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            風の会 2016 年度 山行実績        資料-2 

2017.5.17 三浦 

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

 

No. 月/日（曜） 山名/山域 天候 行程（＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ ⇒：歩行）参加者敬称略・順不同）備考 

＊＊＊月例山行、会員有志山行、下見山行＊＊＊ 

 

1. 4/10（日） 高柄山（733.2ｍ）/大月市  高曇り 

JR 四方津駅 8：50⇒（1：40）⇒10：30 御座ノ松 10：40⇒（0：20）⇒11：00 大丸 11：10⇒（0： 

40）⇒11：50 千足峠⇒（0：20）⇒12：10 高柄山（昼食）13：10⇒（0：20）⇒13：30 千足峠⇒（1： 

20）⇒14：50 四方津駅 

伊藤（L)、河野、青柳、逸見、上島、加田、岩堀、鈴木夫妻、奥村、山下、市川 計 12 名  

                 http://www.kazenokai-hikingclub.com/2016 山行報告/ 

2. 5/3（火）～8/5（木）5/3 西穂高岳独標・焼岳/北ア 

5/3（火）晴れ 風強い   

バスタ新宿 4F 7：05＝濃飛バス飛騨高山線（4：30）＝16：00＊平湯 BT17：43＝17：33 中尾温 

泉（泊）         ＊＊旅館「まほろば」と「郷の湯」に分宿泊 

＊当初 11：35 着予定が事故渋滞で延着 ＊＊当初西穂山荘の予定が延着のため変更" 

5/4（水）晴れ時々曇り 

  新宿＝新穂高第 2 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ西穂高口 8：45⇒10：30 西穂山荘（昼食）11：50⇒13：20 西穂高口駅（第 

2・第 1 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ）14：55＝（路線ﾊﾞｽ）＝15：29 平湯温泉（乗換）16：00＝（路線ﾊﾞｽ）＝16：10 

中の湯 BT＝（送迎車）＝16：22 中の湯温泉旅館（泊） 

  （注）強風によるロープウェイ運休の恐れがあり西穂山荘で引き返す。 

5/5(木)  曇り時々晴れ 西穂（独標）・焼岳（2444.3ｍ） 

中の湯 6：08⇒8：40 広場（ｱｲｾﾞﾝ装着）8：50⇒10：20 焼岳のｺﾙ 10：25⇒10：45 焼岳・北峰（2444.3 

ｍ）11：00⇒11：22 焼岳のｺﾙ 11：33⇒12：40 広場（昼食）13：05⇒14：50 焼岳登道入口 15：00 

＝15：10 中の湯温泉旅館 15：20＝（ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ＆ﾀｸｼ-＝16：50JR 松本駅  松本駅傍の手打ち蕎 

麦や「榑木野」反省会松本 18：45（ｽｰ ﾊﾟｰ特急あずさ 32 号）＝21：16 新宿 （延着） 

河野（L)、三浦、伊藤、上島、加田、岩堀、鈴木夫妻、山下、市川   計 10 名  

"  

3. 5/22(日） 檜洞丸（1601ｍ）/丹沢 晴れ 

幕沢公園橋（506m）09:00⇒10:47 板小屋沢ノ頭（1126m）11:00⇒11:42 県民の森分岐（1315m） 

11:50⇒13:12 同角山稜分岐（1439m）13:20⇒13:23 ツツジ新道分岐（1509m）13:35⇒13:43 檜洞 

丸（1601m）14:05⇒14:21 ツツジ新道分岐（1509m）14:40⇒15:16 展望園地（1140m）15:25⇒16:21 

ゴーラ沢出合（757m）16:15⇒17:08 西丹沢自然教室（545m） 

奥村（L）、加田（SL）、鈴木夫妻、金子、土田、山下、奥島（体験）   計８名 

ちょっとハードな行程だった様です。 

 

http://www.kazenokai-hikingclub.jimdo.com/
http://www.kazenokai-hikingclub.com/2016山行報告/
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4. 6/12（日）蕨山（1044ｍ）/奥武蔵 晴れ 集合場所＆時間 西武池袋線飯能駅北口  

名郷行きバス停 7 時 50 分 登山口 9:10⇒(20) ⇒蕨入林道終点 9:30⇒(2:15) ⇒蕨山最高点 

(1044m)11:30⇒11:36 展望台 11:45⇒(0:25)⇒12:10 棚山(昼食)12:40⇒(0:35)⇒ 大ヨケノ頭 13：15 

⇒ (0:30)⇒中登坂 13:45 ⇒ (0:35) ⇒金比羅神社 14:20 ⇒ (0:30)⇒14:50 さわらびの湯バス停 

  実質時間（含む昼食）: 5:40、歩行距離: 11km  

宿輪（L)、 加田(SL)、三浦、中野、鈴木夫妻、奥村、市川、鈴木（優）   計 9 名 

    （ちゅう）さわらびの湯ボイラー故障で入浴できず。 

 

5. 6/26（日）大岳山（1266.5ｍ）/奥多摩 御嶽駅 8：12＝＝ケーブル下 8：22⇒（0：05）⇒8：28 瀧

本駅 8：30＝（ケーブルカー6 分）＝8：37 御岳山駅 8：50⇒9：13 御岳山（929m）9：20⇒9：29

天狗の腰掛杉 9：30⇒10：13 奥の院（お社）10：15⇒10：19 奥の院山頂（甲籠山 1077m）10：22

⇒10：46 鍋割山（1084m）10：55⇒11：08 鍋割山分岐⇒11：38 大岳山荘 11：50⇒12：08 大岳山

（昼食）12：50⇒13：08 大岳山荘 13：15⇒13：44 白倉バス停分岐⇒15：22 白倉バス停着  

加田(L)、鈴木(SL)、逸見、三浦、青柳、荻山、金子、鈴木（美）、須永、市川、山下、 

体験参加：生田目・高橋                        計 13 名  

                                                              

6. 7/10（日） 養老渓谷/千葉内房  晴れ 

集合場所、時間：JR 内房線五井駅 9：10 

養老渓谷駅 10：40⇒（1：00）⇒12：00 観音橋⇒（0：20）⇒12：30 共栄橋⇒（1：10）⇒14：00 

水月寺⇒（1：00）⇒15：30 粟又の滝⇒（ごりやくの湯）⇒16：03 養老渓谷駅 16：33 五井駅 

  伊藤(L)、河野、逸見、荻山、市川、奥島、生田目、望月、鈴木（優）、三浦  計 10 名 

                               "  

7. 7/30（土）～8/2（火） 雲ノ平(2600m)/北ア  

7/29（金）天候：晴れ  前泊組（6 名） 

  東京駅 12：24＝はくたか 563 号＝15：01 富山駅⇒富山第一ホテル（泊）  

  前夜発（2 名）：ﾊﾞｽﾀ新宿 22：30＝富山地鉄ﾊﾞｽ＝5：30 富山駅 

7/30（土）天候：晴れ後雨 

 富山第一ホテル 6：00＝（ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ）＝7：00 折立（1356ｍ）7：25⇒9：45（1,860m のﾋﾟｰｸ） 

10：20⇒（雨降りだす、雨具着る）⇒12：40 五光岩ﾍﾞﾝﾁ 12：45⇒14：10 太郎平小屋（2330ｍ）（泊） 

実働時間：6：45 

7/31（日）天候：曇りのち晴れ 

  太郎平小屋 6：00⇒7：30 左俣出合⇒9：10 薬師沢小屋 9：40⇒9：50 雲の平直登開始⇒12：30 木 

道末端⇒13：05 アラスカ庭園 14：00⇒14：50 雲の平山荘（泊） 実働時間：8：50 

8/1（月）天候：晴れ後雨 

  雲の平山荘 6：15⇒6：50 スイス庭園 7：12⇒8：20 秩父庭園 8：25⇒9：50 黒部源流 10：35⇒12： 

25 三俣山荘 13：10⇒14：10 三俣蓮華岳分岐⇒16：27 双六分岐⇒16：43 双六小屋（2600ｍ）（泊） 

  実働時間：11：27 
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8/2（火）天候：曇り 

  双六小屋 5：20⇒7：05 弓折分岐 7：13⇒8：00 鏡平山荘 8：30⇒9：13 シシウドｹ原 9：25⇒11： 

33 わさび平小屋 12：10⇒13：20 新穂高温泉＝平湯（入浴）＝松本  実働時間：8：00 

  新穂高温泉 13：40＝（松本行ﾊﾞｽ）＝14：10 平湯 BT （温泉入浴） 

  平湯 BT15：50＝（松本行ﾊﾞｽ）＝17：15 松本 BT （蕎麦屋で会食） 

  JR 松本 18：35＝（あずさ 32 号）＝21：06JR 新宿 

河野(L)、上島（SL）、山下（SL 補助）、伊藤、荻山、加田、市川、三浦 計 8 名 

山下さん初女性 SL  「2016 夏山－雲の平－山行記」  

https://www.kazenokai-hikingclub.com/2016 山行報告/" 

 

8. 8/6（土） 天租山（1723ｍ）/奥多摩 奥村、奥島 有志山行 

http://www.kazenokai-hikingclub.com/2016 山行報告/ 

http://www.kazenokai-hikingclub.com/ギャラリー-6/ 

 

9. 8/27（土） 横岳（2829ｍ）/南八ケ岳 雨  

横岳登山口（杣添尾根登山口）5：45⇒6：22 東屋 6：32⇒8：19 中間点 8：25⇒10：16 展望地 10： 

35⇒10：49 三叉峰 10：50⇒11：02 無名峰 11：05⇒11：12 奥ノ院（山頂標）11：15⇒11：40 展望 

地 11：55⇒14：50 東屋 15：15⇒15：50 登山口   

奥村(L)、宿輪、奥島、山下、土田、生田目   計 6 名  有志山行 

当初赤岳を目指すが天候悪く横岳から戻る。 

 

10. 9/25（日） 扇山（1138ｍ）/山梨 山梨百名山 晴れ  

鳥沢 9：00＝（ﾊﾞｽ）＝9：10 梨の木平 9：30⇒水場 10：08⇒大久保のコル 11：11⇒11：21 扇山山 

頂－（昼食）－12：45⇒山谷 14：10⇒14：45JR 鳥沢駅（解散）15：29＝高尾 

伊藤(L)、青柳、鈴木（勝）、荻山、加田、宿輪、市川、三浦、須永、中野、生田目、高橋 計 12 名 

"  

11. 10/1(土）～10/2（日） 針ノ木岳（2821m）/北アルプス  

10/1（土）扇沢登山口（1433m）6：05⇒7：55 大沢小屋 8：10⇒9：03 丸太橋 9：15⇒10：05 ノド高 

巻き（鎖場上部）10：15⇒12：30 針ノ木峠・針ノ屋 13：20⇒14：31 針ノ木岳頂上（2821m）14： 

  38⇒15：48 針ノ木小屋（泊） 

10/2（日）雨天のため、針ノ木岳・蓮華岳ピークハントは断念し下山 

  針ノ木小屋 6：50⇒8：15 ノド高巻き（鎖場上部）⇒9：05 丸太橋 9：20⇒10：03 大沢小屋 10：25 

⇒11：55 扇沢登山口 

前泊組：三浦、加田、鈴木夫妻、宿輪、市川（6 名） 

夜行バス組：河野、奥村、山下、土田（4 名）               計 10 名 

  10/2 天候悪く蓮華岳はパスし下山 

 

 

https://www.kazenokai-hikingclub.com/2016山行報告/
http://www.kazenokai-hikingclub.com/2016山行報告/
http://www.kazenokai-hikingclub.com/ギャラリー-6/
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12. 10/16（日） 飯盛山（1643ｍ）/野辺山高原 晴れ 

新宿7:00＝（電車）＝8:54小渕沢駅9:16＝ (電車）＝9:40清里駅10：00⇒12:05飯盛山12:15 (昼食)13:05 

⇒13:50 平沢峠⇒獅子岩 14:15⇒野辺山宇宙電波観測所 14:40⇒15:05 野辺山駅/解散 15:39＝（電車） 

＝16:12 小渕沢駅       歩行時間：5:05 " 

宿輪（L）、河野、逸見、三浦、須永、加田、鈴木夫妻、荻山、生田目、高橋、金子、市川 計 13 名 

野辺山駅前の食堂で反省会 

 

13. 11/6（日） 鹿倉山・大寺山（1288ｍ）/奥多摩快晴  

奥多摩駅 8：35＝9：10 深山橋 BS 下車⇒9：30 登山口⇒10：49 大寺山 11：03⇒12：40 鹿倉山（昼

食）13：17⇒ 14：16 大丹波峠 14：25 ⇒15：06 川久保 15：06⇒15：45 小菅の湯（解散）有志入

浴後 17：45＝奥多摩駅 

奥村(L)、市川(SL)、河野、須永、加田、鈴木夫妻、土田、奥島 計 9 名 小菅の湯入浴 

 

14. 11/16（水） 景信山（727ｍ）/高尾山 曇り晴れ   忘年山行第 2 弾下見山行 

夕焼け小焼けバス停 8:30⇒（1:25）⇒9:55 夕焼け小焼けふれあいの里分岐 10:00⇒（0:30）⇒10:30 

狐塚峠 10:40⇒（0:10）⇒:50 小下沢登山口 11:00⇒（1:20）⇒12:20 景信山（対計画 40 分早め昼食） 

（50 分）13:10⇒（0:50）⇒14:00 小仏バス停 

加田（L)、市川(SL)、鈴木(勝）、西田（ｹﾞｽﾄ）  計 4 名   

      

15. 11/20（日） 古賀志山(582ｍ）/栃木 快晴 

宇都宮駅 9:00＝（タクシー）＝赤川ダム 10：00⇒（60：00）⇒11:00 富士見峠 11:10⇒（0:30）⇒ 

11:40 見晴台・古賀志山（昼食 0:40）12:20⇒（0:20）⇒12:40 御岳山 12:50⇒（0:50）⇒13:40Ｔ字 

路 13:50⇒（0:50）⇒14:40 赤川ダム 14:50⇒（0:50）⇒15:40 森林公園入口 16:08＝（バス）＝16:45 

宇都宮駅 

伊藤(L)、逸見、加田、池田、岩井、望月、鈴木夫妻、荻山、市川、生田目、高橋  計 12 名 

 

16. 12/3（土）～12/4（日） 天城連山縦走/伊豆  

12/3（土）伊豆箱根鉄道駿豆線 修善寺駅改札口集合 14：50 15：13 発河津行乗車 

12/4（日）：湯ヶ島温泉 5：55＝（ﾀｸｼｰ）＝旧天城トンネル（トイレ）6：35⇒6：57 天城峠 7：03⇒7： 

48 向峠 7：50⇒8：56 大見分岐 9：05⇒9：41 トイレ（見晴台分岐）⇒9：43 見晴台（鉄製ヤグラ） 

  9：53⇒トイレ 9：56⇒10：05 八丁池（東屋）10：18⇒11：00 白田峠 11：10⇒11：41 戸塚峠（昼 

食 20 分）12：08⇒12：54 小岳（1360m）13：03⇒13：37 万三郎岳（1405.6m）13：48⇒14：20 

石楠立（はなたて）⇒15：03 万二郎岳（1299m）15：15⇒16：05 四辻（万二郎岳登山口）⇒16： 

26 天城縦走登山口バス停 17：40＝（路線バス・最終）＝伊東駅 18：35 

河野（L）、加田（SL）、市川(SL)、須永（会計）、青柳、逸見＊、伊藤、池田、宿輪、鈴木夫妻、 

荻山、金子、生田目                              計 14 名  
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17. 12/17（土） 景信山（727ｍ）/高尾山  晴れ  忘年山行第 2 弾 

集合場所＆集合時間：JR 相模湖駅集合 8 時 20 分 

JR 相模湖駅 8:41＝（※津久井神奈交バス 7 分）＝8:48 千木良バス停（コースタイム） 

  正味歩行時間 2：40  実働時間（含む宴会時間）7:05 

  千木良バス停 8：50⇒10：40 城山 11:00⇒11：26 小仏峠 11:35⇒12：05 景信山（昼食宴会）14：10 

⇒15：30 小仏バス停 15：40＝（京王バス 15 分）＝15：55JR 高尾駅北口（解散） 

加田（L）、市川（SL）、青柳、伊藤、池田、奥村、宿輪、岩井、阿部、奥島、土田、生田目、 

中津（ゲスト）                               計 13 名"

  

2017 年 

18.1/29（日） 三方分山～パノラマ台/富士五湖 晴れ時々曇り  スノーハイク 

新宿 7：00＝（スーパーあずさ 1 号）＝7：55 大月（乗り換え）8：13＝（富士急行ﾌｼﾞｻﾝ特急 1 号） 

＝9：00 河口湖駅 9：10＝（タクシー30 分）＝精進バス停 9：35 着 

コース＆タイム：実働歩行時間 6 時間 05 分  

精進バス停（標高 910m）9：50⇒11：00 女坂 11：15⇒11：50 三方分山（標高 1422m 昼食）12：

35⇒13：19 精進峠 13：23⇒14：15 根子峠 14：20⇒14：35 パノラマ台（標高 1328m）14：45⇒

15：13 烏帽子岳 15：18⇒15：55 パノラマ台登山口（本栖隧道バス停）パノラマ台登山口（本栖隧

道バス停）16：10＝（タクシー）＝16：40 河口湖駅前（解散） 

加田（L）、池田、鈴木夫妻、土田       計 5 名 

河口湖駅前の「ほうとう不動」で懇親食事会 

 

19. 2/12（日） 北高尾山稜 晴れ 

八王子城跡バス停 8：45⇒8：50 管理棟（ストレッチ体操）9：00⇒9：20 柵門台⇒9：40 八王子神 

社⇒10：10 天守閣跡⇒八王子城跡（トイレ）10：20⇒10：50 富士見台 11：05⇒11：10 杉沢の頭 

⇒12：25 狐塚峠付近（昼食）13：00⇒13：35 杉の丸⇒13：50 夕焼け小焼けふれあいの里分岐 14： 

00⇒15：05 夕焼け小焼けバス停 15：32＝16：00 高尾駅北口 

市川(L)、河野、青柳、逸見、伊藤、鈴木夫妻、生田目            計 8 名 

 

20. 2/28（日） 青梅丘陵/奥多摩  晴れ 

軍畑駅発 8:55⇒9:19 榎峠 9:29⇒10:09 雷電山 10:19⇒10:39 辛垣山 10:43⇒11:55 栗平 12:45⇒14:25 

仏舎利塔 14:25⇒14:55 青梅駅着             実働時間：6：00 

奥村(L)、伊藤、青柳、岩井、鈴木夫妻、望月、池田、金子、生田目、高橋、西田  計 12 名 

福寿草ほか花観賞 陽だまりハイク 

 

21. 3/5（日） 四阿屋山（772ｍ）/奥秩父   晴れ 

西武池袋 7：05＝快速急行三峰口行）＝7：50 飯能 7：52＝8：49 西武秩父・お花畑 8：57＝9：17 

三峰口 9：30＝(ﾀｸｼｰ)＝9：50 堂上(どうじょう)⇒節分草自生地園内周遊 10：20⇒10：35 大堤（つ 

つじ新道登山口 ストレッチ）10：40⇒11：25 山居分岐 11：30-⇒（岩場＆鎖場）⇒12：33 四阿屋 



 

6 

 

山（772ｍ）⇒13：21 両神神社奥社－昼食－14：05⇒（鳥居山ｺｰｽ下山）⇒15：10 両神神社 15：12 

⇒15：16 両神温泉薬師の湯（入浴・懇親 17：21＝17：53 西武秩父（解散）＝池袋  

                                  実働時間：4：56 

三浦(L)、加田（SL）、伊藤、岩井、池田、鈴木夫妻、市川、生田目       計 9 名 

小春日和の陽だまりハイク セツブンソウ自生地立ち寄り観賞 上級者コースの岩場 

 

22. 3/19（日） 越上山・顔振峠/ 奥武蔵  晴れ    

 池袋 8：05＝9：10 東吾野駅 9：30⇒10：40 ユガテ 11：00 休憩（11：50）⇒一本杉展望所（昼食） 

12：35⇒13：20 越上山 13：35⇒14：15 顔振峠 15：15⇒16：04 吾野駅＝池袋 

顔振峠の梅、河津桜が満開で綺麗だった。 

伊藤(L)、河野、逸見、三浦、上島、加田、岩井、望月、鈴木夫妻、市川、生田目、高橋、西田 

                                      計 14 名 

 

 

        2017.3.19 越上山・顔振峠 一本杉展望所にて 

  

 

2016.4～2017.3 山行実績 

－月例山行、会員有志山行、下見山行－ 

☆ 山行回数：22 回 

☆ 参加者数：延べ 213 名 9.7 名/回 

 


