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チェックポイント通過優良班・該当班なし！

川越校外学習当日、それぞれのチェックポイントでの

到着時間が、予定の時間とどのくらいズレがあったのか

確認をしてみました。

各チェックポイントで、到着予定時間と５分以内のズ

レを予定通りの行動として考えてみました。帰りの川越

駅も、到着予定時間と５分以内で考えましたが、乗車予

定の電車発車３分を切っての到着は、ダメという判定を

しました。朝の川越駅と帰りの東川口駅は、到着予定時間から１０分の間にチェックを受

けている班を予定通りと考えました 予定より早いものはダメです 。( )
その結果、全てのチェックポイントを予定通りに通過することができた優良班は 「該、

当班なし」という残念な結果と成りました。惜しかった班としては、３６班 班長：ＭＡ(
Ｔ君 と６２班 班長：ＫＡＭ君 あたりでしょうか･･･。目標に『時間厳守』が入っている) ( )
だけに、この結果は残念な結果です。

特に 今回は 本丸御殿 に行ってから 市立博物館 に行く予定の班が 勝手に 本、 、『 』 『 』 、 『

丸御殿』をとばして『市立博物館』に来て弁当を食べていたり 『川越まつり会館』に行、

かずに『市立博物館』に来てしまう班があったり 『喜多院』に予定時間を３０分も過ぎ、

てきていない班が『菓子屋横丁』にまだいるとか････ 『蔵造り資料館』に来ない班を先。

生が待っていたら、遅れたからとばしたとか････。普通は、起こらないミスをしている班

がいくつかあったことが、残念でした。

( )各班の行動は次のような結果です。 ＋は予定時間より遅れ、－は早い到着です

( )班 班 長 市博物館 喜多院 本丸御殿川越駅 行 まつり会館 川越駅 帰( ) ( ) 東川口駅 帰

－７ ＋１４ ＋１０ ＋１７ ＋１５ －８11 ＯＯＹ

－１ ＋７ －６ －８12 ＨＡＫ －４ ＋４

＋６ × ＋１０ ＋２２ ＋１９13 ＡＢＥ －５

＋１３ ＋８ ＋１５ ＋１１ ＋２１ ＋３７14 ＯＫＡ

＋１２ ＋１３ －５15 ＹＡＭ ＋１０ ＋４ ＋２

＋１６ ＋１７ ＋２０ ＋１２ －６16 ＫＡＴ ＋５

( )班 班 長 市博物館 喜多院 本丸御殿川越駅 行 まつり会館 川越駅 帰( ) ( ) 東川口駅 帰
＋２３ ＋７ ＋３４ －１１ ＋８ ＋１９21 ＫＡＴ

－４ ＋１０22 ＳＩＭ ＋２０ －１７ ＋１２ ＋２０
＋１９ ＋８ ＋１８ ＋１２ ＋２２23 ＴＥＲ －５

＋１３ ＋１５ ＋１３ ＋３９24 ＨＡＹ ＋９ ±０
＋２０ ＋１２ －６25 ＳＡＩ ＋１０ ＋２ ＋４

＋４26 ＭＩＩＹ ＋１４ ＋１１ ＋１８ ＋１０ ＋１０
＋１４ －２２ ＋２９ －１８ ＋１０ ＋３０31 ＩＳＩ

＋１１ －７ ＋８ －１４ －２２32 ＳＡＷ ＋１
＋１１ ＋４６ ＋５７ －７ ＋１９ ＋３７33 ＴＵＢ

＋１７ ＋２０ ＋１０ －５34 ＹＡＭ －１ ＋４
－２ ＋３０ ＋１９ ＋１４35 ＵＴＩ ＋３ －２

＋１３ －９36 ＭＡＴ ＋５ ＋４ ＋５ ±０
＋１５ －１３ ＋８ －７ ＋２１41 ＳＡＫ －４
－８ ＋３６ ＋３３ －２０42 ＳＡＴ －２ －２

＋２０ －１９ ＋１０ ＋３１ ＋３９43 ＹＯＳ ＋５
＋２３ ＋３０ ＋３９ ＋８ ＋１８ －３44 ＷＡＴ

＋２０ －１７ ＋２０ －３５ ＋５３ －８45 ＮＯＭ ＋２
＋１０ ＋１４ ＋１２ －６46 ＫＵＷ ＋７ ±０ ＋１
＋８ ＋１５ ＋１２ －５51 ＴＡＫ ＋６ ＋５

＋１０ ＋４ ＋７52 ＯＳＡ ＋２１ ＋８ ＋３１
＋１０ ＋３１ ＋３２ ＋４０53 ＳＡＴ ＋８ －５ ＋４

＋１４ ＋１５ ＋２９ ＋３０ ＋１５ ＋１２ ＋３２54 ＨＩＲ

＋２２ ＋３２ ＋２２ ＋１６ ＋２４55 ＩＳＥ ＋１
＋３０ －９ ＋３５ ＋７ ＋２８56 ＩＲＥ ±０
＋１０ ＋４61 ＴＩＭ ＋１２ ＋２３ ＋１６ ＋７

－１ －３ －１ ＋５62 ＫＡＭ －３ －６ ＋９
＋１１ ＋２３ ＋２５ ＋２０ ＋２５ ＋３９63 ＹＯＳ

＋１１ －７ ＋７ ＋７ ＋２４64 ＨＵＪ ＋９ －１
＋１７ ＋１２ ＋２１ ＋３５65 ＯＧＩ ＋９ －２
＋２ ＋５ ＋８66 ＨＩＲ ＋１２ ＋１０ ＋６

＋１７ ＋１３ ＋９ －６ ＋１２71 ＵＨＡ ＋５ ＋１
＋１８ ＋３０72 ＫＡＷ ＋８ －５ ＋３ －４

＋１８ ＋２０ ＋２１ ＋１０ ＋３７73 ＴＡＫ ＋３
－９ ＋６ ＋８ ＋２２74 ＨＡＳ ＋９ ＋４

＋１６ ＋１８ ＋１３ ＋１３ ＋１９ ＋２７75 ＳＡＴ －２
＋１７ ＋１８ ＋２３ ＋１９76 ＮＯＵ ＋１ －２

＋７ ＋６ －８81 ＩＴＯ ＋８ －４ ±０
－２２ ＋１３ ＋３０ ＋３２82 ＫＩＭ ＋８ ＋５

＋１４ ＋１１ －２３ ＋１２ －９ ＋１６ ＋３２83 ＮＡＲ

＋１８ ＋２９ ＋１５ －１０ ＋２６ ＋３６84 ＹＵＡ

＋２６ ＋１７ ＋３０ ＋１１ －８85 ＴＡＫ ＋７
－６ ＋１１ －５86 ＹＡＭ －１ －４ ±０


