2019年
日程

ツアー名

1月
1/2(水)

『三輪先生八方プライベートレッスン』 幹事：いっちぃ、きゃな

1/５(土)

『日帰りでジャムか高鷲』 幹事：かど

1/6(日)

『やっほーめいほー』 幹事：コンフィテュール

1/11(金)～14(月)

『北海道でスマイルツアー』 幹事：かず、S-MAN、むらっち
『トップシーズン かぐら舞子でマイコー祭り♪♪』 幹事：あーつ、えりか、ミキ

1/12(土)～14(月)

『３連休白馬ツアー』 幹事：たかさん
『軽雪！粉雪！志賀高原』 幹事：まるまる、つばめ

1/13(日)

『日帰りジャム勝こけつまろびつツアー』 幹事：ぼーいち

1/14（月）

『日帰り高鷲ダイナ』 幹事：kuwa

1/16(水)

『京都駅前☆ニクい店だよ新年会☆』 幹事：いっちぃ
『栂池でめいいっぱい滑ろう』 幹事：のりぴー

1/19(土)～20(日)

『バッカンもゲレンデも！野沢ツアー』 幹事：かず、あーつ、ひな、きしぽん
『白馬ピエモンツアー』 幹事：どんく、わだーまん
『大阪府技術選＆近畿技術選』 幹事：たかさん

1/26(土)～27(日)

『 がんばれ！Club ASP技選ツアー2019』 幹事：まっつん、かど
『トップシーズン八方で滑ろう』 幹事：のりぴー
『志賀高原に行きます。』 幹事：キャビン

1/27(日)

『日帰りジャム勝こけつまろびつツアー』 幹事：ぼーいち

2月
2/2(土)～3(日)
2/9(土)～11(月)

『2019志賀マンスリーバスツアー＠サークルプレゼンツ☆』 幹事：ALLスタッフ
『３連休白馬ツアー』 幹事：じゃんぽけ
『白い粉の魔法♪2月三連休志賀高原』 幹事：キャビン、つばめ

2/10(土)

『日帰り氷ノ山こけつまろびつツアー』 幹事：ぼーいち

2/16(土)

『日帰りはジャムへ』 幹事：チャリ

2/16(土)～17(日)

『2月も栂池でめいいっぱい滑ろう』 幹事：きゃな
『そろそろ？！そろそろかな？！斑尾ツアー』 幹事：hiro3110、ミキ

2/17(日)

『日帰り東鉢こけつまろびつツアー』 幹事：ぼーいち

2/18(月)

『月曜はイケメンやで！』 幹事：ジャム兄

2/20(水)

『水曜日はレディースデーダイナツアー』 幹事：リュウ、魁パパ、わっかん

2/22(金)～24(日)

『あ～八甲田 酸ケ湯温泉湯治の旅！』 幹事：チャリ、まるまる

2/23(土)～24(日)
2/24(日)

『がっつり志賀高原』 幹事：うえやん
『年に一度は白い小屋ツアー』 幹事：たかさん
『日帰り高鷲ダイナ』 幹事：kuwa

3月
3/2(土)～3(日)
3/3(日)

『まったり野沢温泉』 幹事：くっすん、きしぽん
『ぐったり白馬』 幹事：じゃんぽけ
『新人歓迎！ジャム勝行きましょう！』 幹事：ジャム兄、ぼーいち
『日帰りスイスイ滑れるホワイトピアへGO！』 幹事：こーちゃん、たけ

3/9(土)～10(日)

『○○系!?志賀高原』 幹事：みーこりん、つばめ

3/14(木)～17(日)

『 クリスタルスノー旭岳2019』 幹事：クロ

3/16(土)

『ホワイトピアたかす スノーボード試乗会』 幹事：魁ぱぱ

3/16(土)～17(日)
3/17(日)
3/21(木)～24(日)
3/23(土)～24(日)
3/30(土)～31(日)

『白馬まるに旅館』 幹事：どんく
『妙高プロジェクト2019』 幹事：あーつ、ひな、オカリン
『 ジャム勝早割消化ツアー♪』 幹事：あいお
『白馬のりいちツアー（3泊コース）』 幹事：のりぴー、いっちぃ、たむん
『飛び石はオセロで志賀高原 A日程』 幹事：ノブ、つばめ
『白馬のりいちツアー（1泊コース）』 幹事：のりぴー、いっちぃ、たむん
『飛び石はオセロで志賀高原 B日程』 幹事：ノブ、つばめ
『早春の白馬ピエモンツアー』 幹事：どんく、わだーまん

4月
4/3(水)

『魅惑の花見～ずっとー第〇〇回 今年は4/3(水)だっ』 幹事：きゃべじ、おかもっち

4/6(土)

『日帰り八方』 幹事：たかさん、yabu

4/6(土)～7(日)

『ぽかぽか八方』 幹事：ALLスタッフ

4/12(金)～14(日)

『八方乗り合い募集』 幹事：かげ
『有休取ってまで行く妙高ツアー』 幹事：あーつ、のり

4/13(土)

『残雪求め おんたけ2240』 幹事：チャリ

4/13(土)～14(日)

『アフターぽか八』 幹事：どんく

4/14(日)
4/20(土)～21(日)
4/27(土)～29(月)

『2019年オフ第1回ASPゴルフ』 幹事：うえやん
『春のお出かけ企画』 幹事：あっこ☆、つばめ、ただっち
『桜の白馬ツアー』 幹事：のりぴー
『立山BCツアー2019』 幹事：hiro3110、イチロー
『平成最後のGW 志賀高原』 幹事：ノブ

5月
5/11(土)

『生駒山&暗街道ハイキング』 幹事：ぼーいち

5/11(土)～12(日)

『新緑と残雪の奥只見』 幹事：どんく

5/19(日)

『令和第1回！摂津でテニス 2019年第1回』 幹事：ただっち

5/24(金)～26(日)

『帰ってきた一生に1回だけ行く月山ツアー』 幹事：どんく

5/25(土)

『足で行く六甲高山植物園』 幹事：蜜柑屋

5/26(日)

『2019年オフ第2回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

6月
6/1(土)

『屯鶴峰＆二上山ハイキング』 幹事：ぼーいち

6/15(土)

『梅雨に打ち勝とう！摂津でテニス 2019年第2回』 幹事：ただっち

6/16(日)

『2019 ASP淀川BBQ』 幹事：ALLスタッフ

6/22(土)

『リバーSUP in the city ～宇治編～』 幹事：龍平。

6/30(土)

『2019年オフ第3回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

7月
7/20(土)～21(日)

『ビワコde花火大会＆SUP2019』 幹事：龍平。、み

7/26(金)～28(日)

『岩と雪の殿堂 剱岳』 幹事：hiro3110、イチロー、みーこりん、きしぽん

7/27(土)

『2019年オフ第4回ASPゴルフ』 幹事：うえやん
『夏はやっぱりビアガーデン2019 PART2』 幹事：アイコ、リュウ

8月
8/10(金)～12(日)

『リベンジ憧れの槍ヶ岳登山』 幹事：キャビン、あき、かずぱん、アケミ（かずぱん友)、かおりん

8/17(土)～18(日)

『百名山２座！ゆるゆる？登山』 幹事：のり、ふっきー

8/31(土)

『2019年オフ第5回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

9月
9/21(土)～23(月)

『秋涼の会津駒ヶ岳と燧ヶ岳登山』 幹事：キャビン、ume、かおりん

9/28(土)

『秋の味覚がほしいの☆彡』 幹事：ほーいち、るの

9/29(土)

『2019年オフ第6回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

10月
10/5(土)

『金勝アルプス第２弾日帰りハイキング』 幹事：ほーいち、るの

10/22(火)

『2019年オフ第7回ASPゴルフ』 幹事：うえやん

10/26(土)

『スポーツの秋！摂津でテニス 2019年第3回』 幹事：ただっち

11月
11/9(土)～10(日)
11/9(土)

『お気楽♪天城山と静岡観光ツアー』 幹事：キャビン、ume、かおりん
『2019年オフ第8回ASPゴルフ』 幹事：うえやん
『シーズン前に京都で脱出ゲーム』 幹事：あけ

11/10(日)

『淀川で新歓BBQ』 幹事：たむん、いっちぃ

11/19(火)

『初滑り 奥美濃アイクラ』 幹事：のりぴー

11/23(土)

『シーズン前飲み会2019』 幹事：かず

11/30(土)

『ポンポン山ハイキング』 幹事：魁パパ

12月
12/7(土)～8(日)

『降ったら白馬』 幹事：どんく

12/11(水)

『シーズン中に梅田で忘年会☆』 幹事：キャビン、きしぽん

12/14(土)～15(日)
12/19(木)～22(日)
12/21(土)～22(日)

『降ったら白馬 Part2』 幹事：どんく
『初滑り志賀高原』 幹事：まるまる
『12月も旭岳』 幹事：チャリ
『年末までにやっぱり志賀高原』 幹事：ノブ、のり
『白馬八方横山館ツアー』 幹事：たむん、いっちぃ

12/28(土)～1/3(金)

『カウントダウン白馬』 幹事：かずゆき、みや

12/29(日)～1/4(土)

『2019-2020年末年始は志賀高原』 幹事：キャビン、さっくん

