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早慶２DAYS 宿泊プログラム    
2018/11/07 

１．宿泊  

日時  

2018年 11月 10日㈯～11月 11日㈰ 

会場  

信州 蓼科高原 白樺湖 天空の館 八子ヶ峰ホテル 

宿泊責任者  

金子 詩乃(日本女子大学 2017年入学) 

ナイト O 責任者  

茂原 瑞基（慶應義塾大学 2016年入学） 

２．当日の流れ 

タイムスケジュール 

11/10㈯  11/11㈰  

17:30 夕食 7:00 朝食 

18:30 夕食終了 8:30 大会公式輸送出発 

19:00 ナイト Oスタート 10:00 最終チェックアウト 

19:30 スタート閉鎖   

20:21 フィニッシュ閉鎖   

21:00 抽選会   

21:15 抽選会終了   

～22:30 懇親会   
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注意事項  

・お風呂はチェックイン後からチェックアウトまで、いつでもご入浴いただけます。なお酒気を帯びてのご入

浴はお控えください。 

・チェックインは到着した方から順次お願いいたします。また、チェックイン時に宿泊代 7800円/1人を回

収いたします。お釣りがでない可能性が大いにありますので、ちょうどでご用意ください。チェックアウトは部

屋ごとに行い、必ずフロントにて鍵の返却をお願いします。 

・お食事場所は希望の館「輝」です。 

・懇親会は２２：３０までです。ごみは各自で持ち帰り、絶対に会場にごみを残さないでください。 

・11日朝運営車による輸送を希望している方は 8：30にホテル出発です。それ以外の方々は各自移動

してもらって構いません。鍵の返却をお忘れなきようお願いします。 

３．部屋割り 

 

 

 

302 303 304 305 306 307
加藤 伶子 清水 伸好 水嶋 孝久 大河内 恵美 池ヶ谷 みのり 中村 茉菜
植松 裕子 清水 容子 水嶋 直子 森田 桜織 中村 咲野 稲邊 穂乃香
成田 美奈子 清水 謙佑 水嶋 竜也 山崎 祐実 松澤 京加 八木千尋
渡辺 加与美 黒野 修 土田 美和 西川 智美
高野 由紀 黒野 純子 三浦 やよい
小泉 佳織

308 309 310 311 312 313 314
増田 聡子 丸山 永梨奈 伊藤 奈緒 布施谷 綺子 小林 祐子 河渡 智史 金井 桂一
平方 遥子 丸山 由美子 高橋 あゆみ 小笠原 萌 伊東 加織 小林 大悟 丸山 則和
服部 早苗 河野 珠里亜 中神 智香 小橋 唯華 臼井 沙耶香 石塚 脩之 吉田 勉
松元 恭子 日置 うらら 出田 涼子 林 三才 木村 佳司
大塚 ふみ子 田邉 拓也 上條 圭

315 316 317 318 319 320 321
小山 清 大塚 校市 桜井 剛 石田 倫啓 伊藤 祐 伊藤 拓登 入江 崇
田中悠 八神 遥介 木村 修 岩田 慈樹 鈴木 大喜 加藤 翔伍 杉山 隆司
寺垣内 航 児玉 拓 杉本 光正 伊藤 良介 谷野 文史 瀧下 真一 大江 恒男
村上 巧 伊藤 清 東條 秀祐 和佐田 祥太朗 前田 典歩 本田 明良 山本 賀彦
徳増 宏基 龍溪 優希 渡辺鷹志 到津 春樹 水野 渉吾

奥尾 優理
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４．抽選会案内  

21：00 より大広間「集いの館」にて抽選会を開催いたします！豪華な景品が当たる大チャンス！！1等

賞には、なんと、あの、人気商品が…！？早慶 2daysの思い出の 1ページになること間違いなし！ナイト

Oのあとにぜひ！！ 

・参加費用はいただいておりませんのでお気軽にご参加ください。 

・抽選会のあとは懇親会があります。全国のオリエンティアと親睦を深めるいい機会ですね！ 

＜抽選会、及び懇親会に関する注意事項＞ 

・会場へのお酒の持ち込みは可能ですが、おつまみに関して持ち込みを制限します。缶詰などの乾いてい

ない物の持ち込みは禁止します。柿の種やポテトチップスのような乾いたもののみ持ち込みを認めます。 

５．NAVITABI（ナビたび）イベントについて  

・NaviTabi（ナビたび）が体験できるミニコースを、宿泊中に八子ヶ峰ホテルの近くに設置いたします。宿泊

中の楽しみとして、ぜひお楽しみください！詳細はナビたびのサイト（https://navitabi.co.jp/）を参照くださ

い。 

401 402 403 404 405 406 407 408
堀尾 健太郎 小幡 昭次 板橋 侑樹 田中 博 浦野 弘 田島 三郎 小泉 辰喜 池ヶ谷 悦朗
南河 駿 佐藤 政明 大石 征裕 中堀 剛 嵯峨 駿佑 小林 二郎 野々山 一郎 筆谷 敏正
杉浦 弘太郎 加藤 昭治 川名 竣介 白石 達也 弓削田 慎一 須藤 馨 小寺 実 小林 博文
石井 達也 岡野 英雄 小池 剛大 新 隆徳 久保田 優 小島 由幸 高橋 和義 天野 仁
今泉 将 土屋 晴彦 長井 健太 木村 耕平 海老沢 正 榎 智弘 中島 克行
是永 大地 平島 勝彦 奥山 景得

409 410 411 412 413 414 415 416
和田 康次郎 田中 創士 登坂 祥大 仁多見 剛 有賀 裕亮 桑原 大樹 平山 遼太 海老原 稜大
川田 翔太 久保田 皓貴 小室 隆之 清古 光 友田 雅大 橋本 知明 大東 祐汰 出原 優一
坂梨 敬哉 小泉 知貴 中島 正治 山見 泰輝 藤村 陸 松尾 怜治 大西 正倫 大橋　陽樹
角田 貴大 橘 孝祐 犬山 諒洋 国沢 琉 岡本 将志 猪俣 祐貴 濱宇津 佑亮 森川 周
小澤 翔 田中 基士 中原 悠太 坂野 翔哉 粂 潤哉 新田見 優輝 鶴原 啓
吉澤 雄大 東 将央 中野 喬博 種市 雅也 椎名 晃丈

417 418 419 420 421 422 423 424
小林 尚暉 前田 悠作 丸山 幸太 伊地知 淳 遠藤 匠真 竹花 佳祐 青芳 龍 薗部 駿太
西浦 裕 菅谷 裕志 金田 蓮 磯邉 岳晃 片岡 佑太 石森 晃 谷口 惠祐 高本 育弥
伊藤 元春 谷口 文弥 鈴木 皓紀 得能 渉 田中 創 小林 伸次 鳥居 洸太 種澤 遼太郎
浅井 寛之 加藤 岬 滝沢 壮太 宮嶋 哲矢 築地 孝和 今野 陽一 長岡 凌生 古屋 洸
山田 大雅 齋藤　彰 山下 政泰 森山 凌佑 佐藤 誠也 北見 匠 星 歩夢
高見澤 翔一 外石 裕太郎 佐東 一輝 島崎 誠也 橋本 正毅 村田 温基

https://navitabi.co.jp/
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６．館内見取り図  
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７．その他・注意事項  

・タオル、バスタオル、歯ブラシは各自でご用意ください。ヘアドライヤー、シャンプー・リンス、ボディーソー

プはご用意してあります。 

・部屋割りの関係上相部屋をお願いしております。あらかじめご了承ください。 

・貴重品などの管理は各自でお願いします。盗難などについてホテル及び主催者側で責任を負うことは出

来かねます。 

・ホテルに入る際には靴の泥を落としてからお入りください。 

・公序良俗に反する行為及び、他人の迷惑となるような行為は行わないでください。 

・出したゴミは必ず各自でお持ち帰りください。 

・当プログラムは記載の内容を予告なく変更する場合があります。 


