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資料-2 2020 山行実績まとめ 

No. 月/日（曜） 山名/山域 行 程     ＝：ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ ⇒：歩行 参加者（敬称略・順不同） 備 考 
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2/21（日） 大野山 松田駅 9：27＝（JR 御殿場線￥200）＝9：39 谷峨駅（無人駅）9：50⇒9：
59嵐橋（吊り橋・同時に渡れる人数は十人）⇒10：19 大野山ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽ入
口⇒10：40 バイオトレイ休憩スポット（町道共和清水線の大野山の登山
口）⇒11：12 休憩スポット（無人売店）⇒12：00大野山（723ｍ）－昼食
－下山 13：00⇒13：50バイオトイレ休憩スポット⇒14：00 都夫良野頼朝
桜⇒14：14 大野山登山道入口⇒14：27嵐橋（吊り橋）⇒14：38谷峨駅
14：38（間違いではない）＝（山北駅＊）＝14：50 松田駅 ＊車内解散  
写真：https://youtu.be/4P6c7d1Wnp8 

三浦(L)、河野、池田、望月、
生田目、福田、鈴木 計 7 名 

山北駅 さくらの
湯入浴（2 名） 
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3/14（日） 三浦富士 
武山三山 

京急長沢駅 9：25⇒9：33 三浦富士登山口⇒9：45富士山見える⇒10：06 桜
の咲いた樹⇒10：10 急坂を登りきった標識のところで休憩⇒10：21 三浦富
士（浅間神社奥宮 183ｍ）10：34⇒10：56 見晴台 11：09⇒11：09 砲台山（大
塚山）⇒11：50 武山（200ｍ）展望台休憩 12：07⇒12：15 富士山見える場
所⇒12：27⇒観光農園のどかな田園⇒13：11 京急津久井浜駅＝（13：27 御
崎口）=三浦海岸 15：53＊ ＊有志会食 
写真：https://youtu.be/ovIxujyjgqk 

三浦(L)、河野、池田、高木、
岩堀、中野 計 6名 
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4/4（日） かたくりの
里～草戸山 

橋本⇒橋本駅北口神奈中バス乗り場①9：12＝9：27 城山総合事務所入口 BT 
城山総合事務所入口 BT9：30⇒9：42 川尻八幡宮⇒9：48 城山かたくりの里
入口標識⇒9：56城山カタクリの里￥500⇒自由散策（1：00）⇒11：02登山
口⇒11：15小松城跡⇒11：40 評議原⇒11：50 雨降龍居山展望台⇒12：00航
空神社⇒12：08 城山湖ゲート⇒城山湖であいの広場⇒12：23 登山口ゲート
⇒12：29 はなさき休憩所⇒12：40 境川源流入口標識（通過）⇒12：44草戸
山・松見平休憩所（365ｍ）－昼食－13：19⇒草戸峠（325ｍ）⇒14：42 四辻
（285ｍ）⇒15：06 高尾山口駅（解散）15：17＝北野＝新宿 
写真：①かたくりの里： https://youtu.be/7yS6ZFEzDMA 
②カタクリの里～城山湖～草戸山～高尾山口https://youtu.be/6U5AUfq-f_M 

三浦(L)、池田、高木、望月、
中野 計 5 名 
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5/2（日） 高山不動尊
～関八州見
晴台 

西吾野駅 9：30⇒10：01 高畑林道入口⇒10：26 高山不動尊奥の院入口看板
（倒）⇒10：53 大滝入口標識⇒10：59 大滝⇒11：10 大滝入口標識⇒11：35
白滝入口標識⇒11：41 白滝⇒12：22高山不動尊＊（608ｍ）－昼食－13：00⇒
トイレ脇の小径を登って車道に出て車道を歩く⇒13：29 関八州見晴台入口
⇒13：41 関八州見晴台（770ｍ）北原さん（先着）と合流－14：12 下山⇒14：
22高山不動尊・顔振峠標識⇒14：25 丸山⇒14：40 高山不動尊子育てイチョ
ウ観賞 14：52⇒杉木立と渓流の道⇒15：29 シャガの花満開の群生地⇒16：
38⇒吾野駅（185.1ｍ）16：57 快速急行＝飯能（車内解散）   
写真：https://youtu.be/RFY_DyNaFbw 

三浦(L)、河野、池田、望月、
高木、北原  計 6 名 

＊関東三大不動 
＊＊不動三滝（大
滝、白滝、不動滝）
の内不動滝は行程
から外れるため省
略した。 

https://youtu.be/4P6c7d1Wnp8
https://youtu.be/ovIxujyjgqk
https://youtu.be/7yS6ZFEzDMA
https://youtu.be/6U5AUfq-f_M
https://youtu.be/RFY_DyNaFbw
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5 5/23（日） 
 

はなじょろ
道（虫沢古
道）と高松山
/丹沢 

新松田 BT9：40＝（②乗場 富士急湘南ﾊﾞｽ松 51寄行）＝9：58田代向 BT 
田代向 BT9：59⇒10：00はなじょろ道看板⇒10：16 松田町サーカス訓練所
⇒10：52 はなじょろ道入口⇒12：07 ヒネゴ沢乗越⇒12：36 高松山（801.4
ｍ）－昼食－13：27⇒13：57 真弓ヶ丘⇒桜平⇒14：08 富士見台⇒14：12尺
里（ヒサリ）峠⇒林道⇒15：27松田町サーカス訓練所⇒15：39田代向 BT15：
40＝16：00 新松田駅  新松田 17：19 急行車内解散 
写真：https://youtu.be/ove7rRUtZh4 

三浦(L)、池田、生田目、鈴木、
福田  計 5名 

今回は、事前のヤ
マビル対策バッチ
リにて被害者な
し。ズボン、服、靴
の中などあり 
有志（全員）魚民に
て喉を潤す。 

6 6/26（土）
～28（月） 

森吉山・ 
秋田駒/秋田 

6/26（土）： 東京：秋田新幹線 10：20＝（こまち 17 号）＝大宮 10：45＝
13：24 角館駅（先着組と合流）13：58＝（秋田内陸縦貫鉄道角館駅＝14：52
阿仁マタギ駅（送迎バス）＝14：59打当温泉マタギの湯（泊）   
（注）高木さん 20：57阿仁マタギ駅                                                                
6/27（日）：森吉山（1454ｍ）/秋田県－200 名山・花の百名山－ 
朝食 7：00 打当温泉マタギの湯 8：00＝タクシー＝8：40 ゴンドラ山麓駅
8：55＝9：15 ゴンドラ山頂駅 9：25⇒10：14 阿仁避難小屋⇒11：00森吉山
頂 11：10⇒11：19山人平（お花畑）を見下ろす雪渓－昼食－（往路を戻る）
⇒11：45 山頂 11：50⇒12：21 阿仁避難小屋⇒13：00 ゴンドラ山頂駅 13：
30＝＝13：50 ゴンドラ山麓駅 14：35＝（周遊タクシー）＝15：00阿仁合駅
15：28＝（秋田内陸線急行もりよし 3号）＝16：34 角館・JR角館 16：58＝
（秋田新幹線こまち 38 号）＝17：11 田沢湖駅 17：20＝17：54 アルパこま
くさ＝（宿送迎バス）＝18：08乳頭温泉郷 鶴の湯（泊）         
写真：https://youtu.be/ePjSwfHOHdc   

鶴の湯温泉写真：https://youtu.be/LzAd6M1iVRY 
6/28（月）：秋田駒ヶ岳（1637ｍ）  
乳頭温泉郷鶴の湯 8：30＝（宿送迎バス）＝8：45 アルパこまくさ BT8：49
＝9：14 八合目 9：30⇒10：10 片倉展望台 10：20⇒10：45 阿弥陀池西端分
岐 10：50⇒11：20秋田駒ヶ岳（男女岳）山頂（1637ｍ）11：30⇒11：40阿
弥陀池避難小屋－昼食－12：00⇒12：35 片倉展望台 12：45⇒13：10八合目 
BT13：30＝13：55 アルパこまくさ BT14：30＝14：38休養センター（三浦
下車駒ヶ岳温泉＊にもう 1 泊）＝15：04 田沢湖 BT・JR 田沢湖駅 15：12＝
仙台＝東京 ＊鶴の湯姉妹館   
写真：https://youtu.be/nu51Z7YiZKk 

三浦（L）、市川（会計）、高木、
松山、福田   計 5名 

2021 大人の休日倶
楽部パス（東日本
利用山行 

7 8/29（日） 八王子 
城址～夕焼
け小焼け北
高尾山稜 

JR 高尾駅 9：28＝（西東京バス八王子城跡行 城 01 乗車 9：38 八王子城跡
BT9：40⇒10：00八王子城山（446ｍ）⇒11：20 富士見台⇒杉沢の頭（547.6
ｍ）⇒12：30 高ドッケ⇒板当山（いたあてやま）⇒板当峠⇒13：30 狐塚峠
⇒杉の丸⇒14：10 黒ドッケ（621ｍ）⇒15：20 夕焼小焼 BT16：32⇒（西東
京バス）＝JR 高尾駅  
・後続組コースタイム（市川さん提供） 

三浦(L)、河野、市川、望月、 
生田目＊、高木＊、松山＊、福 
田＊       計 8名 
＊先行組夕焼け小焼けふれあ 
いの里まで完歩  
後続組：杉の丸手前まで 

・携帯電話必携 
・バッテリー充電 
 器 
・ヘッドランプ必 
 携（懐中電灯） 
 

https://youtu.be/ove7rRUtZh4
https://youtu.be/ePjSwfHOHdc
https://youtu.be/LzAd6M1iVRY
https://youtu.be/nu51Z7YiZKk
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八王子城跡行きバス 9：28 発＝9：40 八王子城跡 BT9：50⇒10：15 柵門跡
⇒10：35 本丸跡⇒11：20天守閣跡⇒11：55 富士見台・昼食 12：20⇒12：25
杉沢の頭⇒ここから、高ドッケ､板当山、板当峠の表示見つからず⇒14：05狐
塚峠（峠の登り少し手前から河野さん左足ツリ始め歩行困難）⇒14：40 頃杉
の丸の僅か手前で歩行中止し救助要請。17：00 頃消防、警察、山岳救助等到
着（約 30 名）17：20現場より担架にて狐塚峠先の林道へ向け下山開始⇒18：
45頃林道到着。19：25頃高尾駅到着。19：30JRと京王線に分かれて解散。 
写真：https://youtu.be/h1KvYLzeyes 

 

8 9/18（土）
～21（火） 

尾瀬至仏山 【18 日（土）】 天候：雨のち曇り（台風一過） 
東京 15：40＝（とき 329 号新潟行）＝17：11 浦佐⇒ビジネス旅館「R＆B」
⇒17：52 居酒屋「一坊」＊で会食 20：08⇒ビジネス旅館「R＆B」（泊）  ＊
一応コロナ対策あり 
【19 日（日）】 天候：晴れ   写真：https://youtu.be/gYZQoJdCKo8 
前泊ビジネス旅館「R＆B」7：18⇒浦佐駅東口発 7：50＝（南越後観光バス）
＝8：55奥只見ﾀﾞﾑ着 9：25＝（奥只見湖遊覧船）＝10：05 尾瀬口 10：10＝
（会津バス）＝11：21 沼山峠 沼山峠 11：37⇒13：05 尾瀬沼ﾋﾞｼﾞﾀ―ｾﾝﾀｰ
（昼食）⇒14：38沼尻⇒15：05白砂峠⇒16：07 イヨドマリ沢⇒16：25見晴
新道分岐⇒16：43見晴・弥四郎小屋（泊） （注）岩堀さんと合流              
【20 日（月・祝）】 天候：晴れ  写真：https://youtu.be/pv2mIuj6ggs   
見晴・弥四郎小屋 7：32⇒8：36 竜宮十字路⇒（長沢新道）⇒9：10 長沢⇒
10：48 長沢頭⇒11：13土場⇒富士見田代⇒富士見峠（ﾄｲﾚ）⇒富士見田代⇒
13：04アヤメ平－（昼食）－13：47⇒14：04 中原山⇒14：39横田代⇒16：
03鳩待峠・鳩待山荘（泊）            
【21 日（火）】 天候：快晴    写真：https://youtu.be/E9PgTVKqqVc 
鳩待山荘・鳩待峠 6：47⇒8：37オヤマ沢⇒8：52笠ヶ岳分岐⇒9：36 小至仏
山⇒10：50至仏山 11：45⇒12：56小至仏山⇒13：49オヤマ沢⇒15：15鳩
待峠   

三浦(L)、池田、岩堀 3名  
部外者 1 名   計 4 名 

奥只見湖側からの
尾瀬入山は初めて 
 

9 10/3（日） 物見山～日

和田山/奥武

蔵 

武蔵横手駅 9：45⇒10：20 五常の滝立ち寄り 10：34⇒土山⇒11：19 北向地

蔵⇒11：56 物見山（375.4ｍ）－昼食－12：37⇒12：52ふじみや（休憩所）

トイレ 13：00⇒13：31 日和田山（305ｍ）14：00⇒14：10 鳥居 女坂を下

りる⇒14：45 巾着田⇒15：00 高麗駅 15：23＝飯能（解散＊） 

写真：https://youtu.be/De7rBRO79D8 

 ＊有志 5名祥龍房/

飯能で反省会  

10 10/17（日）

～18 

那須岳 【1日目】 天候：雨（雪）、強風 那須ﾛｰﾌﾟｳｪｲ運休 

東京 6：40＝（新幹線やまびこ 203 号）＝7：49那須塩原   

那須塩原駅西口 8：05＝（路線バス）＝9：25 那須ロープウェイ山麓駅 

強風のためﾛｰﾌﾟｳｪｲは運休、天候の回復は見込めず終日運休となることが予想

三浦(L)、池田、高木、望月、

松山、小川     計 6 名 

三斗小屋温泉煙草

屋旅館に泊まる。   

みんな人生で初め

てで最後と思われ

https://youtu.be/h1KvYLzeyes
https://youtu.be/gYZQoJdCKo8
https://youtu.be/pv2mIuj6ggs
https://youtu.be/E9PgTVKqqVc
https://youtu.be/De7rBRO79D8
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され、当初計画を大幅に変更し、とりあえず峰の茶屋まで歩くことにし、そ

こで様子を見て歩行可能と判断し三斗小屋温泉煙草屋旅館を目指した。 

那須ロープウェイ山麓駅 9：40⇒10：15 那須岳登山口⇒11：38 峰の茶屋跡

避難小屋（1720ｍ）－昼食・様子見－13：30⇒14：22延命水⇒14：32 沼原

分岐⇒15：00 三斗小屋温泉煙草屋旅館（1465ｍ）（泊）  

実働時間：5時間 20 分（避難小屋滞在 約 2：00） 

【2 日目】天候：午前中晴れ 昼頃からガスって視界悪くなり茶臼岳登頂断

念 

三斗小屋温泉 7：30⇒8：04沼原分岐⇒9：02姥ケ平下 9：13⇒9：38 ひょう

たん池入口⇒10：13姥ケ平（1594ｍ）⇒11：09 牛ケ首（1730ｍ）⇒11：47

日光国立公園那須ヶ岳標識（牛ヶ首山頂分岐 1718ｍ）⇒11：55 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山頂

駅 12：10＝12：14 ﾛｰﾌﾟｳｪｲ山麓駅⇒13：08 休暇村那須－入浴・昼食－14：

55⇒ 15： 14 大丸温泉 BT15： 25＝ 16： 35 那須塩原駅（解散）             

有志 4 名駅前居酒屋「華の舞」にて会食 

写真：2021 秋山 那須岳山行－三斗小屋温泉煙草屋旅館に泊まる－ 

【 1 日目】ﾛｰ ﾌ ﾟ ｳ ｪ ｲ山麓駅～峰の茶屋跡避難小屋～三斗小屋温泉 

https://youtu.be/8Px2A3Rs1yM 

【 2 日目】三斗小屋温泉～姥ケ平～牛ヶ首～ ﾛ ｰ ﾌ ﾟ ｳ ｪ ｲ 山頂駅   

https://youtu.be/CgIYZ5eO1ec 

る猛烈な風の中を

無事に通り抜けた

貴重な体験でした 

11 11/7（日） 鷹取山・小渕

山・岩戸山/

藤野 

藤野駅 9：45＝（神奈中バス野 08）＝9：52 上沢井 10：00⇒10：30 分岐⇒10：

55 鷹取山 11：10⇒11：30 分岐⇒小渕山巻道通過⇒12：50 岩戸山－昼食－

13：30⇒14：00藤野駅 （解散）   

藤野駅 14：31＝14：45やまなみ温泉（入浴・会食）17：34＝17：46藤野駅

17：51＝高尾＝（京王線分倍河原・調布・明大前解散） 

写真：https://youtu.be/pV6LmXeG7E0 

三浦(L)、上島、池田、鈴木、

市 川 、 生 田 目 、 小 川     

計 7名 

 

12 11/28（日） 堂ヶ島渓谷

～浅間山/箱

根 

小田原駅東口 BT10：10＝（箱根登山ﾊﾞｽ T 桃源台線 0：32）＝10：42 木賀

温泉入口 BT10：50⇒11：15 吊り橋⇒11：50 夢窓橋・夢窓国師閑居跡 12：

00⇒12：20 宮ノ下駅 BT⇒12：32 浅間山登山口⇒13：30 富士見台－昼食－

⇒14：40 浅間山（802ｍ）15：00⇒城山（743ｍ）⇒16：10 大平台駅（解散） 

 解散後有志 3 名にて大平台の旅館で温泉入浴。その後、登山鉄道で箱根湯

本へ湯本から小田原へ出て小田原魚国で食事後 7：38 の快速急行で帰途。思

三浦(L)、河野、須永、鈴木

（美）、市川、高木、小川、 

松井（新入会）  計 8名 

 

https://youtu.be/8Px2A3Rs1yM
https://youtu.be/CgIYZ5eO1ec
https://youtu.be/pV6LmXeG7E0
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ったほどゆる山ではなかった。 

写真：https://youtu.be/JiCGPSa_nO0 

13 12/5（日） 灯明山/ 

真鶴 

忘年山行 

真鶴駅 10：25＝（バス）＝10：35中川一政美術館 10：40⇒10：44 お林展望

公園 11：05⇒お林遊歩道⇒森林浴遊歩道・灯明山（96ｍ）11：20⇒分岐 11：

30⇒11：37番場浦遊歩道⇒11：50 三ツ石海岸 12：10⇒ケープ真鶴⇒12：45

うに清着 15：15＝15：44 真鶴駅＝小田原（解散） 

写真：https://youtu.be/EF0Vu2uY95U 

三浦(L)、河野､上島、池田、市

川、高木、小川、松井 計 8 名 

岩堀さんの差し入

れもあり、海鮮料

理に大満足 

14 12/22 高尾山 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ富

士 

稲荷山コース登山口 13：56 にスタートし 15：34 山頂到着（約 90 分 含休

憩 MAPのコースタイム 100 分） 下山は、ケーブル 

写真：https://youtu.be/p_xHoGFDNms 

三浦(L)、松山、鈴木  3 名 琵琶家（創業大正

三年）で会食 

                                                    写真：https://www.kazenokai-hikingclub 

https://youtu.be/JiCGPSa_nO0
https://youtu.be/EF0Vu2uY95U
https://youtu.be/p_xHoGFDNms
https://www.kazenokai-hikingclub/

