第11弾』

幹事：わた

2月15日(木) 『平日日帰り奥美濃エリア』

幹事：ムネ

2月17日(土) 『日帰り・姫とジャム勝』

幹事：レッツ☆ゴー純っ！

2月17日(土) 『まーべー白山エリア・リフ券消化ツアー』

幹事：NABEっち、まーしー

2月17日(土) 『戸隠レッスンつあー2007』

↓ 幹事：takezo、クール

2月18日(日)

2月17日(土) 『日本フリースキーオープン見にいかへん？』

↓ 幹事：ほっしゃん

2月18日(日)

2月17日(土) 『裏どんく塾』

↓ 幹事：あさぴょん

2月18日(日)

2月18日(日) 『ジャム勝　イリュＢ　どんく塾　コブ祭り　　ＰＡＲＴⅡ』

幹事：どんく

2月18日(日) 『カラッと？爽やか八方ツアー』

↓ 幹事：テイジ、ただっち

2月19日(月)

2月20日(火) 『平日お泊り八方ツアー』

↓ 幹事：なおか

2月21日(水)

2月22日(木) 『わたの日帰り便 ファイナル』

幹事：わた

2月23日(金) 『黒姫スキー＆ボード検定パックツアー』

↓ 幹事：のりえ

2月25日(日)



日程 ツアー名

2007年

2月24日(土) 『ぽけかみ　岩岳リフト券消化　ツアー』

↓ 幹事：じゃんぽけ

2月25日(日)

2月24日(土) 『第1回ASP山崎勇亀キャンプ'07in木島平牧ノ入スノーパーク』

↓ 幹事：たかっち

2月25日(日)

2月24日(土) 『極2007』

↓ 幹事：HARUMI、クール

2月25日(日)

2月25日(日) 『日帰り 白馬岩岳！』

幹事：しょうちゃん

2月27日(火) 『無料パークキャンプｉｎ鷲ヶ岳』

幹事：R子

2月27日(火) 『平日奥美濃で滑って温泉行きましょう♪』

幹事：ジャンキー

2月28日(水) 『平日八方』

↓ 幹事：S-MAN

3月1日(木)

3月1日(木) 『平日日帰りやぶはら高原』

幹事：ムネ

3月3日(土) 『３月マンスリー　志賀高原 粉雪と美食の旅』

↓

3月4日(日)

3月4日(日) 『スキージャム草技術選★出ない人もどうぞ♪』

幹事：みゅ～ら～

3月7日(水) 『ムネさん送別会』

幹事：シーマン

3月10日(土) 『スキーもボードもコブツアー』

↓ 幹事：あさぴょん、たかっち

3月11日(日)

3月10日(土) 『乗鞍高原温泉でリゾート気分？！』

↓ 幹事：いなバン

3月11日(日)

3月11日(日) 『ジャム勝へ行きましょう』

幹事：ぱぱごん

3月11日(日) 『日帰り八方尾根！』

幹事：しょうちゃん

3月11日(日) 『日帰り野麦峠』

幹事：はまちゃん

3月14日(水) 『平日にしんちゃんと日帰りいきましょう（笑）』

幹事：S-MAN

3月17日(土) 『第2回ASP山崎勇亀キャンプ'07in白馬コルチナ国際・ザ・銀嶺』

↓ 幹事：たかっち

3月18日(日)

3月17日(土) 『奥美濃ストイックツアー』

↓ 幹事：なおか

3月18日(日)

3月17日(土) 『カラッと爽やか八方ツアー第二弾』

↓ 幹事：テイジ　ただっち

3月18日(日)

3月



日程 ツアー名

2007年

3月18日(日) 『きそふくしまレッスンツアー』

幹事：はたぴょん

3月22日(木) 『八方日帰りおむかえツアー』

幹事：あっこちん

3月22日(木) 『aiaiくん送別会』

幹事：ume

3月24日(土) 『帰ってきたプレぽか八　　黒菱どんく塾　と　グルメまるに旅館』

↓ 幹事：どんく

3月25日(日)

3月24日(土) 『栂池テククラ受検ツアー』

↓ 幹事：シーマン

3月25日(日)

3月24日(土) 『白馬“ぱーちぃ”vol.2』

↓ 幹事：taka＆つー

3月25日(日)

3月25日(日) 『最後の（？）おんたけいきましょか。』

幹事：ぱぱごん

3月25日(日) 『日帰り野麦峠でコソ練します。』

幹事：なん、あっこちん

3月25日(日) 『日帰りお受験ツアー』

幹事：はたぴょん

3月29日(木) 『ケイン送別会！』

幹事：たけっさん

3月29日(木) 『八方日帰りツアー』

幹事：あっこちん

3月31日(土) 『３月末志賀高原ツアー』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ

4月1日(日)

3月31日(土) 『華麗なる栂池ツアー』

↓ 幹事：シーマン

4月1日(日)

3月31日(土) 『THE 白馬ツアー(・o・)』

↓ 幹事：かず＆むらっち

4月1日(日)

4月1日(日) 『試乗会無いけどダイナランド』

幹事：ぱぱごん

4月1日(日) 『やっぱり八方、日帰りやけど』

幹事：どんく

4月3日(火) 『魅惑の花見』

幹事：おっくん

4月7日(土) 『４月マンスリー　ぽかぽか八方』

↓

4月8日(日)

4月8日(日) 『おんたけ＆いのぶたツアー』

幹事：karin

4月10日(火) 『阪神ＶＳ中日　甲子園開幕戦』

幹事：ジョー

4月14日(土) 『日帰りおんたけ』

幹事：なおか

4月14日(土) 『お花見ハイキング企画ｉｎ桜の二上山』

幹事：まぶ

4月



日程 ツアー名

2007年

4月14日(土) 『爽やかではない八方ツアー？』

↓ 幹事：かげ

4月15日(日)

4月14日(土) 『さく～ん白馬ツアー』

↓ 幹事：ばた～ん、さっくん

4月15日(日)

4月21日(土) 『わたの日帰り便 春バージョン』

幹事：わた

4月21日(土) 『雪はあるのか？激安４７・五竜ツアー』

↓ 幹事：あけやん

4月22日(日)

4月22日(日) 『デザートバイキング チョコレートファウンテン登頂!?ツアー』

幹事：ISSA

4月27日(金) 『北摂飲み会 O7 Vol.1 ｉｎうめだ編』

幹事：ます　無道　ただっち

4月28日(土) 『ＧＷ白馬　（前半）』

↓ 幹事：どんく

4月30日(月)

4月28日(土) 『ＧＷ前半　奥只見』

↓ 幹事：かず

4月30日(月)

4月29日(日) 『わたのお泊り便』

↓ 幹事：わた

4月30日(月)

4月30日(月祝) 『第３回釣り企画　ｉｎ　友が島』

幹事：ジョニー

5月3日(木祝) 『二色の浜テニス♪』

幹事：やきまつ

5月3日(木) 『ＧＷ白馬　（後半）』

↓ 幹事：どんく

5月5日(土)

5月3日(木) 『THE☆島田屋　かぐらツアー』

↓ 幹事：あけやん

5月5日(日)

5月11日(金) 『ルーエ森岡さんを囲む飲み会』

幹事：どんく、しんのすけ、みや

5月12日(土) 『やるぜ！インライン』

幹事：やきまつ

5月13日(日) 『高速に乗らない、乗れないツーリング＆バーベキュー』

幹事：艦長、チキ

5月19日(土) 『シーズンファイナル　最後のかぐら』

↓ 幹事：どんく

5月20日(日)

5月24日(木) 『みゅーらー送別会』

幹事：どんく　シーマン　ただっち

5月26日(土) 『西中島の居酒屋で飲もう。』

幹事：なん、あっこちん

5月



日程 ツアー名

2007年

6月2日(土) 『浜寺公園　テニス』

幹事：ume

6月3日(日) 『舞洲１００人ＢＢＱ』

幹事：あさぴょん

6月9日(土) 『お泊りテニス　★　播磨一宮』

↓ 幹事：あきあき

6月10日(日)

6月16日(土) 『服部緑地　テニス』

幹事：ume

6月17日(日) 『プラスノー＠遊らんど坂内』

幹事：なおか

6月20日(水) 『飲み会』

幹事：キザタロー

6月23日(土) 『じゃんぽけ＆ほしぴのブラパ ♪』

幹事：みっちゃん、えすまん、まーしー、ありぺ

6月24日(日) 『久宝寺緑地　テニス』

幹事：ume

6月24日(日) 『第１回ウェイクツアー』

幹事：かっちゃん

6月26日(火) 『プラチナム行きませんか＾＾』

幹事：やきまつ

6月29日(金) 『みっちゃん　送別会』

幹事：ありぺ、まーしー

6月30日(土) 『東大阪　テニス』

幹事：ume

6月30日(土) 『アクロスの旅』

↓ 幹事：ジュン

7月1日(日)

7月1日(日) 『赤坂山ハイキング』

幹事：はまちゃん

7月7日(土) 『ウェイクしましょ♪』

幹事：かずくん

7月8日(日) 『服部緑地テニス』

幹事：ume

7月14日(土) 『“夏企画第１弾”　SlowLife白馬』

↓ 幹事：taka

7月16日(月祝) 台風の為中止・・・;￣ロ￣)!!

7月14日(土) 『ザ・白馬ツーリング』

↓ 幹事：S-MAN

7月16日(月祝) 台風の為中止・・・;￣ロ￣)!!

7月16日(月祝) 『ザ・養老日帰りツーリング』

幹事：たけっさん

7月21日(土) 『日帰り清流古座川カヌー』

幹事：こうよう

7月22日(日) 『中部緑地庭球場テニス』

幹事：ume

7月28日(土) 『大泉緑地テニス』

幹事：ume

6月

7月



日程 ツアー名

2007年

7月28日(土) 『鈴鹿８耐に行きませう(^O^)』

↓ 幹事：S-MAN

7月29日(日)

7月28日(土) 『岸和田みなと祭り花火大会ツアー＆沼島（淡路島の南の島）ＢＢＱウェイクツアー』

↓ 幹事：かっちゃん

7月29日(日)

8月4日(土) 『takaさん　送別会』

幹事：たけっさん、サオリ

8月5日(日) 『摂津でテニスしましょう』

幹事：ただっち

8月11日(土) 『お盆にラフティング＆阿波踊り＆讃岐うどん』

↓ 幹事：紅美

8月12日(日)

8月18日(土) 『ローズ＆クラウンでＡＳＰ飲み会』

幹事：ます

8月19日(日) 『乙女呑み会♪』

幹事：六花、shino

8月26日(日) 『紀泉高原スカイラインツーリング』

幹事：チキ、旭川

9月2日(日) 『深北緑地テニス』

幹事：ume

9月2日(日) 『犬鳴山で修行？ハイキング』

幹事：まぶ

9月2日(日) 『Let's 修行☆琵琶湖ツーリング』

幹事：チキ

9月8日(土) 『大泉緑地テニス』

幹事：ume

9月9日(日) 『激走！日本海グルメツーリング』

幹事：海咲

9月15日(土) 『久宝寺緑地テニス』

幹事：ume

9月16日(日) 『白浜へちょっと大人なツーリング』

↓ 幹事：S-MAN

9月17日(祝）

9月22日(土) 『剛毛キャニオンスイミングＩＮ神崎川！！！』

幹事：無道、たむ

9月22日(土) 『ウェイクを楽しもう会＆バーベキューもやちゃうかも会』

幹事：良ちん

9月22日(土) 『スポニックパーク一宮お泊りテニス』

↓ 幹事：mami

9月23日(日)

9月26日(水) 『チキちゃん送別会』

幹事：旭川

9月29日(土) 『淡路島お泊まりテニス』

↓ 幹事：しゅうじ

9月30日(日)

9月30日(日) 『またまた激走！琴引浜ツーリング』

幹事：のりくん、海咲、旭川

8月

9月



日程 ツアー名

2007年

10月6日(土) 『大泉緑地　テニス』

幹事：ume

10月6日(土) 『上海支部長が行きたい 大台ケ原ツーリング』

幹事：しょうちゃん

10月7日(日) 『日帰り清流古座川カヌー』

幹事：ちっち

10月19日(金) 『天王寺飲み会』

幹事：まぶ

10月20日(土) 『浜寺公園　泉北臨海緑地テニス』

幹事：ume

10月21日(日) 『河原の廃線跡をウォーキングしましょう』

幹事：ばたやん、ただっち

10月27日(土) 『秋薫る湖北ポタリングツアー』

幹事：チャリ、ただっち

10月27日(土) 『のんびりまったり丹後半島１周ツーリング』

↓ 幹事：旭川

10月28日(日)

11月3日(土) 『お泊り？テニス★だんじりの街ゴーリャ岸和田！』

↓ 幹事：mami、やきまつ、シーマン、ume

11月4日(日)

11月4日(日) 『快走!!仙人風呂ツーリング』

幹事：のりくん

11月9日(金) 『ヨゴレ飲み会　２００７！』

幹事：たけっさん

11月10日(土) 『摂津で朝テニスしましょう』

幹事：ただっち

11月10日(土) 『京都飲み会』

幹事：ジュン

11月11日(日) 『秋深まる愛宕山ハイキング』

幹事：まぶ

11月17日(土) 『神戸飲み会♪』

幹事：キューピー

11月17日(土) 『初滑りアイスクラッシャー　晩秋の奥美濃』

幹事：どんく

11月19日(月) 『ワシアイスクラッシャー行くぞ！！』

幹事：ともとも

11月23日(土) 『WWP（ウェルカムウインターパーティー）』

幹事：オールスタッフ

11月25日(日) 『アイスクラッシャーいきませんか？』

幹事：ぱぱごん

12月1日(土) 『京都紅葉すいーつあー』

幹事：ISSA

12月1日(土) 『耐寒！！伊勢ツーリング』

幹事：のりくん

12月1日(土) 『岐阜　アイスクラッシャー』

幹事：かくちゃん

10月

11月

12月



日程 ツアー名

2007年

12月1日(土) 『五竜＆ 47 ツアー』

↓ 幹事：ふとし

12月2日（日）

12月1日(土) 『八方ぶるじょあｏｒぱんぴーつあー』

↓ 幹事：みいこ

12月2日（日）

12月5日(水) 『噂の江坂ちゃんこ』

幹事：しょうちゃん

12月6日(木) 『天然雪かもしれない奥美濃日帰り』

幹事：あっこちん

12月8日(土) 『志賀高原初滑りスペシャルツアー！』

↓ 幹事：まぶ

12月9日（日）

12月9日(日) 『初滑り！おんたけ日帰りツアー！』

幹事：むらっち、S-MAN

12月12日(水) 『おんたけ日帰りツアー！』

幹事：かずゆき

12月13日(木) 『ウィング木曜日日帰りツアー』

幹事：あっこちん

12月13日(木) 『初滑りＩＮキロロ』

↓ 幹事：はまちゃん

12月16日（日）

12月15日(土) 『初滑り八方　と　グルメまるに旅館』

↓ 幹事：どんく

12月16日（日）

12月15日(土) 『激安五竜＆ 47 で初滑り』

↓ 幹事：ジュン＆にごー

12月16日（日）

12月16日(日) 『そのころはマジ雪！？』

幹事：ぱぱごん

12月16日(日) 『初滑り☆おんたけ２２４０☆』

幹事：じゃんぽけ　やきまつ

12月22日(土) 『おんたけ日帰り』

幹事：たかさん＆マカベー＆ｔａｋｕ

12月22日(金) 『ホワイトクリスマスイブＩＮ赤倉』

↓ 幹事：はまちゃん

12月24日（日）

12月22日(金) 『クリスマス白馬　Winter　Ｐａｒｔｙ』

↓ 幹事：あさぴょん、たかっち、かず

12月24日（日）

12月30日(日) 『カウントダウンツアーIn白馬０７/０８(A日程）』

↓ 幹事：むらっち

1月2日（水）

12月31日(月) 『カウントダウンツアーIn白馬０７/０８(B日程）』

↓ 幹事：むらっち

1月3日（木）

12月30日(日) 『カウントダウンツアーIn白馬０７/０８(C日程）』

↓ 幹事：むらっち

1月3日（木）

12月30日(日) 『年末八方スキープライベートレッスン♪』

＆ 幹事：S-MAN

12月31日(月)



日程 ツアー名

2007年

12月30日(日) 『コブの基礎をプライベートレッスンでいかがでしょう？』

＆ 幹事：えがわん

12月31日(月)

12月31日(月) 『年末八方スノーボードプライベートレッスン』

幹事：かくちゃん

12月31日(月) 『年末年始栂池スノーボードプライベートレッスン』

＆ 幹事：チキ

1月1日（火）



日程 ツアー名

1月3日(火) 『伝説の日帰りシャトル便』

幹事：クール

1月3日(火) 『奥美濃 日帰り Bran-new Day』

幹事：こっこ，nishi，sasi

1月3日(火) 『幸せを分け合おう　スカイバレイ日帰り』

幹事：チャリ

1月4日(水) 『わたの日帰り便 Vol.8』

幹事：わた

1月7日(土) 『1/7日帰りスキー』

幹事：ぱぱごん

1月7日(土) 『１月三連休志賀高原ツアー』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ

1月9日(月祝)

1月7日(土) 『１月連休えべっさん白馬ツアー』

↓ 幹事：あっこ☆、sasi、taka

1月9日(月祝)

1月7日(土) 『シャルマン火打ツァーin深雪2006』

↓ 幹事：takezo　副幹事：あろもん

1月9日(月祝)

1月8日(日) 『ニ摩プロ　プライベートレッスン　ｉｎ　栂池』

幹事：チキ

1月8日(日) 『帰ってきた栂池剛毛ツアー２００６』

↓ 幹事：無道　副幹事：２７３＠

1月9日(月祝)

1月9日(月祝) 『ジャム勝　イリュＢ　どんく塾　コブ祭り　　ＰＡＲＴⅠ』

幹事：どんく

1月10日(火) 『わたの日帰り便 Vol.9』

幹事：わた

1月11日(水) 『日帰りダイナランド行きませんか』

幹事：はたぴょん

1月14日(土) 『“前夜祭”Strawberry Tour』

幹事：taka

1月14日(土) 『1月マンスリー赤倉』

↓ 幹事：スタッフ一同

1月15日(日)

1月14日(土) 『野沢温泉パウダー三昧』

↓ 幹事：はまちゃん

1月15日(日)

1月14日(土) 『戸隠ゆるゆるつあー』

↓ 幹事：りんご、みいこ

1月15日(日)

1月15日(日) 『奥美濃 日帰り Strawberry Tour ！』

幹事：sasi

1月15日(日) 『かっちゃま日帰りツアー！！』

幹事：むらっち

1月16日(月) 『かっちゃま日帰りツアー！！』

幹事：むらっち

1月17日(火) 『日帰りスキージャム勝山』

幹事：しょうちゃん

1月18日(水) 『わたの日帰り便 Vol.10』

幹事：わた

2006年

1月



日程 ツアー名

2006年

1月19日(木) 『北海道パウダー激食いツアー』

↓ 幹事：たけっさん

1月22日(日)

1月20日(金) 『がんばれ！Club　ASP　技選ツアー』

↓ 幹事：S-MAN

1月21日(土)

1月21日(土) 『１月連休チャレンジ・ザ・ＪＳＢＣさのさかツアー』

↓ 幹事：あさぴょん　副幹事：たかっち

1月22日(日)

1月21日(土) 『子連れ御岳ロープ・マイヤー』

↓ 幹事：いじち

1月22日(日)

1月21日(土) 『シャルマン火打ツアーLOVELOVEパウダーに埋もれたい(-_☆)キラーン』

↓ 幹事：さわ・きらら・さとぴん

1月22日(日)

1月22日(日) 『私をボードに連れってって♪』

幹事：ＱＰ

1月24日(火) 『わたの日帰り便 Vol.11』

幹事：わた

1月25日(水) 『平日かっちゃまいかへん？』

幹事：S-MAN

1月26日(木) 『平日日帰り東鉢』

幹事：ムネ

1月28日(土) 『ぴんキャバツアー』

幹事：さとぴん　副幹事：あろもん

1月28日(土) 『Infinity Tour !!』

幹事：sasi

1月28日(土) 『遅刻早退ツアー』

幹事：ぱぱごん

1月28日(土) 『やっぱり白馬　　八方、五竜４７で滑ろう！飛ぼう！』

↓ 幹事：どんく、あいお、逸ちゃん

1月29日(日)

1月28日(土) 『バッヂテスト＆テク検 in奥神鍋』

↓ 幹事：もってぃ

1月29日(日)

1月28日(土) 『クール・takezoの戸隠ツアー2006』

↓ 幹事：クール　副幹事：takezo

1月29日(日)

1月28日(土) 『スペシャル提携ツアー白馬コルチナ国際』

↓ 幹事：たかっち

1月29日(日)

1月29日(日) 『0129*SKIJAM*日帰り(@^^@)』

幹事：あっこちん＋さるりん

1月29日(日) 『日帰りイトシロツアー』

幹事：R子

2月2日(木) 『めいほう日帰り』

幹事：あっこちん

2月4日(土) 『日帰り行きましょう』

幹事：ぱぱごん

2月



日程 ツアー名

2006年

2月4日(土) 『ショートで滑ろう in アライ』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ、いまり

2月5日(日)

2月4日(土) 『ツアー　極』

↓ 幹事：クール

2月5日(日)

2月4日(土) 『サンアルピナ花火ツアー』

↓ 幹事：やまちゃん

2月5日(日)

2月4日(土) 『ぽけかみツアー』

↓ 幹事：じゃんぽけ

2月5日(日)

2月4日(土) 『出遅れ者　八方ツアー』

↓ 幹事：きらら　副幹事：あろもん

2月5日(日)

2月5日(日) 『ジャム勝　イリュＢ　どんく塾　コブ祭り　　ＰＡＲＴⅡ』

幹事：どんく

2月9日(木) 『平日日帰りダイナランド改めめいほう』

幹事：ムネ

2月11日(土) 『日帰り奥伊吹ツアー』

幹事：ごろやん

2月11日(土) 『白乗deハイテンション♪ふぉ～』

↓ 幹事：龍平。・taka

2月12日(日)

2月11日(土) 『タナベスポーツ基礎スキーキャンプ参加ツアー』

↓ 幹事：逸ちゃん

2月12日(日)

2月11日(土) 『白馬八方で、すべりまくろ～の会』

↓ 幹事：さわ・きらら・さとぴん　副幹事：あろもん

2月12日(日)

2月12日(日) 『奥美濃ツアー０２１２』

幹事：OPEL

2月14日(火) 『平日お泊り白馬八方or五竜&４７』

↓ 幹事：飛鳥

2月15日(水)

2月16日(木) 『ひろのり飲み会』

幹事：たかっち

2月18日(土) 『ジャム勝行きましょう』

幹事：ぱぱごん

2月18日(土) 『わたの日帰り便 Vol.12』

幹事：わた

2月18日(土) 『2月マンスリー』

↓ 幹事：スタッフ一同

2月19日(日)

2月18日(土) 『あいのりつあー』

↓ 幹事：龍平。＆み

2月19日(日)

2月19日(日) 『あの紙ヒコーキのように… ジューク Tour ！』

幹事：sasi

2月19日(日) 『日帰りまったりスキー＆スノボ』

幹事：はぎ



日程 ツアー名

2006年

2月21日(火) 『火曜だけども鷲ヶ岳行きませんか？』

幹事：ジャンキー

2月22日(水) 『平日お泊まりいきまっしょい！』

↓ 幹事：S-MAN

2月23日(木)

2月25日(土) 『のりしの☆はははははっっぽうツアー2006』

↓ 幹事：しのぶ、のりえ

2月26日(日)

2月25日(土) 『戸隠2』

↓ 幹事：takezo　副幹事：キザタロー

2月26日(日)

2月25日(土) 『フリーライドセッションｉｎ斑尾高原』

↓ 幹事：ジャンキー！

2月26日(日)

2月25日(土) 『野沢温泉外湯巡りイコイコ～♪Ⅱ』

↓ 幹事：２７３＠、レイコ

2月26日(日)

2月25日(土) 『山崎勇亀と滑ろう！ボーダーズキャンプin牧ノ入スノーパーク』

↓ 幹事：かず、たかっち

2月26日(日)

2月25日(土) 『ぽけかみツアー２』

↓ 幹事：じゃんぽけ

2月26日(日)

2月25日(土) 『パウダーパラダイスグランヒラフの旅　』

↓ 幹事：チャリ

2月28日(火)

2月26日(日) 『わたの日帰り便 Vol.13』

幹事：わた

2月26日(日) 『日帰りお受検ツアー』

幹事：なん

3月4日(土) 『わたの日帰り便 Vol.14』

幹事：わた

3月4日(土) 『トントン戸狩♪』

↓ 幹事：じっきー

3月5日(日)

3月4日(土) 『乗鞍高原温泉で剛毛を癒そうツアー』

↓ 幹事：無道　　副幹事２７３＠

3月5日(日)

3月4日(土) 『温泉つかってはんなりほっこりin赤倉温泉スキー場』

↓ 幹事：ぱぱごん　　副幹事：ゆーと、いじち

3月5日(日)

3月4日(土) 『れでぃーす四人衆と行くいつもと違う？野沢温泉ツアー』

↓ 幹事：逸ちゃん、ほしぴ、さとこ、ただっち

3月5日(日)

3月5日(日) 『ジャム勝　イリュＢ　どんく塾　コブ祭り　ＰＡＲＴⅢ』

幹事：taku

3月5日(日) 『「闘え基礎ラー第２弾　箱技選」ツアー』

幹事：のぶのすけ

3月5日(日) 『日帰り GO ！郷！ Five ！奥美濃慕情！』

幹事：sasi

3月



日程 ツアー名

2006年

3月9日(木) 『ワッシー行かへん？』

幹事：S-MAN

3月11日(土) 『3月マンスリー』

↓ 幹事：スタッフ一同

3月12日(日)

3月11日(土) 『天使と悪魔のマンスリー追っかけツアー』

↓ 幹事：チャリ

3月12日(日)

3月12日(日) 『３／１２お誕生日ツアー』

幹事：OPEL

3月14日(火) 『わたの日帰り便 Vol.15』

幹事：わた

3月14日(火) 『平日お泊まりいきまっしょい！』

↓ 幹事：S-MAN

3月15日(水)

3月18日(土) 『山崎勇亀プロレッスンツアーin白馬コルチナ国際』

↓ 幹事：たかっち

3月19日(日)

3月18日(土) 『サクtaka白馬祭り』

↓ 幹事：taka＆さっくん

3月19日(日)

or

3月21日(火)

3月18日(土) 『AHO・AHOツアー２００６in木島平』

↓ 幹事：いしやん

3月19日(日)

or

3月21日(火)

3月19日(日) 『日帰りタングラム！』

幹事：しょうちゃん

3月19日(日) 『早割り券で行こう！ホワイトピアたかす』

幹事：ジャンキー

3月21日(火祝) 『私たちを流葉につれてって』

幹事：いまり、ひろりん

3月24日(金) 『第５回安比リゾート三昧ツアー』

↓ 幹事：しんのすけ、くらにい

3月26日(日)

3月25日(土) 『日帰り高鷲スノーパーク』

幹事：さち、あろもん

3月25日(土) 『4時間耐久レースin野沢温泉』

↓ 幹事：龍平。　273@ taka

3月26日(日)

3月25日(土) 『３月にも志賀高原ツアー』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ

3月26日(日)

3月25日(土) 『子連れ御岳ロープ・開田マイヤーＮＯ３』

↓ 幹事：いじち

3月26日(日)

3月25日(土) 『栂池テククラ受検ツアー』

↓ 幹事：シーマン

3月26日(日)



日程 ツアー名

2006年

3月26日(日) 『日帰り白馬岩岳』

幹事：しょうちゃん

3月26日(日) 『めいほう　日帰り』

幹事：taku

3月29日(水) 『ダイナ行かへん？』

幹事：S-MAN

3月29日(水) 『江坂でちゃんこ 2006　Vol.2　』

幹事：しょうちゃん

4月1日(土) 『プレぽか八 黒菱どんく塾改め 黒菱あいお塾 こぶ祭』

↓ 幹事：やきまつ、あいお、まき

4月2日(日)

4月1日(土) 『上野雄太　with TEAM　MCV　フリースキーキャンプ　in 野沢温泉』

↓ 幹事：あけやん

4月2日(日)

4月2日(日) 『タナベスポーツさんと試乗会part2』

幹事：ごろやん、まぶ

4月2日(日) 『日帰りおんたけツアー』

幹事：なん

4月2日(日) 『すでにシーズンオフ？服部緑地テニス』

幹事：べんたろう＆ちょろん

4月6日(木) 『魅惑の花見』

※4日から変更になりました 幹事：おっくん

4月6日(木) 『帰ってきたチャオ行きまっしょい！』

幹事：S-MAN

4月8日(土) 『4月マンスリーぽかぽか八方』

↓ 幹事：スタッフ一同

4月9日(日)

4月11日(火) 『春の平日八方ぶるじょあわわわわツアー』

↓ 幹事：みいこ

4月12日(水)

4月15日(土) 『第１回ハイキング企画ｉｎ桜の二上山』

幹事：まぶ

4月15日(土) 『わたの日帰り便 Vol.16』

幹事：わた

4月15日(土) 『春の山崎勇亀グリプラハイク＆ＢＢＱキャンプ』

↓ 幹事：たかっち

4月16日(日)

4月16日(日) 『日帰りおんたけ　雪上の宴ツアー』

幹事：なん、あっこちん、はたぴょん

4月18日(火) 『わた便ファイナルぅぅぅ～～』

↓ 幹事：わた

4月19日(水)

4月22日(土) 『第１回ASP基礎チャンプ決定戦（チャオ御岳）』

幹事：シーマン

4月22日(土) 『春爛漫栂池ツアー　』

↓ 幹事：良ちん・Moony・け～こ・きょん

4月23日(日)

4月22日(土) 『雪を求めて～龍平。ふっかつあ～♪』

↓ 幹事：龍平。＆み

4月23日(日)

4月



日程 ツアー名

2006年

4月28日(金) 『のんびり平日ゴルフ』

幹事：つ～やん

4月29日(土) 『47 フリースキーキャンプ』

↓ 幹事：キザタロー

4月30日(日)

5月3日(水祝) 『ぽけまるＧＷツアー』

↓ 幹事：じゃんぽけ

5月5日(金祝)

5月3日(水祝) 『ＧＷ白馬山亀ツアー』

↓ 幹事：あさぴょん、ｔａｋａ

5月7日(日)

5月11日(木) 『今年もいきます六甲颪 ！阪神×千葉ロッテの巻』

幹事：ただっち

5月13日(土) 『冒険の書　～イチゴ編～』

幹事：チキ

5月14日(日) 『第１回　リゾートウェイク！　in 長良川』

幹事：さわ　副幹事：あろもん

5月14日(日) 『第２回ハイキング企画＜剣尾山ハイキング＞』

幹事：ただっち

5月14日(日) 『美山萱葺きの里と周山街道ツーリング』

幹事：逸ちゃん

5月17日(水) 『交流戦　阪神ＶＳ日本ハム』

幹事：ジョー

5月19日(金) 『祝・上海支部長 送り出し飲み会！』

幹事：しょうちゃん

5月19日(金) 『神戸キングスでエア～～の練習』

幹事：くらにい

5月21日(日) 『味楽さんのとこで日曜日の昼間から飲んだくれよう飲み会』

幹事：えがわん、かな、味楽

5月28日(日) 『日帰りダイビングin串本part１　～人魚になろぉ～』

幹事：taka

5月28日(日) 『服部緑地ボチボチテニス』

幹事：ume

5月28日(日) 『祝！！よも＆いまりブライダルパーティー』

幹事：ぱぱごん

6月3日(土) 『じっきー＆りえこのブライダルパーティー』

幹事：たけぞう

6月3日(土) 『再々度！第１回エギング企画』

幹事：ジョニー

6月4日(日) 『中部緑地テニス』

幹事：ume

6月4日(日) 『インラインやります♪』

幹事：やきまつ

6月10日(土) 『メーカー合同展示会＆インライン』

幹事：やきまつ

6月11日(日) 『舞洲１００人ＢＢＱ』

幹事：あさぴょん

6月17日(土) 『ＶＩＶＡ　飲み会！ in 京都』

幹事：いのっち

5月

6月



日程 ツアー名

2006年

6月18日(日) 『アクロス重信』

幹事：キザタロー

6月22日(木) 『ご～るでんぼ～りんぐ２』

幹事：S-MAN

6月24日(土) 『神戸飲み会』

幹事：いしやん

6月24日(土) 『B級グルメツーリング』

幹事：しょうちゃん

6月24日(土) 『東大阪テニス』

幹事：ume

7月1日(土) 『三都物語　～千秋楽　大阪』

幹事：チキ＆HARUMI

7月1日(土) 『エクシブ白浜で『小』暴れ♪』

↓ 幹事：みっちゃん

7月2日(日)

7月2日(日) 『アクロス重信』

幹事：キザタロー

7月6日(木) 『七夕前夜　阪神ＶＳ横浜』

幹事：ジョー

7月8日(土) 『服部緑地テニス』

幹事：ume

7月8日(土) 『第２回 Ｂ級グルメツーリングｉｎ奈良』

幹事：旭川

7月8日(土) 『あけやん復活記念フリースタイラー系in七夕飲み会』

幹事：しんのすけ

7月11日(火) 『阪神ＶＳ広島』

幹事：ジョー

7月14日(金) 『阪神ＶＳ中日大阪ドーム編』

幹事：ジョー

7月15日(土) 『ＶＩＶＡ　祇園祭』

幹事：かず

7月16日(日) 『伊丹ナイターテニス』

幹事：ばたやん

7月18日(火) 『聖地ライトスタンドで打倒讀賣　阪神ＶＳ巨人』

幹事：ジョー

7月22日(土) 『テニス』

幹事：ume

7月22日(土) 『古都奈良で展示会と酒』

幹事：taka、チキ

7月29日(土) 『テニス』

幹事：ume

7月29日(土) 『ファイト～♪いっぱ～つ！琵琶湖で宴会やで～♪』

↓ 幹事：taka

7月30日(日)

8月5日(土) 『大屋プラスノー』

幹事：みゅーらー

8月5日(土) 『２７４７　HAPPY☆彡 SUMMAR WEDDING♪』

幹事：

8月6日(日) 『SWEETS ROOM in KOBE』

幹事：ISSA

7月

8月



日程 ツアー名

2006年

8月6日(日) 『B級グルメツーリング　涼を求めて　滝流しそうめん』

幹事：しょうちゃん

8月6日(日) 『大泉緑地公園テニス』

幹事：やきまつ

8月10日(木) 『宇治ぴ～と騒ごう！花火大会』

幹事：龍平。 み

8月12日(土) 『伊丹セミナイターテニス』

幹事：ばたやん

8月13日(日) 『テニス』

幹事：かげ

8月13日(日) 『お盆にラフティング＆阿波踊り＆讃岐うどん』

↓ 幹事：紅美

8月14日(月)

8月14日(月) 『ぽよ～んと白馬いかへん？』

↓ 幹事：S-MAN

8月16日(水)

8月15日(火) 『行きませんか？プラチナム』

幹事：やきまつ

8月17日(木) 『夏休みだ！　阪神ＶＳ横浜戦　京セラドーム大阪編』

幹事：ジョー

8月19日(土) 『テニス』

幹事：ume

8月19日(土) 『日本一低い山「天保山」登山』

幹事：まぶ

8月20日(日) 『マキノでブルーベリー摘みとウェイク』

幹事：あっこ☆

8月20日(日) 『やまちゃんと梅田飲み会』

幹事：こうCHAN、あくび

8月26日(土) 『テニス』

幹事：ume

8月26日(土) 『地味に復活～西中島で焼肉』

幹事：moony

8月27日(日) 『テニス』

幹事：ume

9月3日(日) 『帰ってきたキャニオンスイミング・・・』

幹事：無道、たむ

9月3日(日) 『ウェイクボード企画第二弾！！！』

幹事：かくちゃん

9月6日(水) 『阪神ＶＳ巨人』

幹事：ジョー

9月9日(土) 『残暑の大屋で滑る・飛ぶ・飲む？　＆温泉』

幹事：どんく

9月9日(土) 『テニス』

幹事：ume

9月10日(日) 『味楽飲み会』

幹事：えがわん

9月16日(土) 『スーパーエアーで飛ぶ琵琶湖６時間の旅』

幹事：あっこ☆

9月16日(土) 『伊丹ナイターテニス』

幹事：ばたやん

9月



日程 ツアー名

2006年

9月18日(月祝) 『くにじまナイターテニス』

幹事：ほしぴ

9月23日(土祝) 『日帰りダイビングin串本part３　～海亀探しの旅～』

幹事：taka

9月23日(土祝) 『中部緑地テニス』

幹事：まりこ

9月23日(土祝) 『アクロス重信と松山・道後の旅』

↓ 幹事：キザタロー

9月24日(日)

9月24日(日) 『神鍋高原でホップ・ステップ・フライング』

幹事：チャリ

9月24日(日) 『テニス』

幹事：ume

9月26日(火) 『阪神ＶＳ広島』

幹事：ジョー

9月29日(金) 『阪神ＶＳ中日』

幹事：ジョー

9月30日(土) 『中部緑地テニス』

幹事：かげ

10月1日(日) 『冒険の書　～椎茸の巻～』

幹事：チキ

10月1日(日) 『秋のハイキング』

幹事：まぶ

10月7日(土) 『阪神ＶＳ巨人』

幹事：ジョー

10月8日(日) 『阪神ＶＳ巨人甲子園最終戦？』

幹事：ジョー

10月13日(金) 『アツ君送別会』

幹事：さわ・きらら・さとぴん

10月14日(土) 『鯖街道と新旭風車村・湖西方面ツーリング』

幹事：くろちゃん

10月14日(土) 『第２回エギング企画』

幹事：ジョニー

10月14日(土) 『テニス』

幹事：ume

10月15日(日) 『秋のウェイク企画　　アツ君またね～』

幹事：たっきん

10月20日(金) 『06-07シーズンを語る！　シーズン前の飲み会』

幹事：どんく、ごろやん

10月21日(土) 『テニス』

幹事：ume

10月21日(土) 『アクロス行きませんか？』

幹事：OPEL

10月21日(土) 『キャンプだ・・ホイホイホーイ!!IN若狭路あかぐり埼』

↓ 幹事：無道、いなバン

10月22日(日)

10月22日(日) 『琵琶湖で日帰りサイクリングしましょう』

幹事：チャリ、ただっち

10月27日(金) 『１０月京都でわいわい飲む会』

幹事：ゆきんこ、かず

10月



日程 ツアー名

2006年

10月28日(土) 『ラフォーレテニス合宿』

↓ 幹事：かげ

10月29日(日)

10月31日(火) 『行くぜ！プラチナム』

幹事：やきまつ

11月2日(木) 『京都飲み会　鳥せいで飲みましょっ』

幹事：クール

11月4日(土) 『はぎさん送別会＆送別テニス』

幹事：ume

11月10日(金) 『江坂ちゃんこで、パンパン！スパパン！』

幹事：しょうちゃん

11月11日(土) 『龍神紅葉ツーリング』

幹事：逸ちゃん

11月16日(木) 『集え！平日隊！日帰りツアー』

幹事：S-MAN

11月18日(土) 『第４回ハイキング企画in金勝アルプス』

幹事：まぶ

11月18日(土) 『ヨゴレ飲み会！　２００６！』

幹事：たけっさん

11月19日(日) 『11月度テニス』

幹事：ume

11月23日(木祝) 『ＷＷＰ　WELCOME WINTER PARTY』

幹事：オールスタッフ

11月25日(土) 『アップかんなべ初滑り』

幹事：みゅ～ら～

11月25日(土) 『11月度テニス』

幹事：ume

11月26日(日) 『京都紅葉散策スイーツアー』

幹事：ISSA

11月30日(水) 『平日部長と滑る会。』

幹事：ともとも

12月2日(土) 『“日帰り奥美濃 ”vol.1　』

幹事：taka

12月3日(日) 『ブラパ　☆マーシー＆ありぺ☆』

幹事：たかっち　きょうちゃん　みっちゃん　ほしぴ

12月3日(日) 『どっかいこっか？』

幹事：ぱぱごん

12月7日(木) 『集え！平日日帰り隊　12月7日(木)ウイング』

幹事：ムネ

12月9日(土) 『志賀高原で格安初滑り！』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ

12月10日(日)

12月10日(日) 『足慣らししましょう』

幹事：OPEL

12月11日(月) 『わたの日帰り便 第1弾』

幹事：わた

12月14日(木) 『初滑りINキロロ』

↓ 幹事：はまちゃん

12月17日(日)

12月

11月



日程 ツアー名

2006年

12月15日(金) 『わたの日帰り便 第2弾』

幹事：わた

12月16日(土) 『今度はどこ行く？』

幹事：ぱぱごん

12月16日(土) 『プレマンスリー　初滑り白馬』

↓ 幹事：どんく

12月17日(日)

12月16日(土) 『五竜＆ 47 少人数ツアー』

↓ 幹事：ふとし

12月17日(日)

12月16日(土) 『半泊で八方 いきましょ』

↓ 幹事：まささん

12月17日(日)

12月17日(日) 『日帰りで滑りに行けへん？』

幹事：はたぴょん

12月18日(月) 『平日日帰りkouちゃんと滑ろう』

幹事：ともとも

12月19日(火) 『わたの御泊り便 in 白馬』

↓ 幹事：わた

12月20日(水)

12月21日(木) 『ＡＳＰ忘年会』

幹事：あさぴょん

12月23日(土) 『１２月マンスリー　白馬のクリスマスイブイブ』

↓

12月24日(日)

12月24日(日) 『日帰りおんたけ行きましょう』

幹事：なん、ムネ

12月25日(月) 『わたの御泊り便 in 志賀高原』

↓ 幹事：わた

12月26日(火)

12月30日(土) 『年末奥飛騨パラダイス』

↓ 幹事：ばたやん

12月31日(日)

12月30日(土) 『八方プライベートレッスン♪』

↓ 幹事：S-MAN、のりぴー

12月31日(日)

12月30日(土) 『06/07カウントダウンツアーin白馬』

↓ 幹事：むらっち

1月3日(水)

12月30日(土) 『わたの日帰り便 第3弾』

幹事：わた

12月31日(日) 『八方でスノーボードグループレッスン』

幹事：かくちゃん

12月31日(日) 『年末年始スノーボードプライベートレッスン』

＆ 幹事：チキ

1月1日(月)



日程 ツアー名

1月2日(日) 『04/05カウンティ～ダウン白馬♪出会い系？C日程』

↓ 幹事：むらっち親方

1月4日(火)

1月3日(月) 『日帰りで滑りに行こうよ！』

幹事：taku

1月3日(月) 『伝説の日帰りシャトル便』

幹事：クール

1月4日(火) 『1/4～5　年始わたの御泊り便　in　八方』

↓ 幹事：わた

1月5日(水)

1月8日(土) 『年始わたの御泊り便　in　おんたけ山』

↓ 幹事：わた

1月9日(日)

1月8日(土) 『雪がぱふぱふ志賀高原』

↓ 幹事：たかじん（副幹事：トモ）

1月10日(月)

1月8日(土) 『ナベじゃん八方』

↓ 幹事：ナベぞー

1月10日(月)

1月8日(土) 『シャルマン火打ツァーin深雪』

↓ 幹事：takezo

1月10日(月)

1月9日(日) 『バスを追っかけて～シャルマンへ』

↓ 幹事：クール　副幹事：たっきん

1月10日(月)

1月9日(日) 『北摂ズ！IN栂池高原』

↓ 幹事：無道、273＠

1月10日(月)

1月10日(祝) 『地道でＧo！』

幹事：ぱぱごん

1月10日(祝) 『ジャム勝　日帰り行きましょう』

幹事：どんく

1月14日(金) 『わたの日帰り便 No,6』

幹事：わた

1月15日(土) 『１月マンスリー赤倉』

↓ 幹事：スタッフ一同

1月16日(日)

1月15日(土) 『みぃごりん野沢道祖神酒祭り』

↓ 幹事：さるりん

1月16日(日)

1月15日(土) 『朴の木平＆飛騨牛で奥飛騨満喫ツアー』

↓ 幹事：はまちゃん、まぶ、ただっち

1月16日(日)

1月18日(火) 『わたの日帰り便 No,5』

幹事：わた

1月18日(火) 『平ナベ赤倉☆☆復興支援にレイコイコ～♪☆☆』

↓ 幹事：なべゾー　副幹事：レイコ

1月19日(水)

1月20日(木) 『スカイバレーさくさく日帰りツアー』

幹事：さっくん

2005年

1月



日程 ツアー名

2005年

1月22日(土) 『がんばれえすまん！日帰りツアー^^;』

幹事：S-MAN

1月22日(土) 『めいほう日帰り』

幹事：ぱぱごん

1月22日(土) 『ジャム勝行きませんか？』

幹事：ジョニー

1月22日(土) 『ＪＳＢＣさのさかツアー　』

↓ 幹事：あさぴょん（副幹事：むねお）（会計：のりお）

1月23日(日)

1月22日(土) 『戸狩お地蔵さんツアー』

↓ 幹事：じっきー

1月23日(日)

1月25日(火) 『平日やけど白馬乗鞍いったんねん！』

↓ 幹事：龍平

1月26日(水)

1月26日(水) 『ニューおじろ サクサク日帰りツアー』

幹事：さっくん

1月26日(水) 『かっちゃまいきまっしょい♪』

幹事：S-MAN

1月27日(木) 『わたの日帰り便 No,7』

幹事：わた

1月29日(土) 『クール・たけぞうの戸隠ツアー2005』

↓ 幹事：クール（副幹事：たけぞう）

1月30日(日)

1月29日(土) 『のりしのはははははっはっぽうツアー』

↓ 幹事：しのぶ、のりえ

1月30日(日)

1月29日(土) 『ぽけかみツアー』

↓ 幹事：じゃんぽけ、副幹事えがわん

1月30日(日)

1月29日(土) 『私をスキーに連れてって♪

↓

1月30日(日) 幹事：みや

1月30日(日) 『（と）と近場日帰り』

幹事：とぼく

1月30日(日) 『パーク好き集まれ～☆』

幹事：あっこ☆

1月30日(日) 『みやちゃんを追っかけて大屋スキー場』

幹事：ごろやん

2月2日(水) 『平日（２月２日）日帰りツアー』

幹事：飛鳥

2月2日(水) 『平日お泊まりいきまっしょい♪』

↓ 幹事：S-MAN

2月3日(木)

2月3日(木) 『きそふくしま　平日日帰りツアー♪』

幹事：さっくん

2月5日(土) 『（と）と近場日帰り』

幹事：とぼく

2月5日(土) 『☆彡ゲレンデで花火を見ようサンアルツアー☆彡』

↓ 幹事：ゆか（副幹事：ぐんそう）

2月6日(日)

2月



日程 ツアー名

2005年

2月5日(土) 『野沢であわっあわわわわ！ツアー』

↓ 幹事：みいこ、のりえ、うさぎ

2月6日(日)

2月5日(土) 『ショートスキーで滑ろう！ｉｎ栂池』

↓ 幹事：はまちゃん、いまり、まぶ

2月6日(日)

2月5日(土) 『飛鳥のリゾート気分ツアー』

↓ 幹事：飛鳥

2月6日(日)

2月6日(日) 『貧乏暇なし日帰りツアー』

幹事：むらっち

2月6日(日) 『わたの日帰り便 No,9 in 八方』

幹事：わた

2月10日(木) 『わたの日帰り便 No.11』

幹事：わた

2月11日(金祝) 『めいほう日帰り』

幹事：はまちゃん

2月11日(金祝) 『がんばれ基礎ラ～黒姫でレベルアップ』

↓ 幹事：ぱぱごん　副幹事：シーマン

2月13日(日)

2月11日(金祝) 『３連休白馬のスキー場＆温泉めぐりだよ♪』

↓ 幹事：しのぶ

2月13日(日)

2月11日(金祝) 『えがわん赤倉』

↓ 幹事：えがわん、副幹事：YASU

2月13日(日)

2月11日(金祝) 『ばたサクますｐ 戸隠ツアー』

↓ 幹事：ばたやん＆さっくん　（副幹事：ほしぴ＆ます）

2月13日(日)

2月12日(土) 『白馬岩岳 日帰り行けへんか～？』

幹事：しょうちゃん

2月13日(日) 『ジャム勝　日帰り行きましょう　　ＰＡＲＴⅡ』

幹事：どんく

2月13日(日) 『戸隠日帰り、わい・わい・わ～い！！』

幹事：えろっけ

2月14日(月) 『わたの日帰り便 No.10』

幹事：わた

2月15日(火) 『平日戸隠お泊りツアー』

↓ 幹事：飛鳥

2月16日(水)

2月16日(水) 『めいほう日帰り！』

幹事：シュウ

2月19日(土) 『ジャム勝リフ券消化に付き合って下さい』

幹事：ジョニー

2月19日(土) 『２月マンスリー白馬（八方，五竜＆４７）』

↓ 幹事：スタッフ一同

2月20日(日)

2月19日(土) 『恒例？闘え基礎ラー！草技選シリーズ』

↓ 幹事：のぶのすけ

2月20日(日)



日程 ツアー名

2005年

2月19日(土) 『深雪シャルマン火打ツアーⅡ』

↓ 幹事：takezo　副幹事：じっきー、あろもん

2月20日(日)

2月20日(日) 『懲りずにかっちゃま』

幹事：むらっち

2月22日(火) 『びわ湖バレイこそ練』

幹事：もってぃ

2月22日(火) 『わたの日帰り便 No.12』

幹事：わた

2月23日(水) 『ダイナランド女性リフト券無料ツアー』

幹事：さっくん

2月24日(木) 『八方日帰りいきまっしょい♪』

幹事：S-MAN

2月24日(水) 『南大阪スキーヤー限定　 2/24 、 25 奥美濃平日お泊りスキー』

↓ 幹事：だっち

2月25日(木)

2月26日(土) 『白山白峰温泉日帰り』

幹事：まぶ

2月26日(土) 『戸隠リピーターツアー』

↓ 幹事：飛鳥（副幹事：takezo）

2月27日(日)

2月26日(土) 『273＠と野沢温泉外湯巡りイコイコ～♪』

↓ 幹事：273＠、レイコ

2月27日(日)

2月26日(土) 『斑尾　ええ雪パフパフたわむれツアー』

↓ 幹事：どんく

2月27日(日)

2月26日(土) 『さくさく八方ツアー』

↓ 幹事：さっくん　（副幹事：あろもん）

2月27日(日)

2月26日(土) 『山崎勇亀と滑ろう！ボーダーズキャンプin牧ノ入スノーパーク』

↓ 幹事：たかっち

2月27日(日)

2月27日(日) 『日帰りツアー』

幹事：チャリ

3月4日(金) 『わたの日帰り便 No.13』

幹事：わた

3月5日(土) 『３月マンスリー　サンアルピナ三山』

↓ 幹事：スタッフ一同

3月6日(日)

3月5日(土) 『下見ツアー高安志賀ばーじょん０．５？？』

↓ 幹事：たかじん＆トモ

3月6日(日)

3月6日(日) 『めいほうスキー場に行きませんか？』

幹事：キザタロー

3月10日(木) 『わたの日帰り便 No.14』

幹事：わた

3月12日(土) 『ぱぱごんJrとめいめいほ～♪』

幹事：いまり

3月



日程 ツアー名

2005年

3月12日(土) 『フライング・ザ・さのさか&ヤナバ(JSBCさのさかⅡ)』

↓ 幹事：たかっち（副幹事：あさぴょん）

3月13日(日)

3月12日(土) 『豪雪・剛毛ＩＮ赤倉温泉ツアー！』

↓ 幹事：無道

3月13日(日)

3月12日(土) 『えがじゃん技術戦観戦』

↓ 幹事：えがわん、副幹事じゃんぽけ

3月13日(日)

3月13日(日) 『ジャム勝　日帰り行きましょう　　ＰＡＲＴⅢ』

幹事：どんく

3月14日(月) 『kouちゃん＆ともともと日帰り行こうツアー』

幹事：ともとも

3月16日(水) 『平日お泊まりいきまっしょい！』

↓ 幹事：S-MAN

3月17日(木)

3月17日(木) 『わたの日帰り便 No.15』

幹事：わた

3月19日(土) 『三連休に一泊二日！池の平激安ツアー(^o^)／』

↓ 幹事：ぱぱごん　副幹事：ゆーと

3月20日(日)

3月19日(土) 『よちよち八方２００５』

↓ 幹事：べんたろう（副幹事：ちょろん＆陽花）

3月21日(祝)

3月19日(土) 『高安ツアー志賀ばーじょん』

↓ 幹事：たかじん（副幹事：トモ）

3月21日(祝)

3月19日(土) 『さくさく岩岳ツアー』

↓ 幹事：さっくん　（副幹事：あろもん）

3月21日(祝)

3月19日(土) 『AHO・AHOツアー２００５in木島平』

↓ 幹事：いしやん

3月21日(祝)

3月25日(金) 『激安安比リゾートツアー』

↓ 幹事：しんのすけ

3月27日(日)

3月26日(土) 『五竜＆47 日帰り行けへんか～？』

幹事：しょうちゃん

3月26日(土) 『八方ぶるじょあわわわツアー』

↓ 幹事：みいこ

3月27日(日)

3月26日(土) 『】スノーボード試乗会付きツアー』

↓ 幹事：あきら

3月27日(日)

3月27日(日) 『GOGO ！ワッシー！』

幹事：いまり

4月2日(土) 『ホワイトピアたかすで春スキー』

幹事：まぶ

4月2日(土) 『日帰りおんたけファイナル？？』

幹事：ばたやん

4月



日程 ツアー名

2005年

4月2日(土) 『やっぱり最後も志賀ツアー』

↓ 幹事：たかじん（副幹事：トモ）

4月3日(日)

4月2日(土) 『春の三昧旅（復活祭）in白馬』

↓ 幹事：ぐんそう

4月3日(日)

4月3日(日) 『タナベスポーツさんと試乗会』

幹事：ごろやん

4月3日(日) 『ダイナ日帰り募集』

幹事：のぶのすけ

4月5日(火) 『わたの日帰り便 No.16』

幹事：わた

4月6日(水) 『魅惑の桜まつり・・』

幹事：おっくん

4月7日(木) 『おんたけ平日ファイナル』

幹事：飛鳥

4月9日(土) 『日帰りおんたけ行っとく？』

幹事：taku、riko

4月9日(土) 『４月マンスリー　ぽかぽか八方』

↓ 幹事：スタッフ一同

4月10日(日)

4月16日(土) 『日帰り春スキー』

幹事：どんく、ばたやん

4月16日(土) 『飛び＆ジブ・SHOOTING　TOUR　in　関温泉』

↓ 幹事：あけやん

4月17日(日)

4月17日(日) 『ハッピー・スプリング・ウェディング♪』

幹事：レッツ☆ゴー純っ！

4月17日(日) 『チャオに行っちゃお！？』

幹事：いまり

4月23日(土) 『日帰り春スキー②』

幹事：どんく

4月23日(土) 『いつまでもだらだら滑るでツアー』

↓ 幹事：かげ

4月24日(日)

4月29日(祝) 『ＧＷ前半ツアー』

↓ 幹事：あさぴょん

5月1日(日)

4月29日(祝) 『ＧＷ神様ツアー』

↓ 幹事：あさぴょん

5月5日(祝)

4月29日(祝) 『GWフリープランin白馬（前半＆後半）』

↓ 幹事：taka＆あきら

5月5日(祝)

5月3日(祝) 『ＧＷ後半ツアー』

↓ 幹事：あさぴょん

5月5日(祝)

5月3日(祝) 『ぽけかみＧＷツアー』

↓ 幹事：じゃんぽけ

5月5日(祝)

5月



日程 ツアー名

2005年

5月4日(祝) 『お気楽インラインしませんか～？』

幹事：いまり

5月7日(土) 『ウェイクボード第一回目企画』

幹事：良ちん

5月14日(土) 『第１回チーム登山ず企画＜新緑の二上山＞』

幹事：まぶ

5月15日(日) 『テニスっておもろっ！！』

幹事：やまちゃん

5月21日(土) 『日帰り　四国』

幹事：飛鳥

5月26日(木) 『阪神 ＶＳ オリックス　交流戦で六甲颪』

幹事：しょうちゃん

5月27日(金) 『江坂でちゃんこ鍋、食べへんか～？』

幹事：しょうちゃん

5月28日(土) 『いいネッ！いいネッ！テニス』

幹事：チキ

5月29日(日) 『高速に、乗らない！乗れない！ツーリング 』

幹事：たけっさん

5月29日(日) 『お気楽インラインしませんか～？』

幹事：いまり

6月4日(土) 『ブライダルパーティー　ぐんそー・しのぶさん編』

幹事：たけっさん

6月5日(日) 『琵琶湖でウェイク』

幹事：たっきん

6月10日(金) 『大阪下町でももんじゃもんじゃ♪』

幹事：あっこ☆

6月11日(土) 『ポンポン山！ハイキング』

幹事：まぶ

6月11日(土) 『帰ってきた北摂飲み会。。。』

幹事：無道

6月12日(日) 『展示会＆インライン』

幹事：やきまつ

6月19日(日) 『淀川１００人ＢＢＱ！！』

幹事：あさぴょん

6月23日(木) 『阪神 VS 中日　 in 　大阪ドーム』

幹事：あっこ☆

6月25日(土) 『ウェイク企画　ＮＯ.２　ボラに注意、ＩＮ　淀川だ～』

幹事：良ちん

6月25日(土) 『焼肉焼肉食べたいな♪ in鶴橋』

幹事：いまり

6月25日(土) 『夕方からの万博テニス』

幹事：ume

6月26日(日) 『お気楽、気まぐれインライン～』

幹事：ぱぱごん

6月26日(日) 『八ヶ岳でグラステングランジャー』

幹事：キザタロー

6月26日(日) 『かつらぎテニス』

幹事：レイコ

6月



日程 ツアー名

2005年

7月2日(土) 『京都ふっつうの飲み会 in 高瀬川』

幹事：しのぶ

7月2日(土) 『山トレ ｉｎ 六甲山』

幹事：まぶ

7月7日(木) 『阪神 VS ヤクルト　七夕に六甲颪の巻』

幹事：しょうちゃん

7月10日(日) 『琵琶湖でリゾートウェイク』

幹事：良ちん

7月10日(日) 『インライン』

幹事：やきまつ

7月14日(木) 『ゴールデンボール飲み会』

幹事：S-MAN

7月15日(金) 『ヨゴレ飲み会inバドワイザーカーニバル』

幹事：たけっさん

7月15日(金) 『平日のんびりゴルフ リターンズ』

幹事：ファビアン

7月18日(祝) 『東大阪シリーズテニス』

幹事：ume

7月22日(金) 『仕事帰りにちょっと一杯！　本町飲み会』

幹事：どんく

7月23日(土) 『東大阪シリーズテニス』

幹事：ume

7月24日(日) 『雨と戦うテニス＆スイ-ツッ！』

幹事：チキ

7月24日(日) 『キャニオニング』

幹事：やまちゃん

7月24日(日) 『急やけどインラインしませんか？』

幹事：やきまつ

7月31日(日) 『テニスもやっぱりコソ練から(^^;)』

幹事：ぱぱごん

7月31日(日) 『梅雨明け記念？愛宕山ハイキング』

幹事：ただっち

8月1日(月) 『お盆夜テニス』

幹事：あきあき

8月3日(水) 『真夏の大カラオケ大会inミナミ（食事付）』

幹事：くらにい

8月6日(土) 『寝屋川テニス』

幹事：ume

8月10日(水) 『宇治川花火大会鑑賞飲み会』

幹事：龍平。み

8月13日(土) 『くにじまスポーツテニス・インドア』

幹事：ume

8月13日(土) 『お盆もやっぱりウエイク』

↓ 幹事：あろもん

8月16日(火)

8月14日(日) 『お盆夜テニス』

幹事：あきあき

8月14日(日) 『お盆にラフティング＆阿波踊り＆讃岐うどん』

↓ 幹事：紅美

8月15日(月)

7月

8月



日程 ツアー名

2005年

8月15日(月) 『お盆夜テニス』

幹事：あきあき

8月17日(水) 『お盆にプラスノーいかへん？』

幹事：S-MAN

8月19日(金) 『剛毛飲み会　残暑に鉄板鍋、暑いざんしょ～；』

幹事：無道

8月20日(土) 『真夏の大屋でプラスキー＆ウォータジャンプ』

幹事：どんく

8月20日(土) 『琵琶湖でウェイクボード』

幹事：キザタロー

8月21日(日) 『キャニオンスイミング　ｉｎ　神崎川』

幹事：たむ

8月21日(日) 『ナイツなヤツラのテニス』

幹事：チキ

8月22日(月) 『平日夜テニス』

幹事：あきあき

8月26日(金) 『平日夜テニス』

幹事：あきあき

8月26日(金) 『またかよ！ヨゴレ飲み会　with バドガール』

幹事：たけっさん

8月27日(土) 『瀬田川リバーブギ』

幹事：まりこ

8月27日(土) 『滑走路を歩こう』

幹事：しな

8月28日(日) 『服部緑地テニス』

幹事：ume

8月28日(日) 『スノーヴァ羽島いきませんか？』

幹事：Ｒ子

9月1日(木) 『阪神　ＶＳ　中日　首位攻防戦？』

幹事：ジョー

9月2日(金) 『平日夜テニス』

幹事：あきあき

9月3日(土) 『Ｒ子もヨゴレやねん飲み会』

幹事：たけっさん

9月3日(土) 『深北緑地テニス』

幹事：ume

9月4日(日) 『残暑に立ち向かう金剛山ハイキング』

幹事：ただっち

9月4日(日) 『赤福氷＆伊勢うどん　ツーリング』

幹事：たけっさん

9月4日(日) 『ナイターかき氷テニス』

幹事：えぐぴょん

9月8日(木) 『平日夜テニス』

幹事：あきあき

9月10日(土) 『テニスもやっぱりコソ練から　パート2』

幹事：ぱぱごん

9月11日(日) 『休日尼テニス』

幹事：あきあき

9月11日(日) 『マッタリツーリング。』

幹事：旭川

9月



日程 ツアー名

2005年

9月12日(月) 『平日夜テニス』

幹事：あきあき

9月14日(水) 『平日夜テニス』

幹事：あきあき

9月14日(水) 『京都で飲みましょぉ～』

幹事：のりえ

9月15日(木) 『すっぽん食べへん？』

幹事：S-MAN

9月17日(土) 『休日尼テニス』

幹事：あきあき

9月17日(土) 『秋のテニス合宿』

↓ 幹事：じゃんぽけ

9月18日(日)

9月18日(日) 『阪神ＶＳヤクルト・優勝決定Ｘデー？？？』

幹事：ジョー

9月18日(日) 『休日尼テニス』

幹事：あきあき

9月19日(祝) 『Xデー！？トラ企画たで～！』

幹事：むらっち

9月19日(祝) 『休日尼テニス』

幹事：あきあき

9月20日(火) 『阪神ＶＳ中日・優勝決定Ｘデー？？？』

幹事：ジョー

9月21日(水) 『阪神ＶＳ中日・優勝決定Ｘデー？？？』

幹事：ジョー

9月21日(水) 『阪神ＶＳ中日　直接対決！レフト版』

幹事：ただっち

9月23日(祝) 『大屋政子でプラスノー』

幹事：むらっち

9月23日(祝) 『あきらっちょ送別ヨゴレ会』

幹事：taka、龍平、たけっさん

9月23日(祝) 『蜻蛉池公園テニス』

幹事：ume

9月23日(祝) 『UMEと焼肉コラボ』

幹事：やきまつ

9月23日(祝) 『休日尼テニス』

幹事：あきあき

9月24日(土) 『休日尼テニス』

幹事：あきあき

9月25日(日) 『休日尼テニス』

幹事：あきあき

9月29日(木) 『伝統の一戦？　阪神　ＶＳ　巨人』

幹事：ジョー

9月29日(木) 『最終巨人戦？だよ六甲颪！』

幹事：ただっち

10月1日(土) 『寝屋川公園テニス』

幹事：ume

10月2日(日) 『鳴門のうず潮遊覧ツーリング リターンズ』

幹事：チキ

10月2日(日) 『秋の大台ヶ原ハイキング』

幹事：まぶ

10月



日程 ツアー名

2005年

10月2日(日) 『休日尼テニス』

幹事：あきあき

10月5日(木) 『05年 最終戦(7月現在)だよ六甲颪！』

幹事：しょうちゃん

10月8日(土) 『尼テニス』

幹事：あきあき

10月9日(日) 『千里deテニス』

幹事：はるっぱ

10月9日(日) 『テニス三昧♪inラフォーレ琵琶湖』

↓ 幹事：あきあき＆mami

10月10日（月）

10月15日(土) 『テニスもやっぱりコソ練から　パート3』

幹事：ぱぱごん

10月15日(土) 『BIGBOXテニス』

幹事：ume

10月16日(日) 『秋だ～、BBQだ～』

幹事：ぐんそう、むらっち、やきまつ

10月22日(土) 『シーズンイン前の大屋プラスキー』

幹事：どんく

10月22日(土) 『摂津でテニス』

幹事：ただっち

10月23日(日) 『インラインしませんか？』

幹事：やきまつ

10月22日(土) 『しまなみ海道サイクリングツアー』

↓ 幹事：しな

10月23日(日)

10月29日(土) 『アクロス重信行きませんか？』

幹事：もってぃ

10月30日(日) 『インラインやりますよ～』

幹事：やきまつ

10月30日(日) 『久宝寺緑地テニス』

幹事：ume

11月2日(水) 『京都飲み会　鳥せいで飲みましょっ』

幹事：クール

11月3日(祝) 『秋の飛鳥・橿原歴史ウォーキング』

幹事：はまちゃん、いまり、まぶ

11月3日(祝) 『大泉緑地テニス』

幹事：ume

11月3日(祝) 『南紀 白浜ツーリング』

幹事：しょうちゃん

11月5日(土) 『テニスもやっぱりコソ練から　パート3』

幹事：ぱぱごん

11月5日(土) 『深北緑地テニス』

幹事：ume

11月5日(土) 『11.5中部緑地テニス』

幹事：まりこ

11月5日(土) 『ニャンだほぅ～飲み会』

幹事：たかっち、ぐんそう、チキ

11月8日(火) 『平日に鷲ケ岳アイスクラッシャ～に滑りにいこいこ』

幹事：のりえ

11月



日程 ツアー名

2005年

11月12日(土) 『ススキ＆紅葉満喫の曽爾高原ハイキング』

幹事：まぶ、ただっち

11月12日(土) 『中部緑地テニス』

幹事：まりこ

11月12日(土) 『南下の旅♪in広島』

↓ 幹事：HARUMI

11月13日(日)

11月16日(水) 『今年もやります わたの日帰り便 Vol.1』

幹事：わた

11月19日(土) 『鷲が岳日帰りツアー！！』

幹事：あろもん

11月20日(日) 『雪（人工）と紅葉と温泉と・・・』

幹事：ぐんそう

11月20日(日) 『くにじまスポーツインドア・テニス』

幹事：ume

11月23日(祝) 『祝・ ASP 設立５周年★☆ウェルカム・ウィンター・パーティ’２００６ 』

幹事：オールスタッフ

11月24日(木) 『平日ワッシー改めウイングヒルズ行かへん？』

幹事：S-MAN

11月26日(土) 『服部緑地テニス』

幹事：ume

11月26日(土) 『お泊りテニス♪』

↓ 幹事：てつごろ～

11月27日(日)

11月30日(水) 『わたの日帰り便 Vol.2』

幹事：わた

12月3日(土) 『こんな時期に山トレｉｎ六甲山』

幹事：まぶ

12月4日(日) 『初すべり！チャオ日帰りツアー！！』

幹事：むらっち

12月7日(水) 『江坂で忘年会ちゃんこ、食べへんか～？』

幹事：しょうちゃん

12月7日(水) 『わたの日帰り便 Vol.3』

幹事：わた

12月8日(木) 『チャオ行きまっしょい！』

幹事：S-MAN

12月9日(金) 『わたの日帰り便 Vol.4』

幹事：わた

12月10日(土) 『龍平。＆み　ぶらぱ』

幹事：さっくん

12月10日(土) 『人工雪でもぐっどな志賀高原』

↓ 幹事：たかじん　副幹事：トモ

12月11日(日)

12月11日(日) 『ダイナかジャムか高鷲ＳＰ１２月１１日（日）日帰り』

幹事：あさぴょん

12月11日(日) 『スキーシーズンなのにコンサート。サザン＠大阪ドーム』

幹事：みゅーらー

12月14日(水) 『わたの日帰り便 Vol.5』

幹事：わた

12月



日程 ツアー名

2005年

12月17日(土) 『シーズンインマンスリーin志賀高原』

↓ 幹事：スタッフ一同

12月18日(日)

12月17日(土) 『御岳日帰り』

幹事：あさぴょん

12月17日(土) 『岐阜奥美濃方面日帰りツアー』

幹事：taka、つー

12月18日(日) 『おんたけ日帰りツアー！！』

幹事：むらっち

12月22日(木) 『スキー場開きの★めいほう行きませんか』

幹事：ジャンキー

12月23日(祝) 『Ｘ'ｍａｓイブ前夜12/23岐阜日帰りロマンティックツアー』

幹事：たかっち

12月23日(祝) 『わたの日帰り便 Vol.6』

幹事：わた

12月23日(金) 『White X'mas in白馬』

↓ 幹事：taka

12月25日(日)

12月23日(金) 『おっさんと食べ放題xmas志賀ツアー』

↓ 幹事：のぶのすけ

12月25日(日)

12月25日(日) 『わたの日帰り便 Vol.7』

幹事：わた

12月25日(日) 『日帰り近郊スキー』

幹事：みゅーらー

12月29日(木) 『日帰りハチ高原 FLYING TO THE SKY!』

幹事：おぐ

12月30日(金) 『滑り納め 奥美濃 日帰りツアー』

幹事：sasi

12月30日(金) 『０５／０６カウントダウンツアーin白馬』

↓ 幹事：むらっち

1月3日(水)

12月30日(金) 『八方プライベートレッスン♪』

↓ 幹事：のりMAN

12月31日(土)

12月31日(土) 『年末年始 白馬 47 ・ヤナバ 2 泊 3 日』

↓ 幹事：とーこ

1月2日(火)

12月31日(土) 『岩岳スノーボードプライベートレッスン』

幹事：チキ



日程 ツアー名

1月1日（木） 『緊急募集！　元旦おんたけ日帰りツアー　』

幹事：飛鳥

1月3日（土） 『♪白馬シャトル便１号～１月３日五竜行♪』

幹事：まめちょ

1月9日（金） 『 1/9 （金）ジャム勝　日帰り決行！』

幹事：しょうちゃん

1月10（土） 『ハイテンションagain三昧旅ｉｎ妙高赤倉』

↓ 幹事：ぐんそう（副幹事：たかっち）

1月12日（月祝）

1月10（土） 『気分は「また志賀ツアー」』

↓ 幹事：たかじん（副幹事：トモ）

1月12日（月祝）

1月11（日） 『魅惑のエロスぺ祭り！ハイテンションを追いかけて～～追いかけて～～おぉいかけてぇ雪国ぃ♪』

↓ 幹事：おっくん

1月12日（月祝）

1月15日(木) 『飲み会、その場ののりで日帰りツアー』

幹事：はいとーる

1月15日(木) 『平日日帰りツアー！』

幹事：よしくま

1月16日(金) 『緊急募集１ / １６　ＤＤの日帰り便』

幹事：ＤＤ

1月16日(金) 『花金ハチ北日帰りイクでぇ～』

幹事：くらにい

1月17日（土） 『宇佐則夫と行こう♪野沢温泉湯けむりツアー』

↓ 幹事：うさぎ、のりえ

1月18日（日）

1月17日（土） 『岩岳格安ツアー』

↓ 幹事：チャリ

1月18日（日）

1月18日(日) 『♪白馬シャトル便２号～１月１８日？？行♪』

幹事：まめちょ

1月19日(月) 『平日に日帰りしません？』

幹事：ボランチ

1月21日（水） 『行こうよ平日！スキスキ（好き空き）八方ツアー』

↓ 幹事：ゆか

1月22日（木）

1月22日(木) 『琵琶湖バレイでコソ練ジャー』

幹事：くらにい

1月23日(金) 『1/23 日　日帰り御岳』

幹事：わた

1月24日(土) 『がんばれえすまん！日帰りツアー ^^;』

幹事：S-MAN

1月24日(土) 『いい雪！美肌！志賀高原！』

↓ 幹事：まさやん（副幹事：のりえ）

1月25日(日)

1月24日(土) 『八方ポケットと行くかみツアー』

↓ 幹事：じゃんぽけ

1月25日(日)

1月24日(土) 『レディースキャンプ in 白馬47』

↓ 幹事：たく

1月25日(日)

1月25日(日) 『１月２５日イン鷲ヶ岳』

幹事：キザタロー

2004年

1月



日程 ツアー名

2004年

1月25日(日) 『わたの御岳便（改）』

幹事：わた

1月27日(火) 『平日日帰りツアー♪』

幹事：お～ちゃん

1月28日(水) 『1/28 日　日帰り御岳』

幹事：わた

1月29日(木) 『平日日帰りツアー！』

幹事：よしくま

1月31日(土) 『１／３１土・日帰り』

幹事：ヨッシー

１月31日（土） 『クール、たけぞうの戸隠ツアー』

↓ 幹事：クール、たけぞう

2月1日（日）

１月31日（土） 『ゆかきょんサンアルピナ０４’』

↓ 幹事：ゆか、きょうちゃん

2月1日（日）

2月1日(日) 『私をスキーに連れてって♪ｖｏｌ．２』

幹事：みや

2月4日(火) 『八方いきまっしょい！』

↓ 幹事：S-MAN

2月5日(水)

2月5日(木) 『梅田で飲みたい人集まれ～♪』

幹事：貴鈴、えろっけ

2月5日(木) 『ハイパーボウルに行きましょう。』

幹事：秋野

2月7日(土) 『２月７日スキージャム勝山に行きませんか？』

幹事：こばん

2月7日(土) 『関西魅力発掘ツアーｉｎハチ北』

↓ 幹事：所長（副幹事：あさぴょん）

2月8日(日)

2月7日(土) 『これでもか志賀ツアー』

↓ 幹事：たかじん

2月8日(日)

2月7日(土) 『若葉さん救済ツアー』

↓ 幹事：チャリ

2月8日(日)

2月7日(土) 『斑尾で淫ら王ツアー』

↓ 幹事：あきら

2月8日(日)

2月11日(水・祝) 『はやぽん白山日帰り行くねん！』

幹事：はやっち

2月11日(水・祝) 『姐さんと行く御岳日帰りツワー』

幹事：みっきー

2月11日(水・祝) 『★姐さんを追っかけて御岳日帰りツアー★』

幹事：あけやん

2月11日(水・祝) 『わたの日帰り便　 No.7』

幹事：わた

2月11日(水・祝) 『急募　衝動的日帰り奥美濃スキーツアー』

幹事：am

2月11日(水・祝) 『闘え基礎ラー！草技選募集』

幹事：のぶのすけ

2月12日(木) 『両手両足に美女企画♪』

幹事：レッツ☆ゴー純っ

2月



日程 ツアー名

2004年

2月13日(金) 『☆２．１３★平日に日帰り行きたい！！』

幹事：秋野

2月14日(土) 『のりしの☆はははははっっぽうツアー♪』

↓ 幹事：しのぶ、のりえ

2月15日(日)

2月14日（土） 『豪雪と温泉の関＆ＡＲＡＩツアー』

↓ 幹事：ぐんそう

2月15日（日）

2月14日(土) 『２月１４，１５で赤倉します。』

↓ 幹事：キザタロー

2月15日(日)

2月15日(日) 『2/15 日帰り隊！』

幹事：ありぺ

2月18日(水) 『２・１８神戸飲み会（兵庫県民会）』

幹事：いしやん、あきら、ＱＰ

2月20日(金) 『スカイバレイに行きましょう！！』

幹事：秋野

2月21日(土) 『おしゃれ旅'０４』

↓ 幹事：きょうちゃん

2月22日(日)

2月21日(土) 『2/21 ～ 22 　サクサク斑尾ツアー』

↓ 幹事：さっくん

2月22日(日)

2月22日(日) 『闘え基礎ラー！草技選募集』

幹事：のぶのすけ

2月22日(日) 『日帰りでジャム勝いきましょ～』

幹事：はたぴょん

2月24日(火) 『日帰りミステリー・ツアー？何処行くねん！！』

幹事：秋野

2月24日(火) 『江坂でちゃんこ鍋、食べへんか～』

幹事：しょうちゃん

2月25日(水) 『かっちゃまいきまっしょい♪』

幹事：S-MAN

2月27日(金) 『スカイバレイ・まだ雪はあるのかー！！』

幹事：秋野

2月28日(土) 『わたの日帰り便　 No.9』

幹事：わた

2月28日(土) 『サクサクばたやん夢のコラボ企画！野沢人気便乗ツアー』

↓ 幹事：さっくん、ばたやん

2月29日(日)

2月28日(土) 『三昧旅　in　かざぐるま』

↓ 幹事：ぐんそう

2月29日(日)

2月28日(土) 『第２回八方ぽけかみツアー』

↓ 幹事：じゃんぽけ

2月29日(日)

2月28日(土) 『★バカバカ八方★』

↓ 幹事：かず

2月29日(日)

2月28日(土) 『八方よちよちツアー』

↓ 幹事：べんたろう

2月29日(日)



日程 ツアー名

2004年

2月28日(土) 『月末戸隠リターンツアー』

↓ 幹事：飛鳥

2月29日(日)

2月28日(土) 『ファンスキークロスツアーｉｎハチ北』

↓ 幹事：所長

2月29日(日)

2月29日(日) 『♪白馬シャトル便３号～２月２９日岩岳行♪』

幹事：まめちょ

3月1日（月） 『今度こそリベンジ！～ジャム勝』

幹事：はたぴょん

3月3日(水) 『平日お泊まりいきまっしょい♪』

↓ 幹事：S-MAN

3月4日(木)

3月4日(木) 『☆３．４★日帰り in どこ行く？』

幹事：秋野

3月6日(土) 『日帰り・ウィングヒルズ白鳥 MOGUL』

幹事：ごろやん

3月5日(金) 『男前だぞこのやろうツアー☆』

3月6日(土) 幹事：ゆか（副幹事：みっきー）

↓

3月7日(日)

3月6日(土) 『第３回 ASP 技術選手権大会　☆プチ技選☆』

↓ 幹事：ＱＰ、みや

3月7日(日)

3月6日(土) 『闘うスキーヤー　ハチテク改め奥神鍋』

↓ 幹事：ume

3月7日(日)

3月6日(土) 『スキー地蔵に願いを込めてツアー in 戸狩』

↓ 幹事：じっきー

3月7日(日)

3月6日(土) 『志賀をおっさんになって滑ろうツアー』

↓ 幹事：トモ＆まお

3月7日(日)

3月7日(日) 『３月７日スキージャム勝山に行きましょ～』

幹事：こばん

3月8日(月) 『☆３．８★日帰り。。。白馬行く？』

幹事：秋野

3月10日(水) 『水曜日帰りいきまっしょい♪』

幹事：S-MAN

3月11日(木) 『11 日（木）平日日帰りツアー！』

幹事：yoshi

3月11日(木) 『チーム北摂ズ！飲み会』

幹事：無道

3月13日(土) 『フライング高井富士～空（回り）雪板等？～』

↓ 幹事：R子

3月14日(日)

3月13日(土) 『飽きたので八方ツアー』

↓ 幹事：たかじん

3月14日(日)

3月13日(土) 『マイナ～ゲレンデに行きたいぞ！ｉｎ　菅平高原』

↓ 幹事：した

3月14日(日)

3月



日程 ツアー名

2004年

3月13日(土) 『えがわん・じゃんぽけプレゼンツ八方』

↓ 幹事：えがわん

3月14日(日)

3月14日(日) 『シーズン終盤リフト券消化ツアー　 in 五竜』

幹事：ばたやん

3月15日(月) 『日帰りで岐阜行けへんか～？』

幹事：しょうちゃん

3月16日(火) 『☆３．１６★日帰り行く？』

幹事：秋野

3月18日(木) 『えろ○○京都飲み会　わい・わい・わ～い』

幹事：えろっけ

3月19日(金) 『☆３．１９♪（金）雪がある所に行きましょう。』

幹事：秋野

3月20日(土) 『ＡＨＯ・ＡＨＯ軍団全員集合～！！ in 木島平』

↓ 幹事：いしやん

3月21日(日)

3月20日(土) 『ＪＳＢＣさのさかツアー』

↓ 幹事：あさぴょん

3月21日(日)

3月20日(土) 『戸隠闇鍋ツアー』

↓ 幹事：キザタロー

3月21日(日)

3月20日(土) 『パウダーズ聖地ＡＲＡＩツアー』

↓ 幹事：ヨッシー

3月21日(日)

3月21日(日) 『わたの日帰り便　 No.11』

幹事：わた

3月25日(木) 『八方日帰りいきまっしょい♪』

幹事：S-MAN

3月26日(金) 『安比リゾート激安ツアー』

↓ 幹事：しんのすけ

3月28日(日)

3月27日(土) 『アンコール企画八方高安ツアー』

↓ 幹事：たかじん

3月28日(日)

3月27日(土) 『ハイテンションエコーバレーでこってこて』

↓ 幹事：たかっち

3月28日(日)

3月27日(土) 『私をスキーに連れてって♪技選つあー IN 野沢』

↓ 幹事：みや

3月28日(日)

3月28日(日) 『まだまだハイシーズン？ in おんたけ』

幹事：チャリ

3月31日(水) 『わたの日帰り便　 No.12』

幹事：わた

4月1日(木) 『魅惑のおピンク企画！花だ！サクラだ！公園ダァ！』

幹事：おっくん

4月2日(金) 『平日最後のジャム勝』

幹事：COVA

4月3日(金) 『ぽかぽか八方』

↓ 幹事：しんのすけ（副幹事：あさぴょん）

4月4日(日)

4月



日程 ツアー名

2004年

4月3日(金) 『戸隠マニアツアー・・・』

↓ 幹事：飛鳥

4月4日(日)

4月7日(水) 『集え！平日「コブ斜の宴」 (-_-)』

幹事：S-MAN

4月7日(水) 『第四回　飲む古都奈良』

幹事：星王様＠じゅん　副幹事：きらら

4月10日(土) 『甲子園で六甲颪２００４』

幹事：まめちょ

4月10日(土) 『最後のやっぱり志賀ツアー』

↓ 幹事：たかじん

4月11日(日)

4月10日(土) 『ランス兄弟と行く☆ボード試乗会の旅』

↓ 幹事：ふとし＆みのる　副幹事：ゆか

4月11日(日)

4月11日(日) 『まだまだ全面滑走可能♪　in 高鷲SP』

幹事：ばたやん

4月11日(日) 『わたの日帰り便　 No.14』

幹事：わた

4月12日(月) 『平日日帰りおんたけ行こか～』

幹事：龍平

4月14日(水) 『わたの日帰り便　 No.15』

幹事：わた

4月17日(土) 『まだ行けるのか？おんたけ』

幹事：飛鳥

4月17日(土) 『☆栂池行こ行こ♪ツアー☆』

↓ 幹事：あけやん

4月18日(日)

4月18日(日) 『１８日日曜おんたけ日帰り行きませんかぁ～』

幹事：しのぶ

4月18日(日) 『１８日日曜チャオおんたけ日帰り行きませんか』

幹事：しんのすけ

4月18日(日) 『第１回　春だよツーリング～♪』

幹事：美鈴

4月22日(木) 『チーム北摂ズ！飲み会パート２』

幹事：無道

4月23日(金) 『千畳敷平日日帰り BC ツアー』

幹事：COVA

4月24日(土) 『堂島　《楽苦美》　飲み会！』

幹事：はやっち

4月25日(日) 『伝統の阪神・巨人戦』

幹事：むらっち

4月24日(土) 『三昧旅　ｉｎ　白馬』

↓ 幹事：ぐんそう、しのぶ

4月25日(日)

4月25日(日) 『おんたけ最終日消化ツアー』

幹事：飛鳥

2004年5月のデータ ごめんなさい。管理者のミスで誤って消してしまったので2004年5月分のデータはありません。

6月5日(土) 『だぶりゅ・じぇい　あげいん』

幹事：みや

6月6日(日) 『舞洲100人BBQ』

幹事：あさぴょん

6月



日程 ツアー名

2004年

6月13日(日) 『★川西なんちゃってテニス★』

幹事：ばたやん

6月13日(日) 『泉北テニス』

幹事：ume

6月13日(日) 『6/13 カート練習会』

幹事：さっくん

6月16日(水) 『大阪ドームで六甲颪６月 1 ６日』

幹事：ドラ

6月18日(金) 『チーム北摂ズ！飲み会パート３』

幹事：無道

6月20日(日) 『愛のバレーボール一緒にしよっ！』

幹事：kako

6月20日(日) 『びっくり日本新魅惑』

幹事：おっくん

6月20日(日) 『だぶりゅ・じぇい　あげいん２』

幹事：きらら

6月21日(月) 『乗鞍岳大雪渓夏スキーツアー！まだ行くねん！』

↓ 幹事：COVA

6月22日(火)

6月25日(金) 『大東飲み会 ～おおひがしって呼んじゃイヤーン～』

幹事：ふっち

6月26日(土) 『あろもん号で行く長島スパーランド』

幹事：あっきー

6月26日(土) 『２６日飲みに行く人募集！！』

幹事：いしやん

6月26日(土) 『四国・吉野川ラフティング』

↓ 幹事：べんたろう

6月27日(日)

6月28日(月) 『女子限定？？まっぱの宴』

幹事：み、yuki

7月1日(木) 『甲子園で六甲颪（オレンジタオルも可）』

幹事：まめちょ

7月3日(土) 『三昧番外編： DEEP なお酒の集い（つどい）』

幹事：ぐんそう

7月3日(土) 『第 4 弾　美女数珠つなぎ　奈良テニス』

幹事：ume

7月4日(日) 『ゴルフゴルフゴルフ』

幹事：えがわん

7月4日(日) 『夏だ！ドラえもんだ！バスケットボールだ！！』

幹事：まーしー

7月9日(金) 『ガード下でチョッと一杯 in 東大阪』

幹事：じっきー

7月10日(土) 『だぶりゅ・じぇ　あ～んど　びぃびぃきゅ』

幹事：みや

7月10日(土) 『帰ってきた美女テニス♯３・万博テニス』

幹事：ume

7月11日(日) 『ASP競馬会』

幹事：じゃんぽけ

7月11日(日) 『ダイビングに行きませんか』

幹事：まっちゃん

7月11日(日) 『第二弾！バレー企画』

幹事：かこ

7月



日程 ツアー名

2004年

7月11日(日) 『ＡＳＰフリマ隊！』

幹事：R子

7月11日(日) 『インライン・スーイスイ』

幹事：ヤッピー

7月11日(日) 『長良川水上スキー or ウェイクボード』

幹事：キザタロー

7月12日(月) 『日帰り八ッ淵の滝避暑ツアー』

幹事：COVA

7月13日(火) 『天王寺で飲もう！！』

幹事：まさやん

7月17日(土) 『甲子園で六甲颪第二弾・・・』

幹事：ドラ

7月19日(祝) 『第３回東西南北へなちょこツ～リング』

幹事：ヤン

7月19日(祝) 『アップアップ神鍋でプラスノーやろうぜいっ』

幹事：のりえ

7月24日(土) 『ウェイクに行こう♪』

幹事：てつごろー

7月24日(土) 『チーム北摂ズ！甲子園浜ＢＢＱ～』

幹事：無道

7月24日(土) 『第５弾　美女数珠つなぎ・長岡京テニス』

幹事：ume

7月24日(土) 『お好み焼きアゲイン　 in 甲子園口』

幹事：あきら

7月24日(土) 『あるちゅう』

幹事：べんたろう＆ちょろん

7月26日(月) 『平日に白浜行ってみないか？？？』

幹事：いしやん

7月29日(木) 『野宴で納涼　ビアガーデン♪』

幹事：さっくん

7月31日(土) 『貴船の代わりの京都飲み会　』

幹事：ぐんそう

7月31日(土) 『フライングＡＳＰ夏季強化合宿in大屋』

↓ 幹事：いしやん、あけやん、もとき

8月1日(日)

8月1日(日) 『第２弾偽美男子数珠つなぎインライン＆花火』

幹事：やきまつ

8月1日(日) 『番外編美女数珠つなぎたい・かき氷テニス』

幹事：えぐぴょん

8月1日(日) 『8 月 1 日ウェイクやりませんか～』

幹事：nishi

8月6日(金) 『【お別れ会】カズくん』

幹事：あさぴょん

8月7日(土) 『藤○隆！とキャニオニング？？』

幹事：たむ

8月7日(土) 『８月７日は、海水浴、いやウェイクです』

幹事：りょうちん

8月7日(土) 『第１回ハイキング企画＜金剛山に登ろう＞』

幹事：まぶ

8月8日(日) 『魅惑バリュセット』

幹事：おっくん

8月8日(日) 『第６弾美女数珠つなぎ・東大阪テニス』

幹事：チキ

8月



日程 ツアー名

2004年

8月8日(日) 『ウェイク行きましょう♪』

幹事：QP

8月10日(火) 『平日のＷＪそしてプラスノー』

幹事：ぐんそう

8月12日(木) 『金岡テニス♪』

幹事：てつごろ～

8月13日(金) 『お盆にスキー（ボード）にいきませんか？』

幹事：S-MAN

8月14日(土) 『ナイターテニスどないっすか？』

幹事：ばたやん

8月14日(土) 『お盆にラフティング行きませんか？』

↓ 幹事：紅美、副幹事：かず

8月15日(日)

8月14日(土) 『琵琶湖々畔でのお盆なバカンス』

↓ 幹事：ぐんそう

8月16日(月)

8月16日(月) 『盆休み第２弾！金岡テニス♪』

幹事：てつごろ～

8月21日(土) 『ナイターテニスどないっすか？』

幹事：ばたやん

8月21日(土) 『キャンプしません？』

↓ 幹事：べんたろう

8月22日(日)

8月22日(日) 『８ / ２２ウェイク行こうよっ』

幹事：海咲

8月22日(日) 『カートカートカート 8.22 　イン　名阪スポーツランド』

幹事：ほーほ

8月22日(日) 『夏も闘います”アクアスロン大募集』

幹事：のぶのすけ

8月25日(水) 『大阪ドームで六甲颪』

幹事：しょうちゃん

8月25日(水) 『大阪ドームで六甲颪』

幹事：ドラ

8月27日(金) 『８月２７日会社帰りに卓球やろうぜ！』

幹事：まめちょ

8月28日(土) 『温泉でのほほん』

↓ 幹事：クール

8月29日(日)

8月29日(日) 『第３＋１回ＡＳＰインラインスケート』

幹事：ぐんそう

8月29日(日) 『カートカートカート 8.29 イン名阪スポーツランド』

幹事：ほーほ

9月3日(金) 『夏も終盤♪京都ふっつうの飲み会しまぁ～す』

幹事：しのぶ

9月4日(土) 『第 7 弾・美女数珠つなぎ　京都テニス』

幹事：ume

9月4日(土) 『９ / ４ウェイクしちゃうぞ♪』

幹事：海咲

9月4日(土) 『ラフト＆ケイビングサバイバルツアー』

↓ 幹事：ゆか

9月5日(日)

9月



日程 ツアー名

2004年

9月4日(土) 『北アルプスの西穂高岳に登ろう！』

↓ 幹事：まぶ

9月5日(日)

9月5日(日) 『魅惑クラシック』

幹事：おっくん

9月10日(金) 『谷町四丁目でトムヤンクン～♪』

幹事：やべっち

9月11日(土) 『ふぁいなる　だぶりゅ・じぇ　あ～んど　びぃびぃきゅ♪』

幹事：みや

9月11日(土) 『しまなみ海道・サイクリングツアー』

↓ 幹事：ながとし

9月12日(日)

9月12日(日) 『オフはテニスでわい・わい・わ～い』

幹事：えろっけ

9月12日(日) 『飲んだらアウト飲み会』

幹事：えろっけ

9月13日(月) 『第 8 弾・美女数珠つなぎ　くにじまテニス』

幹事：ume

9月17日(金) 『獄中飲み会ｉｎ阿倍野』

幹事：チキ＆HARUMI

9月18日(土) 『大屋プラスノー &WJ 行きませんか～』

幹事：しのぶ＆のりえ

9月18日(土) 『おしゃれな居酒屋に飲みに行きましょう in ナンバ』

幹事：しんのすけ

9月19日(日) 『お泊りテニス♪』

↓ 幹事：てつごろ～

9月20日(祝)

9月23日(祝) 『９ / ２３ＷＪ行かへんか？』

幹事：いしやん

9月23日(祝) 『ヘルパー募集 90 分耐久ミニバイクレース』

幹事：しょうちゃん

9月26日(日) 『第 9 弾・美女数珠つなぎ・万博テニス』

幹事：ume

10月2日(土) 『ウェイク　いん　塩水』

幹事：りょうちん

10月2日(土) 『氷ノ山ハイキングに行きませんか？』

幹事：まぶ

10月3日(日) 『第10弾美女数珠つなぎ　橿原テニスリターン』

幹事：レイコ

10月6日(水) 『初すべり！？にいきまっしょい』

幹事：S-MAN

10月10日(日) 『三田でテニス三昧』

幹事：ナベぞー

10月11日(祝) 『魅惑のでブライダルⅢ～～みんなでハッスル！ハッスル！マッスル北村～～』

幹事：おっくん

10月16日(土) 『川西河川敷テニス』

幹事：ばたやん

10月17日(日) 『食欲の秋、飲欲の秋、ＢＢＱ＆ちょこっとインライン』

幹事：ぐんそう、やきまつ

10月17日(日) 『オフはテニスでわい・わい・わ～い』

幹事：えろっけ

10月17日(日) 『チャリトレ 10/17』

幹事：ながとし

10月



日程 ツアー名

2004年

10月22日(金) 『京都飲み会、でも山科やで～。』

幹事：YASU

10月24日(日) 『ASP 競馬会』

幹事：じゃんぽけ

10月24日(日) 『泉北アクア』

幹事：てつごろ～

10月24日(日) 『BBQ 　～あっきーといっしょ～』

幹事：あっきー

10月24日(日) 『カート練習会』

幹事：さっくん

10月28日(木) 『テーマない飲み会』

幹事：み

10月30日(土) 『アップかんなべでプラスノーで滑ろう～』

幹事：無道

10月30日(土) 『お泊まりツーリング　蜴　讃岐』

↓ 幹事：まささん

10月31日(日)

10月31日(日) 『しらっち・よーこブライダル飲み会』

幹事：えがわん

10月31日(日) 『オフのテニスもそろそろおわり？』

幹事：ベッカー

11月3日(祝) 『鈴鹿　自転車で８耐→４耐　チャリチャリ伝説』

幹事：snow坊

11月3日(祝) 『秋の岩湧山ハイキング』

幹事：まぶ

11月4日(木) 『恩原改め「イエティ」行きませんか？』

幹事：S-MAN

11月6日(土) 『ワンダフル飲み会』

幹事：たかっち

11月6日(土) 『今年最後のお泊りテニス？』

↓ 幹事：ナベぞー

11月7日(日)

11月12日(金) 『北摂飲み会』

幹事：273＠

11月13日(土) 『カート練習会 『2004最速王決定戦！』』

幹事：さっくん

11月14日(日) 『日帰りバスツアー』

幹事：あろもん

11月15日(月) 『プレシーズン人工雪でも OK な人集まれ』

幹事：ぐんそう

11月21日(日) 『オフトレのためのテニス』

幹事：ベッカー

11月23日(祝) 『WWP（ウェルカムウインターパーティー）』

幹事：ALL STAFF

11月27日(土) 『ようこそ！ 冬！ 集会。iｎ Shiga』

幹事：ぱぱごん

11月28日(日) 『11/28日帰りたぶん岐阜』

幹事：あっこ☆（副幹事：もってぃー）

11月29日(月) 『わたの日帰り便 No,1』

幹事：わた

12月4日(土) 『南大阪の集い飲み会 ｉｎ 天王寺』

幹事：まぶ

12月

11月



日程 ツアー名

2004年

12月4日(土) 『第１１弾・美女使い果たしテニス』

幹事：ume

12月7日(火) 『プチ忘年会『ヨゴレの宴再び』』

幹事：たけっさん　副幹事：まさやん

12月8日(水) 『わたの日帰り便 No,2』

幹事：わた

12月11日(土) 『神戸飲み会（兵庫県民会）』

幹事：いしやん

12月11日(土) 『雪がフレフレ志賀ツアー』

↓ 幹事：たかじん（副幹事：トモ）

12月12日(日)

12月12日(日) 『12月12日雪があったら行こうツアー』

幹事：Ｑちゃん

12月14日(火) 『平日すべりま専科』

幹事：よも

12月15日(水) 『１２月１５にち日帰り岐阜』

幹事：たい

12月15日(水) 『12月15日飲み会』

幹事：星王様＠じゅん

12月18日(土) 『ゆる～く　今週の土曜の日帰り募集です』

幹事：飛鳥

12月18日(土) 『雪がある志賀ツアー』

↓ 幹事：あさぴょん

12月19日(日)

12月19日(日) 『19日滑りにいくよ』

幹事：273＠

12月21日(火) 『わたの日帰り便 No,4』

幹事：わた

12月22日(水) 『タダほど安いものはない！めいほう日帰りツアー！』

幹事：ジャンキー

12月22日(水) 『おんたけいきまっしょい！』

幹事：S-MAN

12月22日(水) 『雪乞いの宴 in 京都』

幹事：こっこ

12月23日(祝) 『天皇誕生日に滑りに行こうよ』

幹事：しのぶ

12月23日(祝) 『しのぶちゃんを追いかけて～雪国ぃ』

幹事：kanami

12月25日(土) 『わたの日帰り便 No,3』

幹事：わた

12月25日(土) 『年末前の一滑り』

↓ 幹事：ぐんそう、あろもん

12月26日(日)

12月26日(日) 『日帰りパークあるとこ。』

幹事：あっこ☆

12月29日(土) 『年末わたの御泊り便　in　八方』

↓ 幹事：わた

12月30日(日)

12月29日(水) 『２００４☆年末奥飛騨パラダイスツアー』

↓ 幹事：ばたやん　（副幹事：えがわん）

12月31日(金)

12月30日(木) 『04/05カウンティ～ダウン白馬♪出会い系？A日程』

↓ 幹事：サポート幹事募集中

1月2日(日)



日程 ツアー名

2004年

12月30日(木) 『年末年始白馬　少数精鋭部隊!!』

↓ 幹事：あっこ☆

1月2日

or3日(月)

12月31日(金) 『12/31岩岳ボードプライベートレッスン』

幹事：チキ

12月31日(金) 『12/31と1/1に八方でスキーのプライベートレッスン受けてみませんか？』

and 幹事：のりえ　裏幹事：S-MAN

1月1日(元旦)

12月31日(金) 『04/05カウンティ～ダウン白馬♪出会い系？B日程』

↓ 幹事：くらにい親分（副幹事：レイコ）

1月3日(日)



日程

11月22日(土) 『再び　ドライブラリー』 幹事：nagatoshi

『WELCOME WINTER PARTY』 幹事：ASP ALL STAFF

『WELCOME WINTER PARTY 2次会』 幹事：まさやん

『川西激安テニスファイナル』 幹事：bataやん

『X-tech 行こ！』 幹事：あけやん

11月30日(日) 『いつまで行くねん、ツーリング』 幹事：美鈴

12月6日(土) 『魅惑のデブライダル～もしかしてパートⅠ』 幹事：おっくん

12月8日(火) 『江坂でちゃんこ鍋、食べへんか～？』 幹事：しょうちゃん

12月10日(水) 『１２月１０日平日日帰りいきまっしょい！』 幹事：S-MAN

12月13日(土) 『寒中ドライブ＆ツーリング 』 幹事：美鈴

12月13日(土)～

12月14日(日)
『激安闇鍋スキーツアー』 幹事：キザタロー

12月14日(日) 『冬の魅惑！！飲み狂え大忘年会』 幹事：あさぴょん

12月16日(火) 『シーズンin顔合わせ会』 幹事：まさやん

『マンスリー初滑り激安五竜＆４７』 幹事：あさぴょん

『ハチ北でサンタをしませんか？？？』 幹事：所長

12月20日(土)～

12月23日(火)
『12月4日間志賀をバカになって滑ろうツアー』 幹事：のりえ

12月23日(火) 『私をスキーに連れてって (^_-)』 幹事：みや

12月25日(木) 『12/25 　わたの日帰り便』 幹事：わた

12月27日(土)～

12月28日(日)
『ガンバレ岩岳　応援ツアー♪』 幹事：さっくん

12月27日(土)～

1月2日(金)
『こぢんまりと正月マンスリーはしごツアー』 幹事：のりえ

12月27日(土)～

1月4日(日)
『あろもんバス東北ツアー』 幹事：さっくん

12月28日(日) 『「ゆうちゃ」ボーゲン大特訓』 幹事：しゅうちゃ

12月28日(日)～

12月31日(水)

12月30日(火)～

12月31日(水)

12月31日(水)～

1月2日(金)
『カウントダウン・スノー・パーティー in 白馬』 幹事：でみぃ★

2003年

ツアー名

11月

12月

幹事：bataやん『２００３☆年末奥飛騨パラダイスツアー』

11月24日(月･祝)

11月23日(日)

12月20日(土)～

12月21日(日)


