No

山行区分

出発

帰着

719

個人山行 ハイキング

富士・御
坂

富士山

9/1

9/2

9/1小田急本厚木駅6:30=東名高速厚木IC＝御殿場IC=須
走口新五合目P須走口登山道8:45…6合目…7合目…15:30 時折雨に降られることもありましたが、静かな富士
7合目小屋泊 9/2 7合目小屋5:30…頂上10:00…下山
登山を楽しむことが出来ました。
14:15＝帰京

720

個人山行 ハイキング

奥秩父

金峰山

9/2

9/2

橋本5：30＝8：20大弛峠8：35…10：00朝日岳10：20…
11：25大弛峠＝橋本

・大弛峠で曇り。15：00から雨の予報で歩き出した
が、朝日岳で休憩中に雨が当たってきたので下山す
ることにした。途中で本降りになった。

721

個人山行 ハイキング

丹沢

塔ノ岳

9/3

9/3

鶴川6:44＝7:33渋沢7:36＝大倉8:00…大倉尾根…12:00
塔ヶ岳12:30…大倉尾根…15:10大倉＝渋沢＝鶴川

不安定なお天気が予想されたためか、人は少なめ
だった。久しぶりの大倉尾根、お手洗いが増えてい
た。植樹帯の樹は繁茂していて、グラウスの分がど
れだかわからなかった。

722

自然保護
ハイキング
部山行

その他

野津田公園・小野田緑
地

9/3

9/3

鶴川駅北口 バス乗り場 8:06＝袋橋下車…上野原ススキ
天気に恵まれて ナンバンギセルを見ることができ何
草地…野津田公ばバラ園9:30…小野路…ならばい谷戸
よりでした。またタコの足という絶滅に危機にある
11:15…小山田緑地・・・展望台12:30。。扇橋バス
草花を教えていただきました
13:30解散

723

個人山行 ハイキング

丹沢

大山

9/3

9/3

伊勢原駅北口（ﾊﾞｽ）7：05＝7：30大山ｹｰﾌﾞﾙBS7:35…男
蒸し暑い山行でした。前日が雨の為、会いたくない
坂…8:45阿夫利神社…11:20大山12:00…13:00見晴台…
ヤマビルに出会う事が出来ました。
14:45日向薬師BS＝伊勢原駅 解散

724

個人山行 ハイキング

日光・那
須

日光白根山

9/3

9/3

相原駅西口5:00集合出発=（県央道＝関越道）=沼田
IC=8:25菅沼登山口…弥陀ヶ池分岐…11:15白根山11:35
……弥陀池分岐…五色沼…弥陀池分岐…14:20菅沼山口=
相原

予報が悪いほうにはずれ、降ったりやんだりの空模
様だったので一部コースを変更してのんびりと歩い
た、このところの不安定な天候で雨の中を歩く事に
も慣れてしまった。菅沼登山口からのコースはとこ
ろどころお花畑があり、花の時期にもう一度歩いて
みたい。

9/3

9/2自宅22:00＝24:00道の駅花かげの郷まきおかP（車中
泊） 9/3道の駅花かげの郷まきおかP6:15＝徳和P
6:39･･･登山口（動満尾根ﾙｰﾄ）6:49･･･（動満尾根）･･･
7:42道満山7:52･･･9:31月見岩9:38･･･10:48乾徳山
11:26･･･役小角像12:49･･･12:54高原ヒュッテ13:20･･･
14:44乾徳山登山口（ｵｿﾊﾞ沢ﾙｰﾄ）14:56･･･15:27徳和P＝
自宅

天気予報に反し朝から雨が止まなかったが、行ける
所までと思い、小雨のﾀｲﾐﾝｸﾞを見計らって慎重に行
動した。山頂からの展望は望めなかったが、天候の
悪さと早朝からの登頂のおかげで梯子や鎖場で混雑
することなく、落ち着いて登る事が出来た。予定よ
りも時間がかかり、下山後のお楽しみの滝巡りは出
来なかったが、次回改めて渓谷の滝巡りを計画する
楽しみが出来た。

山行に慣れていないメンバーとの一緒だったので心
配していたが、順応時間をしっかり取りゆっくり歩
いたので高山病を発症することなく、お鉢巡りもで
き富士山という最高峰を登頂できて大変嬉しい。登
り始めと下山時に雲の中で真っ白だったが晴れて地
上の景色が見えるたり雲海の様子も楽しめた。夜は
星空も楽しめた。御来光は雲のためややはっきりし
なかったが、朝焼けの素晴らしい景色を楽しめた。

立山黒部アルペンルートで室堂に入ったが、乗り換
えの時間は沢山あったが、雨模様で景色を楽しむこ
とができず残念だった。二日目テント装備を背負っ
て立山一人旅で素晴らしい景色に感動したが、分か
ちあい励ましあえる仲間の大切さを実感。雄山の祈
祷700円でした。

725

山行形態

個人山行 ハイキング

タイトル

山

域

奥秩父

山

名

乾徳山

9/3

コースタイム

感

想

726

個人山行 ハイキング

富士・御
坂

富士山

9/3

9/4

9/3 8:33小田急町田= 9:16小田急新松田 JR松田9:27 =
9:59JR御殿場 10:35 =(富士急行バス)= 11:35 須走口五
合目 （山小屋で昼食・荷物預け）12:40 … 14:05長田
山荘14:30 … 15:00 瀬戸館（宿泊地） 9/4 5:50瀬戸
館 …7:40見晴館7:55 … 9:05 御来光館 9:15 … 10:20
富士山（須走口・吉田口）10:55 … 11:45 剣ケ峰12:25
… 13:10富士山（須走口・吉田口）13:35… 14:00八合
目トモエ館(昼食）14:25 … 16:45 砂払五合目吉野家
17:00 …17:35 須走口五合目17:55 =(タクシー) 18:30
JR御殿場

727

個人山行 ハイキング

北アルプ
ス

立山

9/3

9/4

9/3相模大野7：47＝町田＝8：25八王子（あずさ5号）
8：33＝11：15信濃大町11：40＝14：25室堂バスターミ
ナル14：50…15:45一の越山荘（泊） 9/4山荘6:45…
7:45雄山8:30…9:15富士ノ折立9:40…12:30キャンプ場
近藤さんグループと合流 9/5からH計画書220904剱岳、
Kさん山行に参加

728

個人山行

丹沢

葛葉川本谷

9/4

9/4

JR町田駅デニーズ前集合7:00＝8:00葛葉の泉8:30～(入
山頂は霧に覆われていたので富士形ノ滝までで下
渓)～板立ノ滝上～10:35林道～10:45富士形ノ滝11:30～
降、懸垂やクライムダウンなど実践できた。林道や
（ｸﾗｲﾑﾀﾞｳﾝ:沢中にて懸垂下降など実践）～12:00林道～
駐車場でヒルが吸着しているか確認、対処した。
12:10二ノ塔尾根～12:50葛葉の泉13:40 解散

沢登り

出発時は晴れて、午前中のうちに両天狗岳を回るこ
とができ、下山まで降られなかったというラッキー
な一日だった。黒百合ヒュッテからの下山は、濡れ
た大岩を越えていくのに神経をつかい、思った以上
に時間がかかった。唐沢鉱泉はコロナのため、外来
入浴は休業中。

729

個人山行 ハイキング

八ヶ岳

天狗岳

9/4

9/4

自宅（車）== 7：00唐沢鉱泉P 7:05 … 西尾根 … 第1
展望台 … 第2 展望台 …9:35西天狗岳（2646ｍ）9:45
… 10:05東天狗岳（2640m）10:15 … 11：00中山峠
11：05… 11:10黒百合ヒュッテ11:30 … 13:40唐沢鉱泉
P == 自宅

730

個人山行 ハイキング

丹沢

大山

9/4

9/4

海老名駅7：41＝8：05 秦野8：24…9；12ヤビツ峠9：20 頂上の休憩所は、砂利を入れて足元の整備がされて
…10：50大山11：00…12：00ヤビツ峠…12：55蓑毛バス いた。テーブル、ベンチも新しくものになってい
停
た。

731

個人山行 ハイキング

奥秩父

乾徳山

9/4

9/4

9:20徳和駐車場(車デポ)･･･9:40乾徳山登山口･･･11:20
～11:40高原ヒュッテ･･･12:30小屋沢ノ頭･･･(往路を戻
る)･･･15:00高原ヒュッテ･･･16:30乾徳山登山口･･･
16:50駐車場＝22:15センター南駅周辺解散

732

個人山行 ハイキング

奥武蔵

蕨山

9/4

9/4

JR町田6:05＝6:31八王子6:35＝7:21東飯能7:50＝（バ
最初の尾根に登るまでは多少の急登があるが、あと
ス）＝8：46名郷9:00…蕨山11:25…11:30展望台12:00…
は尾根を辿るルートで、のんびりと歩きながら下山
大ヨケノ頭13:25…15:20さわらびの湯BS（入浴）＝東飯
した。
能＝八王子解散

733

ハイキン
グ企画部 ハイキング ⑨その他 中央沿線
山行

梁川塩瀬川

9/4

9/4

成瀬7:37=町田7:41=8:06八王子8:11=8:45梁川9:00…瑞
淵寺9:30…10:00塩瀬川13:15…14:15寺下峠下14:45…
16:15梁川16:25=八王子=町田=17:41成瀬

天気が心配でしたが現地は晴れて暖かく水遊び楽し
めました。

9/5

9/4自宅8:00＝相模原愛川IC＝飯田山本IC＝15:00広河原
P(仮眠) 9/5広河原P 5:20…広河原登山口5:50…7:14
P1716m(4/10道標) 7:22…P2071m 8:50…9:25恵那山(三
角点)…避難小屋…恵那山P2191 9:46…10:06恵那山(三
角点)10:33…(往路を戻る)…登山口13:08…13:30広河原
P＝(入浴・昼神温泉)＝飯田山本IC＝相模原愛川IC＝自
宅

天候調査を念入りに行った結果、両日とも晴天で
あった。綺麗な水洗トイレの有る広河原登山口Pに車
中泊したが、夜は明かり無し、携帯通じないので、
安全上の不安はある。登山道はドロドロ(地元に方に
よればドロドロでは無い時は無いとの事)、朝露に濡
れた笹薮漕ぎだった。P入口に水が流れており、そこ
で登山靴を洗えた。

734

個人山行 ハイキング

中央アル
プス

恵那山

9/4

山は少しずつ秋色に変わりつつある。お天気は徐々
に微妙となり、途中から下山する。

No

735

山行区分

山行形態

タイトル

個人山行 ハイキング

山

域

北アルプ
ス

山

名

剱岳

出発

9/4

帰着

コースタイム

感

想

9/6

9/4富山駅8:40＝立山駅＝美女平＝室堂12:10…雷鳥沢…
別山乗越…16:00劔沢キャンプ場（幕営） キャンプ場
にて大久保文乃さんと合流 9/5劔沢キャンプ場5:30…
剱澤小屋…一服剱…前剱…10:15剱岳11:00…前剱…一服
剱…剱澤小屋…14:40劔沢キャンプ場（幕営） 9/6劔沢
キャンプ場5:00…別山乗越…雷鳥沢…9:00室堂＝美女平
＝立山駅＝(立山吉峰温泉)＝富山駅

初日のキャンプ場までの間に少し雨に降られただけ
で、あとは快晴のもと過ごしました。登山者も少な
く落ち着いて登頂でき、景色も堪能できました。夜
明け前に山頂を目指す人のヘッデンの灯りの列が見
えたのが幻想的でした。

登山口からしばらくは濡れた岩場で注意を要した。
好天で俎嵓、柴安嵓の山頂では展望を楽しむ。熊沢
田代や大江湿原では秋の花を愛でる。尾瀬御池ロッ
ジ→今年からB&Bになり4人以上は税込＠4,500円（温
泉）前日迄は取消料なし。自炊用の道具は完璧で持
参不要。七入山荘→早朝から入浴可。4時～5時に燧
ケ岳や会津駒登山口まで送り可。会津米は美味。

736

個人山行 ハイキング

尾瀬

燧ケ岳

9/4

9/6

9/4北千住＝会津高原尾瀬口駅＝バス=御池BS…尾瀬御池
ロッジ（泊） 9/5宿5：30…御池登山口5：40…広沢田
代…熊沢田代…10：35爼嵓（2,346ｍ）…11：15柴安嵓
（2,356ｍ）11：55…往路を戻る…14：00御池登山口…
御池BS＝七入BS…七入山荘（泊） 9/6宿…七入BS6：40
＝沼山峠BS7：40…大江湿原…尾瀬沼ビジターセンター
（見学）…10：10三平下10：40…往路を戻る…12：40沼
山峠BS＝会津高原尾瀬口駅＝北千住

737

個人山行 ハイキング

陣馬・高
尾

景信山

9/4

9/4

高尾駅7:12＝小仏BT…8:40景信山9:30…小仏峠…小仏
BT10:40（ﾊﾞｽ）高尾駅北口＝八王子霊園＝高尾駅北口

鈴木志保美さんの四十九日の翌日仲間と墓参を目的
に高尾へ。集合前運動がてら景信山に足を向けた。
2017年グラウスの集中山行で訪れて以来。5年振りの
訪問に久闊を詫び山頂の茶屋で惰眠を貪る。墓参後
精進落としのためpump2は取りやめた。

738

ハイキン
②スケッ 南アルプ
グ企画部 ハイキング
チハイク ス前衛
山行

大変蒸し暑い日で、中山峠にてヒルの出迎えを受け
ました。、山頂からは360度の山々が見渡せるはずで
したが今回は山容は拝めませんでした、しかし積雪
期に再度訪れたい山でした。日野春駅、長坂駅とも
に北杜市コミュニティバスの運行があり 安価で利用
できました。

739

個人山行 ハイキング

740

741

中山

9/5

9/5

JR町田駅5：55＝6：21八王子6：35＝8：41日野春駅9：
13＝（バス）横手一本松バス停9：30…10：10中山峠
10：30…11：00中山山頂11：30…13：00台ケ原宿入口…
台ケ原散策14：39（バス）…長坂駅14：58＝八王子＝
17：50町田

八ヶ岳

美し森山

9/5

9/5

美し森山から天の河原までの八ヶ岳横断歩道は、羽
自宅4：10＝美しの森P6：45…美し森山……羽衣池…9：
衣池・小滝・ワイドな景観の牧場などの見所があ
37天女山…天の河原…羽衣池…美し森山…14：05P＝吐
り、意外とアップダウンもあったがピストンだとと
竜の滝＝自宅
ても長く感じた。

個人山行 ハイキング

中央沿線

高畑山～倉岳山

9/6

9/6

町田＝鳥沢駅7:25…小篠貯水池‥馬頭観音…10:10高畑
山…11:40倉岳山…立野峠…13:50梁川駅＝町田

町田を出発する頃は雨が降っていたが鳥沢駅に着く
ころには青空になりむし暑い中の登りでしたが山頂
は涼しい風が吹いてました。

個人山行 ハイキング

丹沢

行者ヶ岳

9/7

9/7

秦野＝新茅荘7:38…烏尾尾根…烏尾山…10:11行者ケ岳
…政次郎尾根10:54…12:28戸沢…13:03新茅荘＝秦野

行者ヶ岳で、目的のサガミジョウロウホトトギスの
開花を確認。そのため白竜の滝へは行かなかった。
崩壊地ではビランジも開花。

天気予報に反して、2日目の天気はガスの晴れ間に青
空がのぞく天気。風もなく、穏やかな気象条件の中
で、稜線歩きを楽しめた。赤岳山荘の一つ手前のや
まのこ村、営業はしていないが駐車場は利用でき
る。1,000円/台・日で利用。これで美濃戸口からの
徒歩約1時間がカットできるので、テント装備の時に
は利用価値ありと思う。
トップロープでの登下降とトップのビレイ、懸垂下
降など一連の内容が出来たので、次回はロープワー
クの追加講習後(懸垂下降時のバックアップや仮固
定、ムンターの使い方)、いよいよマルチッピにチェ
レンジ予定

742

個人山行 ハイキング

743

個人山行

岩登り

八ヶ岳

赤岳

9/9

9/10

9/9 6:15JR淵野辺駅＝6:50JR原当麻駅＝圏央道・中央
道・県道11号＝9:30美濃戸・やまのこ村P9:45…12:10赤
岳鉱泉（テント設営、昼食）13:40…15:25硫黄岳15:45
…17：00赤岳鉱泉 9/10赤岳鉱泉5:10…行者小屋5:55…
（文三郎尾根）…7:50赤岳8:10…地蔵の頭9:00…横岳
10:35…硫黄岳11:50…13:20赤岳鉱泉（撤去、昼食）
14:35…16:35やまのこ村P＝美濃戸口（入浴）＝往路を
帰る＝淵野辺で解散

丹沢

広沢寺

9/10

9/10

集合：7:40 本厚木駅東口改札前8:00本厚木バスセン
ター＝(バス)＝広沢寺温泉バス停･･･09:30～14:30弁天
岩にて岩トレ･･･往路を戻る＝16:00本厚木駅解散

東北

巻機山

9/10

9/11

水量が多く下部巨岩帯の通過に時間を要したので途
中にて沢を戻る。巨岩帯の巻きも樹林が雪の影響でJ
字に曲がっていて、蔓が絡まっていて時間を要し
桜坂駐車場5：30…金山沢出会8：00…大岩10：30金山沢
た。やはり日帰りで装備を減らして行動を素早くし
出合12：00…桜坂駐車場14：00…上の原キャンプ場帰宅
た方が良いと思われる。六日町の国道から巻機山手
前の割引岳の直下に光るスラブ帯が見えて、再度の
アタックを心に決めた

個人山行 ハイキング

丹沢

行者ヶ岳

9/10

9/10

愛甲石田駅7:00＝新茅山荘P8:15…烏尾山10:15…行者ケ 今回はサガミジョウロホトトギスの最盛期と思わ
岳…政次郎尾根分岐11:05…戸沢12:40…新茅山荘P
れ、たくさん見ることが出来た。山中はホトトギ
13:05＝愛甲石田駅
ス、ヤマホトトギスも多く見られた。

746

個人山行 ハイキング

南アルプ
ス前衛

日向山

9/10

9/10

小田急相模原6:30＝相模原愛川IC＝須玉IC ＝尾白川渓
谷駐車場10:15…11:20矢立石登山P…13:10日向山…
13:15雁ヶ原14:10…16:00尾白川渓谷駐車場

747

個人山行 ハイキング

中央沿線

扇山・百蔵山

9/10

9/10

成瀬＝鳥沢＝梨の木平9：25…ツツジ新道分岐…10：55 梨の木平行バスには10人くらいが乗車。晴れ予報で
扇山…宮谷分岐…13：35百蔵山…金毘羅宮…15：35戸並 青空を期待したが終始雲に覆われていた。登山道は
入口BS＝猿橋駅
キノコの季節。

748

個人山行 ハイキング

奥武蔵

蕨山

9/10

9/10

成瀬6:01=6:31八王子6:35=7:21東飯能7:50=(バス)=8:46
名郷)8:55…11:15蕨山 展望台11:35…大ヨケノ頭…
途中7人しか会わず静かな山行でした。名郷川ウオー
14:10さわらびの湯14:33=東飯能15:36=八王子=17:01成 ターハイキングしてみたい川です。
瀬

749

ハイキン
①新入会
グ企画部 ハイキング 員歓迎山
山行
行

750

個人山行 ハイキング

744

個人山行

745

沢登り

十数年振りの日向山（雁ヶ原）意外性の山頂は本当
に珍しく新鮮でした。砂浜？に咲くオオビランジな
ど数種のお花も楽しめました。

奥多摩

棒の折山

9/10

9/10

A:町田6：05＝6：31八王子6：35＝7：21東飯能7：40＝
7：7：41飯能8：11＝（バス）＝8：52さわらびの湯 B:
町田6：30＝6：55八王子6：59＝7：40東飯能…歩く
（1.2㎞15分）…7：55飯能8：11＝（バス）=8：52さわ
らびの湯9：00…白谷沢登山口9：30…藤掛の滝…天狗の
滝…白孔雀の滝…岩茸石11：30…権次入峠12：05…12：
25棒の折山12：50…権次入峠…岩茸石13：30…河又コー
ス…15：30さわらびの湯バス停15：34＝東飯能

伊豆・箱
根

浅間山

9/10

9/11

9/10箱根湯本駅8：40 …9:30 湯坂城跡 …10:30 湯坂山
… 11:30 浅間山 … 13:00小涌谷駅＝15：00桃源台…
鷹巣山経由元箱根のルートを変更し、浅間山から小
15：30芦ノ湖キャンプ村（テント泊） 9/11芦ノ湖キャ 涌谷駅経由し桃源台に向かった。翌日は9月誕生日山
ンプ村8：40…湖尻9：05＝9：23小涌谷駅（鈴木洋子
行一行と予定通り合流した。
リーダー9月誕生月山行に合流9：40）

・曇り空のおかげで、暑さがやわらいだ。登りは川
沿いの岩登りを楽しんで、ほぼ時間通りに登れた
が、下りは木の根と湿って滑りそうな地面が続き、
最後まで気が抜けず、ゆっくり丁寧におりた。

No

山行区分

山行形態

751

個人山行 ハイキング

752

タイトル

山

域

山

名

出発

帰着

コースタイム

感

想

八ヶ岳

赤岳県界尾根

9/11

9/11

自宅（車）== 県道終了地点 登山道入口駐車場5:45 …
防火線の頭 … 8:30小天狗…9:40 大天狗 … 10:10 赤
岳(稜線をくだる)10:30 … 赤岳展望荘10：40（トラ
バース道から県界尾根にはいり、往路をもどる）…
14：10登山道入口駐車場(車)== 自宅

個人山行 ハイキング

伊豆・箱
根

矢倉岳

9/11

9/11

新松田駅バス8：10＝8：40矢倉沢…10：15矢倉岳…足柄
峠…11：50足柄城址公園…12：45金時山分岐…（足柄峠
ハイキングコース）…13：50地蔵堂バス停14；25＝関本
＝新松田駅

753

個人山行 ハイキング

丹沢

大山

9/11

9/11

海老名駅7：41＝8：05 秦野8：24…9；12ヤビツ峠9：20 ＊さわやかな秋晴れ、心地よい山行でした。＊寄進
…10：20大山10：30…11：30ヤビツ峠…12：20蓑毛バス された石碑を歩荷で担ぎ上げているとこに出会いま
停
した

754

個人山行 ハイキング

大菩薩

三窪高原

9/11

9/11

相模湖駅7:20＝柳沢峠9:00…柳沢ノ頭…ハンゼノ頭
10:00…鈴庫山11:00…ハンゼノ頭…藤谷ノ頭13:15…板
橋峠13:30…無線中継所入口…ハンゼノ頭…林道…柳沢
峠15:25＝相模湖駅（解散）

三窪高原エリアを一日かけて詳細に歩いた。ハンゼ
ノ頭と鈴庫山は南アルプス、御坂山塊の絶好の展望
地で道標等もよく整備されているが訪れる人は多く
ない様子だった。レンゲツツジもシカの食害にあっ
て植生保護柵外は全滅かと思われた。

755

個人山行 ハイキング

日光・那
須

武尊山

9/11

9/11

相原駅西口5:00＝高尾山IC＝水上IC＝裏見の滝P7:45…
須原尾根分岐8:25…手小屋沢避難小屋分岐9:25…11:25
武尊山12:00…剣ヶ峰山13:10…武尊沢徒渉点14:30…裏
見の滝P15:50＝相原

登りとした須原尾根の行者ころげの鎖場はやや注意
が必要であるが、それ以上に剣ケ峰山からの急傾斜
の下りは、土が流されて木の根が露出して、大きな
段差となっている箇所が多く、極めて滑りやすい。
周遊ルートとする場合、行者ころげの鎖場が下降と
なるが、逆コースを取った方が良い。

756

個人山行 ハイキング

丹沢

塔ノ岳

9/11

9/11

渋沢７：35＝大倉7:55…見晴茶屋…12:30大倉尾根40番
ポスト…12:40花立山13:20…16:25大倉＝渋沢

新人を伴い練習登山には良い天候であった。ヒル被
害無しです。山中で作る食事はいつもより美味しく
感じます。

757

ハイキン
③誕生月 伊豆・箱
グ企画部 ハイキング
山行
根
山行

浅間山

9/11

9/11

小田原 箱根登山鉄道改札口8：30集合＝8：39発箱根湯
本行＝8:54箱根湯本＝9:01箱根登山電車箱根湯本＝9：
晴天に恵まれましたが暑くなく、涼しく歩けまし
40小涌谷 9：55小涌谷登山口…10：20千条の滝10：40
た。時間配分がうまく行きバスの時間に丁度よく到
…11：35浅間山12：20 …12：40鷹巣山…13：20飛竜の
着いたしました。
滝13：45…畑宿14：30箱根登山バス箱根湯本行14：48＝
15：25 箱根湯本駅到着 解散

滝沢駒ヶ岳登山口駐車場は月曜日にも関わらず、早
朝から多くの車が駐車していた。会津駒ヶ岳迄登っ
たら中門岳の道標の先迄足を延ばし、美しい景色、
池糖、花、色づき始めた草紅葉を見る事が出来た。
景色は、燧ヶ岳、至仏山、男体山を始めとする日光
連山、日光白根山等を見ることが出来た。

一日晴天で、多くのクサリ・ハシゴのある県界尾根
はなかなか楽しかった。展望荘から県界尾根にはい
るトラバース道は崩壊箇所に一部クサリがない等、
管理が不十分になっていた。

758

個人山行 ハイキング

尾瀬

会津駒ヶ岳

9/11

9/12

9/11自宅7:00＝圏央道・相模原愛川IC＝圏央道・東北道
＝西那須野塩原IC・R400・R352＝15:00道の駅尾瀬桧枝
岐(車中泊) 9/12道の駅桧枝岐＝滝沢駒ヶ岳登山口
P(2.5㎞、20台)5:20…6:40ベンチ6:45…8:15駒の小屋
8:30…8:45会津駒ヶ岳8:50…11:30中門岳…中門岳周遊
…中門岳10:10…11:15駒の小屋11:35…12:35ベンチ
12:40…13:40滝沢駒ヶ岳登山口P＝自宅

759

個人山行 ハイキング

丹沢

塔ノ岳（表尾根）

9/11

9/11

座間駅6：02＝渋沢6：48＝大倉7：10…10：27塔ノ岳
10：50…三ノ塔…14：31ヤビツ峠14：34＝秦野駅

秋空の澄んだ中、数十人にぬかれながらもマイペー
スで歩くことができた。ヤビツ峠に着くとバスが
待っており、この時期にしかないマンゴソフトク
リームがお預けとなった。がくっ。

心配していた渡渉は現地ガイドと曰く「今までで一
番楽」とのお言葉。ラッキーでした。楽しみしてい
た北カール、往路は紅葉を楽しめましたが、復路は
ガスの中でした。

760

個人山行 ハイキング

北海道

幌尻岳

9/11

9/14

9/11羽田空港11：35発（JAL513便）＝13：10千歳空港＝
平取町＝ひだか高原荘（泊） 9/12宿8：00＝8:30とよ
ぬか山荘9:00＝10：00第一ｹﾞｰﾄ…11:30取水ダム12:00…
14：00四ノ沢…15：30幌尻山荘（泊） 9/13宿5：00…
6：45命の水7：00…北カール…8：00新冠分岐…9：30幌
尻岳9：50…往路ピストン…13：00幌尻山荘（泊）
9/14宿5：00…6：40四ノ沢…7：30取水ダム8：00…10：
00第一ｹﾞｰﾄ＝とよぬか山荘＝平取温泉＝16：00千歳空港
19：00（JAL524便）＝20：40羽田空港

761

個人山行 ハイキング

大菩薩

雁ヶ腹摺山～姥子山

9/12

9/12

大峠では今にも降り出しそうであったが、登るに
従って明かるさが増していき、雁ヶ腹摺山山頂で
相模大野6：00＝（中央高速）＝8:50大峠Ｐ9:00…10:00
は、雲海の上に浮ぶ富士山や三つ峠山を、姥子山東
雁ヶ腹摺山10:10…11:00姥子山東峰12:00…13:00雁ヶ腹
峰では雲の下に大月の山々、東峰先の山神社から
摺山14:00…14:50大峠Ｐ15:00=17:30相模大野
は、楢の木尾根の先に三頭山を眺めることができ
た。

762

個人山行 ハイキング

大菩薩

大菩薩峠

9/13

9/13

町田駅7：00＝圏央道＝中央高速勝沼IC＝9：30上日川峠
…10：00福ちゃん荘…11：30雷岩…12：30大菩薩垰…介 雲の間から見える山並みが綺麗だった。介山壮裏の
山荘…14：00福ちゃん荘…14：30上日川峠＝町田《解
道で鹿の親子に出あった。
散》

763

個人山行 ハイキング

陣馬・高
尾

中沢山

9/13

9/13

高座渋谷6:11=6:32小田急町田…JR町田6:43=相原駅西口
南高尾山稜は樹林帯なので、涼しく気持ちよかっ
7:17=７:34青少年センター入り口7:40…草戸山8:20…三
た。城山は時間切れでカットした。峰の薬師下山
沢峠9:15…中沢山10:20…三沢峠11:30…11:55峰の薬師
コースは、橋本へのバスも多く帰宅に都合が良い。
12:00…13:05クラブ前13:16=橋本駅

７月の計画が台風の影響で延期になった。今回も１
４号台風襲来前に下山でき安心した。天候に恵ま
れ、メンバーの協力により目標の黒部五郎岳山行が
計画通り完走出来た事、全員が無事で楽しめた事に
も感謝している。

大月市秀麗富岳12景達成。花咲山、その名前に似ず
痩せ尾根の連続で、なかなかの山でした。

764

個人山行 ハイキング

北アルプ
ス

黒部五郎岳

9/13

9/17

9/13高速バス・新宿バスタ・集合21:30/グランドリーム
金沢１号発22:00=5:00富山駅南口 9/14富山駅5:23＝
5:59有峰口(タクシー)=7:20折立登山口…7:20三角ベン
チ…12:17五光岩ベンチ…13:28太郎平小屋泊 9/15太郎
平小屋発5:40…8:30北ノ俣岳…赤木岳8:30…13:40黒部
五郎岳…16:30黒部五郎小舎泊 9/16黒部五郎小舎発
5:45…9:10三俣蓮華岳…11:35双六岳…14:55弓折分岐
15:50鏡平山荘泊 9/17鏡平山荘発5:40…秩父沢出合
7:40…わさび平小屋8:55…12:00新穂高ロープウェイバ
ス停10:20着…新穂高ロープウェイバス停発10:55新穂高
温泉＝平湯温泉発12:55＝松本駅バスターミナル着14:41
…松本(あずさ44号）15:50＝18:11八王子

765

個人山行 ハイキング

中央沿線

真木お伊勢山

9/14

9/14

八王子6:35＝7:26初狩7:45…下原8:20…真木お伊勢山
9：00…女幕岩10:10…花咲山（梅久保山）11:10…花咲
峠11:30…登山口12:15…12:55大月駅＝町田解散

No

山行区分

山行形態

タイトル

山

域

個人山行 ハイキング

767

個人山行 ハイキング

奥多摩

768

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

770

771

772

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

個人山行 ハイキング

丹沢

北アルプ
ス

北アルプ
ス

北海道

出発

帰着

コースタイム

感

想

両日とも天気が良く最高の山行でした。甲斐駒ヶ岳
からは鳳凰山越しの富士山、正面の北岳･間ノ岳、遠
くに北アルプスの槍ヶ岳・穂高が見えて登りの疲れ
が吹き飛びました。PS：宿泊しました長衛小屋は、
築年数が浅く、就寝場・トイレ・床が非常にきれい
でした。今回3名だけの宿泊で、夕食付は私一人。平
日はガラ空きでした。この時期に観たオリオン座も
感動ものでした。

9/14

9/15

9/14 3:30町田＝高尾山IC→諏訪IC＝06:45仙流荘駐車
場8:05バス乗車＝8:50北沢峠8:55…11:25小仙丈ヶ岳
11:45…12:50仙丈ヶ岳13:10…馬の背ﾋｭｯﾃ14:10…16:00
長衛小屋（泊） 9/15長衛小屋5:00…仙水峠6:15…7:40
駒津峰8:00…9:25甲斐駒ヶ岳9:50…駒津峰11:20…双児
山11:50…13:05北沢峠バス乗車13:10＝仙流荘駐車場
14：30＝往路を戻る＝18:00町田

浅間嶺

9/15

9/15

成瀬駅7：12＝八王子駅＝8：34武蔵五日市駅9：00＝9：
山頂近くになるにつれて雨が激しくなりコースを変
40上川乗BS10：00…11：45浅間嶺…（往復）…13：10上
更して浅間嶺ピストンにした。
川乗BS13：36＝武蔵五日市駅14：39＝八王子駅＝成瀬駅

滝子山

9/15

9/15

八王子6：35＝笹子7:33…桜森林公園8:10…寂ショウ尾
根(滝子山南稜)…12:00滝子山12:40…P564…16:10初狩
駅＝八王子（解散）

9/15

一軒家避難小屋の経年劣化は進んでいるがCRC556で
扉の開閉を良くしたり、周囲の草刈りをした。大滝
新松田駅8:25 ＝9：45大滝橋バス停 …11:00一軒屋避難 峠上から畦ケ丸への稜線はカシナガによるミズナラ
小屋11:45…大滝峠上…13:40畦ヶ丸・避難小屋14:05… の大木へのフラスが著しい。しかしフォッサマグマ
善六のタワ…西丹沢自然教室VC17:05＝新松田駅
要素２種（ハンカイシオガマ、イワシャジン）に出
会え鮮やかな色どりに癒された。不燃ごみ（ビン・
缶）3.5kg 可燃ごみ1.2kg 回収

9/17

9/14町田22：23＝23：00新宿バスタ４F 23：25 9/15
6：20富山駅北口6：40（タクシー）＝7：40折立8：20…
10：00三角ベンチ10：30…五光岩ベンチ…13：10太郎平
小屋泊り 9/16小屋6：00…7：50北ノ股岳8：20…赤木
岳8：50…12：00黒部五郎岳12：20…14：30黒部五郎小
舎岳泊り 9/17小屋4：00…6：10三俣蓮華岳6：20：…
7：50：双六岳8：10…8：50双六小屋9：10…10：10弓折
分岐10：30…11：00鏡平山荘11：30…14：20ワサビ平小
屋14：30…15：30新穂高温泉15：55（バス）＝平湯＝松
本＝町田

台風の影響で18日天候が悪くなるとの予報で、無理
せず笠ヶ岳は登らず17日に一気に下山した。黒部五
郎岳かろ黒部五郎小舎まで見えているのになかなか
たどり着くことが出来ず遠かった。足元は岩だらけ
でとても気を使う。縦走中アルプスの山々の景色に
感動。

9/18

9/15集合:20:30 北陸新幹線 糸魚川駅改札前ホテルルー
トイン(泊） 9/16糸魚川駅05:13＝05:42泊駅05:50＝北
俣小屋06:50…イブリ山5合目09:45＝イブリ山11:45…
14:05朝日小屋(泊) 9/17朝日小屋03:55…朝日岳05:15
…黒岩山09:55…サワガニ山10:15…12:00栂海山荘13:05
…黄蓮山…菊石山15:05…17:45白鳥小屋(避難小屋泊)
9/18白鳥小屋05:40…坂田峠08:30…尻高山09:05…二本
松峠10:05…栂海新道登山口12:00…親不知海岸12:15…
12:25栂海新道登山口・親不知観光ホテル13:15＝親不知
駅15:14＝15:26糸魚川駅15:37＝17:52東京駅(解散)

・栂海新道は、標高差が大きい上、アップダウンが
多く、縦走した達成感・満足感が大きかった。・歩
行区間は4日間の予定であったが、台風14号の接近に
伴い、日程を短縮し3日間で完歩した。・朝日小屋の
夕食は、おでん、ホタルイカの沖漬け、陶板焼き、
富山のご飯など、豪華で美味であった。

9/23

9/15自宅13：00＝大洗フェリー港19：45＝9/16苫小牧
フェリー港13：00＝21：00道の駅うとろ・知床（仮眠）
9/17道の駅うとろ・知床4：30＝5：00岩尾別温泉Ｐ5：
30…8：25羅臼平…9：25羅臼岳10：10…羅臼平10：50…
13：25岩尾別温泉Ｐ＝15：00道の駅うとろ・知床（仮
眠） 9/1815：00道の駅うとろ・知床＝17：30道の駅か
みゆうべつ温泉（仮眠） 9/19 9：00道の駅かみゆう
べつ温泉＝14：00THE STAY WAKKANAI （宿泊） 9/20
10：00THE STAY WAKKANAI＝稚内港11：10＝12：50鴛泊
港…14：00利尻山荘花りしり（宿泊） 9/21 4：45利
尻山荘花りしり＝5：00利尻北麓野営場（鴛泊登山口）
…8：08長官山…9：40利尻山9：45…11：15長官山…
13：30利尻北麓野営場（鴛泊登山口）…17：40鴛泊港
ハートランドフェリー＝19：20稚内港＝20：30道の駅な
かがわ（仮眠） 9/22 8：00道の駅なかがわ＝18：45
苫小牧フェリー港＝9/23 14：00大洗フェリー港＝17：
30自宅

台風14号天気予報による行き先変更をしたが、日程
に余裕がある為、目標の2座登頂できた。羅臼岳は、
ほぼ雨中山行となり眺望は無かった。利尻山は風が
強いが、視界良く礼文島も良く見えた。山頂付近は
樹氷・霜も降りて秋を通り越していた。

天恵の地尾瀬を沢から遡りました。小淵沢は登れる
滝が多く清冽なデート沢。小淵沢田代に飛び出す沢
筋を選択すると感動一入でしょう。大江湿原から三
平峠を経由すると一粒で2度美味しい周回ルートにな
ります。秋色が蚕食し始めた晴朗の尾瀬沼と伽藍の
燧ケ岳を目に焼き付け三平峠から脱兎の如く下山し
た。道の駅かたしな傍にある芳味亭の焼肉定食はお
勧め。から揚げ定食は食べきれないボリュームで要
覚悟。天候不良のため翌日の獅子岩は中止した。

畦ヶ丸

黒部五郎岳

栂海新道

利尻山・羅臼岳

9/15

9/15

9/15

9/15

前日の天気予報では朝方40％以後10%になっていたの
で午後は大丈夫と思われたが800～1400mの間で弱い
雨模様。それより上が晴れており雲海の中の富士
山、大菩薩など見えた。岩稜を登る時は周りが真っ
白で高度を感じなかった。

尾瀬

小淵沢

9/16

9/18

集合場所:小田急線梅が丘駅 8/16 21:00 車:日産キャ
ラバン 栃木ナンバー集合場所＝道の駅白沢23:45
8/17道の駅＝大清水Ｐ7:40…9:00小淵沢9:25…小淵沢田
代12:15…大江湿原13:00…13:25長蔵小屋14:10…尾瀬沼
…三平峠15:00…大清水Ｐ16:15…入浴…道の駅かたしな
18:00 8/18道の駅6:30＝獅子岩は雨天中止＝帰京

個人山行 ハイキング

丹沢

権現山

9/16

9/16

鶴巻温泉9:00･･･弘法山10:00･･･権現山11:30･12:30･･･
鶴巻温泉14:30

のんびりハイクで楽しめた。

個人山行 ハイキング

上越

八海山、大源太山

9/16

9/17

9/16自宅=圏央道＝関越道＝六日町IC＝泊 9/17駐車場
…芝原二合目登山口（屏風道）6:15…7:30四合目…
10:10千本槍小屋10:20…
10:40地蔵岳 …11:30大日
岳…12:15入道岳12:30…13:30巻道分岐(新開道下山) …
15:50駐車場着＝帰宅

下りの新開道は、長くて暑く疲れた。屏風道、新開
道共に下草が伸びていてトラバースの時に道が見え
ずらく、注意して歩いた。巻道分岐より下には標識
は少ないが、一本道なので迷うことはない。大源太
山は、疲れと天気の悪化が予想された為、中止とし
ました。

9/17

男山登山口からダイレクトルート取付きまでのルー
トが分からずアプローチで３０分程度ロスをしまし
タイムズ府中日進町駐車場（集合）4:00 ＝ 6:30男山登 たが、クライミング３Ｐ＋簡単なリッジを登り男山
山口 7:00 … 取付9:30 … ﾀﾞｲﾚｸﾄﾙｰﾄ3P … 男山11：30 頂上に到達。頂上からは３６０°の展望で浅間山か
… 手挽坂 … 男山登山口13:20 ＝ 駐車場15:30
ら北/南アルプス、八ヶ岳、瑞牆山など奥秩父の山々
を眺めることができました。ランチ後一般ルートで
下山しました。

台風の到来を前に天気が良いせいか、7合目から登っ
てくる若い登山者で道は混雑していた。大河原峠へ
の枯れ沢沿いの下山ルートにはほとんど人がなく、
静かな苔の森歩きが楽しめた。午後に所用が発生し
たため、今回は池巡りはパスして天祥寺経由の周遊
とした。天祥寺原から大河原峠への戻りは、山の登
り返しになる。

秋晴れのもと、至仏山も尾瀬沼、尾瀬ヶ原も一望の
もとに見渡すことが出来ました。

773

個人山行

774

775

776

名

南アルプ
仙丈ヶ岳・甲斐駒ヶ岳
ス

766

769

山

個人山行

沢登り

岩登り

奥秩父

男山

9/17

777

個人山行 ハイキング

八ヶ岳

蓼科山

9/17

9/17

自宅（車）== 7:30大河原峠 駐車場7:40 … 8:35 将軍
平 …9:25蓼科山山頂（2530 m）9:45 … 10:35将軍平
10:45 … 滝の湯川分岐 … 11:40天祥寺原（1980 m）
11:45 … (滝の湯川 沿道)… 12:30大河原峠 駐車場==
自宅

778

個人山行 ハイキング

尾瀬

燧ヶ岳

9/17

9/17

9/16町田＝東北自動車道・西那須野塩原IC＝国道400、
352＝25:00尾瀬沼御池P（仮眠） 9/17御池6:10…広沢
田代7:30…熊沢田代8:20…俎嵓10:05…10:30燧ケ岳
11:10…俎嵓11:30…熊沢田代12:45…広沢田代13:35…
14:10御池14:30＝（入浴、往路を戻る）＝町田解散

No

山行区分

779

個人山行 ハイキング

東北

780

個人山行 ハイキング

富士・御
坂

781

山行形態

個人山行 ハイキング

タイトル

山

域

上越

山

名

出発

帰着

栗駒山

9/17

9/18

9/17橋本駅北口一般公舎場６：30集合出発＝東北道=岩
手県民宿泊 9/18 6時半=須川高原温泉口7:30…苔花台
8:00…昭和湖ピストン9:30…産沼10:30…栗駒山11:30…
往路を戻る…須川温泉15:00=帰京

鹿留山

9/21

9/21

長津田6:00＝東名・御殿場IC・138号＝7:40二十曲峠
8:15…加瀬山9:05…子ノ神10:40…鹿留山11:10…杓子山 立ノ塚峠から子ノ神の間は、露岩帯で下山時は注意
12:20…立ノ塚峠13:55…14:55二十曲峠15:00＝（往路を が要る。
帰る）＝長津田解散

9/23

9/21新宿駅9：43＝10：23大宮10：41＝上越新幹線とき
315号＝11：46浦佐＝タクシー＝13：00銀山平・伝之助
小屋（泊） 9/22宿4：00＝（送迎車）＝5：45平ヶ岳中
ノ岐林道登山口5：55…玉子石分岐…9：50平ヶ岳10：20
…玉子石分岐…玉子石11：10…玉子石分岐…13：10中ノ
岐林道登山口＝（送迎車）＝15：05伝之助小屋（泊）
9/23宿11：30…白光岩BS11：53（バス）＝12：55浦佐駅
＝（上越新幹線）＝大宮

平ヶ岳ではお天気に恵まれ、尾瀬や越後の山々の素
晴らしい眺望を楽しんだ。荒沢岳は雨のため中止し
た。伝之助小屋＠8,850円、平ヶ岳送迎＠4,000円、
タクシー（浦佐駅～伝之助小屋）12,000円、白光岩
BS～浦佐駅バス＠1200円+荷物100円

急速に発達した熱帯低気圧による天候の急変で当初
の兎岳・中ノ岳の周回を断念して2合目より下山。米
山、下牧ベース993は水洗トイレ、電気、水道使用で
きる登山口の施設。「米山さんありがとう」と人々
に慕われ登山道も整備され360度の眺望が素晴らし
い。彌彦山も「おやひこさま」と言われ多くの参拝
者、登山者が訪れる。日本海眼下、越後三山を間近
に、眺望の山。

平ヶ岳、荒沢岳

9/21

コースタイム

感

想

台風が来ている中 4年ぶりに期間限定で開通した昭
和湖に行くことができ何よりでした。紅葉もきれい
に色ついていた。前日の中尊寺まいり、前川牛と秋
を先取でき楽しい山行でした

782

個人山行 ハイキング

上越

中ノ岳

9/21

9/23

9/21愛甲石田＝厚木西IC＝関越道・六日町IC＝十字峡登
山センター駐車場9:40…丹後山登山口10:40…二合目
12:00…（天候不良のため往路を戻る）…丹後山登山口
13:15…十字峡登山センター14:00＝上越市：下牧ベース
（仮眠） 9/22下牧ベース6:40…三十三観音7:45…9:20
米山10:00…水野林道終点＝（水野林道）＝12:50下牧
ベース＝新潟（泊） 9/23彌彦神社7:40（参拝）…9:40
彌彦山頂上（展望台）10:40…彌彦神社駐車場12:10＝栄
町IC＝愛甲石田駅（解散）

783

個人山行 ハイキング

陣馬・高
尾

八重山

9/22

9/22

雨を覚悟していたがよいほうに外れ、風に吹かれな
がら気持ちよく歩いた。道を歩いていたら民家の窓
町田6:00=上野原7:06=7:20大堀…八重山登山口7:35…八 から声がかかり、八重山、要害山等を網羅した手書
重山…9：20能岳10:00…向風…13:15上野原駅=八王子
きのお饅頭屋さんも入った「登山マップ」なる物を
いただいた。バスの運転手をしていた頃に坪山の地
図などを乗客に配り紹介していた方とのこと。

784

個人山行 ハイキング

北アルプ
ス

鉢盛山

9/22

9/22

橋本5:40＝高尾山IC＝塩尻IC＝朝日村図書館＝新登山口 念願の三百名山の鉢盛山は 入山時期も限られ、沢沿
10:20…13:10鉢盛山…電波塔…鉢盛山…14:50新登山口 いの林道は大雨後は通行不可となる事が度々ありま
＝町田
すので ご注意を！近いようで遠い山です。

785

個人山行 ハイキング

陣馬・高
尾

高尾山

9/22

9/22

高尾駅バス停２番乗り場：0908＝09:19蛇滝バス停蛇滝
登山口09:30…蛇滝…10：30浄心門…3号路…11:30高尾
山14:00…稲荷コース…16:15高尾山口駅

遠足の時期と重なり、保育園児や小学生が続々と登
頂してきて、曇った平日にもかかわらず賑やかな高
尾山でした。

9/25

9/24相模大野12:43＝町田＝13：28西八王子…中央八王
子バス停14：17＝17:00伊那バスターミナル…17：20ホ
テル伊那（泊） 9/25ホテル5：00…5：08伊那市5：13
＝5：35駒ヶ岳駅6：00＝6：45しらび平7：20…7：27千
畳敷駅7：40…8：20宝剣山荘8：30…8：30中岳…8：50
木曾駒ケ岳9：15…9：35宝剣山荘9：45…10：20宝剣岳
…宝剣山荘10：25…11：10千畳敷駅11：30＝しらび平
11：50＝12：30駒ヶ根インター前12：50＝中央八王子バ
ス停＝八王子＝町田＝相模大野

台風一過で晴天素晴らしい景色を堪能できました。
大勢の観光客や登山客で7時の菅の台バス停ではバス
待ちの長い列が出来ていて乗り切れない人も多かっ
た。ロープウェイも臨時便は出ていたがかなりの待
ち時間となっていた。この時期は混雑で予定通りの
行動は難しいと実感。

9/25

9/24 10：00淵野辺駅＝10：30原当麻駅＝SA（昼食）＝
17：00白布温泉（泊） 9/25白布温泉5：05＝5：15湯元
駐車場5：22…8:20北望台8：34…10:07梵天岩10：17…
10:19天狗岩…10:35西吾妻山…10:51西吾妻小屋10：58
…11:23天狗岩11:44…12:30中大嶺分岐…12:43人形石…
13:30北望台=ﾘﾌﾄ・ﾛｰﾌﾟｳｪｲ＝14：15湯元駐車＝14：30白
布温泉（入浴）15：30＝22：00原当麻駅＝22：30淵野辺
駅

台風を避けて、急遽決まった東北行き。前日の移動
は大雨でしたが、登山当日は気持ちの良い秋晴れ
で、メンバーみんな満足顔でした。登りはﾛｰﾌﾟｳｪｲは
利用せず、早朝からスタート。写真を撮りながらの
ゆっくりペースで歩いたので大幅に遅れてしまい、
下山はﾘﾌﾄ・ﾛｰﾌﾟｳｪｲを使用して時間短縮した。

8月に復旧した用木沢出合からの周回コース。山道の
整備が行き届いていないので、用木沢出合から犬越
路までで渡渉の橋崩落が１箇所、白石峠から用木沢
出合までで橋崩落３箇所ありました。渡渉場所を慎
重に見極めて安全に通過しました。神奈川県の登山
道情報では通行可能となっていますが、要注意の
ルートです。

786

787

個人山行 ハイキング

個人山行 ハイキング

中央アル
プス

東北

木曾駒ケ岳

西吾妻山

9/24

9/24

788

個人山行 ハイキング

丹沢

大室山・加入道山

9/25

9/25

マツキヨ町田店前06:00＝（東名）＝07:45用木沢出合…
09:55犬越路10:20…11:50大室山12:00…12:05犬越路分
岐12:25…13:25馬場峠…13:40加入道山13:50…14:10白
石峠…14:55白石の滝…16:35用木沢出合16:45＝（新東
名）＝19:35マツキヨ町田店前

789

個人山行 ハイキング

奥多摩

浅間尾根

9/25

9/25

町田6:30＝6:55八王子6:59＝7:15拝島7:30＝7：55武蔵
五日市8:10＝8:56浅間尾根登山口9:10…10:10数馬分岐
10:10…11:00人里峠11:00 …11:30浅間嶺（昼食）12:20
…13:40時坂峠13:40 …14:4５払沢の滝BS＝武蔵五日市
駅

台風一過のハイキング日和だったが、浅間尾根はハ
イカーも少なく、静かな尾根歩きを楽しむことがで
きた。登山道には熱帯低気圧の強風で落ちた枝が多
かった。

790

個人山行 ハイキング

奥武蔵

武甲山～大持山

9/25

9/25

4:30自宅＝7:00武甲山登山口(一の鳥居駐車場・車デ
ポ)･･･(表参道)･･･9:20武甲山･･･10:20シラジクボ･･･
11:20武甲山登山口(一の鳥居駐車場)＝自宅

武甲山は登り一辺倒の山だが、小持山～大持山と繋
げると更にアップダウンがきつく、今回はモチベー
ション上がらず途中からエスケープして下山した。

雲海の中に中央アルプス、南アルプス、富士山が屏
風絵のように重なり、北アルプスの後方には剣岳ま
でも望むことが出来、忘れえぬ眺望となった。賽の
河原では紅葉真っ盛りのクロマメノキに実が沢山熟
していて、ここでも一休み。

791

個人山行 ハイキング

中央アル
プス

御嶽山

9/25

9/25

9/24相原駅西口（集合出発）14：00=18：00御嶽山付近P
9/25御嶽山ロープウエイP…=飯森高原駅7:15…7合目行
場山荘…女人堂…石室山荘…剣ヶ峰分岐…10:40剣ヶ峰
11:05…剣ヶ峰分岐…二ノ池山荘…賽の河原…避難小屋
…摩利支天乗越…12:40摩利支天13:05…摩利支天乗越…
二ノ池山荘…石室山荘…女人堂…15:40飯森高原駅=鹿ノ
瀬駅…=相原駅（解散

792

個人山行 ハイキング

陣馬・高
尾

南高尾山稜

9/25

9/25

成瀬＝八王子＝高尾山口駅(9:40)…(11:00)草戸山…大
山の中は秋の気配がして時折吹く風は涼しくかんじ
垂水峠…((14:00)高尾山…稲荷山…(16:00)高尾山口駅=
た。
八王子＝成瀬。

9/26

9/25美しの森ロッジ駐車場6:10 … 登山道入り口 … 羽
衣の池 … 賽ノ河原 …9:00 牛首山 9:20 … 扇山 …
(真教寺尾根) …12：10 赤岳山頂(2899m) …赤岳頂上
小屋（泊） 9/26 頂上小屋6：35 … (真教寺尾根)…
扇山 … 9：00牛首山 … 賽の河原 …11:10 美しの森
ロッジ駐車場 == 自宅

793

個人山行 ハイキング

八ヶ岳

赤岳真教寺尾根

9/25

初めてでソロでの真教時尾根だったので、頂上で一
泊してゆっくり楽しむことにした。リニューアルし
た頂上小屋食堂では、水平線のモルゲンロートや、
雄大な雲海に沈む夕日、ブロッケン現象、色彩の変
わる富士山や周囲の山々など、下のテンバではとて
も味わえない素晴らしい景色を大窓からみせてくれ
た。地元の関係者との交流も楽しかったが、技術よ
り体力勝負の2日間だった。

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

富士・須山口歩道

9/25

9/25

愛甲石田駅北口6：30＝東名高速・御殿場IC＝水ケ塚駐
車場8:00【最終集合】…一合五勺9：00…（須山口登山
歩道）…２合5勺…三合目…宝永第二火口…11:20宝永第
一火口分岐11:50（今回の最高点･2450ｍ）･･第2火口分
岐2352ｍ…3合目…御殿庭上…三辻…幕岩…御胎内祠…
14:40水ケ塚駐車場（解散）

感

想

台風一過の元、雄大な富士山と宝永山、第一火口・
第二火口に黄葉したオンタデ、フジアザミなどを楽
しめた。御庭には天然カラマツとコケの庭園のよう
な風景が広がる。10人以上のガイドツアーグルー
プ、更に10人以上のトレラングループに遭遇。この
エリアは何本もの古道が入り組んでいて富士山閉山
後の良いコースです。

794

個人山行 ハイキング

富士・御
坂

795

個人山行 ハイキング

奥武蔵

日和田山・物見山

9/25

9/25

成瀬6:26=6:55八王子6:59=7:40東飯能7:54=8:00高麗
8:15…巾着田8：50…9:55日和田山…物見山…11:30北向 巾着田は非常に混んでいましたし山の中も大勢の人
地蔵…ユガデ12:30…13:00新田…13:30東吾野13:41=東 で驚きました。
飯能14:06=八王子=15:22成瀬

796

個人山行 ハイキング

大菩薩

黒川鶏冠山

9/26

9/26

集合マツキヨ前＝愛川ＩＣ＝勝沼ＩＣ＝柳沢峠8：40…
六本木峠…横手山峠…11:25黒川鶏冠山…横手山峠…六
本木峠…14:25柳沢峠＝勝沼ＩＣ＝愛川ＩＣ＝町田（解
散）

797

個人山行 ハイキング

丹沢

三ノ塔

9/26

9/26

秦野駅バス8：25＝9：05ヤビツ峠9：15…ニノ塔…11：
15三ノ塔…牛首…14：15大倉バス停

798

個人山行 ハイキング

中央沿線

権現山

9/27

9/27

成瀬駅7：12＝7：43八王子駅＝8：25上野原駅8：50＝
9：27初戸BS9：40…11：45雨降山…12：30権現山…13：
15雨降山…14：20二本杉…15：25用竹BS＝上野原駅

9/28

9/27勝沼IC＝道の駅みとみに各自集合 （車中泊）
9/28道の駅みとみ5:05･･･西沢渓谷入口5:11･･･5:41徳
ちゃん新道入口5:45･･･7:53新道分岐8:07･･･巻き道分岐
10:39･･･10:47木賊山10:52･･･甲武信小屋11:09･･･11:42
甲武信ヶ岳11:57･･･12:12甲武信小屋12:42･･･巻き道分
岐13:00･･･14:26新道分岐14:30･･･16:03徳ちゃん新道入
口16:10･･･西沢渓谷入口16:34･･･16:40道の駅みとみ
（解散）

午後から雨予報だったが何とか降らずに済み、時折
見える山々が雲海から顔を出し、富士も拝めて良
かった。山頂からの眺めは最高のご褒美となった。
午後からはやはりガスってきて早く暗くなるおそれ
があったため、少しペースを早めて下山した。長い
尾根歩きと急登続きでのコースはかなりハードで、
また下りも緊張を強いられたが、良いトレーニング
となった。

9/29

9/28瀬谷駅南口6:30＝相模原IC＝渋川IC＝戸倉＝鳩待峠
11:30・・・12:40山の鼻13:20・・・鳩待峠14:30＝戸倉
＝奥日光湯元16:20 泊 9/29奥日光湯元温泉9:30・・・
湯滝10:30・・・泉門池11:00・・・自然研究路・・・赤
沼分岐・・・赤沼茶屋12:30＝奥日光13:10＝日光IC＝相
模原IC＝町田17:00

尾瀬ケ原、戦場ケ原ともに秋の始まりを見ることが
できました。山の鼻手前の登山道でクマが木の上に
いるのを見ることができました。戦場ケ原の自然研
究路の木道は復旧されて多くのハイカーで賑わつて
いました。

10/2

9/28バスタ新宿22:25＝ 9/29上高地B.S.5:35…徳沢…
横尾…11:25本谷橋…14:25涸沢（幕営） 09/30涸沢
7:10…南陵…11:20北穂高岳…14:10涸沢（幕営）
10/01涸沢6:55…横尾…11:15徳沢…明神館…13:55小梨
平（幕営） 10/02小梨平7:30…7:50上高地温泉ホテル
（入浴）…8:50小梨平…上高地B.T.10:40＝松本＝町田

涸沢のウラジロナナカマドの紅葉は色着き始めなが
ら、鮮やかなモルゲンロートを眺める。スター
ウォッチングも楽しめた。勿論、山頂からの絶景
も。

9/29

9/27新宿バスタ22:30＝（車中泊）＝5：30上高地BT
9/28上高地6:00…横尾8:55…天狗原分岐12:55…14:50殺
生ヒュッテ（泊） 9/29殺生ヒュッテ5:05…槍ヶ岳7:05 久しぶりの上高地から槍ヶ岳へのルート。改めてこ
…殺生ヒュッテ8:15…天狗原分岐9:15…横尾12:05…
の登山道が整備が行き届いていることを実感＆その
14:10小梨平キャンプ場（入浴）15:15…15:35上高地BT 長さも改めて実感。
（入浴等）16:40＝（バス）＝新島々＝18:30松本18:40
＝（あずさ54号）＝20：41八王子解散

10数年前 眼下に見た毛無岱の光景が忘れらず 今一
度企画。やはり素晴らしい景色でした。晴れに恵ま
れ安定した登山日和が続き 秋を感じる登山と 名
湯での宿泊でストレス解消できました。JRバス便は
昨年の半分に減便され 午後便は無いです。

799

800

801

802

個人山行 ハイキング

奥秩父

個人山行 ハイキング

尾瀬

個人山行 ハイキング

北アルプ
ス

個人山行 ハイキング

北アルプ
ス

甲武信ヶ岳

尾瀬ヶ原・戦場ヶ原

北穂高岳

槍ヶ岳

9/27

9/28

9/28

9/28

久し振りの晴天で気持ちよく歩けた。

803

個人山行 ハイキング

東北

八甲田山・姫神山

9/28

10/1

9/28小田急相模原5:04＝5:51新宿6:03（埼京線）＝6:43
大宮6:57（はやぶさ1号）＝9:49新青森9:58＝10:04青森
10:50（みずうみ8号）＝新青森11:05＝12:07八甲田ロプウエイ八甲田リゾートホテル泊 9/29宿＝山麓駅9:00
＝9:10山頂駅9:25…9:50田茂やち岳…田茂やち湿原…
10:10宮様コース分岐…11:00赤倉岳…11:10井戸岳…
11:30大岳避難小屋…12:00八甲田大岳…12:25小屋12:40
…13:10上毛無岱…13:40下毛無岱…14:35酸ヶ湯温泉＝
タクシー移動＝蔦温泉泊 9/30宿9:30＝10:30七戸十和
田10:54（はやぶさ18号）＝11:43盛岡 リッチモンドH
盛岡泊 10/01宿＝盛岡6:25（いわて銀河鉄道）＝6:48
好摩＝タクシー移動20分一本杉登山口7:15…（一本杉
コース）9:15姫神山10:00…（こわ坂コース）11:00…
11:20一本杉登山口＝好摩12:33＝12:59盛岡＝大宮＝新
宿

804

個人山行 ハイキング

丹沢

塔ノ岳

9/29

9/29

渋沢７：53＝大倉8:30…見晴茶屋…12:10花立12:30…
15:10大倉＝渋沢

1000ⅿ以上はガスに覆われていた。 本日は練習とし
て花立折り返しとした。

805

個人山行 ハイキング

陣馬・高
尾

高川山

9/29

9/29

町田駅6：05=6：30八王子駅6：35=7:26初狩駅7:45…
（女坂）…9:20高川山9:50…天神峠…むすび山…13:10
大月駅=八王子駅（解散）

出会う人もいない静かな山。いろいろな木の実が赤
く色づいていた。

・久々の青空のもと、巻機山は素晴らしくきれいな
山だった。草紅葉が拡がり、頂上付近ではナナカマ
ドが実のみでなく葉も赤く紅葉していた。来週あた
りは、木の紅葉も始まり、本格的な紅葉が素晴らし
いはずと駐車場のおじさんの話。・出発が遅れたの
で、日暮れが気になり、牛が岳は行かず、少しだけ
稜線歩きを楽しんで引き返した。

806

個人山行 ハイキング

上越

巻機山

9/30

9/30

実家（長岡市）5：30＝7：10桜坂駐車場7：30…六合目
9：25…前巻機山11：20…11：55巻機山12：10…牛が岳
方面…巻機山12：30…12：50避難小屋13：00…五合目
15：05…15：40桜坂駐車場

807

個人山行 ハイキング

中央沿線

小樽山

9/30

9/30

爽やかな気候で、黄葉の始まったカラマツやミズナ
愛甲石田駅北口7:00＝焼山峠9:00…的石10:10…一杯水 ラ、ブナの自然林を歩く。ヤマ栗が登山道に沢山落
…10:50小楢山…小楢峠…大沢ノ頭12:00…幕岩…小楢峠 ちていて栗拾いも楽しんだ。幕岩頂上からは甲府盆
…14:00焼山峠14:30＝往路を戻る＝愛甲石田駅（解散） 地越しに大菩薩嶺、御坂山塊等の大展望が広がって
いた。

個人山行 ハイキング

南アルプ
ス

10/2

9/30自宅 == 奈良田第一駐車場8：00 == 8：55大門沢登
山道入口 … 11：00峠11：20 …12:50 大門沢小屋 (泊)
10/01大門沢小屋5:30 … 9:00 大門沢下降点9:10 …
10:10 農鳥岳（3026ｍ）10:30 …… 11：10大門沢下降
点11：50 … 14:30 大門沢小屋 10/02大門沢小屋 6:00
… 峠 … 9:00大門沢登山道入口 … 10:00奈良田駐車
場 == 自宅

808

農鳥岳

9/30

台風の影響で当初計画した白峰三山の縦走ができな
かったのが残念だったが、シーズン最後に最高の天
気と展望に恵まれた登頂となった。間ノ岳と農鳥岳
の間で遭難があり、ヘリが何度も旋回していた。こ
れで本州最後の200名山が終了し、残りは九州5座。

