
風の会　2014年度　山行計画/実績 2015.5.13三浦

http://kazenokai-hikingclub.jimdo.com

No. 月/日（曜） 天候
行き先
（山域）

行　程　　　＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ　～：歩行 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

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　

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

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
（2677ｍ）
 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

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

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 

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

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


4 7/13(日） 曇り
御岳山
（929m)/
奥多摩

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

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

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

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

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）
　

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

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

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



8 10/11(土） 晴れ
大菩薩嶺
(2057m)/
山梨

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

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

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/

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

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

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）

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）

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）

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）

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



13
2015年
1/11(日）

晴れ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

　　　
　　　　 　



風の会　2015年度　山行計画/実績 2016.4.18三浦

http://kazenokai-hikingclub.jimdo.com

No. 月/日（曜） 天候
行き先
（山域）

行　程　　　＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ　～：歩行 参加者（敬称略・順不同） 備考

1
4/5（日）

延期
雨

畦が丸
（1293ｍ）/
西丹沢

JR大月駅改札口8時集合
新宿7：00＝（あずさ1号）＝大月駅=(ﾀｸｼｰ）＝水晶橋⇒（1:00)⇒
城ケ尾峠⇒（1:15)⇒ﾓﾛｸﾎﾞ沢の頭⇒(0:30)⇒畦ｹ丸(1293m)⇒
（2:15)⇒西丹沢自然教室=(ﾊﾞｽ)＝新松田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩行時間：約5：00

参加者（敬称略）：
河野(L)、
　　　　　　　　　　　計　　名

4/5（日）天候不良で延期
4/12(日）天候不良で中止
6/7（日）　実施＊
9/13(日）　再挑戦

2 4/19（日）
曇り時
々小雨
晴れ間

高座山
（1304.4m）・
杓子山
（1597.6m）/
富士吉田市
・道志山塊
西端

新宿7:10＝(高速ﾊﾞｽ)＝9：25富士山駅9:30＝(ﾀｸｼｰ）＝9:46鳥居
地峠9:55⇒10:55高座山（1304.4m）11：10⇒11：55大権首峠12：00
⇒12：37杓子山(1598m）－昼食－13：50⇒14:25大権首峠⇒ゲー
ト（不動湯への近道）⇒1515霊水・不動湯（入浴）16:35＝
（ﾀｸｼｰ）＝16:43富士山駅(魚民）＝（高速ﾊﾞｽ）＝18:29=22：30新宿　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：約5：20　　

参加者（敬称略）：
三浦(L)、河野、逸見、伊藤、上島、岩井
、
岩堀、池田、鈴木夫妻、荻山
ゲスト：土田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　計12名

麓の桜はまだ満開
富士山麓の野焼きの煙
で富士山見えず。
霊水・不動湯入浴(\500)
富士山駅「魚民」で会食
帰途中央道事故渋滞に
遭遇新宿着2時間余遅れ
る。

3
5/3（日）～

4（月）
曇り

丹沢山塊主
脈縦走

集合時間＆場所：小田急線秦野駅改札口　８時
5/3（日）　晴れ後曇り
小田急線秦野駅＝（ﾀｸｼｰ）＝表尾根登山口8:45⇒（1：15）⇒三ノ
塔10:50⇒（1：45）⇒新大日14:15⇒（0：40）⇒塔ノ岳15:20⇒（1：
10）⇒丹沢山17:00（日本百名山）1.567.1m（みやま山荘宿泊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：　約7：45
5/4（月）　小雨後霧
丹沢山7:00⇒(1:20)⇒塩川林道出合9:15⇒（1:25)⇒塩水橋ｹﾞｰﾄ
10:50＝（ﾀｸｼｰ）＝鶴巻温泉　　　　　　実働時間：約3：50
丹沢山⇒（1：50）⇒蛭ヶ岳1673m⇒（1：20）⇒姫次（ひめつぎ）⇒
（0：45）⇒黍殻山（きびがらやま）⇒（0：45）⇒焼山⇒（1：30）⇒西
野々＆焼山登山口＝（路線バス・三ヶ木乗換）＝京王線橋本駅

参加者（敬称略）：
河野(L)、三浦、上島、加田、宿輪、岩井
、
鈴木夫妻、鈴木（典）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計9名

5/4（月）朝の天候不良に
より予定変更　
塩水橋へ下山
鶴巻温泉「弘法の里湯」
で入浴、食事

4 5/17（日） 晴れ

帯那山
（1422ｍ）/
甲府
山梨百名山

JR中央線　山梨市駅8:58＝（ﾀｸｼー）＝戸市帯那山登山口9：40⇒
(1:10)⇒10:45帯那山（帯那山往復0:30）11:55（昼食）12:40⇒（2:40)
⇒積翆寺温泉・要害15:40＝（ﾀｸｼｰ）＝甲府駅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：約6：00

参加者（敬称略）：
上島（L)、河野、逸見、須永、中野、
岩井、池田、鈴木夫妻、荻山、平出、
望月、土田、ゲスト：金子、阿部　
　　　　　　　　　　　　　計15名　　　　　　　　　　　　　

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


5 6/7（日）
晴れ
時々
曇り

東海自然歩
道（道志山
塊・甲相国
境尾根）

JR大月駅＝（ﾀｸｼｰ）＝ブナ沢・大西沢分岐9:35⇒大西沢経由⇒
前ノ岳・ブナノ丸間の稜線10:25⇒ブナノ丸11:00⇒12:10油沢ノ頭
（昼食）12:45⇒樅の木沢の頭（1310ｍ）⇒石保土山（1297ｍ）14：
05⇒（大棚ノ頭経由）⇒山伏峠15:20＝（ﾊﾞｽ・山中湖旭日丘経由）
＝御殿場＝新松田　　　　　　　　実働時間：約6：00

参加者（敬称略）：
河野（L)、上島（SL）、三浦、伊藤、
逸見、須永、岩井、岩堀、池田、
荻山、望月、土田、奥村、金子　
　　　　　　　　　　　計14名　

＊当初畦が丸の予定
ﾀｸｼｰ運転手の下車地
点間違いでルート変
更

6
7/5（日）
中止

雨 倉見山

新宿西口BT7:40＝8:13中央道日野＝9:32富士山駅＝（ﾀｸｼｰ）＝
長泉院⇒（0:50）鉄塔⇒（0:30）⇒倉見分岐⇒（0:30）⇒倉見山山頂
（1256ｍ）⇒見晴台（昼食）⇒(0:20)相定ケ峰⇒（0:45）道標⇒
（0:15）堂尾山公園富士見台⇒（0:15）⇒富士見台入口＝紅富士
の湯⇒ﾎﾃﾙﾏｳﾝﾄ富士18:30＝20:55新宿西口

参加者（敬称略）：
三浦(L)、
　　　　　　　　　　　計　　名

往復高速バス利用
積雪の富士眺望時期に延
期

7 7/12（日） 晴れ
石砂山（578
ｍ）/相模原
市藤野町

JR藤野駅9：25＝（ﾀｸｼｰ）＝9：40篠原集落（ﾔﾏﾋﾞﾙ対策・準備体
操）⇒9：59石砂山登山口10：00⇒10：57石砂山山頂（昼食）12：00
⇒12：31菅井分岐12：36⇒12：54伏馬田城跡分岐13：00⇒13：27
伏馬田城跡13：35⇒13：58仁の丘農園（石砂山登山口）14：15⇒
（県道76号山北藤野線　舗装路歩き）⇒15：10藤野やまなみ温泉
（入浴懇親会）17：34＝（路線バス）＝17：49JR藤野駅　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働5時間5分　

参加者（敬称略）：
三浦（L）、加田（SL）、河野、伊藤、
岩井、望月、荻山、鈴木夫妻、金子、
ゲスト：山下　　　　　　　計11名　

暑熱順化とヤマビル対策
ヤマビル被害に遭う。



8
7/31（金）～
8/3（月）

全日程
終日
快晴

北ア・立山
連峰縦走

7/31（金）　

　（電車等移勣）東京駅7；20＝（新幹線かがやき503号）＝JR富

山9:24⇒電鉄富山9:59＝11:08立山駅口11:20＝（ｹｰﾌﾞﾙｶ

ｰ）＝11:27美女平11:52＝（立山高原ﾊﾞｽ）＝室堂12:41着（昼

食）室堂（2,420ｍ）13:30⇒14：35浄土山登山□（標識:）14：

36⇒14：44展望台14；48　⇒14:55浄土山登山□（標識）15：

00⇒15：50浄土山（2,831m）15:55⇒16：30富山大学立山研

究所　16：40⇒－の越山荘（2,705m）17；27着泊　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：約4：30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8/1（土）

－の越山荘6：40⇒7：55雄山（登拝3003ｍ）8：50⇒9:27大汝

山（3015ｍ）9：52富士の折立（2999ｍ）10：00⇒10 : 35大走

分岐10：40⇒10 : 55真砂岳（2861ｍ　昼食）11：20⇒12：40
別山（2874ｍ）13：10⇒剱御前小舎13：48着（泊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働時間：　約7：00
8/2（日）

剱御前小舎6：30⇒6：43ピーク※（2792m）7：20⇒7：30剱御前

小舎8：00⇒10：15雷鳥沢キャンプ場10：40⇒11：08雷鳥荘11：

40⇒12：05ミクリガ池12：13室堂12；25着　　実働時間：約6：00
　　　　　　　　　　　　　　　　（※）’剱御前（2776.6m）ではない。

（電車等移勣）室堂13：00 ＝（立山高原バス）＝13：45美女平

13：50＝（ケーブル力－）＝13：57立山駅（昼食）15：02＝（電鉄

富山線）＝15：15有峰□駅＝（送迎車）＝亀谷温泉白樺ハイツ

15：22着

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

＊富山第一ホテル”粋寿
司”
で会食

全曰程終日快晴に恵まれ
、絶景を堪能した立山三山
でした。特に印象深かった
のは、
雄山山頂と2792mピークか
らの360度大展望と別山か
らの剱岳展望でした。（加
田SL）

9 9/20（日） 晴れ
畦が丸
（1293ｍ）/
西丹沢

集合場所：JR大月駅改札口出口　８時集合

大月駅8:10＝（ﾀｸｼｰ）＝水晶橋9:02着　準備運動後9：15出立

水晶橋9：15⇒10：28城ヶ尾峠登山口⇒11：06城ヶ尾峠11：16
⇒11：45大界木山11：50⇒12：33モロクボ沢ノ頭の下（昼食）

13：07⇒13：15モロクボ沢ノ頭13：18⇒13：40畦ヶ丸避難小屋

13：50⇒13：55畦ヶ丸14：00⇒15：00善六のタワ15：05⇒西

丹沢自然教室17：15　　　＝日没17：49＝

西丹沢自然教室18：15＝新松田駅19：10
　　　　　　　　　　正味歩行時間5時間　　　実働時間8時間

参加者（敬称略）：
河野（L）、加田（SL）、宿輪（SL）、三浦、
伊藤、逸見、岩井、宿輪、望月、鈴木夫
妻、
荻山、奥村、土田、須永、鈴木（典）
　　　　　　　　　　　　　　　　　計15名

＊「城ヶ尾峠登山口」の
道標が分からず、30分ほ
ど東沢林道を探索

＊17：05発の路線バスに
間に合わず、タクシー利
用

＊新松田駅で解散後、有
志にて懇親食事会を駅前
の「はなの舞」で



10
10/4（日）～
　　　　5
（月）

10/4
快晴
10/5
霧、曇り

金峰山
（2595ｍ）/

・集　合：JR塩山駅改札口出口　9時集合
　　　　　　塩山駅9:02＝大弛峠10:04着　　準備運動後10：17出立
10月4日（日）　天候：快晴
　大弛峠(2365m)10：17⇒11：10朝日峠11：15⇒12：16朝日岳
　2579m（昼食）12：45⇒14：20金峰山（2595m）15：00⇒　　
　五丈石15：10⇒15：45金峰山小屋（宿泊）　　実働5時間28分
10月5日（月）天候：霧、曇後晴　曇＆ｶﾞｽのため、山頂ご来光観賞
　止め）金峰山小屋7：00⇒砂払いノ頭8：00⇒9：07大日岩(2201m)
　9：30⇒10：15大日小屋10：20⇒11：15富士見平小屋11：30⇒
　瑞牆山荘12：13　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働5時間13分
（帰途温泉入浴後＝韮崎着）
　瑞牆山荘12：55＝（路線バス）＝13：17増富の湯（入浴＆懇親食
　事会）15：11＝（タクシー）＝JR韮崎駅15：50（解散）　

参加者（敬称略）
三浦（L）、加田（SL）、河野、伊藤、岩井、
鈴木夫妻、荻山、須永、松山（ｹﾞｽﾄ）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計10名

http://www400.jimdo.com
/app/sca6546c691479f2b
/pe6ec36723af7079a?saf
emode=0&cmsEdit=1

11 10/25(日） 快晴
荒船山
（1422ｍ）/
群馬県

・集合場所＆時間：上信電鉄 改札口  8時10分集合
　　　　　　　　　　　　上信電鉄　高崎８：２１発＝下仁田９：２２着

（往路タクシー移動）　下仁田駅9：30＝内山峠10：12
内山峠１０：25⇒11：59一杯水12：03⇒１2：25とも岩（昼食）

13：00⇒13：　35経（行）塚山13：55⇒14：30とも岩14：50⇒

相沢登山口16：48
（復路タクシー）　　相沢登山口16：50＝下仁田駅17：05
下仁田駅にて解散（有志9名、高崎駅西口の「魚民」で反省会＆

懇親食事会）　　（コースタイム）　実働6時間23分

参加者（敬称略）：
伊藤(L)、河野、三浦、上島、逸見、加田
、
岩井、望月、宿輪、鈴木夫妻、平出、荻
山、奥村、阿部、金子、土田、山下　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計１８名

「巨大な軍艦」深田久弥

東京木枯らし1号が吹く
荒船山山頂（艫岩）でも危
険を感じるほどの強風が
吹いた。

12

11/15（日）
11/22(日）
丹沢大山に
変更

雨天の
ため中
止

飯盛山
（1648ｍ）/
秩父山地西
端

新宿発7：00＝（スーパーあずさ1号）＝小淵沢8：54着

（集合場所＆集合時間）　JR小淵沢駅改札出口　9時

（タクシー移動）　小淵沢タクシー　TEL0551-36-2525
JR小淵沢駅9：15＝（タクシー約30分）＝平沢9：45

平沢10：00⇒（1：30）⇒11：30飯盛山1,643m（昼食）12：10
⇒（0：50）⇒13：10平沢峠（※）

⇒（0：40）⇒14：00宇宙電波観測所（※）⇒（0：40）⇒14：50野
辺山駅

予想実働時間：約4時間50分

参加者（敬称略）：
「甲斐大泉温泉　パノラマ
の湯」

http://www400.jimdo.com/app/sca6546c691479f2b/pe6ec36723af7079a?safemode=0&cmsEdit=1


13 11/22（日） 曇り 大山/丹沢

集合時間＆場所 小田急秦野駅改札出口 7 時3 0 分
小田急新宿6：19＝（急行 小田原行）＝秦野7：28
秦野駅7：35 ＝ヤビツ峠行（7：50 蓑毛行）＝蓑毛7：54（8：12）
〜準備運動後、出発〜
蓑毛（※標高310m）8：30⇒（0：55）⇒9：50 浅間山10：00⇒（1：35）
⇒25 丁目11：50⇒（0：15）⇒12：20 大山山頂（※標高1252m 昼
食）12：50⇒（0：50）⇒14：00見晴台14：20⇒（0：20）⇒14：40 山頂
駅15：00＝（ケーブルカー6 分）＝15：06 山
麓駅⇒（0：10）⇒15：20 大山ケーブルバス停

参加者（敬称略）：
加田（L)、鈴木勝(SL)、河野、逸見、岩井
、
鈴木(美）、金子、岩堀、望月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計9名

11/22(日）飯盛山を中止
し23日予定を変更
参道「元瀧」にて会食

14 12/6（日） 晴れ
十国峠～岩
戸山（734.1
ｍ）/箱根

・集合時間＆場所　JR熱海駅改札出口　9時15分
・JR熱海駅9：18＝（タクシー）＝9：37十国峠登り口9：50＝（ケーブ
ル5分）＝9：53十国峠（771m）10：20⇒10：43泉・湯河原分岐10：45
⇒11：15岩戸山734.1m（昼食）11：55⇒12：41七尾原（舗装路出
合）12：50⇒13：31七尾峠（ペンションプリンス）⇒13：48ウルシガ
窪第一配水池⇒14：22千歳橋14：25⇒湯河原駅14：43
（立ち寄り湯移動）湯河原駅14:50＝（バス）＝14:58理想郷BS

参加者（敬称略）：
加田（L)、河野、伊藤、逸見、岩堀、上島
、鈴木夫妻、荻山、金子、市川、鈴木
（優）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計12名
（※）山行のみ参加：金子、温泉＆宴会
のみ参加：鈴木（優）

忘年山行
・立ち寄り湯　　ニューウ
ェルシティ湯河原（日帰り
温泉　いずみの湯）
・忘年会宴会『うに清』/真
鶴

15 12/20(日） 晴れ

景信山（727
ｍ）～城山
～もみじ台
～（高尾山）

・JR高尾駅北口駅改札口　8時15分集合

・小仏行き　JR高尾駅北口駅8：15＝（バス13分）＝8:25大下

BSBS8：32⇒木下沢梅林前案内板（体操後出発）9：00⇒9：33
林道ゲート9：42⇒9：47狐塚峠分岐⇒11：07小仏バス停分岐

⇒11：26景信山(昼食＆休憩)12：53⇒13：8小仏峠13：41⇒

13：58城山16：20⇒14：44一丁平14：50⇒15：21もみじ台（ダ

イヤモンド富士鑑賞）16：20⇒16：50ケーブルカー山頂駅17：

07＝（ケーブル0：06）＝17：13山麓駅⇒17：18高尾山口駅（解

散）　高尾山口駅まで実働時間8時間46分

参加者（敬称略）：
加田（L)、河野、市川、三浦、小山(ｹﾞｽﾄ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計4名

・高尾山ダイヤモンド富士
観賞ハイク
・高尾山温泉極楽湯

16
2016年
1/10(日）

晴れ

笠山
（837ｍ）・堂
平山
（876ｍ）/奥
武蔵

・東武東上線池袋駅ホーム　7：30集合
・池袋7：30＝快速急行＝8：40小川町＝（タクシー）＝皆谷9：15⇒
10：00萩平⇒11：20笠山（西、東峰）11：55－12：05（昼食）12：40⇒
笠山峠12：50－13：30堂平山14:00⇒14：20剣ヶ峰⇒14：30白石峠
⇒16：30白石車庫16：30＝（eバス）＝小川町

参加者（敬称略）：
伊藤（L)、加田、逸見、上島、鈴木夫妻、
三浦　　　　　　　　　　　　　　　　　計8名

天気よく、風なく展望よく
陽だまりハイク
小川町”しむら”で反省会



17 1/31(日）
晴れ・
曇り

高松山
（801.4ｍ）/
丹沢・山北
町

・小田急新松田駅北口改札出口　8時10分集合
・新松田駅北口8:25＝（バス）＝高松山入口BS8：40　
・登山開始(9:00)～農道終点(9:35)～ビリ堂(10:50)～高松山登頂
(11:25)～昼食(40分間)～尺里峠(13:00)～最明寺史跡公園(14:00)
～松田山入口BS(14:55)松田山入口BS15：14＝（バス）＝新松田
駅(15:25)新松田駅前にて解散　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実働5時間55分

参加者（敬称略）：
加田(L) 、鈴木(SL)、河野、三浦、市川、
逸見、岩堀、金子、鈴木(美)､渡(ｹﾞｽﾄ) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計10名　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

富士山まったく見えず。　

18 2/7(日）
晴れ後
曇り

石割山
（1413ｍ）/
山中湖道志

・行　程＆コースタイム：
（往路バス）新宿BT7:40発＝（高速バス）＝山中湖平野BS10:13着
（コースタイム）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働6時間15分　　
　　山中湖平野BS（ストレッチ体操後出発）10：30⇒10：45石割山
　　ハイキングコース入口（コース違い戻る）⇒11：00道標11：07⇒
　　石割山分岐12：38⇒12：42平尾山（1,318m昼食）13：25⇒石割
　　山分岐13：30⇒14：20石割山（1,413m）14：35⇒15：00石割神
　　社15：08⇒富士見平（分岐）15：25⇒16：09石割の湯16：30⇒
　　16：45山中湖平野BS（解散式）
　　（復路バス）山中湖平野BS17：25発＝（高速バス）＝宿BT
　　20:10着

参加者（敬称略）：
(L)三浦、(SL)加田、逸見、鈴木夫妻、
　宿輪、奥村、市川　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計8名

往復高速バス利用
温泉も反省会もない山行
は初めて、ともあれ、曇り
空、青空、降雪が混在し
た楽しい雪山歩きでした
。

19 2/21（日） 快晴

足和田山
（1355ｍ）/
富士御坂山
塊・足和田
山系

・集合時間＆集合時間　新宿西口高速バスターミナル　
  6時50分集合高速バス（1101便KO　新宿高速バスBT7：10発
　＝ 河口湖駅8：55着　1750円）（路線バス移動）河口湖駅
　（4番乗り場　新富士駅行き）9：13＝紅葉台入口バス停9：35着
・コース＆タイム　実働時間5時間24分紅葉台入口バス停
  （標高1010m）9：48⇒10：28紅葉台10：42⇒10：54三湖台 
  （標高1202m）11：10⇒12：18足和田山（標高1355m五湖台昼
  食）13：10⇒13：12一本木バス停分岐⇒13：45林道分岐13：55
   ⇒ 14：20天神社14：30⇒15：12勝山BS

参加者（敬称略）：
加田（L）、三浦（SL）、河野、青柳、宿輪、
鈴木夫妻、市川、鈴木（優）、須永、渡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計11名

懇親会：
ほうとう不動 河口湖駅前
店

20 3/6(日） 晴れ曇り

越生梅林～
大高取山
（376.4ｍ）/
奥武蔵

越生９時０８分着⇒９：３０出発⇒（４０分）⇒法恩寺・正法寺～１
０：１０大観山１０：２０⇒（３０分）⇒１０：５０弘法山１１：００⇒（３０
分）⇒１１：３０越生梅林（昼食）１２：５０⇒（１時間）⇒１３：５０大高
取山
１４：００⇒（２０分）⇒１４：２０桂木観音１４：３０⇒（１時間）⇒
１５：３０ゆうパークおごせ＝（バス）＝越生駅

参加者（敬称略）：
伊藤(L)、三浦、青柳、鈴木夫妻、上島、
加田、逸見、望月、金子　　　　計10名

ゆうパーク越生で解散



21
3/21(祝・
日）

曇・薄
日

生藤山
（990.3）/
奥多摩

上野原駅(バス8:10)＝石盾尾神社(8:30)上野原駅8：30＝石楯尾
（いわたてお）神社8：50着　石盾尾神社(8:30)～登山口(8:46)～佐
野川峠(9:30)～三国山(10:14)～生藤山登頂(10:30)～茅丸(11:00)
～昼食(40分間)～連行峰(11:55)～醍醐丸(13:10)～醍醐峠(13:31)
～和田峠(13:55)間違って和田、鎌沢方面に下り和田峠へ引き返
す(35分間のロス)～陣馬高原下BS(15:20)～陣馬高原下BS(バス
15:25)＝高尾駅(16:10)  高尾駅にて解散

・参加者（敬称略）：　
　加田(L)、鈴木夫妻、市川　　　計4名

　　　　

　　　　

　　　　



風の会　2016年度　山行実績 2017.5.17三浦

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

No. 月/日（曜） 天候
行き先
（山域）

行　程　　　＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ　⇒：歩行 参加者（敬称略・順不同） 備考

1 4/10（日） 高曇り
高柄山
（733.2ｍ）/
大月市

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

（L)伊藤、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
晴れ
風強い

5/4
晴れ時
々曇り

5/5
曇り時
々晴れ

西穂（独標）
・焼岳
（2444.3ｍ）

5/3（火）　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＊＊

5/4（水）　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)　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（2444.3ｍ）11：00⇒11：22焼岳のｺﾙ11：33⇒12：

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

＊＊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

3 5/22(日） 晴れ
檜洞丸
（1601ｍ）/
丹沢

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。

4 6/12（日） 晴れ
蕨山（1044
ｍ）/奥武蔵

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

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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


6 7/10（日） 晴れ
養老渓谷/
千葉内房

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：

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

http://www.kazenokai-hikingclub.com/2016山行報告/
http://www.kazenokai-hikingclub.com/ギャラリー-6/

奥村、奥島 有志山行

9 8/27（土） 雨
横岳（2829
ｍ）/南八ケ
岳

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） 晴れ
扇山（1138
ｍ）/山梨

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

山梨百名山



11
10/1(土）～
10/2（日）

晴れ
雨

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

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

12 10/16（日） 晴れ
飯盛山
（1643ｍ）/
野辺山高原

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） 快晴
鹿倉山・大
寺山（1288
ｍ）/奥多摩

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）
曇り
晴れ

景信山（727
ｍ）/高尾山

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

12/17（土）忘年山行第2
弾
下見山行

15 11/20（日） 快晴
古賀志山
(582ｍ）/栃
木

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

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　



17 12/17（土） 晴れ
景信山（727
ｍ）/高尾山

☆ 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

18
2017
1/29（日）

晴れ時
々曇り

三方分山～
パノラマ台/
富士五湖

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

加田（L）、池田、鈴木夫妻、土田
　　　　　　　　　　　　　　　計5名

スノーハイク
河口湖駅前の「ほうとう不
動」で懇親食事会

19 2/12（日） 晴れ 北高尾山稜

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） 晴れ
青梅丘陵/
奥多摩

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） 晴れ
四阿屋山
（772ｍ）/奥
秩父

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
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
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No. 月/日（曜） 天候
行き先
（山域）

行　程　　　＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ　⇒：歩行 参加者（敬称略・順不同） 備考

1
1/29（日）

晴れ時
々曇り

三方分山～
パノラマ台/
富士五湖

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

スノーハイク
河口湖駅前の「ほうとう不
動」で懇親食事会

2 2/12（日） 晴れ 北高尾山稜

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

3 2/28（日） 晴れ
青梅丘陵/
奥多摩

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

4 3/5（日） 晴れ
四阿屋山
（772ｍ）/奥
秩父

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
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

5 3/19（日） 晴れ
越上山・顔
振峠

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

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

顔振峠の梅、河津桜が満
開で綺麗だった。

4/9(日）
坪山（1102
ｍ）/上野原

雨天中止 加田（L）

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


6 4/15（土） 晴れ
高尾山（599
ｍ）

高尾山口8：35⇒（稲荷山コース）⇒10：15高尾山山頂（599ｍ）

10：30⇒11：00一丁平（昼食）11：40⇒12：05城山（670.3ｍ）

12：40⇒13：20千木良13：30＝(ﾊﾞｽ)⇒14：00JR相模湖駅　　　　　

行程：約5：00　

伊藤(L)、岩井、望月、鈴木夫妻、

市川、生田目、高橋　　　計8名
お花見ハイク

4/23（日）
葛葉川本谷/
丹沢

中止 沢登り

7
5/7（日）～
5/9（火）

晴れ 北八ｹ岳

第1日:標準時間3時間10分　　実働時間3時間40分

          みどり池入り口1644m11：35⇒（途中しらびそ小屋）⇒13：20
          みどり池上部分岐13：45⇒15：15本沢温泉2110m（泊）

第2日:標準時間4時間55分　　実働時間8時間25分

         本沢温泉2110m7：20⇒8：55夏沢峠2440m9：05⇒9：52箕冠山

         10:05⇒（途中根石岳）⇒10：45白砂新道分岐⇒11：20東天狗岳

2645m
         11：50⇒12:34中山峠手前（昼食30分）13:04⇒13：36中山峠

2410m
         13：50 ⇒14： 12ニュウ分岐⇒14：35中山14:45⇒15：45高見石小

屋

          2300m（泊）

第3日:標準時間3時間30分　　実働時間6時間09分

        高見石小屋2300m6：26⇒7：10白駒池分岐⇒7：25白駒池駐車場

⇒7：50
        麦草峠2127m7：57⇒8：15大石峠8：25⇒9：35茶臼山2384m⇒9：

加田（L）、三浦（L）市川（SL・会

計）、鈴木（勝）、西田　　

　　　　　　　　　　　　計5名

GWの混雑を外した山行

8 5/21（日） 晴れ
西 沢 渓 谷 /
奥秩父

塩山駅＝（タクシー）＝西沢渓谷入口 9:45⇒（0：50）⇒10:23吊り橋⇒

（1：10）⇒12:20七ツ釜の滝(昼食)13:10⇒（0：50）⇒大久保沢出合⇒（0：

40）⇒分岐⇒（0：20）⇒西沢渓谷入口着15:27　　　　　実働時間　約 6：00　

河野（L）、三浦、加田、岩井、

池田、荻山、奥村、土田、金子　

　　　　　　　　　　　計　9名

9 6/4（日） 晴れ
倉 岳 山
（990m）/中
央本線

JR鳥沢駅（ストレッチ体操）9：05⇒9：40ゲート手前⇒9：53小篠貯水池⇒

10：33高畑山分岐10：45⇒11：55穴路峠⇒12：30倉岳山山頂（昼食

40分）13：10⇒13：50立野峠14：00⇒15：12登山口⇒15：30梁川駅　（一

応解散）15：58＝高尾駅　　　　　　　　　　　　　　　　　　正味歩行時間：4：10　　

実働時間：6：25

市川（L）、三浦、青柳、伊藤、加
田、岩井、池田、望月、舟串　　　
計9名

クリーンハイク

10 6/17（土） 晴れ
武甲山
（1295ｍ）/
秩父

西武線横瀬駅8:50 ＝タクシー＝一ノ鳥居 9:15 ⇒登山口 9:55 ⇒大杉の

広場 10:40 ⇒11:25武甲山頂－昼食－11:45 ⇒長者屋敷の頭13:15 ⇒
林道着 14:05/林道14:20 ⇒15:05浦山口駅＝御花畑（秩父線）＝13:25
西武秩父

正味歩行時間：　約4時間30分　　　　実働時間　約６時間

上島（L）,三浦、加田、鈴木夫妻、

市川、奥島、生田目　　　　　　計8
名



11 7/9（日） 晴れ
石老山
（694.3ｍ）/
丹沢山塊

JR相模湖駅8：35＝8：45石老山入口バス停（標高210m）⇒8：50石老山

入口トイレ9：00⇒9：35顕鏡寺9：45⇒10：00桜台展望台10：10⇒10：32
融合平見晴台10：47⇒11：22石老山（標高702m　昼食）12：00⇒13：06
大明神展望台13：13⇒14：00相模湖休養村キャンプ場⇒14：15プレジャ
ーフォレスト前バス停

加田、河野、須永、池田、宿輪、鈴
木夫妻、金子、市川、生田目、荻山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計11
名　

12
7/8（土）～
7/9（日）

晴れ

権現岳
（2715ｍ）・
赤岳（2899
ｍ）/八ｹ岳

1日目：山行　4時間45分　休憩　41分　　合計　5時間26分

天女山駐車場10:14 ⇒10:26天の河原10:26⇒ 12:05「ここが一番きつい

」看板12:06⇒  12:43前三ツ頭（昼食）13:13 ⇒  14:10三ツ頭14:11⇒

15:23権現岳15:30⇒15:40権現小屋（泊）

2日目：山行　9時間44分　休憩　46分　　合計　10時間30分

権現小屋06:36⇒07:07旭岳07:09 ⇒07:40ツルネ07:41⇒ 08:07キレット

小屋08:16 ⇒10:26赤岳10:27⇒10:39赤岳頂上山荘10:50⇒11:26真教

寺尾根分岐11:31 ⇒14:16扇山14:18⇒14:36牛首山14:42⇒15:41清里

テラス（休憩）16:02 ⇒17:06美し森無料駐車場（泊）

奥村(L)、奥島、西田、土田、井出

（土田さんのご子息）　　計5名
夏山の北アに参加できな
い方主体有志山行

7/31（月）～
8/3(木)

北 穂 高 岳
（3106ｍ）
奥 穂 高 岳
（3190ｍ）

夏山：台風による悪天候が予想され8/20（日）～8/23（水）に延期
するも
天候不安定により中止

河野（L）

8/20（日）
9/3（日）

御岳山
岩殿山
（634m）/中
央線沿線

豪雨による登山道の崩れ等により中止 伊藤（L）

13 9/24（日） 晴れ
日 和 田 山
（305ｍ） /
奥武蔵

高麗駅9:30⇒10：00巾着田・曼珠沙華散策10:40⇒日和田山登山口

11：00⇒金比羅神社11：40⇒日和田山11:50⇒12：10高指山（電波

塔）（昼食）13：00⇒物見山13：40⇒林道14：20⇒五常ノ滝14：
40⇒武蔵横手駅15:20　実働時間4時間強

伊藤（L)、逸見、須永、岩井、池田、
望月、鈴木（ご夫妻）、荻山、岩堀、
奥 村 、 金 子 、 市 川 、 土 田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
計14名

巾着田彼岸花とｺｽﾓｽ

14

9/29（金）

～

10/1（日）

晴れ

唐松岳
(2696.4ｍ）
～五竜岳
（2814.1ｍ
）縦走

第1日：11：27白馬駅＝（タクシー）＝八方山麓駅12：25ゴンドラ及び2本の

リフト　　乗り継ぎ、村営八方池山荘到着（泊）

小休止後、八方池散策（13：10⇒15：30）

第2日：標準時間：6時間35分 　　実働時間：9時間30分

八方池山荘6：00⇒7：10八方ケルン⇒9：10丸山ケルン9：25⇒10:20唐

松岳頂上山荘10:55⇒11：15唐松岳（2696ｍ）11:30⇒11:50唐松岳頂上

山荘（昼食）唐松岳頂上山荘12：30⇒牛首・大黒岳・最低鞍部⇒15：35五

竜山荘（泊）

第3日：標準時間：5時間45分 　実働時間：8時間15分

五竜山荘6：00⇒7：15五竜岳（2814ｍ）7:35⇒8:35五竜山荘9:05⇒

10:35西遠見山⇒11：05大遠見山11:15⇒11:55中遠見山⇒12:30小遠

見山13：00 ⇒13:30見返り坂13:50⇒14：15アルプス平（ゴンドラ乗り場）　

電車組：三浦、加田、市川、荻山

車組＊：奥村、土田、高木

　　　　　　　　　＊9/29夜発　　　　　　

秋山山行



10/22（日）
赤 城 山 （　
1828ｍ）/上
信越

天候不良中止 奥村（L）

10/29（日）
高 取 山
（556.2ｍ）/
丹沢

雨天中止 伊藤（L） 11/19　実施

15 11/12（日） 晴れ
金 袋 山
（1325ｍ）
/奥多摩

東日原バス停 09:12 - 09:17 中日原バス停 09:18 - 09:20 稲村岩を

経て鷹ノ巣山方面登山口 09:28 日原観光公衆トイレ 09:33 日原鍾乳

洞バス停 09:51 一石山神社 09:54 - 11:13 一石山 11:39 ウッドサー

クル（ミズナラの巨木） 11:50 人形山 12:41 金袋山 12:55 - 13:27 ウ
ッドサークル（ミズナラの巨木） 13:35 - 13:53 一石山 14:39 一石山神

社 14:45 - 14:49 日原鍾乳洞食堂　　　５時間 37 分（うち休憩 1 時間

ほど）

歩行距離：約 7.6Km

奥村（L）、三浦、加田、鈴木夫妻

、市川、生田目　　　計7名

16 11/19（日） 晴れ
高取山（357
ｍ）/丹沢

行程は計画を記載

秦野駅9:02＝バス４番）＝蓑毛⇒0：45⇒蓑毛越⇒0：10⇒浅間山⇒0：

20⇒無線中継所⇒0：30⇒不動越⇒0：20⇒分岐⇒0：10⇒高取山（昼

食）⇒0：50⇒念仏山⇒0：25⇒善波峠⇒0：35⇒吾妻山⇒0：25⇒鶴巻
温泉

伊藤（L）、河野、三浦、逸見、須
永、岩井、加田、池田、鈴木夫妻
、市川、望月　　　　　　　　　　　計
12名

鶴巻温泉は満杯で入浴
断念

17
12/2（土）～
12/3（日）

晴れ
伊豆山稜線
縦走

12/2：修善寺駅15：30=(路線バス　持越温泉行き)＝16：15二百枚BS
下車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いろりの宿『三吉』（泊）

12/3：全行程歩行距離15.1km　標準（正味）歩行時間：5時間10分　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実働歩行時間：7時間15分

旧天城隧道入口8：35⇒8：58天城峠9：05⇒9：56古峠10：00⇒10：35
二本杉峠（旧天城峠）10：45⇒11：17滑沢峠⇒12：05三蓋山1013m）　

⇒12：25ツゲ峠（昼食）12：50⇒13：45猫越峠⇒14：12猫越岳

1034.8m）14：30⇒14：35猫越岳の池⇒14：41展望所14：50⇒15：15
後藤山⇒15：37仁科峠展望台15：40⇒仁科峠15：50仁科峠15：50＝

河野（L）、加田（SL）、三浦、逸見

、上島、伊藤、岩井、荻山、望月、

金子、生田目、西田　　　計12名

忘年山行
温泉民宿
　いろりの宿『三吉』

18
/

23
12/17（日） 晴れ

景信山
(727ｍ）/高
尾

大下バス停 9：05⇒（0：05） ⇒ 9：10 分岐⇒（0：05）⇒ 9：15 木下沢梅林

9：30⇒（16：10）＝（京王バス21分）＝16：01（16：31）JR 高尾駅北口（解

散）

標準歩行時間 2時間50分 予想実働時間（含む 宴会時間 2 時間）

 6時間25分

加田（L）、奥村（SL）、
忘年山行第2弾
山頂にて忘年宴会
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