No

山行区分

643

個人山行 ハイキング

644

645

646

山行形態

タイトル

個人山行 ハイキング

個人山行 ハイキング

個人山行 ハイキング

山 域

北アルプス

北アルプス

富士・御坂

上州

山

名

上高地

蝶ヶ岳

足和田山（五湖台）

マムシ岳、諏訪山

出発

帰着

10/31

11/2

10/31町田＝八王子＝松本＝11:52大正池…15:30小
梨平（泊） 11/1小梨平9:05…12:20徳澤13:20…
15:30小梨平（泊） 11/2小梨平9:50…梓川左岸…
田代橋…梓川右岸…12:00小梨平…上高地BT13:20＝
松本＝町田

11/2

10/31町田＝八王子＝松本＝11:50大正池…上高地温
泉ホテル15:00…15:45小梨平キャンプ場（幕営）
11/1キャンプ場7:11…8:54徳沢…長壁尾根…13:32 梓川から立ち上がる雪化粧した穂高連峰、裾は落葉松の
長壁山…14:45蝶ヶ岳ヒュッテ（幕営） 11/2蝶ヶ 黄葉に彩られていた。
岳ヒュッテ6:24…長壁尾根…9:26徳沢…小梨平…上
高地B.T13:20＝松本＝町田＝秦野

11/1

愛甲石田＝西湖野鳥の森公園8:30…青木ヶ原樹海縦
断遊歩道…竜宮洞穴9:40…紅葉台…三湖台…足和田
山（五湖台）13:00…西湖14:20…野鳥の森公園
15:50＝愛甲石田

青木ヶ原樹海は現在地を確認しながら、紅葉の木々を愛
で通過した。三湖台からは360度の大展望、西湖越しの十
二が岳、鬼ケ岳、王岳の紅葉も今は盛り。
足和田山
（五湖台）からは正面に大きな富士山が圧巻だった。下
山後の西湖南岸の車道歩きが長く、コウモリ穴探訪は割
愛。リュウノウギクの群生、ムラサキシキブ、数種のカ
エデの紅葉・黄葉と青空・富士山・西湖・青木ヶ原樹海
と飽きることの無い一日だった。

11/2

11/1町田＝下仁田IC＝しおじの湯P8:35…ボンデン
山登山口8:50…10:30ボンデン山…大岩の頭…12:20
マムシ岳12:50…（直登コース）…13:35直登コース
登山口…15:05しおじの湯P＝道の駅（仮眠）11/2道
の駅＝諏訪山登山口6:00…湯ノ平の頭…諏訪山9:45
…12:20諏訪山登山口＝下仁田IC＝町田

マムシ岳は所々にマーキングがあるものの地図を確認し
ながら歩かないと違う尾根に引っ張りこまれそうな所が
あった。岩場もあり気が抜けなかったが、マムシ岳から
の紅葉真っ盛りの展望に充実感一杯。諏訪山は避難小屋
跡までひたすら登る。その後は梯子やロープの変化のあ
る登り下りだった。2日間とも天気に恵まれ上州の山の紅
葉を満喫した

10/31

11/1

11/1

コースタイム

感

想

穏やかな天気に恵まれ、平年より遅れたカラマツの黄葉
を存分に楽しむ。落葉松の秋の雨に私の手が濡れる～♪
（by野上彰）と歌いたい気分。クマ対策の為、小梨平
キャンプ場の灌木類やササの多くが刈り払われていた。

647

個人山行 ハイキング

北陸

荒島岳、能郷白山

11/2

11/4

11/2新宿バスタ＝（11/3）福井駅 11/3福井駅＝
（レンタカー）＝勝原スキー場跡駐車場10:40…
シャクナゲ平…小荒島岳13:07…荒島岳14:20…
荒島岳はブナの原生林などがあり、歩いていて飽きない
16:15駐車場＝道の駅荒島の郷（泊） 11/4道の駅 山。能郷白山は前半が急登で、後半がなだらかな山。早
荒島の郷＝温見峠登山口6:35…コロンブスピーク… 朝に登ったので、白山がよく見えた。
能郷白山8:10…奥宮…9:20温見峠登山口＝福井駅＝
米原＝新横浜＝長津田

648

個人山行 ハイキング

その他

寺家ふるさと村

11/3

11/3

鶴川駅北口9:00…高蔵寺9:30…三輪の森…白坂横穴
古墳9:40…椙山神社…妙福寺10:45…寺家ふるさと
村…四季の家11:15…水車小屋11:30…下三輪玉田谷
戸横穴群12:50…三輪ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ13:20…鶴川駅
14:00

649

個人山行 ハイキング

上州

迦葉山

11/3

11/3

町田6:10＝沼田IC＝9:35弥勒寺P…和尚台…11:50迦
葉山12:20…白樺湿原…迦葉山13:30…和尚台…
一日中、見渡す限りの紅葉の中を歩きました。
14:50弥勒寺＝町田

爽快な秋晴れの下、紅葉を愛でながら由緒あるお寺や古
墳を巡り、旧街道の切通しを歩き、稲刈した竿干の田園
風景も風情があり最高でした。静かな里山歩きで充実し
た一日でした。「寺家ふるさと村」は、大勢の人出でし
た。ここは季節感を味わえるお薦めの所です。

好天に恵まれ1000mからの紅葉を楽しめた。1400m以上
は、盛りは終わっていたが、モミジは、まだ美しい紅葉
を際立たせていた。下りの紅葉の見え方は、紅葉のドー
ムの中にいるようで、美しさに身を包まれているよう
だった。下部の急登急下降は、道を外れると石が多く落
石注意。東日原16:20発バスは増発があった。16:54のホ
リデー快速に乗車できた。川乗橋バス停は又停まらない
状況。

奥多摩

タワ尾根ウトウの頭

11/3

11/3

町田=八王子 =立川=青梅=奥多摩=東日原9：10…鍾
乳洞p…一石山…人形山…金袋山⒒:40…ノ丸12:20
…ウトウの頭13:２0…篤坂ノ丸…金袋山（人形山を
通過しない尾根）…一石山…鍾乳洞ｐ15:35…15:55
東日原ｐ=奥多摩

個人山行 ハイキング

陣馬・高尾

草戸山

11/3

11/3

おだやかな日和の中、紅葉の中を楽しみました。道は平
町田＝八王子＝相模湖駅＝大垂水峠9：15…大洞山
たんで歩きやすく、足慣らしにいいです。休憩所には
…中沢山…11:00西山峠…三沢峠…草戸山13:00…大
テーブルやいす,ステッキかけがつくられていた。地域の
地沢せんたBS14:00＝相原＝町田
方の力作フクロウや龍の椅子もあった。

652

個人山行 ハイキング

陣馬・高尾

高尾山・小仏城山

11/3

11/3

鶴川=町田=八王子=高尾=高尾山口駅09:00…清滝駅
=09:18 高尾山駅…薬王院…高尾山10:15…城山
緊急事態宣言解除後の祝日のため、高尾山山頂までは大
12:35…小仏峠…小仏峠入口…12:50景信山登山口… 変な混雑だが奥高尾へ入ると登山客は一気に減少する。
小仏BS13:20=高尾=八王子=町田=鶴川

653

個人山行 ハイキング

奥多摩

三頭山

11/3

11/3

6桜ヶ丘＝9:30檜原都民の森P･･･(大滝の路)･･･三頭
紅葉見物の人で第二駐車場も一杯。送迎車両もフル稼働
大滝･･･ムシカリ峠(避難小屋)･･･12:30三頭山･･･展
でした。
望台･･･鞘口峠･･･14:30駐車場＝桜ヶ丘

650

ハイキン
⑤東京近
グ企画部 ハイキング
郊の山
山行

651

654

個人山行

655

個人山行 ハイキング

岩登り

奥秩父

太刀岡山鋏岩左岩稜

11/3

11/3

取りつきに一番に到着。のんびりとクライミングができ
ると思っていたが、後続4パーティとなり、高速のガイド
パーティ2組に岩稜の広いテラス6P目で先に行ってもらっ
11/3 太刀岡山登山口6：00集合 7:00発…太刀岡
た。日差しは暖かく、紅葉の茅が岳、遠くに南アルプス
山鋏岩左岩稜取りつき8：00…鋏岩12：00（時間に
北岳の白い山頂が前衛の山の奥に見え、のんびりと昼休
余裕あれば下部岸壁でクライミングの練習）…登山
みを取ることができた。鋏岩までのピッチをリード交代
口15：00＝帰宅
して、ロープの流れやルートの取り方等の練習をした。
マルチピッチの色々な課題が見えて充実した山行ができ
た。

陣馬・高尾

陣馬山

11/4

11/4

相模湖駅8：00…与瀬神社…子孫山ノ頭…孫山…矢
天気に恵まれ気持ちのいい汗をかきました。平日でも陣
ノ音…10：15明王峠…11：10陣馬山…一ノ尾尾根
馬山はにぎわってました。
コース…13：05陣馬登山口…13：40藤野駅

656

個人山行 ハイキング

奥秩父

鶏冠山

11/4

11/5

11/4愛甲石田＝道の駅みとみ(仮眠) 11/5道の駅み
とみ＝西沢渓谷P5:40…二俣吊橋…鶏冠谷出合…チ
ンネノコル9:20…第一岩峰…第二岩峰…第三岩峰…
5鶏冠山11:45…第三岩峰12:30…チンネノコル…鶏
冠谷出合…17:00西沢渓谷P＝愛甲石田

657

個人山行 ハイキング

伊豆・箱根

丸鉢山

11/4

11/4

新松田＝（バス）＝矢倉沢9：30…11：00矢倉岳
11：20…丸鉢山（猪鼻砦跡）14：00…15：20地蔵堂
BS＝関本=新松田

ネットなどの情報では稜線の険しい岩峰が有名だが、岩
峰にたどり着くまでも、渡渉に始まり、急登、落ち葉に
埋もれた崩れやすい細いトラバース道、それをふさぐ倒
木など悪路が続く。チンネノコルから山頂まで続く岩峰
は北アルプスの岩稜よりも難しいと感じた。とにかく事
故を起こさないよう慎重に丁寧に歩いた。第三岩峰は協
議の上、巻道を選択。山頂から眺めた山肌は一面、紅葉
でオレンジ色に染まり美しかった。この山に登るには
リーダーのみならず、メンバー全員が、バリエーション
ルートや岩稜をこなす技術と体力を身に着けていること
が条件だと思う。この日、出会ったのは単独の登山者3人
のみ。

No

山行区分

山行形態

タイトル

山 域

山

名

出発

帰着

コースタイム

感

想

11/4

先ず松姫峠は先行の車が沢山。これほどの黄葉、紅葉の
樹林を歩ける登山道は数少ないと感じる。落ち葉の散る
音、サクサクの足音で気分マックス！但し踏み跡は薄く
天候にも恵まれ、218号線・上日川ダム付近の素晴
小菅の湯方面への登山道は狭く切り落ち 落ち葉で滑り
らしい紅葉に出会えました。
易いので転落要注意です。標高差少なく 秋真っ只中を
感じられる癒し系のコースです。ヤマレコ参照して頂け
ると色味が感じられます。

11/5

11/5

メンバー全員が事前にしっかり読図勉強されてこられて
いた。大烏山までは赤布が沢山あり惑わされてします、
町田＝八王子＝塩山＝8：30杣口三号線（大烏登山
沢を詰めてヒナ岩付近に出る。小烏山への分岐は標識な
口）…12：00大烏山頂…馬止根場…1705m…13：50
く赤布のみがあり皆で確認して進む。ガイドブックでは
分岐…15：00小烏山…16：50西沢下山口＝（タク
岩を巻く指示でしたが、現地の標識どおりでは左側でし
シー）塩山＝八王子＝町田
た。以前よりしっかりとした標識でした。足場が悪いの
で踏ん張る体力ある方にお勧めします

両神山

11/5

11/6

初日、事故渋滞にて到着が遅れ、両神山登頂は2日目とし
11/5相模大野＝日向大谷口P11：00…会所…14：30
た。白藤の滝は、台風の被害で通行禁止。弘法乃井戸水
清滝小屋（泊） 11/6清滝小屋7：10…8：25両神山
は豊富であったが清滝小屋の水は、飲料不可と書かれて
…9：53清滝小屋…会所…12：20日向大戸口P＝小田
あり煮沸が必要。紅葉の時期は過ぎていたが、天候に恵
急相模原
まれた。

上越

巻機山

11/5

11/6

11/5橋本＝清水部落（泊） 11/6 5:00＝桜坂…
天気に恵まれて 山頂に立つことができた。先月降った
5:30登山口…焼松（5合目）6:30…展望台（6合目）
雪も解けて３６０度の展望と紅葉を味わえました.たちよ
…10:00前巻機…巻機岳…11:00山頂…16:00往路下
りの美術館も素晴らしかった。
山

個人山行 ハイキング

伊豆・箱根

塔ノ峰

11/6

11/6

道標もなく自分のいる場所を特定することがむつかし
町田＝海老名=風祭7：40…上水之尾用水溜池…塔ノ く、地図をにらみながらのゆったりとした山行になりま
峰…阿弥陀寺11：10…箱根湯本11：30
した。阿弥陀寺は、あじさいから、椿の咲くお寺になる
そうです。

個人山行 ハイキング

伊豆・箱根

長九郎山

11/6

11/6

登山道は樹林帯で薄暗い。長九郎山頂も木々に囲まれ視
界は無いが、展望台があり３６０度の眺望。下りの出合
自宅＝狼橋Ｐ9：50…林道車止め…12：40長九郎山
から池代近道は急傾斜とルート不明の為、大澤に下り、
13：20…瀬峠…出合…16：17大沢…17：35狼橋Ｐ＝
車で来た車道を狼橋まで登り返す。既に辺りは真っ暗と
自宅
なった。登山道は荒れた箇所が多い。長九郎山は超苦労
した山行でした。

11/6

11/6

橋本＝高尾IC＝大月IC＝松姫峠8:20…8;50鶴寝山…
山沢入りのヌタ…トチの巨木…小菅の湯分岐…モロ
クボ平…大ダワ…11:00大マテイ山11:40…山沢入り
のヌタ…鶴寝山…松姫峠…13:50奈良倉山…14:40松
姫峠＝相模大野

11/6

11/6

大野山の山頂から丹沢をみたところ中腹くらいまで紅葉
松田＝谷峨9:14…11:07大野山11:55…旧共和小学校
が下りていた。
山北駅への帰りのコースはやせた部分
…13:47山北駅
もあり注意が必要。

658

個人山行 ハイキング

大菩薩

大菩薩嶺

659

ハイキン
④地図読
グ企画部 ハイキング
み山行
山行

奥秩父

大烏・小烏山

660

個人山行 ハイキング

奥秩父

661

個人山行 ハイキング

662

663

664

個人山行 ハイキング

奥武蔵

鶴寝山～大マテイ
山、奈良倉山

665

個人山行 ハイキング

丹沢

大野山

11/4

先ず松姫峠は先行の車が沢山。これほどの黄葉、紅葉の
樹林を歩ける登山道は数少ないと感じる。落ち葉の散る
音、サクサクの足音で気分マックス！但し踏み跡は薄く
小菅の湯方面への登山道は狭く切り落ち 落ち葉で滑り
易いので転落要注意です。標高差少なく 秋真っ只中を
感じられる癒し系のコースです。ヤマレコ参照して頂け
ると色味が感じられます。

妙義山の夏場はヒル天国の登山道らしいがヒルに出会わ
ず(^^)、快晴微風で最高の天気でした。紅葉はこれから
の感じです。木戸前ルンゼ（Ⅲ―、Ⅲ＋、Ⅲ、Ⅲの４
Ｐ）をツルベでクライミングした後、木を支点にして懸
垂下降で取付に戻り、その後一般登山道（上級者向けの
一般登山道で鎖場岩場が続く）で丁須の頭に初登頂（頂
上部分は安全のためロープ使用）。クライミングした木
戸前ルンゼの隣のルートである木戸壁右カンテルート
は、順番待ちで登れないパーティもいたようです。１４
時３０分くらい取付を通過しましたが、まだ３パーティ
程取り付いていました。（実は木戸壁右カンテに登りた
かったのですが、パートナーが以前に登ったとのことで
今回は木戸前ルンゼになりました）丁須の頭は順番待ち
でしたが景色と高度感は最高です。素敵なビデオを撮っ
てもらいました＾＾。

上州

裏妙義山 木戸前ル
ンゼと丁須の頭

11/6

11/6

11/6 タイムズ坂戸第10駐車場集合5:30＝旧国民宿
舎裏妙義駐車場7:00 …須の頭登山口…木戸前ルン
ゼ取付8:00（クライミング）～ 登攀後懸垂下降で
取付10:40… 丁須の頭 13:00… 旧国民宿舎裏妙義
駐車場15:00 ＝タイムズ坂戸第10駐車場17:30解散

丹沢・富士

広沢寺～三つ峠

11/6

11/7

11/6 8:30愛甲石田駅＝9:00広沢寺駐車場(車デ
ポ)･･･9:30～14:30弁天岩で岩トレ･･･駐車場＝河口
11/7明け方まで雨となり、三つ峠屏風岩は取り付かず下
湖に移動(泊) 11/7 6:30宿＝7:30裏三つ峠駐車場
山した。
(車デポ)･･･9:30～10:00三つ峠屏風岩基部･･･11:30
駐車場＝相模湖駅解散

個人山行 ハイキング

丹沢

塔ノ岳

11/7

11/7

気温が程よく気持ちよく登ることが出来た。標高1000m当
たりまで紅葉が降りてきていた。見晴らしと駒止茶屋の
秦野＝ヤビツ峠8:05…二ノ塔…三ノ塔…12:10塔ノ
間のモミジ(標高850m)は殆どが緑であったが、一部、赤･
岳12:50…(大倉尾根)…15:15大倉バス停＝渋沢
黄に染まり緑の中で輝いていて綺麗だった。大倉の蕎麦
屋、豆腐屋はスマホのバーコード払いが可能です。

669

個人山行 ハイキング

丹沢

手沢右岸・大室山

11/7

11/7

新松田＝西丹沢BC8：40…用木沢出合…手沢右岸尾
根取付き…P1055…11：40P1530付近…大室山12：15
…大室山西の肩…用木沢出合…14：20西丹沢BC＝新
松田

670

ハイキン
⑤東京近
グ企画部 ハイキング
郊の山
山行

富士・御坂

足和田山

11/7

11/7

前夜の雨と枯葉で滑りやすい状況となっており、登山口
河口湖＝道の駅かつやま9：40…12：00足和田山… から直登の登山道（男坂）は避け、迂回路の登山道を選
三湖台…紅葉台…国道139号線…14：40道の駅なる 択したのは正解。曇り空であったが、富士山を眺めなが
さわ＝河口湖
らの山行ができた。風もほとんどなかったので、休憩中
も寒さを感じなかった。

671

個人山行 ハイキング

上信越

浅間隠山

11/7

11/8

11/7愛甲石田＝高崎IC＝10:30二度上峠登山口…
12:20浅間隠山12:50…(往路を戻る)…二度上峠
14:30＝北軽井沢ペンション（泊） 11/8宿＝榛名
富士登山口P10:15…榛名富士頂上11:40…榛名湖畔
…登山口P14:10＝前橋IC＝愛甲石田

666

個人山行

岩登り

667

個人山行

岩登り

668

紅葉の妙
義山バリ
エーショ
ン山行

勝手に宿題にしていた西丹沢手沢の右岸にチャレンジし
てきました。岩あり白砂状の山肌あり、稜線直前の直登
は厳しいものがありましたが、楽しかったです。日曜日
のわりにはとっても静かな西丹沢でした。

浅間隠山：青空と黄金色に輝くカラマツのコントラス
ト、頂上では目の前の浅間山、妙義山など360度の大展望
を堪能した。榛名富士：カシワ・ダンコウバイ、色鮮や
かなモミジの落葉を踏みしめて歩いた。登頂時はガスで
眺望は得られなかったが自然林の紅葉は素晴らしい。一
日の中で寒暖差が大きく、考慮が必要と感じた。

No

山行区分

山行形態

タイトル

672

個人山行 ハイキング

673

アルパイ
ン企画部
山行

674

個人山行 ハイキング

丹沢

675

個人山行 ハイキング

奥多摩

676

自然保護
ハイキング
部山行

677

個人山行 ハイキング

岩登り

山 域

山

名

出発

帰着

コースタイム

感

想

その他

筑波山

11/7

11/7

町田＝常磐道＝筑波山神社入口9:45･･･御幸ヶ原
コース･･･12:00男体山･･･12:45女体山･･･白雲橋
コース･･･15:00筑波山神社入口＝常磐道＝町田

観光地的なイメージか、若いファミリーハイカーが多く
大変混雑をしていた。女体山では、山頂まで長蛇の列。
紅葉は色づき始め、天候に恵まれた山行でした。

丹沢

広沢寺アイゼントレ

11/7

11/7

11/7 本厚木バスターミナル 0725集合0730=0756広
沢寺温泉入り口…0830弁天岩 午前中アイゼント
レ、午後に岩トレ 1440終了…広沢寺温泉1510=1556
本厚木 解散

8時過ぎに岩場に行ったら右側はすでに大パーティがTRを
張っていた。朝は雨でぬれていたが、一般中央の下部を
使って午前はアイゼントレ。昼からは一般中央上部にTR
を張って岩トレをした。

11/10

11/10

秦野＝ヤビツ峠9:14…9:44岳ノ台9:51…菩提峠…表
翌日の観察会の下見で歩く。下山口の蕎麦屋で、新そば
丹沢林道…屏風岩橋…牛首…三ノ塔尾根…11:41大
を味わう。
倉＝渋沢

棒ノ折山

11/10

11/10

前日の雨で心配した白谷沢は増水もなく、沢歩きを楽し
町田＝八王子＝東飯能＝飯能＝河又名栗湖BS8：24
めました。落ち葉を踏みしめながら時々吹く風で、枯れ
…白谷沢登山口8:50･･･棒ノ折山11:25･･･黒山･･･岩
葉の吹雪を浴び、晴天の中、気持ちの良い楽しい歩きで
茸石山13:10･･･惣岳山･･･14:50御岳駅
した。

丹沢

岳ノ台

11/11

11/11

色づいた葉を観察しながら歩きました。ムラサキシキブ
秦野5＝ヤビツ峠9:21…10:22岳ノ台10:59…菩提峠
の果実はありましたが、ヤブムラサキは確認できません
…表丹沢林道…牛首…萩山林道…14:58大倉＝渋沢
でした。

陣馬・高尾

陣馬山

11/11

11/11

積もった落ち葉を音を立てながら踏みしめて歩くのは秋
成瀬＝八王子＝藤野＝陣馬登山口BS7：35…（一の 山の醍醐味だ。爽やかな空気も良し。この日の陣馬山頂
尾根）…9：50陣馬山…（新ハイキングコース）… の展望は筑波山や日光の山、赤城山、悪沢岳、赤石岳、
11：15陣馬高原下BS＝高尾駅＝成瀬
相模湾に江の島と山頂案内板記載のすべての山や海が見
えた。

岳ノ台

風が強い予報で実施を迷いながら、現地判断で出かけ
た。峰の茶屋跡避難所付近は強風だったが、那須岳避難
所付近からは風の影響はなく三斗小屋温泉に無事到着。
紅葉も終わっての金曜日のせいか宿泊者12人ほどで露天
風呂をゆっくり楽しんだ。2日目は土曜日で天気も良かっ
たので登山客が多かった。登山道が良く整備されていて
計画書どおり安心して歩くことができた。三本槍岳付近
は霧氷がとてもきれいだった。

678

個人山行 ハイキング

日光・那須

那須岳

11/12

11/13

11/12相模大野＝新宿＝大宮＝10:25那須高原＝（バ
ス）＝山麓駅前（ロープウェイ）＝山頂駅12:30…
茶臼岳13:10…峰の茶屋跡…15:50三斗小屋温泉煙草
屋（泊） 11/13小屋7:00…隠居倉…1900ｍ峰…三
本槍岳10:00…朝日岳11:30…峰の茶屋跡…13:00山
麓駅前＝那須高原＝新宿＝町田

679

個人山行 ハイキング

北海道

御殿山（函館山）

11/12

11/12

電停・谷地頭10：10…七曲りコース登山口10：30…
千畳敷休憩所…13：00御殿山…旧登山道コース五合 函館山ハイキングコースは10コースあり、今回は5コース
目…汐見コース…14：00登山口…14：15電停・十字 をつなぎながら歩いてみました。
街

680

ハイキン
⑤東京近
グ企画部 ハイキング
郊の山
山行

丹沢

仏果山・経ヶ岳

11/13

11/13

町田＝本厚木＝（バス）＝7：59愛川ふれあいの
快晴の仏果山の一日を堪能した。メンバー2人がゴミを拾
村・野外センター前…仏果山登山口8:10…10:30仏
いながら歩き２袋となった。
果山…半原越え…13:25経ヶ岳…15:20半僧坊前BS

681

個人山行 ハイキング

奥多摩

鶴寝山

11/13

11/13

松姫峠までバスで入り、無風の秋晴れの下素晴らしい富
士山の勇姿と唐松・モミジ・などのカラフルな紅葉に暫
し足と留めて眺望を！「関東富士山の見える百選」の所
で思い思いにシャッタータイムを！巨樹の道は大きなブ
ナ・コナラ等の樹々の見事な枝ふりに感嘆し、この道に
町田＝八王子＝上野原発＝（バス）＝松姫峠10:22
魅せられました。落ち葉を踏みしめての登山道は足に優
…鶴寝山11:00…大マテイ山…小菅の湯15:40＝（バ
しいコースで、道標はどこも整備されていて安全なコー
ス）＝上野原＝八王子＝町田
スでした。・トチの巨樹の周りを囲んで全員集合、根本
から見るとその樹齢と巨大さに驚きました。根本周囲は
何と丁度９。０ｍでした･･･実測しました（今回の目
玉？）・山頂辺りは紅葉の見頃を少し過ぎていました
が、充分に五感で秋を感じる事が出来ました。

682

個人山行 ハイキング

大菩薩

大菩薩嶺

11/13

11/13

町田=八王子=甲斐大和=上日川峠8:50…9:50大菩薩 甲斐大和駅ではバス3台の臨時便が出るほどの混みようで
峠…雷岩…大菩薩嶺11：10…丸川峠12:50…14：40 した。ふもとの山は紅葉の真っ盛りでしが1500M以上では
大菩薩登山口BS=塩山=高尾=八王子=町田
終わっていました。

683

ハイキン
⑤東京近
グ企画部 ハイキング
郊の山
山行

11/13

終日晴れて、気持ちの良い山行となった。紅葉し始め
で、一本の木の中で緑から赤の色の変化が楽しめた。陣
町田＝八王子＝高尾＝陣馬高原下8:38… 陣馬山
馬山では、午前中の富士山が青空の中に見られ、高尾山
10:43…明王峠 …13:08景信山13:45…城山…高尾山 では夕暮れの中の富士山を見ることができた。高尾山頂
16:05…17:15京王高尾山口駅＝高尾＝八王子＝町田 で解散とし、ケーブルカー下山組と徒歩下山組（稲荷山
コース）とに分かれた。稲荷山コースでは安全のために
途中からヘッデンを点灯させて下山した。

11/14

内山峠の駐車場は満杯で路駐が出ていた。駐車場に止め
るため、道の駅での前泊(車中泊30台位と大盛況)は正解
11/13自宅＝道の駅下仁田P(仮眠) 11/14道の駅下
だった。登山道は良く整備されており、切れているとこ
仁田P＝内山峠登山口P6:20…艫岩8:10…経塚山(荒
ろも安全に歩くことが出来るようになっている。艫岩か
船山)9:10…艫岩9:55…11:20 …内山峠登山口P＝自
らは浅間山、北アルプスが、経塚山からは八ヶ岳が良く
宅
見えた。道の駅下仁田では下仁田ネギが11/1～地元なら
ではの値段で販売中。

684

個人山行 ハイキング

陣馬・高尾

上州

陣馬山・高尾山

荒船山

11/13

11/13

685

個人山行 ハイキング

奥秩父

白泰山

11/13

11/14

11/13八王子＝小淵沢＝信濃川上＝毛木平11:35…十
文字峠13:30…四里観音避難小屋14:30（泊）
11/14避難小屋6:20…三里観音…白泰山避難小屋…
白泰山10：55…白泰山登山口…栃本広場…13:40栃
本関所跡BS＝大滝温泉遊湯館＝西武秩父＝東飯能＝
八王子

686

個人山行 ハイキング

奥武蔵

飯能アルプス

11/13

11/13

飯能アルプス 低山ピークの アップダウン連続登山
吾野8:00…前坂…9:20大高山…10:50天覚山…久須
道。18㌔ 累計標高差1300mあまり。殆ど針葉樹林の登山
美坂…14:50多峯主山…15:40天覧山…16;30東飯能
道ではあるが スカイツリーも望める展望地も3ヶ所ほど
＝八王子＝町田
有り。

687

個人山行

丹沢

広沢寺弁天岩

11/13

11/13

11/13 本厚木駅東口改札前7:45…8:00本厚木バス
センター＝(バス)＝広沢寺温泉バス停･･･09:30～ 当日の弁天岩大変な混み様。元グラウス会員にも数名お
14:30弁天岩にて岩トレ･･･往路を戻る＝本厚木駅解 会いした。
散

岩登り

四里避難小屋に常設されている薪ストーブは煙突の調子
が悪いのか室内に煙がもれる状態で残念だった。縦走路
のトラバース道は急斜面で道幅が狭く崩れやすい箇所が
あり、慎重に通過する必要がある。

No

山行区分

山行形態

タイトル

山 域

688

個人山行 ハイキング

奥武蔵

689

都連山行 ハイキング

690

個人山行 ハイキング

山

名

出発

帰着

コースタイム

天竺山、金比羅山

11/14

11/14

八王子＝拝島＝7：34武蔵五日市駅…大悲願寺…横
電車内は、登山客の多さが目立ちましたが、山中では土
沢北尾根…9:40天竺山…あじさい山11:55……12:20
地の方以外には会わず、静かな山歩きを楽しめました。
金比羅山…13:25武蔵五日市駅＝町田

丹沢

弘法山

11/14

11/14

都連盟副理事長・ハイキングリーダー学校講師、陶山
鶴巻温泉9：30…吾妻山…12：00弘法山…13：30権 正氏をお迎えしての「実践編 安全登山」の講座。6山の
現山…14：45秦野駅
会から21名が参加した。山行中 各所でワンポイント講
座を開き“、事故を未然に防ぐために”を学び合った。

丹沢

大山三峰山

11/14

11/14

天候に恵まれ副都心や房総半島まで見渡せ、丹沢山塊が
美しく山座同定を楽しみながらのんびり歩いた。日差し
本厚木＝煤ケ谷BS9:00･･･12:00大山三峰山13:00…
があると温かいが風が冷たく、服装調整が忙しい。三峰
不動尻…広沢寺温泉…16:00広沢寺温泉入口BS＝本
山からのナイフリッジや崩壊地・鎖場などあり楽しめ
厚木
た。途中分岐点を見落とし破線ルートへ、なぜかいつも
地図読みすることになる。

古淵＝神の川立石建設砂利採石場入口5：50…神の
川ヒュッテ…ヤタ尾根…檜洞丸10:05…10：10青ヶ
岳山荘12：15…源蔵尾根分岐…14:50広河原…神ノ
川ヒュッテ…立石建設砂利採石場16：15＝橋本＝古
淵

感

想

神ノ川林道からの紅葉は見頃、ヤタ尾根1200m以上では、
ほとんど落葉しており、右に大室山、左に蛭ヶ
岳と北尾根を見ながら登り、熊笹の峰から箱根から富
士、南アルプスまで一望できた。青ヶ岳山荘小屋の方の
話では用木沢の橋の工事がようやく始まって仮設の歩行
者用橋も撤去され改めて通行止めになった。帰路、檜洞
丸東縦走路の陥没カ所は登山道が付け替えられていた。
源蔵尾根から広河原までは特に問題なく通行。神ノ川林
道は台風19号後の復旧工事が改めて行われるとの表示で
あったが、今年8月の豪雨で山の神大社付近で大きな陥没
が生じており、本格復旧にはかなりの期間を要すものと
思われます。

691

個人山行 ハイキング

丹沢

檜洞丸

11/14

11/14

692

個人山行 ハイキング

丹沢

日向山

11/15

11/15

浄発願寺奥の院から梅ノ木尾根は、会う人も無く、紅葉
中央林間＝日向薬師7:30…浄発願寺奥の院…梅ノ木
を味わい、静かな山行ができました。梅ノ木尾根では、
尾根9:45～10:30…日向山11:20～11:35…見城…日
何回か地図、スマホで現在地、進む方向の確認をしまし
向薬師13:30＝中央林間
た。

693

個人山行 ハイキング

北海道

恵山

11/15

11/15

恵山登山道をバス停に向かう途中で車が止まり、登山口
恵風登山口10：00…十三曲がりコース…10：00恵山 バス停までが自宅まで送ってくださいました。地元の女
…12：45火口原駐車場…（恵山登山道）…車＝14： 性二人連れで雪が降る前にと来たそうです。函館はずっ
20帰宅
とコロナ感染者0が続いていますがそれにしてもよく乗せ
て下さったと思います。

694

個人山行 ハイキング

丹沢

袖平山

11/17

11/17

相模大野＝青根黍殻山登山口P7：00…北尾根
（P944）…袖平山11：30…姫次…黍殻山避難小屋
14：40…青根黍殻山登山口P16：10＝相模大野

北尾根は車両が通行できる幅の作業道がかなり上部まで
延び、所々活用しながら尾根を目指した。やや険しい箇
所もあったが、P944からは歩きやすい道が山頂まで続い
た。山頂からは冬枯れの樹林の間から大室山から蛭が岳
まで北丹沢が一望できた。黍殻避難小屋ではトイレ、居
室、小屋周辺の清掃作業を行ってきた。

695

ハイキン
②スケッ
グ企画部 ハイキング
チハイク
山行

陣馬・高尾

草戸山～評議原

11/17

11/17

橋本＝草戸山登山口8:20…9:00草戸峠9:40…10:00
草戸山…はなさき休憩所…龍籠山12:10…評議原
12:30…小松ハイキングコース…川尻天満宮…14:00
城山支所前BS=橋本

平日の山行で、小春日和に恵まれ静かな草戸峠、龍籠山
でスケッチを楽しみ、紅葉の綺麗な評議原、小松ハイキ
ングコースは歩きやすく、ゆったりと山歩きを楽しみま
した。

696

ハイキン
①新入会
グ企画部 ハイキング 員歓迎山
山行
行

陣馬・高尾

陣馬山

11/18

11/18

町田＝相模湖駅8：00…与瀬神社…子孫山ノ頭…孫
山…矢ノ音…10：55明王峠…11：45陣馬山12：25… 与瀬神社の境内でロープワークの復習（簡易ハーネス、
一ノ尾尾根コース…13：55陣馬登山口…14：30藤野 半マスト）をする。ハイカーは少なく快適な山行。
駅

697

個人山行 ハイキング

陣馬・高尾

小仏城山

11/18

11/18

八王子＝高尾山口7：05…高尾病院…（2号路）… 紅葉は終わっているもの、真っ盛りのもの、これからの
（3号路）…8：50高尾山…一丁平…10：05小仏城山 ものと様々。一丁平や小仏城山のイロハモミジがきれい
…（東尾根）…11：40日影BS＝高尾
だった。

698

個人山行 ハイキング

奥多摩

浅間尾根

11/18

11/18

武蔵五日市＝人里8:06･･･人里峠･･･一本松･･･数馬
紅葉も終わりかけていたがまずまず、大丈夫。周遊道路
峠10:30･･･周遊道路･･･風張峠12:35･13:00･･･ビジ
から風張峠への山越えコースが、思ったより長く感じ
ターセンター･･･浮き橋15:00･･･小河内神社＝奥多
た。参加者一人交通トラブルで参加できず。
摩

699

個人山行 ハイキング

富士・御坂

石割山

11/19

11/19

町田0＝平野＝石割神社登山口Ｐ9:00…富士見平…
山頂より平尾山方面の下りは降雨後は滑りやすいので注
石割神社…石割山11:00…平尾山手前分岐…登山口
意。
P13:20＝町田

700

個人山行 ハイキング

南アルプス

高谷山

11/20

11/20

夜叉神峠では南アルプスの大展望を堪能。高谷山からの
町田＝夜叉神登山口10：00…夜叉神峠…13:20高谷 下りは急下降の連続で岩交じりの痩せ尾根や落ち葉が足
山…桧尾峠…14:50夜叉神登山口＝町田
元を隠し、一部崩壊箇所は登りかえすなどアスファルト
道に降り立つまで緊張の連続だった。

701

個人山行 ハイキング

富士・御坂

黒岳

11/20

11/20

橋本＝（バス）＝河口湖駅＝（バス）＝天下茶屋
10：30…御坂山…13：20黒岳…13：56破風山…14：
10新道峠＝（バス）＝芦川農産物直売所・上芦川BS
＝石和温泉

702

ハイキン
⑤東京近
グ企画部 ハイキング
郊の山
山行

大菩薩

牛奥ノ雁ヶ腹摺山

11/20

11/20

八王子＝甲斐大和＝小屋平9：10…石丸峠…天狗棚 風も無く穏やかな天気の中、ゆっくりと歩き、富士山・
11：15…小金沢山…牛奥ノ雁ヶ腹摺山13：30…15： 南アルプスの景観を楽しみました。低山の紅葉も西日に
05すずらん昆虫館前＝甲斐大和駅＝八王子
輝き美しかった。

703

個人山行 ハイキング

丹沢

鳶尾山

11/20

11/20

本厚木＝鳶尾団地下車9：20…天覧公園…展望台…
お鍋山行にぴったりの行程で、楽しい山行でした。静か
10：15鳶尾山…11：15八菅山13：00…八菅橋…13：
な里山を堪能できました。
50一1本松バス停＝本厚木

FUJIYAMAツインテラスへの登山道は、笛吹市(芦川地区)
からきれいに舗装され、一般観光客が麓の駐車場からア
クセスできるよう無料送迎バスでピストン輸送している
ことを確認できた。

No

山行区分

出発

帰着

704

個人山行 ハイキング

上州

荒船山

11/20

11/20

長津田＝関越道＝下仁田IC・R254＝荒船山登山口
10:10…12:00艫岩12:45…経塚山（荒船山山頂）
距離は短いですが、なかなか特徴のある山でした。
13:30…相沢分岐…15:25荒船山登山口＝（往路を帰
る）＝長津田

705

個人山行 ハイキング

上信越

四阿山

11/20

11/21

根子岳までは天候も良かったが、四阿山まではガスがで
11/20町田＝新宿＝大宮＝上田（バス）＝菅平ダボ
て眺望は無く、風が強かったので山頂では写真を撮って
ス…宿泊地 11/21宿泊地=菅平牧場登山口7:15…根
直ぐに下山。登山道は朝の霜が溶けて泥んこで大変歩き
子岳9:10…四阿山11:05…中四阿…13:50菅平牧場登
づらい。登山客は11月後半でも多かった。宿泊治ヴィ
山口＝上田＝大宮＝町田
ラ・十の原は登山口まで送迎してくれる。

706

個人山行 ハイキング

身延

篠井山

11/20

11/21

11/20相原＝高尾山IC＝双葉JCT＝富沢IC＝篠井山登
山口P9:30…渡り場の頭…11：15篠井山11:45…（南
西尾根）…篠井山登山口P14:10＝奥山温泉（泊）
11/21奥山温泉＝白鳥森林公園P…白鳥山9:15…白鳥
森林公園P9:30＝町田

707

個人山行 ハイキング

陣馬・高尾

九鬼山

11/20

11/20

町田＝八王子＝大月＝禾生禾生8:45…落合橋…愛宕
落ち葉を踏みしめきもちよいハキングが楽しめました。
神社…見晴台…11;30九鬼山…杉山林道…登山口…
杉山林道は膝に優しく紅葉もとてもきれいでした。
禾生駅16:10＝大月＝高尾＝八王子

708

個人山行 ハイキング

関西

伊吹山

11/20

11/21

10/20自宅＝養老乃瀧＝岐阜関ヶ原古戦場記念館…
古戦場散策＝17：00道の駅伊吹の里（車中泊）
10/21道の駅伊吹の里＝伊吹山登山口7：15…三合目
…五合目…10：25伊吹山10：50…五合目…三合目…
13：45伊吹山登山口＝11/22自宅

上野登山口から入山料￥300。登山道は良く整備されてい
るが、途中より岩稜歩行が続く。山頂は広く展望に優れ
ている。琵琶湖がまるで海のように見えた。伊吹山を外
から見ると、岩肌が雪と見間違えそうな白さです。

709

個人山行 ハイキング

身延

七面山、身延山

11/20

11/21

11/20自宅=高尾駅=甲府=下部温泉=七面山登山口
8:15…(北参道)…11:25身延山12:00…14:10宿
（泊） 11/21宿6:00…（表登山道）…9:20七面山
…9:45希望峰…七面山…(北参道)…13:40七面山登
山口=下部温泉=高尾=自宅

身延山北参道は林道歩き3時間!!身延山頂からの眺めは最
高、笊が岳のすくっとした姿が目に残った。敬慎院～七
面山～希望峰の山道はとても歩きやすく希望峰手前のコ
ルからの眺めが素晴らしい。北参道の下りはごろごろ石
と落ち葉で足をとられやすく気を使った。

11/20

11/20 タイムズ坂戸第11駐車場集合5:15＝ 三段の
滝・碧岩駐車場6:55 … 三段の滝 …碧岩西稜取付
8:10 … 碧岩(1120M)11：05（クライミング）…大
岩12:00(1133M) … 三段の滝… 三段の滝・碧岩駐
車場13:40 ＝ タイムズ坂戸第11駐車場16:00 解散
散

秋晴れで紅葉／好天の中、西上州のマッターホルンと呼
ばれている碧岩1120Mを西稜からアタックしました。取付
きからの標高差 約３２０Ｍ、Ⅲ～Ⅱを８Ｐツルベ、途中
の長い藪岩稜Ⅱはコンテ。 頂上下部のカンテⅢ ２０～
３０Ｍは高度感もあり岩も固く最高でした（＾＾）。
碧岩頂上で西上州の景色を堪能した後、破線一般ルート
で下山開始、頂上を少し下ったところから通常なら懸垂
下降ですがロープがぶら下がっておりロープを握りしめ
てクライムダウン(約６０Ｍ）、その後、大岩まで縦走し
ましたが大岩直下は岩稜帯で下りは慎重に行動しまし
た。（ご参考）碧岩の取付きは登山道からルンゼを詰め
ますが、たくさんの落ち葉が濡れたガレ場に積もってお
り、とても滑りやすいです。なお、駐車場から３０分く
らいの所にある三段の滝は落差約５０Ｍでとても見ごた
えのある綺麗な滝でした。碧岩（西上州のマッターホル
ン）は、三段の滝にいたハイカーにＮＨＫで紹介された
とのお話を伺いました（見たかった）。

710

個人山行

山行形態

岩登り

タイトル

西上州の
針峰クラ
イミング
山行

山 域

上州

山

名

碧岩西稜・大岩

11/20

コースタイム

感

想

昨年登った篠井山の南西尾根を今回は気持ちよく下ろう
と計画したが、尾根下部には昨年はなかった伐採用の林
道が作られていて、切り倒された樹木を超えた後は林道
を歩かねばならず、ちょっと残念！奥山温泉は紅葉の盛
り、館内は清潔で温泉もとても気持ちが良かった。

711

個人山行

岩登り

長野

鳶岩、尼巌山、坊抱
岩、物見の岩

11/20

11/21

晩秋とは思えない岩場の温かさと紅葉に感激しました。
初日、尼厳山のアプローチはほぼ山頂直下で50分、岩ト
レ装備担いでの歩荷トレとなりました。我々の他1パー
11/20 9:00長野インター出口集合＝松代町＝登山
ティのみ、ロケーションが最高でゆっくり初見の岩場を
口…10:00尼巌山（岩トレ）15:00＝大町 11/21
楽しむことができました。鳶岩は、ROCK&SNOW086号に掲
大町＝松代町＝8:30鳶岩（岩トレ）15:00＝現地解
載されたこともあり人気の岩場、講習会など他パーティ
散 （長野他会の岩仲間と合流）
多数で大賑わい。アプローチも短く練習に程よいグレー
ドのクラックやフェースが楽しめ、長野の他会岩仲間の
方々との合同練習が刺激になりました。

712

個人山行

岩登り

長野

鳶岩、尼巌山、坊抱
岩、物見の岩

11/20

11/21

11/20 大町＝松代町＝尼巌山 終日クライミング
11/21 大町＝千曲市＝鳶岩 終日クライミング
11/22 大町＝帰宅

713

個人山行

山スキー

714

個人山行 ハイキング

立山初滑
り

11/19 自宅18:00＝友人ピックアップ=相模原相川
IC=安曇野IC=大町仮眠
11/20 大町=扇沢8:30発=室堂10:50着→12:00雷鳥
荘13:00→14:30大汝2550m滑走 15:00→雷鳥荘16:00
着11/21 雷鳥荘8:00→11:00山崎カール2700m滑走
11:30→12:00＊2330m登り返し→2358m滑走→雷鳥荘
13:00着
11/22 雷鳥荘8:30→9:00室堂発9:30→扇沢11:30着
＝帰宅

快晴無風。尼巌山,鳶岩,両岩場ともにロケーション、ス
ケール、そしてルートの質が素晴らしい。後者は
「ROCK&SNOW」No.86詳細トポあり。

天気は良かったが、昨年に続き今年も雪が少なく、滑る
場所を探すのに苦労した。雷鳥沢は、ゴマをまいたよう
な感じで、石が出ていて滑る気にはなれなかった。来年
は、どのくらい雪が降るのだろうか？

劔、立山

劔、立山周辺

11/20

11/22

中央沿線

羅漢寺山

11/23

11/23

暖かく晴天に恵まれ、紅葉と富士山・南アルプス・奧秩
橋本5＝(中央高速等)＝夫婦木神社付近P8:44…パノ
父の山々の眺望を楽しむことができた。・ロープウエー
ラマ台…10:48弥三郎岳…12:34白砂山…白山展望台
の頂上であるパノラマ台周辺は、多くの観光客で賑わっ
…15:10夫婦木神社付近P＝橋本駅
ていた。

登リ尾の山頂に向かう稜線からは、雪を被った富士山と
南アルプスの間ノ岳が見えた。広い登リ尾の山頂で、先
週還暦を迎えた山本さんのお祝いをして、お昼は伊豆の
知人の美味しいお鍋をご馳走になった。紅葉は終盤だっ
た。

荒涼とした裏砂漠・・・風との闘いでした。翌日は三原
山頂を目指しましたが強風のため撤退！！！予定してい
た船便が欠航となり1時間早い客船のみの運行となりまし
た。全便欠航にならず無事に日程通りに戻ることができ
ましたが、離島を計画する際は予定通り帰ってこられな
いことを想定する必要がありました。反省！

715

個人山行 ハイキング

伊豆・箱根

登リ尾・観音山

11/23

11/23

相模大野＝（東名～新東名高速）＝沼津長泉IC＝
（伊豆縦貫自動車道・下田街道）＝寒天橋Ｐ9：30
…新山峠…11：30登リ尾12：30…P721…観音山登山
口Ｐ14:20…観音山石仏群15：10…15：45観音山登
山口Ｐ＝寒天橋Ｐ＝沼津長泉IC＝（新東名高速等）
＝相模大野

716

個人山行 ハイキング

伊豆・箱根

三原山（周回コー
ス）

11/23

11/24

11/23熱海港＝岡田港＝裏砂漠入口11：10…12：00
櫛形山…13：20裏砂漠入口＝宿 11/24宿＝大島温
泉ホテル9：55…三原山周回コース…12：00大島温
泉ホテル30＝岡田港＝芝浦港

No

山行区分

山行形態

タイトル

山 域

717

個人山行 ハイキング

伊豆・箱根

718

個人山行 ハイキング

719

個人山行 ハイキング

山

名

出発

帰着

コースタイム

感

想

湯坂山

11/23

11/23

昨夜の雨で紅葉が地面に落ちたようで、紅葉のじゅうた
海老名＝小田原＝湯坂路入り口8：14…飛龍ノ滝…
んの上を歩いてきました。箱根外輪山６回での踏破とな
9：14鷹ﾉ巣山…10：00浅間山…湯坂山…11：55箱根
りました。また歩いてみたいと思わせるようなコースで
湯本
した。

陣馬・高尾

高尾山

11/23

11/23

9:30高尾山口駅前･･･(6号路)･･･11:20高尾山山
高尾山は登山客と観光客でごった返していたが、紅葉は
頂･･･11:40～13:20もみじ台周辺･･･薬王院･･･15:00
見事で混むのも納得。
高尾山口駅

丹沢

聖峰

11/24

11/24

成瀬＝伊勢原＝聖峰登山口8：00…8：55聖峰…高取
聖山のふもとではミカンが最盛期。ミカン農家の方に出
山…念仏山…善波峠…12：00弘法山…12：20めんよ
会えるとうまくいけばミカンを分けてもらえるかも
うの里…富士見の湯＝秦野＝成瀬

上野原駅から近く、里山を上ると600ｍの山が4つ並びミ
ニ縦走気分。適度なアップダウンと痩せ尾根もあり、少
しの緊張感から解放されると、どこの山からも富士山に
出会える眺望抜群の山でした。春の桜の時期もいいです
が、11月末の紅葉も多いに楽しめる山。しかも2時には上
野原駅に戻れました。

720

個人山行 ハイキング

中央沿線

要害山

11/25

11/25

成瀬＝八王子＝高尾＝上野原＝（バス）＝鏡渡橋
BS9：15…要害山10:15…風の神様…コヤシロ山
11:40…実成山…尾続山12:50…尾続BS＝（タク
シー）＝上野原＝八王子＝町田

721

個人山行 ハイキング

中央沿線

笹尾根（丸山～槙寄
山）

11/25

11/25

成瀬＝上野原＝日寄橋BS9：30…11：35丸山…笛吹 笹尾根の山行も後半戦に入る。今回眼前に三頭山を眺め
峠…数馬峠…田和峠…13：35槙寄山…14：50郷原郷 ることが出来た。陣馬から三頭山までの笹尾根23キロも
原BS＝上野原
後一回で終わる。数馬峠からの富士山も最高の眺め。

722

個人山行 ハイキング

丹沢

大山

11/25

11/25

秦野＝ヤビツ峠9:20…青山荘…地獄沢橋…境沢ノ頭 ヤビツ峠行きのバスは2台の増発便。下社や大山寺も紅葉
…大山山頂13:45…下社…大山寺…女坂…15:50大山 見物のハイカーなどで混雑。大山北尾根は展望も良く静
ケーブル駅BS＝伊勢原
か。山頂直下は梯子で通過。

この16日に平須コースで落ち葉により足元不明瞭の為か
滑落死亡事故があったので 堂平コースのピストンとし
た。しかし 此方のコースも深い落ち葉のトラバースが
有り 落ち葉を落としながら歩く。緊張を要した。展望
台と山頂からは富士山の眺めは良好でした。展望台に山
梨百名山のダンゴ型標柱が設置。

723

個人山行 ハイキング

身延

富士見山

11/25

11/25

中央林間＝相模原愛川ＩＣ＝六郷IC＝平須登山口
8:15…堂平登山口…小屋…御殿山分岐…11:50富士
見山12:20…御殿山分岐…堂平登山口…平須登山口
15:00＝中央林間

724

個人山行 ハイキング

陣馬・高尾

陣馬山

11/26

11/26

晴天に恵まれ、陣馬山の山頂からの眺望にも恵まれて大
南多摩＝藤野駅＝陣馬登山口BS8:45…10:50陣馬山
変良い山行でした。紅葉は終わり落葉はこれから、の感
11:40…12:45陣馬高原下BS＝高尾＝南多摩
じでした。

725

個人山行 ハイキング

丹沢

塔ノ岳

11/26

11/26

秦野＝ヤビツ峠9:10…二ノ塔…三ノ塔10:30…塔ノ ヤビツ峠に６基の仮設トイレが設置されていた。紅葉の
岳12:30…14:10大倉＝渋沢=相模大野
坂（？）の紅葉は少し早い。

726

個人山行 ハイキング

丹沢

三ノ塔

11/26

11/26

久しぶりに三ノ塔まで。二ノ塔手前から三ノ塔迄、見事
町田＝秦野＝蓑毛8:30…9:30ヤビツ峠…二ノ塔…三
なまでに木の階段ができていた。ここまでしないと登山
ノ塔12:00…14:20大倉＝渋沢
道の痛みを防ぐことはできないのか？

727

個人山行 ハイキング

丹沢

三ノ塔

11/27

11/27

秦野＝ヤビツ峠8:30…二ノ塔…10:20三ノ塔10:40… ヤビツ行きの臨時バスが3台も出るほど大勢の人が並んで
二ノ塔…二ノ塔尾根…菩提峠…岳ノ台…13:30ヤビ いてびっくりでした。二ノ塔からの下山ルートは初めて
ツ峠＝秦野
で、人も少なく歩きやすいのでよっかたです。

本厚木発のバスは増便が出た。大山三峰までは紅葉と青
空を楽しみながら登る。三峰の稜線は崩壊している箇所
が多く、慎重に歩いた。大山への登りは長かったが、振
り返ると関東平野の向こうに筑波山を望むことができ
た。大山山頂は密！暗くなり始めた表参道を下山した
が、懐中電灯すら持っていないハイカーが殆どだった。
下社はとにかく観光客が多く、ケーブルカー待ちの行列
が下社の境内まで続いていた。下社から眺めた町の明か
りやライトアップされた大山寺の紅葉が美しかった。

丹沢

大山三峯

11/27

11/27

本厚木＝煤ケ谷BS9:25…12:35大山三峰13:00…不動
尻分岐…唐沢峠…大山16:00…17:00下社17:40…
18:25大山ケーブル駅BS＝伊勢原
※堤：不動尻分岐13:30…不動尻…広沢寺…15:50広
沢寺温泉入口BS＝自宅

個人山行 ハイキング

その他

多摩丘陵・小野路

11/27

11/27

朝は冷え込んだが、その後陽が出て風もなく小春日和の
鶴川駅＝鶴川団地＝(鶴川(引返所)9:40…東光寺
中、昔の古道と谷戸の静かな景色に癒されました。総距
10:50…別所…関屋の切り通し…小野路宿里山交流
離９Ｋ程の歩きは、運動不足の解消にもなり素敵なコー
館12:00…六地蔵、牛舎…見晴らし広場･･･奈良ばい
スでした。・又、春の新緑と桜の頃にでも再訪したい気
谷戸14:00…小野路BS14:50＝鶴川
分です。

730

個人山行 ハイキング

関西

京都トレイル

11/27

11/29

11/27京都＝近鉄桃山御陵9：45…大岩山展望所…稲
荷山四つ辻…剣神社…智積院宿坊15：30 11/28宿
9：30…剣神社…清水山…11：30東山山頂公園…大
文字山四つ辻…銀閣寺…知恩院宿坊15：55 11/29
宿8：15…銀閣寺…白鳥山…ケーブル比叡駅13：30
＝出町柳＝京都＝小田原

731

ハイキン
④地図読
グ企画部 ハイキング
み山行
山行

奥多摩

惣岳山

11/28

11/28

本日は絶好の登山日和で、軍畑駅前は登山者でごった返
軍畑駅9：30…沢井尾根…12：00惣岳山…十字路
していましたが、他は高水三山方面に向かい、沢井尾根
（御岳と沢井の分岐）…13：40御岳渓谷…14：30御
はグラウスグループだけで、尾根を独占して地図読み山
嶽駅
行ができました。

728

ハイキン
⑤東京近
グ企画部 ハイキング
郊の山
山行

729

京都トレイル、東山コースを歩いてきました。紅葉が真
只中。小さな葉っぱが赤や黄色に染まりとってもきれい
でした。特に市街地は、ナンバリングされた道標を確認
しながらの歩きでした。二日目の午後から、三日目は市
外の山歩きになり、京都市内を見わたした景色が見られ
ました。

No

山行区分

山行形態

タイトル

山 域

732

個人山行 ハイキング

丹沢

733

個人山行 ハイキング

734

735

山

名

出発

帰着

コースタイム

感

想

大山

11/28

11/28

快晴の下 流石に登山客は多かった。大山寺の紅葉も見
小田急相模原＝伊勢原＝大山ケーブル下8:00…阿夫
頃、雨降神社の参道の紅葉も映えていた。 山頂まで家
利神社…11:10大山12:00…見晴台…15:00日向薬師
族連れが多く渋滞してたが、日向薬師への登山客は大分
バス停15:05＝伊勢原
少ない。

丹沢

大山

11/28

11/28

前日の北風の影響か、雲一つなくどこまでも晴れ渡る空
町田＝鶴巻温泉7:00…高取山…浅間山…大山分岐
の元、相模湾の光る海や遠く伊豆七島までも見渡し、雪
11:38 …ヤビツ峠12:43…三ノ塔14:23…15:50大倉
を被った秀麗富士を眺めながら、つらくも楽しいロング
＝渋沢＝町田
コースを歩いた。ご褒美は大倉でのカキの天ぷら。

個人山行 ハイキング

伊豆・箱根

天城山

11/28

11/28

高座渋谷＝9:30天城高原P･･･天城縦走登山口･･･四
後の紅葉も期待したが、すっかり冬枯れの山になってい
辻･･･12:10万二郎岳･･･石楠立･･･13:45万三郎岳･･･
た。シャクナゲコースの木製階段の殆どが崩れてしま
分岐･･･(シャクナゲコース)･･･四辻･･･16:30天城縦
い、とても歩き難い。
走登山口･･･駐車場＝小田急線六会日大駅

個人山行 ハイキング

南アルプス

雨乞岳

11/28

11/28

富士山。鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳、転ずれば雪の八ヶ岳、
町田＝小淵沢IC＝ヴィッレッジ白州（平久保池）登 足元には甲府盆地の街並みと大展望の割には登山者は数
山口9：00…水場…12：00雨乞岳…（往路下山）… 組。登山道は登り始めは木の階段が続くが段差は小さく
15：00ヴィッレッジ白州（平久保池）登山口＝町田 登りやすい。日の当たらない道は雪残り。帰りは慎重に
下った。

736

個人山行 ハイキング

道志

朝日山（赤鞍ヶ岳）

11/28

11/28

快晴で富士山、南アルプスの雪を頂いた姿が遠望でき
た。紅葉はすでに終わっていた。急登、急降下でタフな
自宅＝道志村役場8:15…11:25朝日山(赤鞍ヶ岳)…
山、道志口峠からの下山道は枯葉で埋まっていて登山道
0:50本坂峠(道志口峠)0…林道終点…14:00道志村役
がかくれルートファインデングが難しい、さながら地図
場
読み山行でした。会った登山者は３人静かな山行でし
た。

737

個人山行 ハイキング

丹沢

塔ノ岳

11/28

11/28

長津田＝秦野＝ヤビツ峠8:10…三ノ塔…塔ノ岳
11:25…堀山の家…13:10大倉BS＝長津田

738

個人山行 ハイキング

丹沢

檜洞丸

11/29

11/29

林道沿いのモミジの紅葉が美しかった。尾根の上部では
相模大野＝神の川採石工場入口6：00…神の川
冬の木立の間から背中に袖平山、左手に蛭ヶ岳を見なが
ヒュッテ…北尾根…11:30檜洞丸13:00…ヤタ尾根…
ら登る。さらに上ると落ち葉の下は霜柱のきつい登りで
神ノ川ヒュッテ16：00…16：30砂利採石場＝相模大
予定より時間を要した。シロヤシオの新芽が出始めてい
野
た。

冬で木々が葉を落とし、遠くからでも尊仏山荘の姿が認
められ、塔ノ岳まであといくつピークがあるかも分か
り、心の準備をして歩くことができた。澄んだ青空を
バックに富士山頂部の白がひときわ引き立っていた。

