
【F1】福山 【F2】 【F3】 【F4】 【F5】 【F6】 【F7】 【F8】 【F9】女性 【F10】女性

6:00 6:00

15 前組　搬入出 前組　搬入出 前組　搬入出 前組　搬入出 前組　搬入出 前組　搬入出 前組　搬入出 前組　搬入出 15

30 6:30～7:15 6:30～7:15 6:30～7:15 6:30～7:15 6:30～7:15 6:30～7:15 6:30～7:15 6:30～7:15 30

45 45

7:00 後組　搬入出 後組　搬入出 後組　搬入出 後組　搬入出 後組　搬入出 後組　搬入出 後組　搬入出 後組　搬入出 会場チェック 会場チェック 7:00

15 7:15～8:00 7:15～8:00 7:15～8:00 7:15～8:00 7:15～8:00 7:15～8:00 7:15～8:00 7:15～8:00 15

30 総合案内　準備 総合案内　準備 30

45 45

8:00 入場口・列・その他 入場口・列・その他 入場口・列・その他 入場口・列・その他 入場口・列・その他 入場口・列・その他 入場口・列・その他 入場口・列・その他 有料スペース準備 有料スペース準備 8:00

15 15

30 準備 準備 30

45 20ｍ練習 20ｍ練習 準備 準備 準備 有料スペース受付 有料スペース受付 45

9:00 総合案内受付 20ｍヘルプ 20ｍヘルプ タイムレース20ｍ タイムレース20ｍ 練習 練習 練習 9:00

15 待機列管理 スタート ゴール 15

30 100ｍ練習 100ｍ練習 ＰＯＷキーパー おっとととRUN 9:30~10:30 30

45 待機列管理 待機列管理 ラビリンス キャンプノース受付 キャンプノース受付 45

10:00 タイムレース100・20 タイムレース100ｍ タイムレース100ｍ 10:00

15 アシスト 10:00~11:00 10:00~11:00 時間調整 時間調整 15

30 スタート スタート タイムレース20ｍ タイムレース20ｍ 休憩・時間調整 時間調整 30

45 ハロウィン準備 スタート ゴール ＰＯＷキーパー 休憩・時間調整 集計・休憩 ハロウィン準備 ハロウィン準備 45

11:00 ハロウィン 時間調整 時間調整 待機列管理 おっとととRUN 11:00~12:00 ハロウィン ハロウィン 11:00

15 集計・休憩 集計・休憩 待機列管理 ラビリンス 15

30 予備 タイムレース100ｍ タイムレース100ｍ 昼休憩 昼休憩 昼休憩 予備 予備 30

45 昼休憩 11:30~12:30 11:30~12:30 昼休憩 45

12:00 スタート ゴール 昼休憩 キャンプノース受付 12:00

15 タイムレース20ｍ タイムレース20ｍ まてピタ 昼休憩 総合案内 15

30 チキチキ設営・準備 昼休憩 昼休憩 スタート ゴール 待機列管理 昼休憩 総合案内 30

45 準備 45

13:00 チキチキ 休憩・時間調整 おっとととRUN 13:00~14:00 総合案内 13:00

15 準備 準備 時間調整 時間調整 まてピタ 待機列管理 ラビリンス 総合案内 15

30 タイムレース100ｍ タイムレース100ｍ タイムレース20ｍ タイムレース20ｍ 待機列管理 30

45 撤去 13:30~14:30 13:30~14:30 スタート ゴール 45

14:00 タイムレース100・20 スタート ゴール 時間調整 片付け 総合案内 総合案内 14:00

15 アシスト 片付け 休憩 ショップ ショップ 15

30 集計・発表 集計・発表 おっとととRUN 入賞者対応 入賞者対応 30

45 じゃんけん準備 総合案内/ホワイトボード 総合案内/ホワイトボード ドッグゲームBへ移動 待機列管理 45

15:00 じゃんけん大会 片付け 片付け 片付け 片付け おっとととRUN 大じゃんけん大会 15:00

15 アシスト 15

30 トイレ給水・清掃 トイレ給水・清掃 トイレ給水・清掃 トイレ給水・清掃 片付け 片付け 30

45 45

16:00 16:00

15 15

30 30

45 45

17日（土）　Ｆプロジェクト（10名）

片付け 片付け 片付け 片付け 片付け 片付け 片付け 片付け 片付け



【F1】福山 【F2】 【F3】 【F4】 【F5】 【F6】 【F7】 【F8】 【F9】女性 【F10】女性

5:30 30

45 45

6:00 熱気球 熱気球 熱気球 熱気球 熱気球 熱気球 熱気球 6:00

15 会場で朝食 会場で朝食 会場で朝食 会場で朝食 会場で朝食 会場で朝食 会場で朝食 15

30 出店者対応 カゴ押さえ カゴ押さえ カゴ押さえ カゴ押さえ カゴ押さえ カゴ押さえ カゴ押さえ 30

45 45

7:00 会場チェック 会場チェック 7:00

15 15

30 ※交代で休憩 ※交代で休憩 ※交代で休憩 ※交代で休憩 ※交代で休憩 ※交代で休憩 ※交代で休憩 総合案内　準備 総合案内　準備 30

45 45

8:00 入場口・列・その他 有料スペース準備 有料スペース準備 8:00

15 15

30 20ｍ学生指導 30

45 ラビリンス学生指導 休憩 休憩 有料スペース受付 有料スペース受付 45

9:00 総合案内受付 休憩 休憩 休憩 9:00

15 待機列管理 スタート ゴール 15

30 休憩 休憩 ＰＯＷキーパー おっとととRUN 9:30~10:30 30

45 100ｍ学生指導 待機列管理 待機列管理 キャンプノース受付 キャンプノース受付 45

10:00 タイムレース100 10:00~11:00 10:00~11:00 10:00

15 アシスト スタート ゴール 時間調整 時間調整 15

30 休憩・時間調整 集計・休憩 30

45 ハロウィン準備 ＰＯＷキーパー 休憩・時間調整 ハロウィン準備 ハロウィン準備 45

11:00 ハロウィン 時間調整・集計 時間調整・集計 待機列管理 おっとととRUN 11:00~12:00 ハロウィン ハロウィン 11:00

15 待機列管理 15

30 予備 11:30~12:30 11:30~12:30 昼休憩 昼休憩 昼休憩 予備 予備 30

45 昼休憩 スタート ゴール 昼休憩 45

12:00 昼休憩 キャンプノース受付 12:00

15 まてピタ 昼休憩 総合案内 15

30 チキチキ設営・準備 昼休憩 昼休憩 待機列管理 昼休憩 総合案内 30

45 準備 45

13:00 チキチキ 休憩 おっとととRUN 13:00~14:00 総合案内 13:00

15 準備 準備 時間調整 時間調整 まてピタ 待機列管理 ラビリンス 15

30 13:30~14:30 13:30~14:30 待機列管理 30

45 撤去 スタート ゴール 45

14:00 タイムレース100・20 休憩 片付け 総合案内 総合案内 14:00

15 アシスト 片付け 時間調整 ショップ ショップ 15

30 100ｍ発表 集計・発表 集計・発表 片付け おっとととRUN 入賞者対応 入賞者対応 30

45 じゃんけん準備 総合案内/ホワイトボード 総合案内/ホワイトボード ドッグゲームBへ移動 待機列管理 45

15:00 じゃんけん大会 片付け 片付け 片付け 片付け おっとととRUN 大じゃんけん大会 15:00

15 アシスト 15

30 片付け 片付け 30

45 45

16:00 16:00

15 15

30 30

45 45

片付け 片付け 片付け 片付け 片付け片付け 片付け 片付け 片付け 片付け

18日（日）　Ｆプロジェクト（10名）


