
2015.5.13三浦

No. 月/日（曜） 天候
行き先
（山域）

参加者（敬称略・順不同） 備考

1
2014年

4/13（日）
晴れ

蓑山（587ｍ
美の山）/
秩父

参加者（敬称略）：
三浦(L)、逸見、鈴木（美）、　鈴木（典）、
鈴木（優）、須永、池田、岩堀、伊藤、
荻山、加田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　計11名

当初、「倉見山」の予定
まだ残雪多く雪崩の危険
あり登山は見合わせてほ
しいとの都留市役所の情
報により急遽変更
秩父温泉「満願の湯」

2
5/3(土）～
5/5（月）

5/3晴
れのち
曇り
5/4晴
れ
5/5稜
線吹
雪、樹
林帯よ
り雨

蝶ヶ岳
（2677m)/
北ア

参加者（敬称略）：
河野(L)、加田(SL)*、伊藤*、三浦*、
荻山、岩井、鈴木夫妻、鈴木（典）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計9名

＊3名　5/5
上高地小梨平ケビン（泊）

3
6/15(日）

晴れ
馬頭刈山
（884ｍ）/
奥多摩

参加者（敬称略）：
(L)伊藤、荻山、河野、加田、鈴木（勝）、
平出、三浦、池田、岩井、鈴木（美）、鈴
木（優）、須永、中野、逸見、望月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計15名

秋川渓谷瀬音の湯に立
ち寄り入浴・食事

当初6/8を天候不良によ
り延期

JR新宿駅11番ﾎｰﾑ7：20集合
新宿7:44＝ﾎﾘﾃﾞｰ快速あきがわ1号＝8：48JR武蔵五日市＝ﾀｸ
ｼｰ3台＝千足BS9:20⇒10:00天狗滝10:10⇒10:40綾滝11:00⇒
12:00 つづら岩12:50⇒鶴寝山（916m）⇒14:20馬頭刈山
(884m)14:30⇒光明山（798m）⇒軍道分岐⇒寺岡陸橋（長岳尾
根）⇒17:00秋川渓谷瀬音の湯（入浴・食事）＝JR武蔵五日市

風の会　2014年度　山行計画/実績

行　程　　　＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ　～：歩行

http://kazenokai-hikingclub.jimdo.com

5月3日（土）　天候：曇
新宿7：00＝（スーパーあずさ1号）＝松本9：43着10：00＝（ジャ
ンボタクシー）＝上高地BT11：25着　上高地BTで昼食後出発
上高地BT12：20⇒13：15明神13：30⇒14：20徳沢14：40⇒15：
46横尾山荘（泊）
5月4日（日）　天候：快晴
横尾山荘6：45⇒7：50槍見台8：00⇒8：50第2ベンチ9：05⇒11：
49樹林帯上（昼食）12：06⇒12：50稜線標識分岐13：15⇒瞑想
の丘13：45⇒蝶ヶ岳ヒュッテ13：48⇒13：55蝶ヶ岳山頂（2677
ｍ）
 14：25⇒14：30蝶ヶ岳ヒュッテ（泊）
5月5日（月）　天候：稜線吹雪のち樹林帯雨下山は暴風でコー
スタイムは記録なし
蝶ヶ岳ヒュッテ7：15⇒横尾山荘⇒徳沢⇒明神⇒上高地BT＝
（ﾀｸｼｰ)＝松本19:21（あずさ34号）＝22：07新宿

池袋8:05＝西武池袋線快速急行（長瀞行）＝（8：50飯能

8:52）＝西武秩父線（長瀞行）（9:54御花畑9:56）＝10:07

和銅黒谷駅和銅黒谷駅10:20⇒（和銅遺跡）⇒11：40美の

山公園－昼食－13：00　⇒蓑山神社⇒14：25秩父鉄道皆野

駅14：35＝秩父温泉「満願の湯」（入浴・食事）17：00＝皆野

駅17：17　秩父方面と熊谷方面に別れる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：約2時間50分

http://kazenokai-hikingclub.jimdo.com/


4 7/13(日） 曇り
御岳山
（929m)/
奥多摩

参加者（敬称略）：
加田（L）、河野、逸見、須永、
中野、岩井、鈴木夫妻、鈴木（典）、
荻山、宿輪　　　　　計11名

有志山行
（会食反省会）元祖手打
ち蕎麦「玉川屋」

5
8/2（土）～
8/3（日）

晴れ
白山
(2720m)/富
山・岐阜

参加者（敬称略）：
三浦(L)、加田(SL)、伊藤、荻山、

逸見、 鈴木夫妻、岩堀、池田、望月

　　　　　　　　　　　　計10名

（駅ビル内の居酒屋
「魚菜屋」で反省食
事会後、解散）
加田(SL)が 白山山行の
YouTube動画を2本アップ
しています。
HP参照

6 9/14（日） 晴れ

編笠山
（2524ｍ）/
八が岳連峰
最南端

参加者（敬称略）：
加田（L）、三浦、伊藤、上島、岩井、
荻山、鈴木（典）、平出、
宿輪、鈴木夫妻、小田（ｹﾞｽﾄ参加）
　　　　　　　　　　　　計12名

標準時間5時間50分を
大幅にオーバーする。
日没ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ使用

7
10/11(土）
～
10/13（月）

－
甲武信岳
（2475ｍ）/
奥秩父連峰

三浦(L)、加田(SL）、上島(SL）
天候不良により中止
2015.10 　　予定

1日目：JR新宿7：30＝あずさ3号＝8：53JR塩山駅＝（ﾀｸｼｰ）＝
大弛峠小屋（泊）　　※空身で金峰山往復
2日目：大弛小屋⇒6:10)⇒甲武信小屋（泊）
3日目：甲武信小屋⇒(4:00)⇒西沢渓谷入口BS＝(ﾊﾞｽ)＝
JR塩山駅16：25＝かいじ118号＝17:51新宿

新宿7：45＝（ﾎﾘﾃﾞｰ快速おくたま1号）＝8：56御嶽駅9：25＝
(ﾊﾞｽ)＝9：35ｹｰﾌﾞﾙ下⇒滝本駅＝（ｹｰﾌﾞﾙｶｰ）＝9：45御嶽山駅
（831m）10：05⇒10：35御嶽神社10：55⇒11：00長尾平⇒11：35
七代の滝11：50⇒12：00天狗岩⇒12：30ﾛｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ東屋
（昼食）13：10⇒13：15綾広の滝13：30⇒14：18長尾平⇒14:45
山頂駅15：00＝（ｹｰﾌﾞﾙｶｰ）＝滝本駅15：06=ｹｰﾌﾞﾙ下15：15＝
(ﾊﾞｽ)＝15：25JR御嶽駅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：約4：40

JR小淵沢駅改札出口9時集合
小淵沢駅9：1 0＝（ﾀｸｼｰ）＝9:30観音平（1560m）9：42⇒10：42
雲海展望台(1870m)11：00⇒11：40押手川分岐(2090m)
12：00⇒13：06鉄梯子13：10⇒13：38編笠山（2524m）昼食）14：
50⇒15：23青年小屋（2380m）15：43⇒17：00押手川分岐17：15
⇒17：50雲海展望台17：55⇒18：52観音平19：00＝（タクシー）
＝19:12JR小淵沢駅　　　　　　　　　　　実働9時間1 0分
JR小淵沢19：18発特急スーパーあずさ32号「新宿」行き（新宿
21：06着）

8/2（土）　天候：晴れ
別当出合9：15⇒10：10中飯場10：25⇒11：15 別当覗11：30⇒
12：27甚之助避難小屋　（昼食）　13：15 ⇒3：50南竜道分岐
13：55⇒14：48延命水 14：55⇒ 15：15黒ボコ岩15：50⇒室堂・
センター 16：25着
8/3（日）　天候：曇り時々晴れ
ご来光＆高山植物散策＝起床 3:30 室堂 4：15 ⇒5：00御前
峰・白山奥宮（2720m ）ご来光 5:00 5：30⇒6：01青石⇒（室堂
周辺高山植物散観察）⇒室堂6：30（朝食）＝室堂下山（観光
新道ルート）＝室堂下山 7:35 ⇒8：05黒ボコ岩8：10⇒9：05
殿ヶ池避難小屋9：25⇒11：30 別当坂分岐⇒12：35別　当出合
13:30発＝15:45 金沢駅東口着



8 10/11(土） 晴れ
大菩薩嶺
(2057m)/
山梨

参加者（敬称略）：
三浦（L）、加田(SL)、岩井、鈴木夫妻、荻

山、上島　　　　　　　　　　　　計7名

10/11～10/13金峰山～甲
武信岳～西沢渓谷山行の
代替山行
大菩薩の湯入浴反省

9

11/2（日）
順延
11/9(日）
雨で中止

－
荒船山
（1423ｍ）/
群馬

伊藤(L)
週末の天気が続いて雨
となり中止
2015.10.25（日）予定

10 11/16(日）
曇

大野山
（723.1ｍ）/
西丹沢

参加者（敬称略）
伊藤（Ｌ），加田（ＳＬ）,河野、三浦、荻山、
須永、中野、池田、鈴木（典）
鈴木（勝）、鈴木（美）
                                      　計11名
、

11/9荒船山中止となりそ
の代替山行として足慣ら
しはハイキング
鶴巻温泉駅弘法の里湯
で汗流し反省会（有志）

11 12/7（日） 快晴

沼津ｱﾙﾌﾟｽ
徳倉山
（256ｍ）
横山
（163ｍ）
香貫山
（193ｍ）

参加者（敬称略）
河野(L）、加田（ＳＬ）、伊藤、三浦、上島、
荻山、平出、逸見、須永、岩堀、鈴木夫
妻、
望月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計13名

忘年山行
「丸天」/沼津魚港にて懇
親会

12 12/23(火・祝）晴

景信山
（727ｍ）
高尾山
（599ｍ）

参加者（敬称略）：
鈴木典子(L)、（SL）加田、伊藤、岩井、
須永、中野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計6名

有志山行
「景信山と高尾山のダイ
ヤモンド富士を楽しむ会」
下高井戸の居酒屋「たつ
み」で懇親食事会

JR沼津駅9：40＝（タクシー）＝9：52香貫台入口10：05⇒

10：32香貫分岐10：40⇒10：48徳倉山11：05⇒11：40横

山峠⇒12：05横山（昼食休憩）12：35⇒13：00八重坂峠⇒

13：40香貫山14：05⇒14：44黒瀬⇒15：30沼津漁港「丸
天」（懇親食事会）

JR塩山駅南口9:00＝（ﾀｸｼｰ0:32）＝9:32福ちゃん荘9：45

⇒（唐松尾根）⇒11:05雷岩11:08⇒11:18大菩薩嶺

（2057m）11:23⇒11:33雷岩－昼食－12:05⇒12:17神

部岩（2000m）⇒12:39賽の河原⇒12:43親不知の頭⇒

13:00大菩薩峠(1897m)13:17⇒14:00福ちゃん荘

14:22＝（ﾀｸｼｰ）＝14:40大菩薩の湯（入浴・懇親）16:50＝

17:00塩山駅北口17:41＝かいじ120号＝19:06新宿

計画書：下記参照
http://www.kazenokai-hikingclub.jimdo.com
http://www.kazenokai-hikingclub.com/次月以降山行

計画/

小田急線新松田駅北口改札　8時30分集合
登山口まで路線バス移動　　新松田駅北口8：50＝（25分）＝
大野山登山口9：15着（富士急湘南バス）
行程：3時間15分
大野山登山口9:30ー（0:20）ー共和小学校9:50ー（1:30）－イヌ
クビリ11:20－（0:15）－11:40大野山山頂11:50－（0:10）－12:00
（山頂直下・昼食休憩）12:50－（0:40）－嵐13:55―（0:10）－吊
橋14:10－（0:10）－14:25ＪＲ谷峨駅14:35＝（JR）＝JR松田駅
14：54着　　　　　　　　　　　　　　実働約5時間

JR高尾駅北口9：15　集合

JR高尾駅北口バス9：32＝（路線ﾊﾞｽ）＝小仏BS9：50小仏

BS9：55⇒10：08景信山登山口（ストレレッチ後スタート）10：

15⇒10：02小下沢（こげさわ）分岐11：10⇒11：35景信山

（727ｍ・昼食休憩）12：45⇒13：5小仏峠13：45⇒14：15城

山15：00⇒15：18一丁平15：20⇒15：39

紅葉台16：23⇒16：36高尾山山頂（599ｍ）16：40⇒16：52

薬王院16：55⇒17：09ケーブルカー山頂駅17：37⇒17：42

ケーブルカー清滝駅⇒17：56高尾山駅

実働時間8時間ほど（小仏バス停9：55　⇒　高尾山駅前17：

56）



13
2015年
1/11(日）

晴れ

釜伏山（582
ｍ）・登谷山
（668ｍ）・皇
鈴山
（679ｍ）/外
秩父

参加者（敬称略）：
伊藤(L）、河野、逸見、鈴木夫妻、加田、
中野、上島、荻山、平出、奥村（ゲスト）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計11名

ゲスト奥村氏入会

14 2/15(日）
終日快
晴

三国山
（1320ｍ）～
大洞山/
山中湖

参加者（敬称略）：
河野(L)、加田（SL）、三浦、池田、岩井、
鈴木夫妻、鈴木（典）、岩堀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　計9名

週末天候不良で2週遅れ
で実施
河口湖駅前の「ほうとう不
動」で懇親食事会
富士急行で帰途

15 3/8（日） 曇り
入笠山
（1955ｍ）/
南ア北端

参加者（敬称略）：
加田（L）、三浦、鈴木夫妻、鈴木（典）、
池田、岩井、荻山、
ゲスト天野（三浦友人）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計9名

週末天候不良で1周遅れ
で実施

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ山麓駅14：35＝

（送迎ﾊﾞｽ）＝14：40
ゆ〜とろん水神の湯
（懇親会食）17：15＝

（ﾀｸｼｰ）＝17：20JR富士

見駅17：59＝

（特急あずさ30号）＝帰
途

16 3/22（日） 快晴
小倉山
(954.8ｍ）/
甲州市

参加者（敬称略）
河野（L）、三浦、上島、岩井、中野、逸
見、伊藤、鈴木夫妻、鈴木（典）、岩堀、
望月、加田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計13名

ザゼンソウ観賞ハイク
ザゼンソウ見頃、カタクリ
未開花
塩山駅前蕎麦屋会食

　

7：20　東武東上線池袋駅2番線ﾎｰﾑ前より集合
池袋7：30＝8：31小川町8：37＝8：52寄居駅＝ﾀｸｼｰ=
風布8：30⇒(0：50)⇒日本水⇒（0：20）⇒10：50釜伏山11：00⇒
（0：15）⇒釜伏神社⇒（0：35）⇒登谷山⇒（0：30）⇒12：30皇鈴
山（昼食・休憩）13：00⇒（0：20）⇒二本木峠⇒（1：10）⇒14：30
打出14：48＝(ﾊﾞｽ0：25）＝小川町

JR富士見駅9：45集合

富士見駅10：00＝（送迎バス）＝10：10富士見パノラマリ

ゾート（ゴンドラ富士見駅10：00＝（送迎バス）＝10：10富士

見パノラマリゾート⇒10：25ゴンドラ山麓駅10：30＝（ゴンドラ

10分）＝

10：40ゴンドラ山頂駅11：00⇒11：20入笠湿原⇒

やまびこ荘11：25⇒11：30入笠登山口（マナスル山荘）11：

40⇒12：14入笠山山頂（昼食）12：50⇒13：10入笠登山口

（マナスル山荘）13：23⇒13：40入笠湿原13：50⇒14：00ゴ

ンドラ山頂駅14：10＝（ゴンドラ10分）＝14：20ゴンドラ山麓
駅

　
　

JR塩山駅　9時集合
湯原バス停⇒（0：40）⇒小倉山（昼食）⇒（0：55）⇒東屋⇒（0：
45）⇒湯原バス停　　　　　　　　　　歩行時間約2時間20分

富士山駅9：00＝（タクシー）＝9：30東電寮入口9：40⇒
10：40三国峠への舗装路10：48⇒11：08三国峠11：12⇒
11：42三国山（昼食）12：20⇒13：40大洞山（1383.5ｍ）14：00⇒
14：40アザミ平⇒15：25籠坂峠15：30＝（タクシー）＝
河口湖駅16：05　　　　　　　　　　　　　実働時間：5時間45分


