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68
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 陣馬山 1/29 1/29

藤野駅7:40(バス)=陣馬登山口8:10…栃谷休憩舎9:02…姫
谷トイレ9:40…奈良子峠11:02…11:39陣馬山12:41…案下
街道出合13:45…14:07陣馬高原下バス停15:25=16:00高尾
駅

奈良子ルートのシモバシラを期待したが、確認できなかった。
山頂は、曇りで遠くの山々の遠望は叶わなかったが、外人のグ
ループや様々な人々で賑わっていた。山頂直下の帰路は、道が
細く凍結しており、注意しながら歩いた。山下屋という蕎麦屋
で、名物のヨモギ入りソバを食べたが、ヨモギの風味はしな
かった。

69
講習/岩ト

レ
伊豆・箱根 幕岩 2/2 2/2 湯河原幕岩でクライミング　　8:30～14:00

梅まつりを２日後に控えた梅園は花が多く咲いていた。オリン
パスの丘、クリスマスローズで練習した。

70 山スキー 北ア 白馬コルチナスキー場 2/2 2/3
2/2 町田6:00=白馬コルチナスキー場10:30…新雪滑降練
習　2/3 新雪滑降練習…14:00コルチナスキー場発=町田
18:30

コルチナスキー場リフトの下、林の中ほとんど、どこでも自由
に滑れるスキー場です｡寒気に当たり２日ともに 高のパウダー
スノウが体感できました。

71
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 高尾・石老山 2/3 2/3

町田駅6:25=八王子6:54=7:15相模湖駅7:20=プレジャー
フォレスト前7:50…石老山11:00…高塚山…石老山12:00
…13:30石老山入口=相模湖駅=八王子駅

のんびりまったりとハイキングを楽しんだ。石老山山頂に藤野
町による「標高694.3ｍ」の表示があるがこれは誤りで、山頂は
702ｍ。694.3ｍは少し離れたところにある三角点の標高。

72 山スキー 上越 かぐらスキー場 2/3 2/5

2/3 八王子駅21:30=湯沢ＩＣ=湯沢健康ランド24:30　2/4
宿8:00=8:30かぐらスキー場講習開始・かぐら第一リフト
から登高練習(CT講習)…登高(2000ｍ)…13:00田代連絡リ
フト方面滑走…反射板…かぐらゲレンデ…15:30宿　2/5
宿7:30…8:00スキー場…10:00かぐら第一リフト…登高…
神楽峰11:00田代連絡リフト方面滑走…ゲレンデ滑走…
14:00宿=15:00帰宅

2/4は天気も良く、雪も良かった。2/5は午後より小雪もちらつ
き天候が崩れてくる。第５ロマンスリフトの降り場の入山
チェックが昨年より厳しくなっていた。

73
積雪期ハイ

キング
丹沢 丹沢三峰山 2/4 2/4

相模大野駅6:10=渋沢駅(バス)6:48=大倉7:15…塔ノ岳
11:00…丹沢山12:20…塔ノ岳…15:30大倉

金冷シを過ぎて少々の雪あるのみ。山頂は全く無し。丹沢山へ
はアイゼン装着。時間的に宮ケ瀬に向かうのは無理と判断し大
倉に戻る。

74
無雪期ハイ

キング
奥秩父 西沢渓谷 2/4 2/4

町田駅6:06=八王子6:35=7:49塩山駅(タクシー)=渓谷入口
8:30…ネトリ橋…五段ノ滝11:10…12:45西沢渓谷入口(タ
クシー)=塩山駅=町田駅

暖かな気温の中歩きました。登山道には殆ど雪は無いが厚みの
ある凍った箇所は幾つもあり緊張します。滝もかなり結氷して
いたのでこの時期の西沢渓谷を楽しめました。人出も多かった
です。

75
無雪期ハイ

キング
丹沢 仏果山 2/4 2/4

田名バスターミナル=登山口8:20…9:30仏果山9:50…
10:20高取山11:00…12:10登山口=田名バスセンター

登山道は所々霜柱で凍っているものの晴天続きで乾燥状態。四
方の山々、スカイツリー、新宿、横浜のビル群等々、鉄塔上か
らの360度の眺望は素晴らしかった。

76
無雪期ハイ

キング
湘南 三浦富士山 2/4 2/4

町田駅7:05=横浜=京急久里浜=京急長沢8:40…長沢登山口
…9:40富士山…砲台山…10:40武山…12:40津久井浜駅=横
浜駅

三浦富士は暖かく海はのたりのたりとしていて多くのハイカー
がこの眺望を楽しんでいた。麓では河津桜が満開で春の訪れを
感じさせた。

77
積雪期ハイ

キング
日光・那須 鳴虫山・雲竜渓谷 2/4 2/5

2/4町田6:41=代々木上原7:15=北千住8:21=10:19東武日光
駅10:50…神主山…鳴虫山手前13:50…神主山…16:20東武
日光駅…16:50宿(風の響き) 2/5宿6:30(タクシー)=林道
入口ゲート6:50…展望台…同門岩…渓谷入口…雲竜渓谷
氷瀑(散策)10:30…渓谷入口…展望台…林道入口ゲート
12:55(タクシー)=東武日光駅13:57=北千住=代々木上原=
町田

鳴虫山は所々凍結しており思いの外、手強かった。雲竜渓谷へ
の林道は雪が全くなかった。同門岩からの川沿いの道は昨年に
比べ雪が少なかった。渓谷の氷柱は素晴らしかったが、気温が
高く融けつつあり、大きな氷柱が目の前で崩落した。宿の風の
響きは安価であるが、部屋は綺麗で料理もおいしく、コスパが
大変高い。お勧めである。

78 山スキー 上越 東谷山、かぐら 2/4 2/5

2/3 相模原20:00=高尾山ＩＣ=湯沢IＣ=湯沢健康ランド
22:30(仮眠) 2/4健康ランド6:30=貝掛温泉バス停(車デ
ポ)=田代・宿場の湯Ｐ7:30…登山口8:00…二居峠8:40…
1195ｍピーク9:25…東谷山11:00～11:40…貝掛温泉バス
停12:50(車回収)=三俣ステーション13:30～14:00…和田
小屋14:30(泊) 2/5和田小屋7:30…(ゲレンデ内滑走)…か
ぐらゲレンデTOＰ8:30…ロマンスリフト終点ゲート9:20
…中尾根の頭9:55…和田小屋10:35～11:00…田代ステー
ションＰ11:35～12:35=相模原15:40(解散)

初日の東谷山は、雪庇の発達した尾根を登高するが、一部急斜
面の箇所ではシールのみでの登高がやや難しい箇所があり、ス
キーアイゼンを使った。東谷山から滑降した北西の谷はやや滑
りはじめは急斜面だったが、新雪の深雪滑降が楽しめた。2日目
は午後から天候が崩れる予報だったので、ゲレンデ内でファー
ストトラックを楽しんだ後、中尾根のみのオフピステを滑走と
した。

79
積雪期ピー
クハント/

縦走
奥多摩 雲取山 2/4 2/5

2/4 8:21奥多摩駅8:35=鴨沢バス停9:09…登山口9:30…七
ツ石山14:00…奥多摩小屋14:54…雲取山山頂15:54…雲取
山荘16:32 2/5雲取山荘7:00…(まきみち経由)…奥多摩小
屋7:55…七ツ石山10:30…(まきみち経由)…11:23鴨沢
12:20=奥多摩駅12:50

天候に恵まれ、ぽかぽか陽気のなか、山歩きを楽しみました。
残念だったのは、雪が雲取山山頂まで全くなかったことです。
ただ、北斜面になる山頂から雲取山荘までは雪が残っていて滑
りやすかったので、アイゼンをつけて歩きました。

80
アイスクラ
イミング

日光・那須 奥鬼怒・ノシ滝 2/4 2/5

2/4 6:30下和田公民館前(小林は夫婦淵にて合流)=海老名
IC=今市IC=夫婦淵温泉駐車場(車ﾃﾞﾎﾟ)=12:00八丁の湯送
迎車=12:30八丁の湯…14:00～14:20ノシ滝視察…15:00八
丁の湯(泊) 2/5 10:00八丁の湯=(往路を戻る/八丁の湯送
迎車)=夫婦淵温泉駐車場=17:00下和田公民館解散

数日前の降雪で、滝は雪に埋没してしまい、アイスクライミン
グは出来なかった。

81
アイスクラ
イミング

八ケ岳 湯川 2/4 2/5
2/4相模大野駅20:00=須玉=清里駅(仮眠)  2/5清里駅
6:30=7:30湯川奥の駐車場…8:30湯川にてアイストレ
14:30…14:50駐車場=相模大野駅

雪が無く、湯川の奥の橋まで車で入ることができた。橋の横の
氷柱ミクロトワンソンは滴っていたが、白髪エリアはしっかり
とした氷柱でたくさんの人がいたが目一杯、TRでアイスを楽し
むことができた。

82
無雪期ハイ

キング
丹沢 塔ノ岳 2/10 2/10

渋沢駅8:12=8:25大倉8:45…小草平10:10…金冷シ11:35…
12:05塔ノ岳12:25…金冷シ12:40…小草平13:45…15:00大
倉

積雪10ｃｍ弱。午前中、前半は快晴、後半から小雪。

83
積雪期ピー
クハント/

縦走
八ケ岳 硫黄岳～赤岳 2/10 2/12

2/10町田21:00=23:30小淵沢(仮眠)　2/11小淵沢6:30=美
濃戸口7:10…美濃戸8:10…10:30赤岳鉱泉テント設営
12:00…ジョウゴ沢にてアイストレ14:50…テント(泊)
2/12鉱泉7:00…行者小屋…文三郎尾根…10:00赤岳…
11:00行者小屋11:10…11:25鉱泉　撤収12:25…14:10美濃
戸口=入浴=町田 (2/12のみ大島参加)

2/11に硫黄岳周辺で雪崩、翌日も強い冬型との情報で赤岳周遊
に切り替えた。しかし、冬型も少しゆるんで風も弱くなり、晴
天の赤岳山頂に立った。縦走は次回を期したい。

84
積雪期ピー
クハント/

縦走
八ケ岳 硫黄岳 2/11 2/12

2/11茅野駅9:25=10:08美濃戸口10:35…11:35美濃戸ゲー
ト11:50…14:00赤岳鉱泉 2/12赤岳鉱泉7:10…8:55赤岩ノ
頭9:05…10:00赤岳鉱泉11:15…13:10美濃戸口

赤岳硫黄岳付近で雪崩が発生していたことと、強風により硫黄
岳まで登らず赤石ノ頭までの計画にした。天気は良く360度の大
パノラマを堪能してきました。

85
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 八王子城跡巡り 2/11 2/11

高尾駅(バス)=霊園前8:15…管理棟…御主殿跡…八王子神
社…本丸跡…詰城11:20…松木曲輪…13:50霊園前=高尾駅

前日の雪が凍っていたので太鼓曲輪尾根は次回とし、下山路に
予定していた八王子城跡めぐりに変更した。八王子城跡は、城
の遺構がほぼ完全な形で残っている数少ない戦国時代の城跡で
す。北条氏照が築いた山城で、登っていくと、これは敵が攻撃
しにくい自然の造形を利用した城だということが実感できて面
白かった。

86
無雪期ハイ

キング
湘南 三浦アルプス 2/11 2/11

町田駅6:41=6:43相模大野6:45=7:09藤沢7:14=7:19大船
7:25=7:44JR東逗子駅8:00…(二子山自然遊歩道)…9:05馬
頭観音…森戸川源流…10:05乳頭山…南沢…11:45林道終
点…(連絡尾根)…13:25観音塚…14:20仙元山…風早橋バ
ス停14:50(バス)=JR逗子駅=藤沢=町田駅

前夜に降った雪が沢筋に残り、標高がほとんど海抜にも拘わら
ず、高山のような様相の中、好天に恵まれ、三浦の自然を満喫
した。会員番号100番台から600番台まで新旧のメンバーで親交
を深めることができた。
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87
無雪期ハイ

キング
奥武蔵 天覚山 2/11 2/11

八王子駅6:59=7:35東飯能7:54=8:08武蔵横手…久須美坂
…東峠…天覚山11:00…大高山12:40…前坂…14:00吾野駅
14:10=東飯能=八王子=町田駅

怪我はありません。標高450ｍながら鰐の背中のようなアップダ
ウンで、手強い稜線でした

88 山スキー 北ア 栂池高原 2/11 2/12

2/11 町田駅6:00=安曇野IＣ=栂池スキー場10:30…滑降練
習…16:30宿　2/12 宿…スキー場8:40=栂の森9:30…栂池
自然園10:45…天狗原中腹2000ｍ12:30…栂池自然園13:30
…栂の森14:00…スキー場14:30=町田19:30

前夜に降雪あり、自然園上部からスキー場まで新雪滑降が楽し
めました。

89
積雪期ピー
クハント/

縦走
奥秩父 金峰山 2/11 2/12

2/11町田8:00=中央高速=14:20廻り目平（幕営） 2/12テ
ン場6:15…10:35金峰山小屋10:45…11:35金峰山11:40…
14:35テン場=町田

金峰山小屋までトレースあり。小屋を過ぎると雪は風で飛ばさ
れトレースは不明。吹き溜まりの膝頭までの雪に苦労したが、
山頂は風も比較的弱く富士山はじめ展望バッチリ。大日岩方面
の登山道は山頂からトレースがしっかり分かった。

90
無雪期ハイ

キング
丹沢 鍋割山 2/12 2/12

町田駅6:06=6:44渋沢駅6:50(バス)=大倉7:30…(西山林
道)…二俣8:50…後沢乗越9:50…鍋割山11:10…(鍋割山
稜)…金冷し13:00…(大倉尾根)…立花山荘13:20…堀山の
家14:15…16:00大倉=渋沢=町田

午前中天気は快晴。歩調はゆっくり目で、同じペースを保つよ
う心がけました。鍋割山荘までは雪もなく、鍋割山稜に雪があ
るとの話が夢の様でした。鍋割山稜の積雪は深い所もありまし
たが、おおよそ9㎝ほどの積雪でアイゼンなしでも歩けました。
大倉尾根は積雪もなく泥濘もそれほどでもなく歩きやすかった
です。

91
無雪期ハイ

キング
丹沢 華厳山～経ヶ岳 2/12 2/12

星が丘=田名バスターミナル7:50=登山口8:30…9:20高取
山・発句石9:40…10:20華厳山…11:30経ヶ岳12:30…
13:20登山口=田名バスターミナル

2日続けて降った雪も頂上では5㎝位の積雪で凍った個所も数ヶ
所、暖かい陽射しの中で歩くことが出来た。いつになく大勢の
ハンターが出ており雪の後なので熊に注意するようにと。珍味
の鹿の干し肉をご馳走になった。3時から猪鍋をするのでとお誘
いを受けたが、早めの下山で戴くことは出来なかった。

92
無雪期ハイ

キング
丹沢 松田山 2/12 2/12

新松田駅7:55(バス)=8:20寄バス停8:30…9:25宮地山9:40
…虫沢古道…12:30松田山四阿13:00… 明寺史跡公園
13:40…14:45西平畑公園・松田山ハーブガーデン
15:16(河津桜鑑賞)…15:50新松田駅

時間の関係で、蠟梅園はパス。標識が全道中に完備。残雪あ
り。アイゼン不要。宮地山は、紅葉の頃、 明寺史跡公園は、
桜がお勧め。松田山ハーブガーデンは、河津桜が満開！宮地山
～ 明寺史跡公園は、整備された虫沢古道を歩く。

93
無雪期ハイ

キング
丹沢 塔ノ岳 2/12 2/12

渋沢駅7:36(バス)=8:10大倉バス停8:30…(大倉尾根)…
12:00塔ノ岳13:00…(往路を戻る)…16:00大倉=17:00渋沢
駅

雪が積もり、楽しい雪山でした。

94
無雪期ハイ

キング
奥武蔵 宝登山 2/12 2/12

町田駅6:48=八王子=高麗川=9:21寄居=9:34野上…萬福寺
…10:00長瀞アルプス…11:00野上峠…12:00宝登山…蝋梅
園…長瀞=お花畑…秩父=八王子=17:00町田駅

95
積雪期ピー
クハント/

縦走
東北 安達太良山 2/12 2/13

2/12橋本6:25=あきる野IC=二本松IC=あだたら高原スキー
場P10:50…奥岳登山口11:20…くろがね小屋13:40（泊）
2/13くろがね小屋8:00…安達太良山9:40…1646m分岐
10:10…峰の辻10:40…11:00くろがね小屋11:30…奥岳登
山口13:10=日帰り温泉（岳の湯）14:00=二本松IC=高尾山
IC=橋本20:00

初日は、強風・視界不良のためくろがね小屋までとした。翌日
稜線は強風だったが、晴天のもと安達太良山に登り、鉄山への
強風吹き荒れる稜線をたどって峰の辻に降りた。安達太良山
は、滑落の恐れはあまりないが、稜線は北西の風が強い日が多
く、姿勢をくずされることがしばしばあった。

96
無雪期ハイ

キング
奥秩父 四阿屋山 2/15 2/15

町田駅6:16=八王子6:59=東飯能7:56=8:43西武秩父駅
8:45(タクシー)=9:30薬師堂10:00…11:45四阿屋山12:15
…薬師堂14:20=西武秩父駅15:08=東飯能=八王子16:30=町
田駅

700ｍながら山頂直下は凍っており慎重に行動しました。目的に
していたセツブンソウは見られず、福寿草と蠟梅の香りを楽し
んできました。八高線、西武秩父線乗り換えは本数が限られて
いますので、山行ではくれぐれも確認してください。

97
アイスクラ
イミング

南アルプス 尾白川岩間ルンゼ 2/15 2/15
町田6:10=韮崎=8:50尾白林道ゲート…9:50尾白川ガンガ
ノ沢 アイストレ15:10…15:40ゲート=町田

尾白川・岩間ルンゼをめざして行ったが、錦滝の結氷が事前の
情報よりもよく、こちらのF1/F2でアイストレとなった。平日な
ので空いていて、氷もしっかりと刺さりやすく、とても充実し
た一日となった。アイスシーズンがもっと長く続いてほしい
なぁ。

98
積雪期ハイ

キング
八ケ岳 白駒池周辺 2/15 2/16

2/15メルヘン街道ゲート前10:05…麦草ヒュッテ12:50…
13:25白駒池駐車場(幕営)　2/16白駒池駐車場7:25…白駒
池7:40…高見石8:30…中山展望台10:00…白駒池駐車場
11:35…麦草ヒュッテ12:25…14:30メルヘン街道ゲート前

メルヘン街道冬季ゲート前から入山する人は少ない。白駒池を
スノーシューで横断し高見石へ。そこから中山展望台へ登る。
天狗岳、蓼科山、北アルプスの眺めが素晴らしい。静寂なシラ
ビソ
の森を歩くスノーシューハイクでした。

99
無雪期ハイ

キング
丹沢 松田山 2/16 2/16

町田駅7:59=8:50新松田9:05(富士急バス)=田代向9:20…
12:20 明寺史跡公園13:30…14:20松田山(桜まつり会場)
…15:00新松田駅

今年の交流ハイキング候補地として下見を行った。全般の田代
向～ 明寺史跡公園までの全般は通常のハイキングを行った。
※ 明寺史跡公園は広場も、多目的トイレもあり申し分ない環
境である。 明寺史跡公園～松田山までは舗装された山道であ
るが歩程50分程度、標高差250mと傾斜がきつく、障がい者には
一寸傾斜がきつ過ぎる、サポートする側には体力的に無理があ
ると判断。松田山のミカン園からの眺望が素晴らしく、ここま
での往復でも良いのではないかとの意見がでた。場所的には松
田山で実行するとして、更に下見を重ねることにした。

100
無雪期ハイ

キング
中央沿線 滝子山 2/16 2/16

笹子駅7:40…道証地蔵…12:30滝子山…檜平…15:50初狩
駅

一般的な道証地蔵からのコース。モナガ滝から先の沢沿いの
コースが、一部分で上部から崩壊の砂が深く溜まった状態に
なっています。手前の分岐で、大鹿山方向に進路を取った方が
遠回りになりますが、滝子山直進より安全と思われます。

101
積雪期ハイ

キング
上州 玉原高原 鹿俣山 2/16 2/16

相模原4:30(車)=高尾山IC=沼田IC=たんばらスノーパーク
P7:30…9:00玉原湿原9:40…スノーパーク10:30…ゲレン
デTOP11:10…鹿俣山11:45…12:30 1710mピーク手前13:00
…(夜後沢)…1470m13:20…ゲレンデTOP13:50…スノー
パークP14:30=相原

雪まつりのための下見として、玉原湿原へのスノーハイクルー
トの一部を往復するとともに、ゲレンデトップから鹿俣山を経
由して1710mピーク手前までの稜線を歩き、ピットチェックの
後、夜後沢を標高差240m滑降しゲレンデTOPに登り返した。

102
積雪期ピー
クハント/

縦走
日光・那須 社山切込湖・刈込湖 2/16 2/17

2/16 8:25東武日光駅8:40=9:30中禅寺温泉9:40…阿世潟
11:15(幕営) 2/17阿世潟7:00…9:30社山山頂9:50…11:08
阿世潟11:40…中禅寺温泉13:10=東武日光駅

16日阿世潟でテントを張り終えたのが12時を過ぎてしまい社山
往復は時間切れで中止した。17日登頂したが痩せ尾根が一か所
あり緊張した。春一番の強風にさらされての山行だったが男体
山、中禅寺湖、戦場ヶ原、太郎山等々景色には恵まれた１日
だった。

103
無雪期ハイ

キング
奥秩父 西沢渓谷 2/17 2/17

町田駅6:25=八王子6:54=高尾7:07=8:12塩山駅8:30(タク
シー)=9:10西沢渓谷入口9:30…12:00七ッ釜五段の滝
12:30…14:20西沢渓谷入口14:35(タクシー)=塩山駅15:08

秋の紅葉、春の新緑で有名な西沢渓谷ですが冬季には氷瀑が見
ごたえがあります。今冬は暖かったため小粒でしたがそれなり
に楽しめました。

104
無雪期ハイ

キング
丹沢

鍋割山～塔ノ岳～丹沢
山

2/17 2/17
表丹沢県民の森P6:50…二俣…後沢乗越…9:15鍋割山…
10:50塔ノ岳…堀山の家12:30…二俣…13:50表丹沢県民の
森P

小丸尾根は伐採木調査、処理等のため2/1～3/31「通行禁止」と
なっていた。鍋割山稜通過時はスッキリと晴れ渡っていたが、
11時前より天候悪化で塔ノ岳頂上では春の嵐が吹き荒れてい
た。まともに歩行困難な状況だったので早々に下山した。堀山
の家～二俣は相変わらず足元悪く悪路だが童顔のカモシカにも
出会えて癒された。

105
積雪期ハイ

キング
南アルプス前

衛
入笠山 2/18 2/18

町田6:10(車)=相模原愛川IC=諏訪南IC=沢入登山口9:15…
10:15入笠湿原…11:10入笠山…入笠湿原12:00…13:10沢
入登山口=諏訪南IC=相模原愛川IC=町田

例年に比べ雪は少ない。雪山ハイキング初参加の新会員も6本歯
アイゼンでしっかり歩く事ができた。快晴とは言えない天候な
がら360度の展望に恵まれた。



No 山行形態  山　域 山       名 出発 帰着 　　　　　　　コースタイム 　　　　　　　　            感　　　　想

106
無雪期ハイ

キング
丹沢 三ノ塔 2/18 2/18

秦野駅8:18=ヤビツ峠9:15…青山荘…ヨモギ平…12:20三
ノ塔12:50…牛首…14:55大倉=渋沢駅

前日に春一番が吹いた影響か、積雪は殆ど無くなっていた。秦
野戸川公園のカワヅザクラは満開。

107
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 要倉山 2/18 2/18

町田駅6:39=八王子=高尾=7:50藤野駅8:00=8:07上沢井バ
ス停8:15…陣馬山10:10…和田峠10:45…高茶山11:50…要
倉山12:35…13:40 75号鉄塔…14:30関場バス停14:31=高
尾駅

寒さを予想して出たが、意外と暖かく、陣馬山から和田峠に下
るところだけ、雪の凍結が見られた。それ以外は、ぬかるみも
なく
乾燥状態だった。山並みの木々が淡い白に色づいていて、春の
訪れを感じた。

108
講習/岩ト

レ
丹沢 広沢寺 2/18 2/18 広沢寺弁天岩でクライミング　　8:00～14:30

弁天岩及び林道上部の岩場で、リード、TRで練習した。各人の
現状レベルを確認できた。

109
アイスクラ
イミング

上州 碧岩 三段の滝 2/18 2/19

2/18武蔵藤沢駅22:00=23:30道の駅アオシス南牧(仮眠)
2/19 7:00道の駅=8:00碧岩登山口駐車場(車デポ)…遊歩
道…8:40～14:00三段の滝の氷瀑にてアイスクライミング
…(往路を戻る)…14:30駐車場=温泉=19:30武蔵藤沢駅解
散

F1は固く氷結していてスクリューもアックスも決まり難いが、
十分楽しめた。アプローチが短く、初心者には 適なゲレン
デ。F2、F3の氷結はあまく、登れなかった。

110
積雪期ピー
クハント/

縦走
奥秩父 金峰山 2/18 2/19

2/18町田6:06=6:31八王子6:35…8:28韮崎8:30(タク
シー)=11:00瑞牆山荘12:00富士見平小屋(泊)  2/19富士
見平小屋6:45…大日岩8:30…11:00金峰山…12:50大日小
屋…13:40富士見平小屋14:30…15:20瑞牆山荘(タク
シー)=16:10韮崎駅16:23=町田18:05

予定では、大日避難小屋でテント泊の予定だったが、飲料用の
水の確保が難しいのではという富士見平小屋の店員のアドバイ
スを容れて、手前の富士見平小屋で幕営。瑞牆山荘に通じる道
が凍結しており、タクシーは黒森までしか入れず。後はタク
シーを諦め徒歩で約1時間かけて瑞牆山荘に到着。2日目は、天
候もよく、山頂での風もおさまり、全員が山頂を踏むことが出
来た。

111 山スキー 妙高山 斑尾高原スキー場 2/18 2/20

2/18 20:10川手宅前(車)=20:40あきる野IＣ=23:30小布施
Ｐ(仮泊)　2/19 8:10スキー場…ゲレンデトレーニング…
温泉…コテージ泊　2/20 8:30ゲレンデトレーニング…
11:00帰宅=15:10解散

深雪滑走ができた。

112
無雪期ハイ

キング
丹沢 宮地山～松田山 2/19 2/19

新松田駅7:55(バス)=寄8:30…宮地山9:30… 明寺史跡公
園11:30…松田山12:00…14:00新松田駅

113
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 南高尾山稜 2/19 2/19

高尾駅7:12(バス)=日影バス停7:25…8:50日影乗鞍8:55…
9:16小仏城山9:37…10:26大垂水峠10:32…11:10大洞山
11:20…12:05見晴台12:41…13:27三沢峠13:31…13:25梅
ノ木平13:27…14:52高尾599ミュージアム15:07…15:16高
尾山口駅

日影沢沿いの 初の電柱の手前を渡渉する。一面、広葉樹と笹
の雪景色が美しい！城山からは、残雪が少ない。杉林が多くな
り、花粉症がひどくなったので、草戸山手前の三沢峠から高尾
山口駅に向かう。この道は、林道であり、梅ノ木平には梅林は
なかった。

114
無雪期ハイ

キング
丹沢 塔ノ岳 2/21 2/21

渋沢駅6:48=7:03大倉バス停7:25…花立山荘9:30…10:10
塔ノ岳10:35…烏尾山12:14…三ノ塔12:55…ヤビツ峠
14:20…15:20蓑毛バス停15:35=16:10秦野駅

多少ぬかってる個所もあるが、ほとんど無人、無風快晴、丹沢
山塊から富士山、スカイツリー、相模湾そして遠く大島まで、
表尾根からの展望を楽しめました。

115 山スキー 北ア 乗鞍高原スキー場 2/22 2/23
2/22町田駅19:00(車)=相模湖IＣ=松本ＩＣ=松本23:00(仮
泊)　2/23松本7:00=乗鞍高原スキー場8:30…滑降練習
（降雨のため中止）…松本ＩＣ=町田18:30

116
無雪期ハイ

キング
湘南 三浦アルプス 2/24 2/24

相模大野駅7:03=藤沢=大船=7:58逗子駅8:20(バス)=8:28
風早橋バス停9:00…仙元山9:20…観音塚9:54…分岐11:35
…乳頭山12:36…田浦梅林13:25…田浦駅14:10=16:00相模
大野駅

低山でアップダウンものんびり、アクセントは乳頭山から田浦
梅林に向かう途中のトラロープを張った急傾斜。

117
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 陣馬山・要倉山 2/24 2/24

高尾駅=8:02藤野駅8:25(バス)=陣馬登山口8:35…陣馬山
10:20…和田峠10:30…12:30要倉山13:00…75号鉄塔…
14:30関場バス停=高尾駅

あまり人の入らないコースで静かなゆっくりしたハイキングで
あった。取りつきから要倉山まで、そして関場バス停までは、
さほどは長いコースではないがコンパスでコースを確かめなが
ら歩く必要がある。

118
アイスクラ
イミング

上州 霧積温泉 氷瀑 2/24 2/25

2/24自宅=関越道横川SA車中仮眠 2/25 7:00 おぎのや上
信越道軽井沢インター店=8:00霧積温泉ＰＫ(車デポ)…
9:00～14:00周辺の氷瀑にてアイスクライミング…(往路
を戻る)=15:00峠の湯=18:00武蔵藤沢駅解散

氷のサイズは例年の半分程度だが、十分楽しめた。クライミン
グ中、氷が溶けて、岩の露出範囲があっという間に広がった。

119 山スキー 上信越 志賀高原・ヤマボク 2/24 2/26

2/24 JR橋本駅19:50=相模原IＣ=23:30スキー場(車中泊)
2/25 8:30ゲレンデ滑走(１名現地集合14:05合流)…温
泉、車中泊　2/26　8:30ゲレンデ滑走…10:20タコチコー
ス…12:15ゲレンデ滑走…14:10温泉=帰宅=21:55解散

新雪はありませんでしたが、充実したトレーニングとタコチツ
アーができました。自炊の豆乳鍋は絶品でした。

120
無雪期ハイ

キング
陣馬・高尾 草戸山～城山湖 2/25 2/25

高尾山口8:30…9:40草戸山10:00…城山湖周回…11:00本
沢梅林12:00…バス停

陽だまりの中のんびりと歩く。高尾山より静かで自然林が心地
よい。斜面を利用して植えられた梅の木は見事で一見に値す
る。馥郁とした梅の香りに癒された。

121
無雪期ハイ

キング
丹沢 丹沢三峰山～塔ノ岳 2/25 2/25

町田駅=小田急相模原6:20=6:33本厚木6:55(バス)=7:40三
叉路バス停7:55…9:55金冷やし…12:00本間ノ頭12:40…
14:50丹沢山…16:00塔ノ岳…18:20大倉=渋沢駅=町田駅

小春日和の中　歩きましたが　毎回厳しい道のりです。

122
無雪期ハイ

キング
伊豆・箱根 幕山・城山 2/25 2/25

町田駅7:06=小田原=8:33湯河原駅8:45(バス)=9:00幕山公
園バス停…幕山登山口9:45…幕山11:00…自艦水分岐…大
石ヶ平12:00…一之瀬橋…ししどの窟13:30…城山14:50…
城願寺…湯河原駅16:30=小田原=町田駅

穏やかな天気に恵まれ、梅の香りを楽しみながら幕山を歩くこ
とが出来ました。お昼に美味しいお汁粉を頂いてパワーアップ
した所で城山目指し次なる登り！途中「ししどの窟」を観光し
て城山到着！青空に青い海、 高の眺め！皆さんにも喜んで頂
けリーダーとして大満足でした。さて、湯河原駅に向かう途
中、想定外？想定内？の地図読み山行に！大先輩方が地図読み
をして下さり道無き道歩きを楽しめました。不慣れなリーダー
だったので皆さんに助けて頂くばかりで…。本当にありがとう
ございました。

123
講習/岩ト

レ
丹沢 水無川沖ノ源次郎沢 2/25 2/25

渋沢駅7:25(タクシー)=戸沢8:10…(書策新道)…本谷…沖
ノ源次郎沢9:20～14:50…大倉16:30

相模ＡＣと合同の岩トレを沖ノ源次郎沢で行いました。沢靴を
履き涸滝登攀の練習をしてきました。変わらず埃っぽい、微妙
な壁でしたが、寒さで肩がコリコリになりました。リュックを
背負っての登攀は、実践に近い、緊迫感溢れる内容となりまし
た。

124
積雪期ピー
クハント/

縦走
南アルプス 鳳凰三山 2/25 2/26

2/25町田5:55=8:09甲府（タクシー)=夜叉神峠登山口9:25
…16:10南御室小屋（幕営） 2/26テン場5:15…8:00薬師
岳…9:30観音岳…12:00地蔵岳…鳳凰小屋13:15…19:00御
座石温泉…青木鉱泉分岐（タクシー)= 韮崎=町田

天候に恵まれ大満足の雪山だった。南御室小屋の湧水100％が出
ていたのはラッキーだった。地蔵岳からは腐り気味の雪に苦
戦。日没を過ぎてのからはアイスバーンもあったので慎重に歩
いたので時間がかかった。タクシーはアイスバーンのため青木
鉱泉の分岐までしか上がれないとのことでそこまで歩く。

125
積雪期ピー
クハント/

縦走
上越 谷川岳西黒尾根 2/25 2/26

2/25町田駅19:00=土合駅(泊) 2/26土合駅6:00=ベースス
テーション6:30…西黒尾根…11:30谷川岳山頂…11:40肩
の小屋11:50…天神尾根にて確保練習…13:40天神平=ロー
プウェイ駅=(入浴)=町田

21日の降雪の後は本格的な降雪がなかったためか、雪はワカン
不要程度に締まっていた。鉄塔下で50CMほど下に市ザラメ状の
弱層が見られたが、雪は比較的安定していた。ただ、朝は小
雪、途中から霧に覆われ、GPS活用の山行となった。

126
無雪期ハイ

キング
中央沿線 高川山 2/26 2/26

初狩駅8:00…登山口…高川山…羽根子山…大岩…14:30初
狩駅

快晴・無風。充実した里山の一日でした。



No 山行形態  山　域 山       名 出発 帰着 　　　　　　　コースタイム 　　　　　　　　            感　　　　想

127
無雪期ハイ

キング
丹沢 鍋割山 2/26 2/26

7:55新松田駅7:55(バス)=8:30寄バス停…9:00鍋割山登山
口…10:20クヌギ山…11:00栗の木洞…12:00後沢乗越…
13:20鍋割山14:00…14:40後沢乗越…15:30二俣…(西山林
道)…17:00大倉バス停(バス)=17:30渋沢駅

僅かながら早春の気配を感じる鍋割山でした。

128
無雪期ハイ

キング
伊豆・箱根 玄岳 2/26 2/26

町田7:00(車)=東名=小田原厚木道路=伊豆スカイライン=
玄岳P9:00…玄岳9:40…氷ヶ池11:00=玄岳P13:00=町田
15:30

100人の団体とすれ違う、そのあまりの長さに５人唖然とした。

129
講習/岩ト

レ
丹沢 広沢寺 2/26 2/26 広沢寺弁天岩でクライミング　　8:00～15:00 弁天岩先の岩場で5.9～11台ルートでたっぷり練習した。

130
積雪期ピー
クハント/

縦走
八ケ岳 硫黄岳 2/26 2/27

2/26成瀬駅5:20=5:49八王子5:52=6:00高尾6:12=8:49茅野
駅9:１0=桜平…11:00夏沢鉱泉11:30…オーレン小屋…夏
沢峠…硫黄岳14:30…16:10夏沢鉱泉（泊） 2/27宿…桜平
14:00=茅野解散

天候に恵まれ、硫黄岳山頂からの展望を楽しんだ。沢筋は雪崩
の跡が幾筋もあり、デブリが沢を超えて反対斜面まで達してい
た。夏沢鉱泉は茅野から桜平までの送迎、温泉、湯たんぽ付き
で天国の様！みんなで「おはらしょうすけさん」になってし
まった。


