
山　行　年　表
　　　　                 
　　　　　　　                   
　　　　　　　                  　

期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　

３/１２～１３ 例 谷川岳　　　 西黒尾根　 　水野、亀井
５/　５　　　　　 例 丹沢　　　 （創立記念山行）

神ノ川　　　　　 斉藤、井出
熊木沢　　　 橋本、西川、岩沢、鈴木
桧洞沢　　　 亀井、水野、角井
キューハ沢　　 白石、山口、吉田、榎森、木村俊

５/２８～３０　　　　 例 八ヶ岳　　　　　赤岳沢　　　 亀井、金元、木村俊、角井
６/２８～３０　　 例 八ヶ岳　　 赤岳天狗尾根　　　　　 金元、松村
７/２３～２９　　 合 穂高岳　　 涸沢～北穂高岳～前穂　 亀井、角井、他２名

高岳～徳本峠
９/２２～２５　　 例 八ヶ岳　　 清里～地獄谷～赤岳～　 城所、吉田、斉藤、亀井、金元、西川、

美ノ森　　　　　　　　 岩沢、木村(俊)､他１名
９/　　　　　　　　　 個 大菩薩峠　 水野
１０/　　　　　　　　 個 箱根　　　 湯ノ花高原　　　　　　 松村
１０/　　　　　　　　 個 大島 橋本
１０/２３ 個 丹沢　　　 勘七ノ沢　　　　　　　　 金元、他１名
１０/２５ 個 天城山 水野
10/29～３０ 例 鷹取山 山祭り　（創立記念） 白石、山口、吉田、榎森、木村俊、斉藤、松村、　

その後毎年開催されていた。 亀井、水谷、角井、西川、長谷川、増島、井出、
木村（収）、金元

１１/３　　　　　 個 高松山　 水野
１２/３０～１/３　　　　合 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　 松村、亀井、橋本、斉藤、西川、岩沢、

大沢～夏道ルート登頂　 木村、水谷、金元、竹永、井出、他１名
２/２５～２６　　 例 丹沢　　　 源次郎沢　　　　　　　 山口、西川、松村、金元、中
３/１０～１２ 個 富士山　 富士吉田夏道ルート登頂 中、他１名　
３/１８～２３　　 例 細野　　　 スキー合宿（兎平～黒菱小屋）　　　　　　金元、木村、竹中、斉藤
３/２６ 例 丹沢　　　 四十八瀬川　 山口、松村
１９５０年度（昭和２５年度）
４/２８～５/２　 合 谷川岳　　 オジカ沢、ヒツゴー沢　　　　　　　　山口、松村、木村、山本
６/５ 例 丹沢　二股 山祭り 山口、松村、井出、木村、金元、亀井、斉藤、中
７/９～７/１１　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢二ルンゼ　　 金元、中、渡辺

マチガ沢三ノ沢左俣　　 金元、中、渡辺
一ノ倉沢五ルンゼ　　　 金元、渡辺

７/１１～１６　　 例 白根三山　 広河原～小太郎尾根～　 斉藤、他１名
北岳～農鳥岳～奈良田

７/２２～２９　　 例 剣岳　　　 称名小屋～地獄谷～剣岳～八 亀井、木村（俊）
ツ峰～五色原～平～針ノ木峠　

８/１３　　　　　　 例 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　 金元、渡辺、他４名
９/２３～２５　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢（雨撤退）　　 亀井、金元、犬塚、渡辺

マチガ沢～天神峠　　　 亀井、金元、犬塚、渡辺
一ノ倉沢一ノ沢　　　　　　 半田氏（天神小屋）、亀井、金元、犬塚、渡辺

１０/７ 例 鷹取山　　 山祭り 山口、井出、亀井、木村、金元、中
１０/７～８　 個 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　 木村（俊）
１０/１８～１９　 個 妙義山 長野
１０/２１～２４　 個 三ツ峠 中、他１名
１０/２７～２９　 例 富士山　 　富士吉田～八合目　　　 亀井、水野
１０/２９～３１　 岳連 御在所岳（国体参加）　　　　　　 大島、山本

湯ノ山温泉～愛知川～
武平峠～湯ノ山温泉

１０/　　　　　　　　 個 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　 山本
１１/２２～２６　 合 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　　 松村、亀井、金元、木村（俊）　

屏風尾根、夏道、大沢直登　　 山本、吉田、斉藤、岩沢、西川
各ルートより登頂　　 木村（收）、中、竹中

（１１/２５　屏風尾根取付きで雪崩２度遭遇）
１１/　　　　　　　　 個 妙義山　 山本
１２/３０～1/５　　　　合 草津　　　 スキー合宿　　　　　　　 榎森、亀井、金元、犬塚（兄弟）

万座横手山越え　　　　　 松村、岩沢、西川、角井、橋本
万座峠越え　　　　　　　 井出

１/１４～１７　　 例 旧鹿沢　　 スキー行　　　　　　　　 木村、角井、亀井、他１名
１/３１～２/２　 例 谷川岳　　 スキー行（マチガ沢）　　 金元、中、他１名
２/１６～２２　 例 蔵王山　　 スキー行　　　　　　　　 木村、角井、亀井、他３名
３/１７～２１　　 例 細野　　　 スキー行　　　　　　　　 金元、木村、犬塚、松村、井出
３/２０～２１　　 例 谷川岳　　 東尾根　　　　　　　　 渡辺、亀井、水野
１９５１年度（昭和２６年度）
４/１５ 例 丹沢　　　 水無川戸沢　　　　　　　 金元、木村（俊）
４/２７～２９　　 例 丹沢　　　 勘七ノ沢　　　　　　　　 木村、角井、他３名

山神～ユーシン　　　　　 亀井、水野、他４名
５/３～６　　 合 谷川岳　　 マチガ沢本谷　　　　　　 渡辺、榎森、亀井、木村（俊）

 山　　　　域　
１９４９年度（昭和２４年度創立年度）

種別 協会：横山協関連  岳連：神岳連関連                  

捜索：捜索関連     ＯＢ：ＯＢ山行                              

合：合宿  例：例山行  個：個人山行 
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
堅炭沢　　　　　　　　　　　　　 井出、中、山本、竹中、大島　　
白毛門～笠ケ岳

５/５～６　　 個 丹沢　　　 神ノ川流域　　　　　　　 斉藤（茂）
５/１２～１３　　 例 丹沢　　　 勘七ノ沢　　　　　　　　 岩沢、他２名
６/３　　　　　　 例 丹沢　　　 源次郎沢　　　　　　　　 金元、水谷、井出、斉藤、松村、木村、岩沢
６/３０～７/２　 例 丹沢　　　 ユーシン　　　　　　　　　　　　　 松村、中　　　
７/７～９　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢鳥帽子岩南稜　　 渡辺、金元、水谷

マチガ沢鬼ノ踊場ルンゼ
７/ 個 谷川岳　 中、他７名
７/ 個 櫛形山 水野
７/ 個 丹沢　　 　ユーシン　　　　　　　　 松村
８/２３～２８　　 合 穂高岳　　 奥又白谷ＢＣ

北尾根～前穂高岳　　　　 犬塚、木村、井出、中
三本槍～前穂高岳　　　　 松村、亀井、木村
　Ａ、Ｂフェース　　　　　 亀井、井出、中、犬塚、松村
北璧　　　　　　　　　　 犬塚、亀井、松村

８/１０～１２　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢鳥帽子奥璧　　　 金元、渡辺
マチガ沢三ノ沢右俣　　

８/１７～２０　　 例 南アルプス　甲斐駒ケ岳～仙丈岳　　 吉田、斉藤、他１名
８/２５～２６　　 個 富士山 山本
９/２９～３０　　 個 三ツ峠 松村
９/２９～３０　　 個 丹沢　　　 勘七ノ沢　　　　　　　　 岩沢
１０/ 個 丹沢　　　 新茅ノ沢　　　　　　　　 岩沢、他２名
１０　　　　　　　　 個 八ヶ岳　　　　　　　　　　　　　　 中、他１名
１１/ 個 三浦半島　 武山～三浦富士　　　　 白石、他１名
１１/２３～２５　 合 富士山　　 吉田大沢～登頂　　　　　 金元、岩沢、木村、山本、井出

（東大山岳部員１名滑落　 富城、岡田、茂手木
救援活動を行う）

１２/２９～１/３ 例 草津スキー　　草津～横手山～発哺　　 榎森、木村、金元
１２/２９～１/４ 例 谷川岳　　 西黒沢～谷川岳（遭難）　　　　　 水野、岩沢
１/６～１０　　 捜索 谷川岳　　 第１次捜索　　　　　　　 亀井、井出、

天神小舎、田尻尾根、　　 山口、田部、西川、長谷川、中、井出、
西黒沢　　　　　　　　　 金元、松村、木村、水谷、沖田、村山、

水野（兄）、岩沢（兄）、渡辺、原、半田、堀江
３/７～１１ 捜索 谷川岳　　 第２次捜索　　　　　　　 中、中島（水上警察署４名、他３名）亀井、

３月６日南面牛首狭付近　 橋本、中、山口、横島、吉田、犬塚、
　にて岩沢会員発見　　　　 岡部、金元、長谷川、木村、西川

（岩沢会員勤務先４名、遺族２名）
１９５２年度（昭和２７年度）
４/１９～２１ 捜索 谷川岳　　 第３次捜索　　　　　　　 ４月１８日（水上警察署他６名）

４月１７日牛首狭より谷川　 山口、亀井、水谷、水野（兄弟）
温泉寄りに水野会員発見　 他１名
　　　　　関係協力者　 小杉氏、白石氏、他計２０名
横須賀スキー山岳協会　　 他中島氏、群馬支部青木、中沢氏
職域、市役所、地元山岳
関係者、水上警察署他  

７/２６～２７　　 例 谷川岳　　 追悼山行　　　　　　　　 山口、橋本、榎森、渡辺、木村（俊）
南面ヒツゴー沢　　　　　 金元、水谷、犬塚、大島、富代、白石、他３名

７/２５～２６　　 例 谷川岳　　 慰霊碑建設　　　　　　　 山口、水谷、橋本、西川、富代、金元
８/１４～１６　　 例 谷川岳　　 マチガ沢～谷川岳～三国峠　　　亀井、飯田
８/２３～２５　　 例 八ヶ岳　　 立場川蟇滝沢　　　　　　 渡辺、金元、犬塚、大島、富代
９/ 例 八ヶ岳　 渡辺、金元、犬塚、大島、富代
９/ 例 谷川岳 西川、水谷
９/　　　　　　　　 例 穂高岳　　 涸沢　　　　　　　　　　 羽太、他７名
９/ 個 谷川岳　　 法師温泉　　　　　　　　 飯田、他１名
１/３０～２/１ 例 丹沢　　　 大室山　　　　　　　　　 渡辺、金元、富代、菊地、上原
２/ 個 丹沢　　　 犬越路　　　　　　　　　 上原
２/ 個 丹沢　　　 キューハ沢　　　　　　　 山田（一）
３/１６　　　　　　 例 乾徳山　　　　　　　　　　　　　　 山田（一）、新倉
３/２２　　　　　　 例 丹沢　　　 水棚沢右俣　　　　　　　 犬塚、金元、渡辺、他２名
３/ 個 丹沢　　　 鍋割山稜 上原
３/ 個 丹沢　　　 表尾根　　　　　　　　　 山田（一）
１９５３年度（昭和２８年度）
５/３～５　　 合 越後駒ヶ岳　十字狭～中ノ岳～駒ヶ岳　 金元、木村（俊）、上原、渡辺
５/１７　　　　　　 例 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　　 犬塚、金元、岩島、他２名

セドノ沢右俣　　　　　　 渡辺、中、飯田、西島、菊地
新茅ノ沢　　　　　　　　 井出、木村（俊）、上原、富代

５/１７～１８　　 例 八ヶ岳　　 編笠山～赤岳～本沢温泉　 山田、新倉、他２名
７/２４～２９　　 合 鹿島　　　 遠見小屋～五竜岳～鹿島　 木村（俊）、富代、亀井（克）

槍ヶ岳　　 槍ヶ岳～鹿島部落　　　　 飯田、上原、山田、金元
１１/２０～２３　 合 富士山　　 吉田大沢～登頂　　　　　 飯田、磯崎、日守、菊地
１/１５～１６　　 例 丹沢　　　 東丹沢主脈　　　　　　　 山田（一）、島崎
２/１３　　　　　　 例 愛鷹山　 渡辺、金元、上原、菊地、島崎、山田（一）、犬塚
３/１３～１４　　 例 苗場山 木村（俊）、飯田、亀井（克）、
３/２０　　　　　　 例 苗場山 犬塚、亀井、木村（俊）、他５名
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
１９５４年度（昭和２９年度）
４/１１　　　　　　 例 丹沢　　　 塔ノ岳集中　源次郎沢　　 西島、亀井、金元、他３名

セドノ沢右俣　　　　　　 上原、島崎、飯田、渡辺
セドノ沢左俣　　　　　　 山田、西川、菊地、木村

５/１　　　　　　 例 谷川岳　　 マチガ沢　　　　　　　　 飯田、金元、西島、亀井（克）
山田（幸）、山田（一）、島崎、渡辺

５/２～５　　 合 飯豊山　　 三国岳～飯豊山　　　　　 金元、上原、渡辺
７/２３～２９　　 例 槍ヶ岳　　 北鎌尾根～槍ヶ岳～北穂高岳 　５名

南稜（山と渓谷号掲載）
７/２４～２５　　 合 谷川岳　　 一ノ倉沢　鳥帽子岩南稜　 渡辺、富代、菊地、島崎、磯崎

二ルンゼ　　　　　　　　 木村（俊）、上原、日守、小山田
飯田、富代、西島、他１名

四ルンゼ　　　　　　　　 磯崎、飯田
マチガ沢鬼の踊場ルンゼ　 渡辺、島崎、日守、他１名

７/２６～２７　　 例 谷川岳　　 土合～蓬峠～肩ノ小屋～　 木村（俊）、菊地、他２名
三国峠

８/５～９　　 例 穂高岳　　 涸沢～奥穂高岳～ｼﾞｬﾝﾀﾞﾙﾑ　 犬塚、渡辺
滝谷四尾根
北穂高岳～槍ヶ岳往復

８/９　　　　　　 個 丹沢　　 　大滝沢　　　　　　　　　 上原、他１名
８/１５　　　　　　 例 丹沢　　 　水無川本谷　　　　　　 日守、細谷、前田、菊地
８/２２～２９　　 例 甲斐駒ヶ岳　不動滝～五丈小屋～駒ヶ岳　 新倉、上原

～五丈小屋～笹ノ平
９/１１～１３　　 例 秩父　　　 石楠花新道～奥クボ沢　　　 山田（一）
１１/２１～２３　 例 八ヶ岳　　 赤岳鉱泉～赤岳～阿弥陀岳　 渡辺、金元、木村（俊）  
１１/２２～２３　 例 秩父　　　 瑞牆山～金峰山～昇仙峡　 新倉、飯田、山田、他１名
１２/３１～１/４　 合 八ヶ岳　　 赤岳鉱泉～阿弥陀岳～赤　 金元、木村（俊）、山田（幸）、

岳～硫黄岳～赤岳鉱泉　　 菊地、磯崎
伊豆城山　 岩場の調査研究 執筆担当：渡辺、山田（一）、飯田、犬塚、金元

（山と渓谷号発表）　　　　　　　　　　  写真担当：木村（俊）  ルート図：渡辺
５/３０　 例 伊豆城山　 ルート調査　　　　　　　 中、井出

東壁、ヘソのルンゼ　　　 西島、山田（一）、西川、細谷
渡しの沢、奥壁　　　　　 渡辺、金元、島崎、前田、野川、加藤、吉田

６/２７　　 例 伊豆城山　 東壁、戸袋ルンゼ　　　　 飯田、前田
渡しの沢、左ルンゼ　　　 西島、山田（一）

７/４ 例 伊豆城山　 東壁、東南カンテ　　　　 犬塚、山田（一）
渡しの沢　　　　　　　　 井出、島崎
南壁、ｶﾚ滝、Ｖ沢、ﾊﾝﾏｰﾘｯｼﾞ　　金元、渡辺

１/４ 例 伊豆城山　 写真撮影、ルート再調査　 犬塚
1/３０ 例 伊豆城山　 南壁、中央ルート右ルンゼ、　 渡辺、木村（俊）、菊地

大バンド　　　　　　　　　　
１９５５年年度（昭和３０年度）
５/１～３　　 合 八海山　　 大崎～千本檜～大日岳　　 渡辺、金元、磯崎、原、村上、

往復　　　　　　　　　　 前田、鈴木
７/３　　　　　　 例 丹沢　　　 セドノ沢左俣　　　　　　 渡辺、榎森、他１名
７/３１～８/１　 例 木曾駒ヶ岳　　　横山～駒ヶ岳～宝剣～清水平　　渡辺、村上
８/１３～１７　　 合 穂高岳　　 中房～燕岳～槍沢～横尾　 磯崎、日守、小林、他１名

～奥穂高～槍ヶ岳～横尾
９/２４～２５　　 例 谷川岳　　 白毛門～蓬峠～一ノ倉岳　 亀井、渡辺、犬塚、木村、中、金元、斉藤、

～田尻尾根　　　　　　　 榎森、菊地、上原、小林、磯崎、他１名
１０/９～１０　　 例 丹沢　　　 主脈（国体Ｄコース踏査） 犬塚、渡辺
１１/２８～１２/３ 岳連 丹沢　　　 第１０回国体参加　　　　 中、木村、磯崎、菊地、金元、山田（幸）、

設営班７名　　　　　　　 山田（一）
本隊Ｄコース２名　　　　 犬塚、橋本
（鳥屋～原小屋～塔ノ岳
～鍋割山～ユーシン）

１１/２０　　　　　 例 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　　 渡辺、村上、他８名
セドノ沢右俣　　　　　　 原、小林、前田、丸山

１１/　　　　　　　　 例 谷川岳　　 荷上げ　　　　　　　　　 亀井、他
１２/３１～１/３　 合 谷川岳　　 湯桧曽水源縦走　　　　　 縦走隊５名、亀井、金元、他

白毛門～蓬峠より撤退　　 蓬峠サポート４名、木村、他
田尻尾根サポート３名、中、他

２/２６　　　　　 個 　愛鷹山 渡辺
１９５６年度（昭和３１年度）
４/１５　　　　　　 個 丹沢　　　 新茅ノ沢　　　　　　　　 渡辺、他６名
５/３～６　　 合 白馬岳　　 白馬岳主稜　　　　　　　 渡辺、磯崎、原、日守

双子尾根　　　　　　　　 中、小林、原、藤原、丸山
長走沢　　　　　　　　　 渡辺、磯崎、犬塚、木村（俊）

６/１０　　　　　　 個 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　　 渡辺、他７名
８/２５～３０　　 合 明神岳　　 東稜　　　　　　　　　　 亀井、原、小林

Ａ沢　　　　　　　　　　 榎森、橋本、山田（幸）、藤原､木村（俊）
１１/　　　　　　　　 例 白馬岳　　 小日向尾根（冬山偵察）　
１２/３０～１/３ 合 白馬岳　　 双子尾根～白馬岳　　　　 亀井、木村（俊）、山田（幸）、

榎森、犬塚、菊地、原、小林、鈴木
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
１/３～４　　　 例 妙義山 渡辺、磯崎、前田、他２名
３/２０～２３　　 例 白馬岳　　 主稜　　　　　　　　　　 亀井、行谷

猿倉台地（雪洞研究） 他
１９５７年度（昭和３２年度）
４/２８～２９　　 例 谷川岳　　 マチガ沢～武能岳　　　　 渡辺、（杉山）
４/２８～５/３　 例 穂高　　 明神東稜～前穂高岳　　　 亀井、行谷
６/２８　　　　　　 個 谷川岳　　 主脈縦走　　　　　　　　 菊地
７/２０～２３　　 個 鹿島槍ヶ岳　　　　　黒菱小屋～五竜岳～　 渡辺、（奥原）

鹿島槍ヶ岳～遠見尾根
７/２８～３０　　 合 谷川岳　　 土樽～平標～万太郎～　　 磯崎、原、小林、行谷、小高、

西黒尾根　　　　　　　　 佐藤、斉藤
８/１５～１６　　 個 那須岳 渡辺、他６名
８/２４～２９　　 例 穂高　　 上高地～槍ヶ岳～奥穂高　 小高、他１名

岳～西穂高岳～上高地
８/２５～２９　　 例 白根三山　 北岳～農鳥岳　　　　　　 木村（俊）、鈴木、山田
８/２６　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉岳二ルンゼ　　　　 犬塚、渡辺、（杉山、安江）
８/２６～３０　　 例 剣岳　　　 地獄谷～別山乗越～真砂沢～　小林、原、小高、吉田

八ツ峰上半～池ノ平～阿曽原
１０/　　　　　　　　 例 明神岳　　 荷上げ
１１/２２　　　　　 合 富士山　　 雪上訓練、登頂　　　　　 渡辺、原、小林、木下、小高、

佐藤（京）、野呂、相原
１２/３１～１/２ 合 甲斐駒ヶ岳　戸台～仙水峠～駒ヶ岳往復　 原、小林、相原、鈴木
１２/２９～１/４ 合 明神岳　 ヒョウタン池上の岩峰より撤退　　亀井、木村、磯崎、山田（幸）、菊地
２/１６　　　　　　 例 鷹取山　　 県警ザイルトレーニング　 岡部、犬塚、渡辺、山田（一）

指導　　　　　　　　　　 山田（幸）、磯崎、前田、原、小林、相原
（県警側警部以下３５名）　　

３/２１～２７　　 個 谷川岳 亀井
１９５８年度（昭和３３年度）
５/１～５　　 合 越後　　　 桑ノ木沢　　　　　　　　 犬塚、渡辺、行谷

佐梨川　　 雪山沢右ルンゼ　　　　　 原、相原、前田
池ノ塔尾根上部サポート　 磯崎、行谷
下部サポート　　　　　　 犬塚、渡辺
小倉山～駒ヶ岳　　　　　 犬塚、原、相原、伏見、松永
金山沢偵察　　　　　　　 磯崎、木村（俊）
桑ノ木沢偵察　　　　　　 中、菊地

５/３１～６/１　 例 丹沢　　　 金冷し沢　　　　　　　　 小高、佐藤、稲森、行谷、菊地
沖源手前の無名沢　　　　 中、日守、前田、他３名
源次郎沢　　　　　　　　 木村、小林、相原、他３名

５/３１～６/１　 例 谷川岳　　 毛渡沢東俣西沢　　　　　 犬塚、亀井、渡辺、榎森、磯崎
原、山田（幸）、相原、村山

６/１５～１７　　 個 尾瀬　　　　　　　　　　　　　　 江島、他３名
６/２２～２３　　 例 伊豆　　　 波勝崎（海岸線の岩場）　 犬塚、前田、山田（幸）
６/２７～２８　　 個 谷川岳　　 西黒尾根～天神平　　　　 木村、他２名
６/２８～２９　　 例 谷川岳　　 追悼山行　　　　　　　　 亀井、中、大塚、菊地、長谷川、西川、木村、

村山、磯崎、山田（幸）、水野家３名、岩沢家３名
６/２８～３０　　 個 尾瀬　 相原、他１名
６/２９　　　　　　 個 丹沢　 木下、他５名
７/４～５　　 個 谷川岳　　 マチガ沢　　　　　　　　 落合、他４名
７/１９　　　　　　 例 谷川岳　 一ノ倉沢二ルンゼ　　　　 上原、菊地、行谷、長谷川、福島

四ルンゼ　　　　 磯崎、坂本、岡野、木下、山田（健）
南稜　　　　　　 前田、相原、中村、落合

７/２９～８/３　 個 梓川流域 亀井
８/２２～２９　　 合 甲斐駒ヶ岳　　　摩利支天峰中央壁　　　　 渡辺、岡野、中村、落合
１１/２～３　 例 越後駒ヶ岳　　　佐梨川偵察　　　　　　　 原、相原、中村
１１/３０～１２/１ 合 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　　 亀井、榎森、菊地、原、小林、中、渡辺、佐野、

前田、福島、岡野、落合、太細、中村、大塚
１２/３０～１/６ 合 越後駒ヶ岳　　　イエノグシ尾根～郡界尾根～　 磯崎、原、亀井、岡野、前田、福島、

　　 駒ヶ岳～小倉尾根　　　　 落合、中村、佐野、菊地、木村（俊）、
丸山、伏見、山田（健）、平田

２/１～２　　　 例 日光　　　 雲竜渓谷　　　　　　　　 犬塚、大塚、亀井、原、福島、中村、渡辺
２/２５～２８　　 例 甲斐駒ヶ岳　　　摩利支天峰中央壁　　　　 相原、落合、福島、岡野
３/２７～４/１ 例 穂高　　 屏風岩　　　　　　　　　 亀井、大塚、中村　
１９５９年度（昭和３４年度）
４/２９～５/３　 合 穂高　　 奥又白谷

北尾根四峰明大ルート　 原、前田、中村
Ａ沢～前穂高岳　　　　 相原、丸山、太細、山田、佐野

４/２９～５/３　 例 唐松岳　　 不帰岳　　　　　　　　 中、樒川
５/２４～２５　　 例 谷川岳　　 東尾根　　　　　　　　 福島、犬塚
６/６～７　　 例 丹沢　　 強化トレーニング　　　 磯崎、大塚、亀井、原、菊地、前田、相原、佐野、

中村、田辺、石川、落合、福島、高橋、伏見、
土橋、樒川、鈴木、横山、丸山、行谷

６/２６～２８　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢リッジ試登 亀井、落合、福島、山田
７/４～５　　 例 谷川岳　　 同　　　上　　　　　　 亀井、木下、福島、中村
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
７/１２～１３　　 例 谷川岳　　 同　　　上　　　　　　 落合、山田、中村
７/１８～１９　　 例 谷川岳　　 同　　　上　　　　　　 亀井、磯崎、相原、伏見、佐野
７/２２～２３　　 例 谷川岳　　 同　　　上　　　　　　 福島、中村
７/２６～３１　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢リッジ夏期初登攀 大塚　亀井　中村　岡野
８/６～８　　 合 中央ｱﾙﾌﾟｽ　  荷上げ偵察Ａ　　　　千畳敷～宝剣岳～空木岳 磯崎、伏見、樒川、田辺、土橋、横山、石川
８/１０～１１　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢鳥帽子奥壁　　 渡辺、相原、落合

正面ルンゼ　
９/１９～２０　　 例 丹沢　集中　　キューハ沢　　　　　　 亀井、福島、高橋、中村

勸七ノ沢　　　　　　　 大塚、横山、小林順、宮沢、石川
沖源次郎沢　　　　　　 原　飯島
水無川本谷　　　　　　 磯崎、大和、田村、山洞
セドノ右俣　　　　　　 前田、行谷、長谷川、佐野
セドノ左股 相原、丸山、山田、金城

１０/４　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢　　　　　　　 落合、山田、中村
１０/１０～１２　 個 穂高岳 落合
１０/１１　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢下部　　　　 福島、中村
１０/１７～１９　 例 越後佐梨川　イエノグシ沢　　　　　　　 中村、土橋

金山沢　　　　　　　　 丸山、横山、樒川
１１/１～３　 例 中央ｱﾙﾌﾟｽ　  荷上げ偵察Ａ　　　　 相原、佐野、宮沢、田村、

々　　　偵察Ｂ 山田　福島、大和、中村
１１/２２～２３　 合 富士山　　 燕沢　雪上訓練　　　　　 渡辺、丸山、伏見、佐野、土橋

吉田大沢～登頂　　　　　 大和、宮沢、鈴木（幸）
１１/２２　　　　 例 三ツ峠 磯崎、田辺、館山
１１/２２～２３　 個 丹沢 石川
１２/５　　　　　　 個 丹沢 宮沢
１２/１３～１４　 例 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　　 田辺
１２/３０～１/６ 合 中央ｱﾙﾌﾟｽ　 　上松～駒ヶ岳～空木岳　 磯崎、菊地、中村、落合

～駒ヶ根（縦走隊）
　１２/３１～１/１ 駒ヶ根～空木岳（サポート） 丸山、佐野、土橋、田辺　
　１２/３０～1/２ 上村～駒ヶ岳～将棋ノ頭～　 前田、亀井、山田（健）、行谷、

伊那（別動隊）　　　　　　 横山、鈴木（幸）
１/２～３　　　 例 乾徳山 渡辺、相原
１/４～７　　　 例 丹沢 大倉尾根から主脈縦走 石川　飯島
１/１３～１６　　 例 谷川岳 中、樒川
１/１５～１６　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢　　　　　　　　 亀井、落合、中村
２/２１～２６　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢リッジ冬期初登攀　　　亀井、落合、中村

（昭和山岳会樽木、森田　柴田氏３名合流）　
２/２５～２６ 例 西黒尾根（サポート）　　　　 榎森、相原
３/５～６　　 個 奥秩父　　　 瑞牆山　　　　　　　　　　 土橋　　　　
３/１３ 例 丹沢 福島、落合、中村
３/２７　　　　　　 個 谷川岳　　 一ノ倉沢　　　　　　　　 落合
１９６０年度（昭和３５年度）
４/１０　　　　　　 個 丹沢　 田辺
４/２９～５/５　 合 不帰岳　 Ⅲ峰Ａ尾根　　　　　　　 福島、大和、中村、前田、樒川、

山田、田辺、土橋
Ⅲ峰Ｂ尾根　　　　　　　 丸山、宮沢、樒川、相原、横山、鈴木
Ⅲ峰Ｃ尾根　　　　　　　 原、相原、土橋、中村、宮沢、落合、佐野
五竜岳往復　 １０名
唐松岳往復　　　　　　　　 　４名

５/３　　　　　　 個 丹沢 石川
６/４　　　　　　 個 谷川岳　　 蓬峠　　　　　　　　　　 落合
６/４～５　　 例 丹沢　　　　　　　　　　　　　　　　大倉～蛭ケ岳～桧洞丸～玄倉 飯島、石川
７/２～３　　 岳連 丹沢　　　 第１回神奈川岳連主催　 犬塚

指導員講習会　
７/７　　　　　　 個 谷川岳 土橋
７/９～１１　　 個 谷川岳　 亀井
７/１０　　　　　　 例 丹沢　　　 水無川本谷 丸山、岡野、横山
７/１８　　　　　　 個 富士山 犬塚
７/２１～２４　　 個 中央ｱﾙﾌﾟｽ 縦走　　　　　　　　 落合
７/２３～２４　　 例 富士山 中、丸山、岡野
７/２９～３１　　 個 尾瀬 山田　　　　　　　　　　　
７/３０～８/４　 合 南アルプス　　　　　　　　縦走　　 前田、樒川、渡辺、木下、土橋

三伏峠～塩見岳～北岳　　 田辺、横山、宮沢、岸本、岡本
７/３１～８/１　 例 富士山 岡野、丸山
７/３１～８/２　 個 丹沢 犬塚
８/５～８/８　 個 南アルプス縦走　　　　　　　　　　 土橋
８/６～８/８　 個 丹沢 犬塚
８/６～８/７　 例 白馬岳 榎森、中、菊地
８/１４～２１　　 例 剣岳　　　 西面＆北面（毛勝谷右俣他）　　　　　　　亀井、大塚
８/２８　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢二ルンゼ　　　　 渡辺、磯崎、相原、千田、岸本

滝沢下部トラバース　　　 樒川、落合
鳥帽子奥壁変形チムニー　 原、中村

８/２７～２８　　 個 丹沢 大和
９/１～４　　　　 個 谷川岳　　 西黒尾根～万太郎～平標縦走　　　　　　　　　　石川
９/１０～１１　　 個 丹沢　　　 セドノ沢右俣　　　　　　 大和
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
９/２３～２７　　 例 越後佐梨川　新吾沢　　　　　　　　 渡辺、岡野、前田、横山

桑ノ木沢　　　　　　　 相原、佐野、中村
金山沢　　　　　　　　 亀井、大和、樒川
雪山沢（木下スリップ事故）　　　　　　　　原、木下
長瀬川　　　　　　　　 中、落合
駒ノ湯　　　　　　　　 磯崎、田辺

１０/３０　　　　　 個 丹沢　　　 水無川新茅沢　　　　　　 田辺、他１名
１１/２６～２７　 例 丹沢　　　 ボッカ訓練　　　　　　　 丸山、岡野、土橋、宮沢、田辺、

鈴木、金城、千田
１２/２９～１/４ 合 白馬岳　　 杓子尾根～白馬岳　　　 相原、岡野、土橋、横山、田辺、

樒川、宮沢、大和、大塚、千田
１/５～７　　 合 八方尾根　　（合宿後、スキー）　　 大塚、岡野、土橋、千田、相原、宮沢
１/２９　　　　　　 例 丹沢　　　 表尾根　　　　　　　　　 丸山、前田、岸本、他１名
３/１９～２１　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 相原、田辺、千田、宮沢

東尾根（遭難救助）　　　 渡辺、樒川、亀井、福島、佐藤
１９６１年度（昭和３６年度）
４/１６～１８　　 個 仙丈岳 宮沢
４/２９～５/５　 合 鹿島槍ヶ岳 大阪鋭峰会事故救助活動 犬塚、中、前田、樒川、土橋、丸山、岸本、

大冷沢ＢＣ 鎌尾根 小林、田辺、三島、石川、亀井、大塚、原、
雪上訓練 大和、中村、佐野、宮沢、栗田（直）、渡辺

５/１２～１３　　 個 雲取山　　　　 石井
５/２１～２２　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢中央稜　　　　　 原、宮沢、中村

マチガ沢新人訓練　　　　 ９名
５/２８　　　　　　 個 谷川岳　　 仙ノ倉谷　　　　　　　　 亀井
６/１～２　　 個 谷川岳　　 一ノ倉沢中央稜　　　　　 福島、他
６/１１　　　　　　 例 丹沢　　　 三ノ塔　　　　　　　　　 ３７名

（木村俊雄会員追悼山行）
７/８　　　　　　 個 丹沢　 石井
７/９　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢南稜　　　　　　 渡辺、前田、相原、大沢、土橋

中央カンテ　　　　　　　 佐藤、他１０名
二ルンゼ

７/１５～１８　　 例 穂高岳　　 西穂高岳～槍ヶ岳　　　　 馬渕、鈴木（春）
７/２２～２３　　 個 巻機山 落合、他１名
７/２３～８/３　 合 剣岳 １８名
８/１２～１９　　 合 穂高岳滝谷 ７名
８/２６～２８　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢（無名峰）　　　 亀井、宮沢、安部、栗田
９/２３～２５　　 例 越後佐梨川　金山沢奥壁第１回試登　 樒川、土橋、亀井、大塚

雪山沢　　　　　　　　　 原、落合、木下
新吾沢　　　　　　　　　 大塚、横山
桑ノ木沢　　　　　　　　 相原、中村、佐野
大チョーナ沢　　　　　　 渡辺、岡野
長瀬沢　　　　　　　　　 福島、中
小倉尾根　　　　　　　　 榎森、岡本、小林、岸本、小高、渡辺
ベースキャンプ　　　　　 磯崎、松村、田辺

１０/８　　　　　 個 高峯山 岸本、他１名
１０/８　　　　　 個 谷川岳 福島、他１名
１０/１５～１７　 例 穂高岳　 原、小林（順）、他２名
１０/２２　　　　　 例 丹沢　　　 勸七ノ沢　　　　　　　　 岡野、横山、岸本、他２名
１０/２８～２９　 例 谷川岳 冬山偵察

西黒尾根～清水峠　　　　 岡野、大沢、大和、渡辺（弘）
蓬峠～清水峠　　　　　　 岸本、栗田、鈴木（春）、亀井
東黒尾根～清水峠　　　　 前田、横山、鳥切、鳥島
ガレ沢～谷川岳　　　　　 福島、赤尾、宮沢

１１/３～５　 個 甲斐駒ヶ岳　　　　　　　　　　　　 大和、他１名
１１/１　　　　　 個 丹沢　　　 新茅ノ沢　　　　　　　　 土橋
１１/２６～２７　 合 富士山　　　　　　　　　　　　　　 ２６名
１２/９～１０　 例 谷川岳　　 東黒尾根～清水峠　　　　 亀井、鳥切
１２/２９～１/５ 合 谷川岳　　 湯檜曽水源馬蹄形縦走 ２６名

西黒尾根隊 岡野、宮沢、大和、渡辺（弘）、安部
東黒尾根隊 前田、横山、田辺、佐野、千田、鳥切
東黒尾根スキー隊 亀井、大塚
サポート隊 中村、原、小林、岸本、赤尾、馬渕

１/７～８　　 個 谷川岳　　　　　　　　　　西黒尾根　　　　　　　　 中村、他１名　　
１/１４～１５　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢出合　　　　　　 亀井、中村
２/２２～２６　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢　　　　　　　　 亀井、安部、前田、樒川、中村
３/１８～２２　　 例 谷川岳　　 東尾根・サポート　　　 亀井、樒川、千田、安部、

三島、横山、鈴木、鳥切
一ノ倉沢中央カンテ 中村、宮沢

２/２５～２６　　 例 天神平　　 スキー行　　　　　　　　 榎森、金元、栗田、赤尾、鳥切

１９６２年度（昭和３７年度）
４/２９～５/５　 合 穂高　　 岳沢～奥穂高岳～北穂　　 佐野、横山、原、安部

北鎌尾根～槍ヶ岳～北穂　 宮沢、田辺、中村、亀井
高岳～涸沢
蝶ケ岳 岸本、栗田、赤尾
上高地～横尾～涸沢　　　 岡野、大和、三島、鳥島、中谷、加藤、望月、
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
丸山、鳥切

滝谷第一尾根　　　　　　　　　　 中村、大和
５/２０～２２　　 例 秩父　　　 東沢　　　　　　　　　　 亀井、桜井
５/２１～２４　　 個 立山ー剣岳 落合
５/２３　　　　　　 個 丹沢　　　 大倉尾根　　　　　　　　 木下、他
６/１～３　　 個 尾瀬 鈴木（幸）
６/２９　　　　　　 個 谷川岳 千田、他
６/２９　　　　　　 個 剣岳 加藤
６/２９　　　　　　 例 飯豊山 渡辺、相原、落合、岩瀬、他
７/８　　　　　　 例 丹沢　 ボッカ訓練　大倉尾根～玄倉　 ２１名　　
７/２１～２２　　　　　　例 谷川岳　　 幽ノ沢　　　　　　　　　 渡辺（隆）、栗田、相原、木下

一ノ倉沢滝沢下部～Ｂルンゼ　 中村、宮沢、亀井、原、岡野、安部、鳥切
７/２２　　　　　　 協会 木曾駒ヶ岳　（市民登山）　　　　　 原
７/２２　　　　　　 個 八甲田 千田、他
８/１～５　　 合 南アルプス　三伏峠～光岳　　　　　 樒川、樋口、桜井、横山、望月

転付峠～荒川岳～光岳　 杉山、千田、中谷
８/１６～２３　　 合 前穂高岳　　奥又白池Ｂ・Ｃ 岸本

Ａ沢～前穂高岳　　　　　 金城、桜井、鈴木、鳥島
前穂東壁ＡＢフェース　　 亀井、鳥切、栗田
右岩稜　　　　　 土橋、宮沢
Ｄフェース　　　 中村、樒川
前穂北壁　　　　　　　　 土橋、宮沢、亀井、鳥切、安部
前穂北尾根　　　　　　　 中村、安部、金城、赤尾、桜井
北尾根四峰松高ルート　 中村、安部
北尾根四峰新村ルート　 土橋、鳥切

８/２３～２５　　 個 秩父　　　 金峰山～甲武信岳～西沢　 中、他
８/３１　　　　　　 個 丹沢　　　 表尾根　　　　　　　　　 但馬
９/１２　　　　　　 例 丹沢　　　 水無川　　　　　　　　　 相原、栗田
９/１６　　　　　　 個 丹沢　　　 水無川　　　　　　　　　 原、他４名
９/２３　　　　　　 例 谷川岳南面　ヒツゴー沢　　　　　　 中村、木下、二宮、上條、但馬、

三島、岩瀬、松井（伊）、桜井、鳥島
オジカ沢　　　　　　　 樒川、岸田、大塚
幕岩Ｂルンゼ　　　　　 土橋、栗田、渡辺（隆）
タカノス沢　　　　　　 宮沢、中、斉藤、赤尾、磯崎

９/２３　　　　　　 個 後立山 赤尾
９/３０ 例 谷川岳　　 一ノ倉沢中央稜　　　　　　　　 相原、千田、安部、鳥切
１０/９～１０　 例 秩父　　　 東沢　　　　　　　　　　 相原、木下、栗田
１１/３～４　 例 丹沢　　　 犬越路～中川（ボッカ訓練）　　　　　宮沢、他２１名
１１/２３～２５　 合 富士山　　 雪上訓練ー登頂　　　　　 原、宮沢、中村、土橋、赤尾、栗田、岸本、

亀井、渡辺、鳥切、横山、大和、伊藤、
樒川、松井（伊）、望月、安部、加藤、千田、
桜井、二宮、上條、前田、鳥島、大塚、三島

１２/２３～１/６　　　　合 穂高　　 屏風岩～前穂北尾根
先発（１２/２３日～）  　 岡野、中村、桜井
中発（１２/２６日～）  　 亀井、大塚、相原、宮沢、田辺、樒川、

千田、加藤、鳥切、
後発（１２/３０日～）  　 土橋、大和、横山、赤尾、松井、鳥島、

萬徳、原、金城、杉山、伊藤
屏風岩中央カンテ　　　　　　 中村、宮沢、相原、樒川、鳥切

２/１０～１１ 例 スキー行　　　　　　　　 １８名、他３名
２/１７　　　　　　 個 三原山 桜井
３/２１～２２　　 例 谷川岳 ７名
１９６３年度（昭和３８年度）
４/７　　　　　　 例 丹沢　　　 花立集合

大倉尾根　　　　　　　　 佐野、三島、二宮、田辺、土橋、（他２名）
水無川　　　　　　　　　 金元、伊藤、松井、加藤、大和、千田
勘七ノ沢　　　　　　　　 横山、萬徳、一見、西村

４/２８～５/４　 合 鹿島槍ヶ岳　天狗尾根　　　　　　　 岡野、栗田、佐野、安部、中村、大和、
田辺、加藤、中谷、望月、伊藤、亀井、
三島、原、松井（伊）、杉山、一見、上條、
渡辺、宮沢、赤尾、千田、市村

５/８　　　　　　 個 丹沢　　　 クズハ沢　　　　　　　　 栗田、他１名
５/２８～２９　　 例 三ツ峠 宮沢、赤尾、前田
６/２３　　　　　　 個 尾瀬 樒川
６/２９～３０　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢二ルンゼ　　　　 中村、赤尾、神谷

中央カンテ　　　 岡野、安部、鳥島
南稜　　　　　　 宮沢、望月、杉山

６/３０　　　　　　 個 富士山 千田
７/６　　　　　 例 丹沢　　　 ボッカ訓練　　　　　　　 ７名　
７/６～７　　 個 富士山　　　　　　　　　　　　　　 加藤
７/１４～１５　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢衡立岩　雲稜ルート　　　　　中村、安部

サポート　　　　 松井（伊）、萬徳
７/２０　　　　　　 協会 富士山　　 横山協主催　　　　　　　 中村、杉山、他４５名
８/２～６　　 合 穂高　　 滝谷

北鎌尾根～北穂高岳　　　 岡野、栗田、赤尾、萬徳、伊藤、砂川、神谷
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クラック尾根　　　　　　 中村、岸本、三島、鳥島、田辺、中谷、

渡辺、大塚、松井、岡野、萬徳
一尾根　　　　　　　　　 原、松井、前田、望月
二尾根　　　　　　　　　 大塚、望月、中村、岸本、三島、渡辺
三尾根　　　　　　　　　 田辺、中谷
四尾根　　　　　　　　　 中村、岸本、三島
Ｐ１　　　　　　　　　　 安部、松井
Ｐ２ 大塚、宮沢
ドーム正面壁　　　　　　 原、鳥島
グレポン　　　　　　　　 原、杉山
奥壁　　　　　　　　　　 宮沢、望月

８/１０～１１　　 例 越後佐梨川　金山沢奥壁第四スラブ　 宮沢、横山、亀井、木下、加藤、砂川、神谷
（第２回試登）　　　　

８/３０～３１　　 個 八ヶ岳　　 杉山、他３名
９/８～９　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢四ルンゼ　　　 原、伊藤、萬徳

二ルンゼ　　　　 安部、神谷、松井
９/２２～２４　　 例 越後駒ヶ岳　北ノ又川　　　　　　　 亀井、安部

大チョーナ沢　　　　　　 前田、砂川
水無川　　　　　　　　　 原、岸本
境尾根　　　　　　　　　 宮沢、大和
郡界尾根　　　　　　　　 岡野、神谷
鉱山道尾根　　　　　　　 伊藤、佐野
越後三山　　　　　　　　 相原、木下、赤尾
Ｂ・Ｃ　　　　　　　　　 丸山

９/２２～２４　　 個 北岳　　　　　　　　　　　　　　　 松井、他２名
９/２９　　　　　　 個 木曾駒ヶ岳　宝剣岳～木曾駒ヶ岳　　 杉山、他２名
１０/１９～２０　 協会 鳳凰三山 赤尾、神谷、他１４名
１０/１９～２０　 個 秩父 宮沢
１１/３　　　　　 例 丹沢　　　 源次郎沢　　　　　　　　 宮沢、他

沖源次郎沢　　　　　　　 前田、他、安部、他、松井、他
1１/２３～２４　 合 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　　 犬塚、亀井、渡辺、小林、前田、宮沢、三島、

岡野、田辺、大和、安部、鳥切、相原、
千田、佐野、松井、伊藤、杉山、神谷、佐藤、
萬徳、二宮、樒川、市村、赤尾、木下、

１２/２６～１/４ 合 鹿島槍ヶ岳　天狗尾根～鹿島槍ヶ岳ＢＣ～　 (先発）神谷、安部
五竜岳～遠見尾根　 (本隊)宮沢、田辺、樒川、千田、砂川、亀井、
（鹿島北壁積雪多く撤退） 　　　　大和、相原

２/２８～２９　　 例 日光 雲竜渓谷　　　　　　　　 杉山、伊藤、萬徳、神谷、砂川
２/２２～２４　　 例 谷川岳　　 天神平　　　　　　　　　 宮沢、安部、鳥切、松井、砂川、

神谷、千田、田辺、赤尾
２/２９～３/１　 個 八ヶ岳　　 赤岳～阿弥陀岳　　　　　 萬徳
２/２９～３/１　 個 丹沢　　　 カンノ洞　　　　　　　　 砂川
３/１～３　　 例 富士山 相原、他４名
３/２０～２２　　 例 白馬岳 猿倉雪崩により撤退　　　 松井（伊）、神谷、宮沢、相原

赤尾、加藤、砂川、松井（清）
３/３１ 個 丹沢　　　 大倉尾根　　　　　　　　 杉山
１９６４年度（昭和３９年度）
４/５　　　　　　 個 丹沢　　　 源次郎沢　　　　　　　　 田辺
５/１～５　　 合 越後駒ヶ岳　長瀬沢　　　　　　　　 安部、杉山、砂川

北ノ又川　　　　　　　 大和、中、中村、亀井、加藤、佐野、石川
魚沼三山縦走　　　　　 鳥切、千田、松井（伊）、神谷、萬徳、
枝折峠～駒ヶ岳　　　　 木下、市村、松井（清）、

宮沢、岸本
小倉尾根　　　　　　　 原、三島、高橋

５/３０～６/７　 例 越後佐梨川　金山沢奥壁第３回試登 入山不許可により中止
５/３１　　　　　　 個 丹沢　　　 水無川　　　　　　　　　 鈴木
６/４～７　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢

鳥帽子奥壁中央カンテ　　 神谷、杉山
中央稜　　　　 杉山、砂川、三島
変形チムニー　 宮沢、鳥切、松井
滝沢下部～Ｂルンゼ　　　 神谷、萬徳　　

６/２１　　　　　　 例 丹沢 亀井、中、原
７/１２　　　　　　 例 丹沢 亀井、原、中、前田、佐野、他４名
７/１１～１８　　 個 南アルプス　荒川三山～赤石岳～聖岳縦走　　　　　　　　　石川、他２名
７/２６～２７　　 個 尾瀬 佐野、他４９名
７/３１～８/２　 協会 谷川岳　 市民登山　　　　　　　　　 亀井
７/３１～８/２　 個 槍ヶ岳　　　 佐野
８/９　　　　　　 個 丹沢　　　 大山　　　　　　　　　　 佐野
８/１～９　　 合 剣岳　　　 早月尾根　　　　　　　　 樒川、鳥切、松井（清）、佐藤、高橋、石黒

小窓尾根　　　　　　　　 宮沢、大和、松井（伊）、萬徳、砂川、石川
八ツ峰六峰Ａフェース　　 宮沢、松井（伊）、石川
       Ｂフェース　　 砂川、松井（清）
       ＣフェースＲＣＣ、慶応　 高橋、樒川
       Ｄフェース　　 萬徳、他、　高橋、他、
源次郎尾根　　　　　　　 樒川、他
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
チンネ中央チムニー～　　 石川、砂川　松井(伊)
Ａ、Ｂクラック　
左方ルンゼ　　　　　　　 松井（伊）、他
左下カンテ～左フェース　 鳥切、他
左稜線　　　　　　　　　 宮沢、高橋
Ｅフェース　　　　　　　 松井（清）、他
右フェース　　　　　　　 鳥切、他

８/１８～２４　　 例 穂高　　 屏風岩東壁緑ルート　　　 安部、杉山
北尾根４峰新村ルート　　 安部、神谷
北尾根４峰甲南ルート　　 杉山、萬徳

 ８/２６　　　　　　 例 丹沢　　　 勘七ノ沢　　　　　　　　 安部、他３名
悪沢　　　　　　　　　　 砂川、他３名

９/６　　　　　　 例 谷川岳　　 幽ノ沢一ルンゼ　　　　　 砂川、他
二、三ルンゼ　　　 神谷、他　

９/２０～２９　　 例 北岳　　　 バットレス一尾根　　　　 管野　吉野
同　第二尾根 石川　鈴木(正)
中央稜　　　　 砂川、松井（清）
中央稜　　　　 石川　菅野
四尾根　　　　 宮沢、鳥切

９/２７～２９　　 個 八ヶ岳 高橋（学）
１０/９～１３　　 例 槍ヶ岳　　　　　　　　　　　槍沢　 前田、赤尾、大和、相原、須藤、渡辺、

北鎌尾根　　　　　　　　 鳥切、高橋、松井（清）
１０/１３～１５　 例 穂高　　 屏風岩青白ハング 宮沢、神谷
１０/１７～１８　 協会 越後駒ヶ岳　市民登山　　　　　　　 原、佐野、神谷、石川、田中、潟上
１０/１８　　　　　 個 丹沢　　　 畦ヶ丸　　　　　　　　　 松井（清）
１０/２５　　　　　 例 奥秩父　　 瑞牆山　　　　　　　　　 安部、杉山、他７名
１１/１　　　　　 例 丹沢　　　 ボッカ訓練　　　　　　　 石川、松井（清）、潟上、管野
１１/７　　　　　 個 丹沢　　　 塔ノ岳　　　　　　　　　 田中
１１/２２～２３　 合 富士山　　 夏道～頂上　　　　　　　 石川、松井（清）、田中、管野、

市村、亀井、渡辺、小林、亀井
屏風尾根～頂上　　　　　 砂川、大和、安部、木下、佐野、

松井（清）、鳥切、宮沢、神谷
１２/２７～１/５ 合 槍ヶ岳　　 横尾尾根～槍ヶ岳　　　　 大和、砂川、神谷、石川、管野、亀井、加藤、

杉山、鳥切
１/２～３　　 例 谷川岳　　 白毛門　　　　　　　　　 前田、潟上、前田（夫人）
２/７～８　　 個 丹沢　　　 キューハ沢 松井（清）
２/１４～１５　　 例 菅平　　　 スキー行　　　　　　　　 １８名、他２０名
２/２７～２８　　 例 谷川岳　　 東尾根　　　　　　　　　 宮沢、神谷、砂川

西黒尾根　　　　　　　　 杉山、萬徳
１９６５年度（昭和４０年度）
４/２９～５/５　 合 剣岳　　　 早月尾根～三ノ窓Ｂ・Ｃ　 前田、岡野、大和、宮沢、安部、鳥切、萬徳、

砂川、神谷、松井（清）、管野、内馬場
５/２～５　　 例 丹沢　　　 大山～塔ノ岳～畦ヶ丸～浅瀬　 佐野、石川、亀井

　　　　　（丹沢大山国定公園指定記念縦走）
５/２２～２３　　 例 谷川岳　　 幕岩尾根　　　　　　　　 神谷、砂川、田中（克）

マチガ沢東南稜　　　　　 神谷、砂川、鳥切
６/１２～１３　　 例 越後　　　 水無川本谷　　　　　　　 高橋、砂川、萬徳、管野、鳥切
７/４　　　　　　　 例 丹沢　　　 正次郎尾根～塔ノ岳　　　 宮沢、神谷、内馬場、高橋

松井（伊）、杉山、前田（夫妻）
７/８～１２　　 例 谷川岳　　 幽ノ沢Ｖ字岩稜奥壁　　　 砂川、神谷、石川、岡野

       中央壁　　　　　　 神谷、鳥切、砂川
       滝沢　 神谷、管野
        Ｖ字岩稜奥壁　　　 安部、高橋、萬徳
西黒尾根～芝倉沢　　　　 松井（清）、内馬場、潟上

７/１０～１１　　 個 富士山 杉山、他９名
７/１８　　　　　　 個 丹沢　　　 塔ノ岳　　　　　　　　　 潟上
８/１～８　　 合 剣岳　　　 池ノ谷～三ノ窓Ｂ・Ｃ　　 宮沢、加藤、萬徳、杉山、高橋、鳥切、管野

剣尾根～ドーム稜　　　　 杉山、加藤
中央壁　　　　　　　　　 萬徳、鳥切
ドーム壁　　　　　　　　 高橋、宮沢
中央ルンゼ　　　　　　　 杉山、宮沢
Ｒ６　　　　　　　　　　 萬徳、杉山、高橋
Ａフェース　　　　　　　 杉山、萬徳、高橋

　　　　大町～鳥帽子岳～平ノ渡～五色ヶ原　 松井（伊）、佐野、内馬場、高橋（学）、
　　　　　　　　　　　　～雄山～剣沢～宇奈月　　　　　　　田中（勝）
　　　　薬師沢～上ノ廊下～平ノ渡～大町　　 神谷、岡野、石川
　　　　室堂～剣沢　　　　　　　　　　　　 前田（夫妻）、近藤、三島

８/２７～９/２　 例 穂高　　 屏風岩中央壁　　　　　　 神谷、砂川
屏風岩中央カンテ　　　　 砂川、松井
滝谷ドーム正面壁　　　　 神谷、砂川、松井
北尾根四峰松高ルート　　 神谷、砂川、松井
前穂高岳右岩稜　　　　　 神谷、砂川、松井

９/４～５　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢三ルンゼ　　　　 高橋、高橋（学）、鳥切
中央壁　　　　　 安部、高橋
二ルンゼ　　　　 杉山、高橋（学）
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
中央稜　　　　　 松井（清）、大庭
南稜　　　　　　 鳥切、内馬場、千田

１０/９～１０ 例 奥多摩 第７回十月祭 安部　高橋(進)　万徳
１０/１６～１７　 例 谷川岳　　 南面幕岩　　　　　　　　 石川、近藤、安部、松井（清）、鳥切

オジカ沢　　　　　　　　 宮沢、内馬場、高橋（学）
１０/３１～１１/３ 合 剣岳　　　 小窓尾根（荷上げ）　　　 岡野、宮沢、大和、砂川、石川、神谷、

松井（伊）、高橋、内馬場、管野、鳥切
１１/７　　　　　 例 丹沢 大和、管野、鳥切
１１/２１　　　　　 例 八ヶ岳　　 赤岳　　　　　　　　　　 砂川、高橋（学）
１１/２７～２８　 合 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　　 宮沢、安部、大和、萬徳、田中（勝）、

松井、高橋、高橋（学）、石川
１２/２６～１/５ 合 剣岳　　　 小窓尾根　　　　　　　　 宮沢、砂川、石川、高橋、高橋（学）、萬徳、

東京雲稜会雪崩遭難事故協力 神谷、岡野、加藤、千田、相原
早月尾根　　　　　　　　 大和、亀井、安部、内馬場

１/１～２　　 例 谷川岳　　 東黒尾根　　　　　　　　 前田（夫妻）、松井（清）、近藤、松井（伊）
１/１５～１６　　 例 丹沢　　　 ザンザ洞　　　　　　　　 萬徳、内馬場
 ２/５～６　　 例 谷川岳　　 東黒尾根（雪洞研究）　　 宮沢、松井（伊）、内馬場、亀井、

田中（勝）、松井（清）、他８名
２/１９～２０　　 例 谷川岳　　 東尾根　　　　　　　　　 宮沢、砂川、神谷
２/２７～２８　　 例 菅平　　　 スキー行　　　　　　　　 松井（伊）、石川、前田（夫妻）、宮沢、田辺、

高橋（学）、杉山、内馬場、小林（茂）、他５名
３/５～６　　 例 谷川岳　　 東尾根　　　　　　　　　 宮沢、砂川、松井（清）
３/５～６　　 個 奥秩父　　　 瑞牆山　　　　　　　　　　 杉山、他１名
３/６　　　　　　 例 丹沢　　　 悪沢　　　　　　　　　　 鳥切、内馬場
３/１９～２２　　 例 八ヶ岳　　 西面　　　　　　　　　　 宮沢、松井（清）、内馬場、近藤

石川、田辺（正）、高橋（学）　
１９６６年度（昭和４１年度）
４/８～１０　　 例 八ヶ岳　　 小同心峰　　　　　　　　 砂川、松井（清）、高橋（学）
４/１７　　　　　　 例 丹沢　　　 ボッカ訓練　　　　　　　 杉山、石川、砂川、内馬場、田辺

田中（勝）、栗田、五味田、
４/２８～５/５　 合 剣岳　　　 北方稜線～剣岳　　　　　 宮沢、砂川、石川、中村、内馬場

松井（清）、岡野、鳥切
５/１～５　　 合 北岳　　　 北沢峠～仙丈岳～小太郎　 杉山、加藤、高橋（学）、田中（勝）、

尾根～北岳～池山吊尾根　 池谷、栗田、浦野
５/２８～３０　　 例 越後佐梨川　金山沢奥壁第３回試登　 宮沢、鳥切、高橋

正面尾根（サポート）　 岡野、松井（伊）、高橋（学）
６/８～９　　 例 越後佐梨川　金山沢奥壁第４スラブ　 宮沢、鳥切、高橋

左ルート～上部岩壁
　　　　　右フェース初登
正面尾根（サポート）　　 松井（伊）、岡野、高橋（学）

６/１０～１２　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢鳥帽子奥壁 松井（清）、石川
　　　　　変形チムニー

６/２５～２６　　 例 谷川岳　　 一ノ倉岳南稜　　　　　　 石川　松井(清)、
幽ノ沢Ｖ字岩稜奥壁右　　 石川、内馬場
幽ノ沢滝沢　　　　　　　 砂川、松井（清）、田辺（正）、五味田

６/１１～１２　　 個 蝶ヶ岳　　 蝶ヶ岳大滝山 杉山
７/１０～１１　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢ルンゼ集中

           二ルンゼ　　　　 加藤、松井（清）、内馬場、栗田
           三ルンゼ　　　　 石川、内馬場
           四ルンゼ　　　　 宮沢、栗田
           五ルンゼ　　　　 砂川、浦野

７/２３　　　　　　 協会 富士山　　 （市民登山）　　　　　　 石川、田中（勝）
７/２３　　　　　　 個 富士山 高橋（学）
７/２３　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉尾根　　　　　　　　 杉山、田中（寿）
８/１～７　　 合 剣岳　　　 東大谷　　　　　　　　　 松井（伊）、高橋、内馬場、高橋（学）

       中尾根　　　　　　 高橋、高橋（学）
       二本槍ルンゼ　　　 松井（伊）、内馬場
       駒草ルンゼ　　　　 松井（伊）、内馬場、高橋

白馬岳～針ノ木岳～剣岳　　　　　　 杉山、加藤、管野、田中（勝）、
池谷、近藤、野中、田中（寿）

８/９～１３　　 合 黒部　　　 黒薙川北ノ又谷　　　　　 砂川、石川、宮沢
８/２７～２８　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢下部～第二　 鳥切、高橋

　　　　　　スラブ～ドーム壁
　　　　　　変形チムニー　　　　　　安部、松井（清）
　　　　　　南稜　　　　　　　　　　 高橋、田辺
　　　　　　三ルンゼ　　　　　　　　 安部、浦野
　　　      四ルンゼ　　　　　　　　 鳥切、内馬場

８/２８～３１　　 例 北岳　　　 前白根沢～中央稜　　　　 神谷、杉山
９/１５　　　　　　 例 谷川岳　　 コップ状岩壁雲表ルート　 砂川、石川
９/１６　　　　　　 例 谷川岳　　 幽ノ沢中央壁　　　　　　 宮沢、杉山
９/２３～２４　　 例 北岳 バットレス 砂川、石川、原、安部、近藤、管野、浦野、

高橋（学）、栗田、田中（寿）、内馬場、　
１０/９～１４　 例 穂高　　 屏風岩集中　　　　　　　 杉山、松井（清）中村、栗田、

服部、浦野、田中（勝）、池谷
１０/１４～１７　 例 穂高　　 屏風岩一ルンゼ　　　　　 宮沢、砂川
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
１１/３～８　 例 剣岳　　　 小窓尾根荷上げ　　　　　 松井（伊）、高橋、石川、管野、

大和、高橋（学）、神谷
１１/１９～２０　 例 三浦半島　 三崎城ケ島大橋～鷹取山 神谷、高橋、砂川、宮沢、木下、田辺（正）、

ボッカ訓練　　　　　　　 池谷、松井（伊）、石川、管野、近藤、服部、
内馬場、浦野、栗田、高橋（学）、田中（寿）、芳賀

１１/２３～２５ 合 富士山　　 雪上訓練・登頂　　　　　 宮沢、中村、亀井、木下、野中、田辺（正）、
池谷、服部、五味田、松井（伊）、神谷、
石川、砂川、高橋、田中（勝）、管野、
高橋（学）、近藤、浦野、栗田、
内馬場、榎森、小林（茂）

１２/１０～１１　 例 谷川岳　　 西黒尾根（冬山訓練）　　 神谷、松井（清）、浦野、栗田、
田中（勝）、岡野

１２/２５～１/７ 合 剣岳　　　 小窓尾根～本峰　　　　　 宮沢、高橋、砂川、神谷、石川、松井（清）、
大和、松井（伊）、田辺（正）、管野、
杉山、岡野、内馬場、浦野、栗田、服部

左方ルンゼ　　　　　　　 高橋、宮沢
中央チムニー～Ａ・Ｂクラック　 砂川、神谷
左方ルンゼ～Ａ・Ｂクラック　 石川、松井（清）

１/２１～２２　　 例 丹沢　　　 遠山本沢　　　　　　　　 浦野、栗田
２/４～５　　　 例 越後大湯　 スキー行　　　　　　　　 宮沢、松井（伊）、木下、石川、、田中（勝）、

安部、高橋（学）、三島（安）、他５名
２/２０　　　　　　 個 丹沢 田中（勝）他１名
２/２５～２６　　 例 丹沢　　　 大倉～塔ノ岳～丹沢山　　 高橋、芳賀、三島（安）
３/４～１４　　 例 前穂高岳　　　　Ｄフェース（遭難）　　 安部、中村
３/１７～２１　　 捜索 前穂高岳　　第１次捜索（先発）　　　 亀井、松井（伊）、砂川、高橋、

石川、宮沢、（千代田、福島）
　３/17～３/２４ 神谷
３/１９～２１　　 捜索 前穂高岳　　第１次捜索（中発）　　　　　　　　 原、杉山、樒川、管野、内馬場、高橋（学）、

松井（清）、横山、浦野、栗田（信）、服部、
田中（勝）、［安部（弟）、内山］

３/１９～２５　　 捜索 前穂高岳　　第１次捜索（後発）　　 相原、萬徳
１９６７年度（昭和４２年度）
４/１６～１７　　 捜索 前穂高岳　　第２次捜索（先発） 宮沢、岡野、大和、神谷、高橋、
　　　～２３ 内馬場、管野、三島（安）、芳賀、野中
４/１７～２３　　 捜索 前穂高岳　　第２次捜索（中発） 松井（清）、高橋（学）
４/２０～２３　　 捜索 前穂高岳　　第２次捜索（後発） 加藤、萬徳
４/２３～２７　　 捜索 前穂高岳　　第３次捜索 松井（伊）、杉山、木下、千田、

大庭、田辺（正）
４/２８～５/６ 捜索 前穂高岳　　第４次捜索（先発）　　　 宮沢、鳥切、神谷、松井（清）、内馬場
４/２９～５/６　 捜索 前穂高岳　　第４次捜索（中発）　　　　　　　　 砂川、野中、石川、三島（安）、辻野
５/１３～１４　　 捜索 前穂高岳　　第５次捜索　　　　　　　　　　　　 相原、大和、加藤
５/１７～２０　　 捜索 前穂高岳　　第６次捜索（先発）　　　　　　　　 宮沢、磯崎、樒川、大和、相原、砂川、

神谷、松井（伊）、石川、杉山、高橋、
高橋（学）、萬徳、浦野、栗田、内馬場、
管野、鳥切、[福島、千代田]

５/１８～２０　　 捜索 前穂高岳　　第６次捜索（中発）　　　　　　　　 原、木下、田辺（浩）、千田、加藤、土橋、小林、
田中（勝）、田辺（正）、野中、田中（寿）、
三島（安）、芳賀、辻野、松井（清）、服部

５/１９～２０　　 捜索 前穂高岳　　第６次捜索（後発）　　　　　　　　 大塚、池谷、越中、榎森、渡辺（隆）、佐野、金元
７/１６　　　　　　 例 丹沢　　　 ボッカ訓練　　　　　　　 石川、松井（伊）、内馬場、浦野

三島（安）、鈴木（正）、丸岡、
吉野、辻野、日野、田中（寿）、

７/２９～８/１３ 合 南アルプス　前白根（先発）　　　　 神谷、辻野、田中（勝）、芳賀、高橋（学）
前白根（後発）　　　　 宮沢、砂川、石川、浦野、日野
転付峠～荒川三山～三伏峠 高橋、田辺、松井（伊）、服部、

　　　　　　　　～塩見岳～北岳～仙丈ヶ岳　 三島（安）、小原、鈴木（正）
広河原～仙丈ヶ岳～間ノ岳 松井（清）、池谷、田中（寿）
　～北岳～広河原
広河原～両俣～間ノ岳～ 管野、内馬場、吉野、磯崎
　北岳～農鳥岳～大門沢

９/２～４　　　 例 北岳　　　 大樺沢～二俣（Ｂ・Ｃ）　 高橋、神谷、松井（伊）、三島（安）
～本峰　　　　　　　　　 鈴木（正）、浦野、管野、石川、

宮沢、吉野、小原、池谷、日野
バットレス中央稜　　　　 石川、管野
　　　　　　Ｄガリー奥壁　　　 高橋、神谷
　　　　　　一尾根　　　　　　 管野、吉野、小原、松井（伊）、三島（安）
　　　　　　二尾根　　　　　　 石川、鈴木（正）
　　　　　　四尾根　　　　　　 松井（伊）、三島（安）
　　　　　　四尾根～中央稜　　 宮沢、浦野
　　　　　　五尾根　　　　　　 宮沢、吉野、小原

９/２３～２４　　 個 巻機山　　 米子沢　　　　　　　　　 小原
９/２４　　　　　　 個 富士山 管野
１０/８～１０　 例 甲斐駒ヶ岳　黄蓮谷右俣遡行～鋸岳縦走、 石川、鈴木（正）、池谷、田辺（正）、

三島（安）田中（勝）、服部
１０/１０　　　　　 例 三ツ峠 砂川、吉野、日野
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
１０１５　　　　　 個 乾徳山 菅野
１０/２１～２２　 例 上高地 （追悼山行）　　　　　　　 亀井、榎森、小林、落合、宮沢、松井（伊）、

砂川、管野、浦野、栗田、田中（勝）、池谷、
田辺（正）、田中（寿）、白浜、三島（安）、
辻野、鈴木（正）、日野、加藤、鳥切、福島

１１/３～５　　 例 甲斐駒ヶ岳　鋸岳（偵察）　　　　　 高橋、小原、高橋（学）、服部、丸岡、
三島（安）、鈴木（正）、内馬場

１１/１８　　　　　 例 三浦半島　 （ボッカ訓練）　　　　　 高橋、鈴木（正）、三島（安）、内馬場
吉野、小原、白浜、田中（寿）、金元、
浦野、石川、砂川、松井（伊）、

１１/２５～２７　 合 富士山　 （雪上訓練）　　　　　　　 松井（伊）、高橋、砂川、石川、三島（安）、
吉田大沢～頂上往復 菅野、田中（勝）、栗田、白浜、芳賀

田中（寿）、小原、吉野、丸岡、
１２/３　　　　　 例 丹沢　　　 モチコシ沢　　　　　　　 田辺（正）、鈴木（正）

裸山沢　　　　　　　　　 高橋（学）、服部
女郎小屋沢　　　　　　　 栗田、三島（安）

１２/１６～１７　 例 甲斐駒ヶ岳　黄蓮谷（偵察）　　　　 神谷、砂川、石川、菅野、栗田、
鈴木、内馬場

１２/２９～１/３ 合 甲斐駒ヶ岳　戸台～北沢峠～甲斐駒ヶ岳　 松井（伊）、加藤、松井（清）、田中（寿）、
鈴木（正）、丸岡、吉野、小原、芳賀

戸台～鋸岳～駒ヶ岳　　　 神谷、高橋（学）、田辺（正）、
浦野、栗田、三島（安）

黄蓮谷右俣　　　　　　　 砂川、石川
坊主東尾根　　　　　　 高橋、管野、内馬場

１/２８　　　　　　 例 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　　 内馬場、浦野
２/３～４　　 例 越後大湯　 スキー行　　　　　　　　 宮沢、石川、松井（伊）、高橋、

鈴木（正）、浦野、三島（安）
２/１４～１５　　 例 谷川岳　　 蓬峠越え（雪洞訓練）　　 石川、砂川、松井（清）、服部、小原、

浦野、鈴木（正）、三島（安）、丸岡
２/２４～２６　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　大雪途中全Ｐ撤退　　　　　　　三島（安）、池谷、小原、吉野

東尾根　　　　　　　　　 石川、内馬場、浦野
一ノ倉沢中央稜　　　　　 砂川、松井（清）
中央カンテ　　　 神谷、高橋

３/１６～１７　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 宮沢、服部、池谷、田中（寿）、丸岡、三留
東尾根　　　　　　　　　 神谷、内馬場、鈴木（正）
中ゴー尾根　　　　　　　 管野、田中（勝）、三島（安）

１９６８年度（昭和４３年度）
４/１４　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉～塔ノ岳～蛭ヶ岳～ 　松井（伊）、宮沢、高橋、砂川、

ボッカ 熊木沢　　　　　　　　　 石川、浦野、内馬場、三島（安）、
三留、鈴木（正）、高橋（弘）、鳥切、
石井、佐藤、田中（寿）、管野、服部

４/２８～５/５　 合 北アルプス　白馬岳～五竜岳～遠見尾根　 鳥切、管野、松井（清）、吉野、田辺（4/30下山）
八方尾根～上記に合流 神谷、高橋（学）
白馬岳～中背尾根～欅平　 本隊　高橋、石川、田中（勝）、鈴木（正）
　　　　　～毛勝山～赤谷山　　
サンナビキ尾根～欅平　 ｻﾎﾟｰﾄ隊　宮沢、三島（安）、服部、小原、
　　～ウド谷～猫又～ブナクラ　

５/１９　　　　　 個 丹沢　　　 セドノ沢左俣　　　　　　 田中（勝）
５/３１～６/２　 例 穂高　　 明神東稜～奥穂高岳～涸沢 石川、鈴木（正）
６/２　　　　　　 例 丹沢　　　 水無川　　　　　　　　　 神谷、松井（伊）
６/８～９　　 個 尾瀬 内馬場
６/９　　　　　　 例 丹沢　　　 モチコシ沢　　　　　　　 砂川、浦野
６/１４～１５　　 例 八ヶ岳　　　　　　　　　　　　　　 池谷、田中（寿）
６/１６　　　　　　 例 谷川岳　　 蓬峠越え　　　　　　　　 砂川、鈴木（正）、吉野、高梨、三島（安）
6/22n～23 例 山祭り 鷹取山 亀井、磯崎、金元、宮沢(章)、蜜川、鳥切、神谷

杉山、砂川、石川、高橋進、菅野、内馬場、栗田
服部、吉野、三島、鈴木正、小原、高梨、高木
白浜、佐藤、高橋、松井(伊)、浦野、日野　
登高会　日立田浦　鴨居　嶺朋会

６/２９～７/１　 例 上高地　　 中村　安部両会員 亀井、小林、宮沢、磯崎、岡野、木下、
（追悼碑移設）　　　　　 松井（伊）、神谷、砂川、石川、松井（清）、

三島（安）、浦野、鈴木（正）、内馬場、
栗田、服部、田辺、高木、丸岡、高梨、
池谷、日野、他１０名

７/１４～１５　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢二ルンゼ　　　　 栗田、吉野、高橋（弘）
中央稜　　　　　　　　　 石川、服部、鈴木（正）
αルンゼ　　　　　　　　 神谷、三島（安）、高木
滝沢下部　　　　　　　　 内馬場、浦野、田辺

７/２９～８/４　 合 南アルプス　逆河内沢　　　　　　　 管野、服部、鈴木（正）
地獄谷　　　　　　　　　 内馬場、栗田、三島（安）
兎洞　　　　　　　　　　 石川、田中（勝）
小渋川～大聖寺平～赤石岳　 砂川、高梨、池谷、日野、高木
～茶臼岳～光岳

８/２２～９/２　 合 穂高 涸沢ＢＣ
　　　　　８/２７ 滝谷クラック尾根　　　　 松井（清）、栗田、鈴木（正）
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
第一尾根右ルート　　　　 神谷、田辺（正）

　　　　　８/３０ 北尾根四峰松高ルート～　 栗田、鈴木（正）
　　　　　右岩稜～Ａフェース　
四峰甲南ルート　　　　　 神谷、田中（寿）、池谷

　　　　　８/３１ 滝谷第一尾根　　　　　　 石川、浦野
ＰⅡフランケ左ルート　　 三島（安）、鈴木（正）
右ルート　　 神谷、鳥切
滝谷ドーム中央稜　　　　 宮沢、池谷
グレポン古川ルート　　　 鳥切、石川
四尾根ツルム正面壁　　　 三島（安）、鈴木（正）
北東壁　　　　　　　　　 浦野、池谷、高木
二尾根　　　　　　　　　 神谷、白浜

　　　　　９/１ 右岩稜～Ａフェース　　　 石川、三島（安）
ＢＣ～奥穂高～北穂高岳　 白浜、高木

黒四ダム～東沢～鷲羽岳～ 池谷、田中（寿）、三留、
　　　抜戸岳～白出のコル　 高橋（弘）

８/２５　　　　　　 例 丹沢　 県総合体育大会（塔ノ岳集中） 石川、吉野
９/６　　　　　　 例 佐梨川 北又谷　　　　　　　　　 砂川、鈴木（正）
９/２２～２５　　 例 奥利根源流　利根川源流　　　　　　 管野、吉野

越後沢中俣　　　　　　 内馬場、田中（勝）
９/２８ｎ～２９ 例 お月見 鷹取山 磯崎、金元、木下、宮沢、田邉、石川、田中(勝)

松井(伊)、内馬場、三島、原、砂川、田中(寿)
吉野、鈴木正、神谷、浦野、白浜、池谷
ベルニナ１８名、KCC４名、登高会４名
鴨居３名

９/３０　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢変形チムニー　　 管野、三島（安）
１０/１０～１３　 例 北アルプス　硫黄尾根　　　　　　　 石川、浦野、三島（安）

槍ヶ岳集中 西穂高岳～槍ヶ岳　　　 砂川、高梨、鈴木（正）、高木、岡野
冬山偵察 北鎌尾根　　　　　　　 内馬場、田辺、田中（勝）、吉野

10/19～２０ 例 奥多摩 十月祭 渡辺　宮沢　高橋学　松井伊　三島　神谷　
１０/２７～２８　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢衡立岩　　　　　 神谷、三島（安）

ダイレクトルート（撤退）
東尾根　　　　　　　　　 池谷、高梨、吉野
テールリッジ（サポート） 松井（伊）、高木

１１/１０　　　　　 例 丹沢 （ボッカ訓練）水無川本谷　　　 石川、三島（安）、高梨
セドノ沢左俣　　 砂川　浦野　鈴木正

１１/１１　　　　　 個 丹沢 （ボッカ訓練）　　　　　　　　 田辺（正）
１１/２３　　　　　 個 丹沢 （ボッカ訓練）　　　　　　　　 高木
１１/３０～１２/１ 合 富士山　　 屏風尾根（頂上アタック） 石川、田中（勝）、栗田、服部、

田辺（正）、三島（安）、鈴木（正）
サポート隊　　　　　　　 内馬場、浦野、砂川
トレーニング隊　　　　　 宮沢、鳥切、岡野、池谷、高木、

吉野、三留、高梨
１２/２６～1/７　　　　　合 北アルプス　硫黄尾根（撤退）　　　 石川、浦野、三島（安）、吉野

西穂高岳～槍ヶ岳　　　　 砂川、鈴木（正）、松井（清）、内馬場、管野
槍沢～槍ヶ岳　　　　　　 田辺（正）、岡野、高木、高梨、

１/２５　　　　　　 例 袋田の滝 宮沢、砂川、石川、三島（安）、
鈴木（正）、江口、加藤

２/８～１２　　 例 荒川三山　 椹島～千枚岳～荒川岳～　 石川、田中（勝）、田辺（正）、
大聖寺平～赤石岳～小渋川　 池谷、江口、三島（安）

２/２２～２３　　 例 谷川岳　　 西黒尾根～天神平　　　　 神谷、吉野、白浜
２/２９～３/２　 例 上越大穴、天神平　　スキー行　　　 石川、金元、原、宮沢、鳥切、三島（安）、

松井（伊）、砂川、内馬場、田中（勝）、
浦野、高梨、江口、他７名

３/１９～２３　　 例 北岳　　　 池山吊尾根～北岳　　　　　　 石川、、田中（勝）、高梨、田辺（正）、鈴木（正）、
　　　　　(吹雪で登攀出来ず、頂上往復) 江口、ﾃﾝﾄｷｰﾊﾟｰ　砂川、松井（清）

１９６９年度（昭和４４年度）
４/１３　　　　　　 例 丹沢　　　 （登山訓練所）　　　　 亀井、宮沢、大和、鳥切、神谷、石川、

砂川、管野、高橋（学）、田辺、三島、
白浜、日野、高梨、高木、江口、
福沢、松井（伊）、内馬場、

４/２９～５/２　 合 越後駒ヶ岳　　　八海山～中ノ岳～駒ヶ岳　　 石川、内馬場、田中（勝）、三島、
マキグラノツルネ　　　 鳥切、神谷
郡界尾根　　　　　　　 管野、高橋、浦野、吉野、宮沢

松井（清）、鈴木（正）、福沢、砂川
６/１～２　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢下部ダイレクト　 砂川、鈴木（正）

滝沢下部トラバース　　 田辺、三島、内馬場、浦野
二ルンゼ　　　　　　　 松井（清）、栗田、原
湯桧曽水源馬蹄形縦走　 池谷、福沢、小原、長谷川、浜田、高木

６/２１　　　　　　 例 丹沢　　　 （登山訓練所）　　　　 宮沢、松井（伊）、石川、管野、島田、小原、
内馬場、下山、浜田、三島、田辺、佐生、
藤井、鈴木（ヨ）、福沢、江口、長谷川

７/１３　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉～塔ノ岳～蛭ヶ岳　 内馬場、福沢、浜田、吉野、江口
　　　～桧洞丸
中川～蛭ヶ岳～犬越路　 高橋、神谷、藤井、島田、日野、
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
　　　～中川　　　　　　　　 金井、長谷川

７/２９～８/１０ 合 剣岳　　　 池ノ谷～三ノ窓ＢＣ　　 石川、神谷、三島、吉野、江口
(集中豪雨のため、活動出来ず) 高橋、日野、小原、下山、金井、佐生、島田、
早月尾根～剣岳東面　　 宮沢、内馬場、浜田、鈴木（正）、砂川
（遭難者収容に協力）

９/２１～２３　　 例 越後駒ヶ岳　北ノ又川芝沢　　　　 砂川、松井（清）、石川、浦野、岡野
オツルミズ沢　　　　　　　　　　 宮沢、高橋、鈴木（正）、吉野、小原、田辺
枝折峠～駒ヶ岳　　　　　　　　　　 池谷、加藤、千田、金元、鈴木（ヨ）
駒ノ湯 宮沢、高橋、金元、亀井、渡辺、浜田、
　（創立二十周年記念集会） 松村、丸山、落合、相原、樒川、江口、三島、

岡野、木下、千田、加藤、鳥切、三留、鈴木（ヨ）、
松井（伊）、神谷、砂川、石川、池谷、鈴木（正）、
松井（清）、高橋（学）、浦野、小原、吉野、
田中（勝）、田辺、管野、福沢
ベルニナ：内田(慶)、内田(良)、西条、鈴木

１０／１８～１９ 例 丹沢 十月祭 宮沢、神谷、石川、高橋進、内馬場、池谷、
（緑、ベルニナ、雲稜など 小原、下山、佐生、鈴木、藤井、金井、砂川、
山岳団体関東いち円 高橋学、三島、田辺、神谷、大高、江口、福沢、
２０団体程との交流） 浜田、鈴木(ヨ)、吉野

１０/３１～１１/４ 例 後立山 白馬岳～針ノ木岳 高橋、浦野、高梨、江口、浜田、大高
八方尾根～針ノ木岳　 田辺、鈴木（ヨ）、
赤岩尾根～鹿島槍ヶ岳　 石川、佐生、藤井

１１/２２～２３　　 例 八海山　 大崎～八海山～五竜岳～　　 石川、砂川、内馬場、三島、池谷
（冬山偵察） （千本桧小屋へデポ）　　 ベルニナ山岳会　内田（良）

オカメノゾキ入口 管野、吉野
１１/２９～３０ 合 富士山　 （雪上訓練） 高橋、宮沢、砂川、三島、木下、内馬場、

鈴木（正）、松井（清）、高木、佐生、池谷
田中（勝）、福沢、高梨、江口、
大高、石川、田辺、吉野、

１２/７ 例 丹沢 （ボッカ訓練） 内馬場、三島、福沢、浜田、江口、佐生、
管野、石川、大高、高梨、高木、吉野

１２/２６～１/４ 合 越後 越後水無川水源完全縦走　 高橋、石川、三島、鈴木（正）
駒ヶ岳 八海山～越後三山～池ノ塔

小倉尾根（先発）　 内馬場、福沢、江口、大高、宮沢
　　　　　　（中発）　 管野、田辺、砂川、加藤、吉野、

高梨、浜田、岡野
　　　　　　（後発）　 松井（清）、高木、小林、亀井

１/４ 合 大湯温泉 合宿打上 亀井、小林、中、岡野、金元、神谷、松井伊　
東雲荘 石川　鈴木正　三島　菅野　田辺　砂川　内馬場

福沢、江口、大高、宮沢、加藤、吉野、高梨
松井清、高木、高橋進、浜田

１/１６～１９　　　　 例 谷川岳 一ノ倉沢中央稜　　　　　 石川、内馬場、三島
出合サポート 浦野、江口
西黒尾根 松井（清）、吉野、高梨、田辺、

三堀、大高、浜田、池谷、木下、
１/３１～２/１ 例 袋田ノ滝 宮沢、神谷、砂川、松井（清）、

内馬場、大高、浜田、江口、鈴木（正）
２/１４～１５　　　 合 富士山　 （雪上訓練）　　　　　　 管野、内馬場、田辺、高梨、

高木、三堀、福沢、大高
（県岳連指導員検定）　 亀井、神谷、砂川、石川、高橋

２/２８～３/１ 例 天神平 スキー行　　　 浦野、犬塚、金元、中、亀井、宮沢、石川、
高橋、浜田、大高、長谷川、岸本、他７名

3/14 文化会館 創立20周年祝賀会 会員37名、来賓３５名
講演　吉沢一郎氏
　　　　安川茂雄氏

１９７０年度（昭和４５年度）
４/２９～５/５ 合 不帰岳　 一峰支尾根 高橋、砂川、池谷、佐生、橋本、篠原

二峰センターリッジ 石川、三島(全層雪崩のため途中テラスより撤退)
　　東北壁　　　　　　　 田辺、鈴木
　　西面Ｃルンゼ　　　　 内馬場、鈴木（正）
　　西面二尾根左稜　　　 砂川、石川、吉野
三峰Ａ尾根　　　　　　　 (高橋、内馬場、宮沢)(砂川、田辺、浜田)

(浦野、福沢、大高)
　　　Ｂ尾根　　　　　　　 石川、鈴木
　　　Ｃ尾根　　　　　　　 (砂川、福沢)(三島、高梨、大高)(内馬場、三堀)
二峰独標ルンゼ～下部三角　 高橋、内馬場
　　　　岩壁～上部三角岩壁
二峰甲南ルンゼ～上部三角　 石川、鈴木、福沢　
　　　　　岩壁　
五竜岳往復　　　　　　　 高橋、浦野、田辺、三島、福沢、橋本

５/３０～３１　　 例 越後佐梨川　　　金山沢奥壁第２スラブ～　 田辺、三島
　　第４スラブ右下降
第３スラブ～第４スラブ左下降　 高橋、浦野
赤岩スラブ　　　　　　　 石川、吉野
雪山沢（偵察）　　　　　 田中、大高、橋本
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
第４スラブ　　　　　　　 石川、吉野
第３スラブダイレクト試登　　　 田辺、三島
赤岩スラブ下部　　　　　 高橋、田中、大高、橋本

５/１７　　　　　　 例 谷川岳　　 東尾根（雨、撤退）　　　 田辺、吉野
５/２０～２５　　 例 北アルプス　烏帽子岳～槍ヶ岳縦走　 池谷、白浜
６/１　　　　　　 例 伊豆城山 宮沢、岡野、石川、田辺、田中、

池谷、三島、吉野、福沢、高木、三堀
６/２１　　　　　　 例 谷川岳　　 烏帽子奥壁中央カンテ　　 田辺、田中
6/28 例 鷹取山 山祭り 亀井、宮沢、大和、鳥切、神谷、石川、金元、中

砂川、神谷、石川、高橋、内馬場、田邉、浦野
三島、鈴木、池谷、福沢、浜田、大高、三堀
佐生、長谷川、溝呂木、前田、田中、高木
横須賀登高会、ベルニナ山岳会

７/１２　　　　　　 例 丹沢　　　 中山峠～大石山～玄倉　　 高橋、内馬場、田辺、三島、福沢、
（ボッカ訓練）　　　　　 浜田、佐生、橋本

７/２６～８/９　 合 剣岳　 折立峠～薬師岳～雄山～室堂　(先発縦走隊)池谷、佐生
折立峠～薬師岳～雄山～ (縦走隊)高橋、吉野、高木、浜田、
剣岳～熊岩台地ＢＣ 橋本
　馬場島～東大谷 (東大谷隊)三島、宮沢、福沢
富高ルンゼ～剣岳～ＢＣ
欅平～小黒部谷～　 (小黒部谷隊)鈴木（正）、砂川、
大窓雪渓～真砂沢～ＢＣ 岡野、神谷
池ノ谷～熊岩ＢＣ　 (池ノ谷隊)石川、内馬場、亀井、田辺、溝呂木
八ツ峰六峰
　　Ｄフェース久留米大ルート　 宮沢、三島
　　Ｃフェース慶応ルート　　 三島、浜田
　　Ｂフェース　　　　　　　 高橋、橋本
　　Ａフェース中大ルート　　 吉野、橋本
　　Ａフェース魚津高ルート　 三島、浜田、高木
チンネ左下ｶﾝﾃ～左稜線上部　 三島、浜田
チンネ中央チムニー～ 三島、浜田
　　Ｇチムニ　ー・ＣＤクラック

７/２６～２７　　 協会 富士山　　 （市民登山）　　　　　　 田中
８/８～１０　　 協会 穂高岳　　 （市民登山）　　　　　　 神谷
８/２２～２３　　 岳連 丹沢　　　 （県体育大会）　　　　　 田辺、高木
８/３０　　　　　　 例 谷川岳　　 滝沢　　　　　　　　　　 福沢、大高

第１ルンゼ　　　　　　　 田辺、三堀、橋本
第３ルンゼ　　　　　　　 三島、浜田

９/１２～１５　　 例 越後佐梨川　　　　金山沢奥壁　　　　　　　 岡野、吉野
第３スラブ下部ダイレクト　 内馬場、鈴木（正）
第２スラブダイレクト　　　 浦野、田辺

１０/１　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢衡立岩正面壁　　 三島、砂川
（雨の為撤退）

１０/１０～１１　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢リッジ　　　 三島、宮沢、田中、吉野、浜田、橋本
１０/２９～１１/３ 例 剣岳　　　 （偵察＆荷上げ）　　　　
　　　　　　　　 長次郎谷～本峰～早月尾根　　　　　　石川、浦野

八ツ峰１、２峰間ルンゼ　　 高橋、田辺、高梨、浜田、橋本
～５、６のコル～本峰

１１/２８～２９　 合 富士山　　 雪上訓練ー屏風尾根　　　 三島、田中、高梨、高木、浜田、佐生、溝呂木、
田辺、宮沢、砂川、金元、橋本

１２/６　　　　　 例 谷川岳　　 白毛門（冬山訓練）　　　 高橋、砂川、内馬場、三島、高梨
高木、福沢、浜田、橋本、佐生

１２/２６～１/４ 合 剣岳　　　 先発：馬場島～早月尾根～　 高橋、三島、石川、内馬場、高梨
　八ツ峰～本峰（ＡＣ）　　　　　 浜田
後発：馬場島～早月尾根～　 田辺、宮沢、福沢、高木、佐生
　（2200ｍＢＣ）
ＢＣ～ＡＣ　　　　　　　 田辺、宮沢
本峰～長次郎のコル～八ツ峰 三島、石川、内馬場
二峰～八ツ峰縦走～本峰～BC

２/１４　　　　　　 例 袋田ノ滝　 （途中撤退）　　　　　　　 三島、砂川、石川、浜田、橋本
２/２０～２２　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢リッジ　　　 三島、田中

　（オムスビ岩より撤退）
　　　　　　　 東尾根　　 石川、浜田、橋本

２/２８～３/１ 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢リッジ　　　 三島、砂川
３/２１～２５　　 例 越後佐梨川　　　金山沢奥壁正面尾根　　　 三島、内馬場、浜田
１９７１年度（昭和４６年度）
４/２９～５/５ 合 穂高岳　　 北穂高岳集中

明神岳～北穂高岳　　　　 高橋、石川、鈴木、橋本
北鎌尾根～北穂高岳　　　 三島、田辺、浜田、福沢
笠ヶ岳～双六小屋　　　　 浦野、砂川、吉野、三堀、佐生
上高地～涸沢　　　　　 宮沢、角倉、溝呂木、亀井、金元

４/１１　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉尾根～表尾根　　　　 高橋、石川、三島、浜田、福沢、佐生、溝呂木
５/２８～３１　　 例 越後佐梨川　　　金山沢奥壁
　　 第２スラブ上部正面フェース　　　内馬場、三島

第３スラブ上部　　　　　 鈴木(正)、砂川
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
第４スラブダイレクト上部　 高橋、田辺
第４スラブ　　　　　　　　 鳥切、福沢

７/４　　　　　　 協会 丹沢　　　 （市民登山）　　　　　　 石川、浦野
７/１１　　　　　　 例 丹沢　　　 （ボッカ訓練）　　　　　 石川、三島、内馬場、鈴木、吉野、

角倉、橋本、佐生、溝呂木
７/１７～１８　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢衡立岩雲稜ルート　 田辺、鈴木

滝沢下部ダイレクト～ 三島、内馬場
　　第３スラブ～ドーム壁

７/２６～３１　　 個 東北　　　 岩手山ー早地峰山　　　　 佐生
７/３１～８/８　 合 剣岳立山 黒部別山登攀、剣岳、　　 三島、浦野、田中、浜田、吉野、　

溝呂木、内馬場、砂川、宮沢、樒川、加藤　　
池谷、鈴木、亀井、原、小林

８/１１　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢烏帽子奥壁中央ｶﾝﾃ　 浜田、三堀
８/１５～１６　　 例 北岳　　　 バットレスＤガリー中央壁～　 三島、鈴木、三堀

シュバルチェカンテ～中央稜
８/２８～２９　　 例 越後佐梨川　　　金山沢奥壁第１スラブ　　 三島、角倉

　　右ルート～駒ヶ岳
９/２３～２５　　 例 飯豊連峰　 実川～裏川　　　　　　　 内馬場、砂川、浜田

長者原～西俣ノ峰　　　　 石川、田辺、佐生、三堀、斉藤
１０/１０　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢集中　　　　　　

第２ルンゼ　　　　　　　 三島、角倉、石川、佐生
第３ルンゼ、第４ルンゼ　 高橋、鈴木、福沢、三堀
（撤退）
第５ルンゼ　　　　　　　 田辺、橋本
第６ルンゼ左　　　　　　 浦野、浜田
西黒尾根　　　　　　　　 溝呂木

１０/３０～１１/３ 例 穂高　　 （冬山偵察）滝谷登攀　　
上高地～涸沢　　　　　　 三島、高橋、石川、鈴木、高木

内馬場、田辺、福沢
徳本峠～涸沢　　　　　　 佐生、溝呂木
北鎌尾根～涸沢　　　　　 浦野、橋本、角倉

 １１/１４　　　　　 例 丹沢　　　 （市民登山）　　　　　　 宮沢、松井（伊）、三島、福沢、
水無川本谷　　　　　　　 浜田、角倉、三堀

１１/２０～２１　　 例 八ヶ岳　　 横岳北方ショルダーリッジ　　 田辺、田中
１１/２７　　　　　 個 丹沢　　　　　　　　表尾根　　　　　　　　　 斉藤　
１２/４～５　　　 合 富士山　　 （雪上訓練）　　　　　　 高橋、石川、砂川、田辺、浦野、高橋（学）

三島、浜田、福沢、橋本、溝呂木
１２/１２　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 内馬場、三島、浦野、福沢、浜田、角倉、橋本
１２/２６～１/４　 合 北穂高岳　 北穂高岳集中

北鎌尾根　　　　　　　　 高橋、田辺、福沢、橋本
明神尾根　　　　　　　　 三島、砂川、石川、浜田
横尾尾根　　　　　　　　 鈴木、吉野、角倉
横尾ＢＣ　　　　　　　　 内馬場

１/２２～２３　　 例 丹沢　　　 主稜　　　　　　　　　　 佐生、斉藤
２/１１～１３　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢

中央カンテ（撤退）　　　 内馬場、田辺
鋸尾根（撤退）　　　　　 砂川、浜田、福沢
西黒尾根　　　　　　　　 高橋、溝呂木、斉藤、宮沢

２/２６～２７　　 例 越後大湯　 スキー行　　　　　　　　 宮沢、金元、高橋、三島、石川、砂川、
内馬場、佐生、松井（伊）、斉藤、他１名

３/１９～２０　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢中央カンテ　　　 石川、浜田
鋸尾根　　　　　 福沢、橋本
西黒尾根　　　　　　　　　 砂川、角倉、千田、佐生、溝呂木

１９７２年度（昭和４７年度）
４/１６　　　　　　 例 丹沢　　　 セドノ沢左俣～政次郎尾根　 三島、鈴木、角倉、溝呂木、斉藤
４/２９～５/３　 合 越後佐梨川　　　金山沢奥壁第４リッジ　　 田辺、浦野

第４スラブ左フェース　　 高橋、三島
第２スラブ右フェース　　 石川、角倉
第５リッジ（試登）　　　 石川、鈴木
小倉尾根～駒ヶ岳～中岳往復　砂川、佐生、溝呂木、斉藤
～郡界尾根～イエノグシ尾根
（イエノグシ尾根で溝呂木会員転落遭難）　

６/１７～１８　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　肩の広場　　　　　　　 砂川、石川、高橋、三島、浦野、
鈴木、福沢、小川、島田

７/９　　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉尾根～三峰　　　　　 三島、浦野、福沢、浜田、角倉、
（ボッカ訓練）　　　　　 斉藤、小川、島田、玉木

７/３０～８/６　 合 剣岳　　　 笠ヶ岳～黒部五郎岳～　　 三島、小川、玉木、島田、岡村
太郎山～室堂～剣沢
宇奈月～池ノ平山～剣沢　 高橋、内馬場、鈴木、斉藤
室堂～剣沢　　　　　　　 宮沢、浜田、三堀、角倉
源次郎一峰平蔵谷側壁～　 高橋、三島
二峰Ｄフェース　
八ツ峰Ｃフェース　　　　 内馬場、鈴木、角倉、三堀
八ツ峰上半～本峰～平蔵谷　 宮沢、浜田、小川、島田、玉木、斉藤

８/２７　　　　　　 例 谷川　　 仙ノ倉谷西ゼンノ沢　　　 三島、鈴木、浦野、浜田、福沢、

東京雲稜会２０周年（ケルン建設ボッカ）　
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
小川、玉木

９/２～３　　 例 越後佐梨川　　　金山沢奥壁
ビクトリアフェース下部　 三島、浜田、宮沢、高橋、砂川
スラブトラバースルート

９/１～５　　 個 穂高岳　　 徳本峠～岳沢～前穂高岳　 斉藤、他１名
～奥穂高岳～涸沢

９/１３～１７　　 例 飯豊山　　 飯豊温泉～大日岳縦走　 砂川、浦野、小川、玉木、島田
大日岳裏川　遡行　 石川、浜田、福沢、角倉

９/２３～２４　　 例 越後駒ヶ岳　　　（追悼山行）　　　　　　 宮沢、亀井、犬塚、金元、大塚、佐生、角倉、
木下、樒川、千田、松井（伊）、斉藤、島田、
加藤、砂川、石川、高橋、田中、小川、玉木、
浦野、三島、鈴木、福沢、浜田、松井（淑）

１０/６～１０　　 例 越後佐梨川　　　　金山沢奥壁ビクトリアフェース　　砂川、高橋、鈴木
　　　　　　　　 宮沢、浦野、三堀

１０/７～１０　　 例 穂高岳　　 徳本峠～涸沢～北穂高岳　 松井、他数名
～涸沢

１１/２～５　 例 北岳　　　 三伏峠～北岳　　　　　　 高橋、石川、鈴木、小川
農鳥岳～北岳　　　　　　 浜田、三堀、松井（淑）

１１/２５～２６　 例 越後佐梨川　　　池ノ塔尾根　　　　　　　 高橋、砂川、三島、石川、角倉
（冬山偵察、荷上げ）　　 三堀、小川

12/16～17 例 谷川岳 西黒尾根ラッセル訓練 石川　小川　角倉　高木　古山
１２/２７～１/４ 合 越後佐梨川　　　池ノ塔尾根～郡界尾根～　 先発：三島、高橋、石川、浜田、

駒ヶ岳（金山沢奥壁偵察）　　　 　　　　鈴木、角倉、小川、三堀
小倉山～駒ヶ岳　　　　　 中発：砂川、浦野、高木、福田、古山

後発：宮沢、田中
３/２～４　　　 例 水上　　　 スキー行　　　　　　　　 宮沢、金元、原、樒川、松井（伊）

石川、高橋（学）、浦野、小川、田中、他４名
１９７３年度（昭和４８年度）
４/１４　　　　　　 例 丹沢　　　 （ボッカ訓練）　　　　　 福沢、浜田、角倉、高木、相沢
４/２８～５/６　 合 北アルプス　立山室堂～立山三山～薬師岳 石川、浜田、福沢、、田中（勝）、

～槍ヶ岳～横尾谷右股下降　　　　　　　角倉、小川、高木
上高地～大滝山～大天井岳　 浦野、松井（淑）
～槍ヶ岳～横尾谷右股下降

５/１９　　　　　　 例 三ツ峠 浜田、福沢、田中（勝）、高木
６/１４～１６　　 捜索 北アルプス　槍沢（ﾍﾞﾙﾆﾅ山岳会捜索協力）　　　　　石川、浦野、三島、福沢、角倉、相沢
６/２３　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢四ルンゼ　　　　 三島、高木
７/１４　　　　　　 例 丹沢　　　 （ボッカ訓練）　　　　　 浜田、福沢、浦野、三島、高木、相沢
７/２９～８/４　 合 南アルプス　光岳～赤石岳～北岳　　 浜田、浦野、小川、高木、相沢

三島（大聖寺平下山）、大和
８/２～４ 合 南アルプス　広河原～北岳　　　　　 宮沢、渡辺、磯崎、樒川、石川、

砂川、加藤、金元、松井（伊）、
８/１８　　　　　　 例 丹沢　 浦野、角倉、相沢
８/３０～９/１　 例 穂高　 前穂東壁Ｄフェース右岩稜　 浜田、福沢、砂川、角倉、高木
９/１４～１７　　 例 越後駒ヶ岳　北ノ又柴沢右俣～駒ヶ岳　 浜田、福沢、角倉
９/２４　　　　　　 例 伊豆城山 浜田、福沢、角倉、高木、浦野、相沢、砂川
１０/１３～１５　 例 穂高 浜田、浦野、田中

徳本峠越え　　　　　　　 亀井、金元、樒川、大和、松井、
内馬場、古山、石川

１１/２２～２５　 例 奥秩父 金峰山～国師岳～将監峠　 浜田、福沢、角倉、砂川、石川
(ﾎﾞｯｶ訓練)　　

１２/２　　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根～天神尾根～　 浜田、福沢、砂川、三島、高木、
高倉尾根　　　　　　　　　 古山、相沢

１２/２８～１/６ 合 後立山　　 天狗尾根～白岳～五竜登攀　 浜田、福沢、高木、三島、砂川、浦野
～唐松岳～不帰岳～八方尾根

　　　　　　 遠見尾根～白岳～八方尾根　 石川、古山、相沢
１/２５～２７　　 例 谷川岳　　 東尾根（撤退）　　 福沢、浜田、角倉
２/１０～１１　　 例 上越武尊　 スキー行　　　　　　　　　 １６名
２/２３～２５　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢リッジ　　　　 浜田、福沢、角倉

西黒尾根　　　　　　　　　 砂川、高木、西川
３/９～１０　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根～天神尾根　　　　 福沢、三島、角倉、高木、井上
３/１５～１７　　 例 北岳　　　 池山吊尾根　　　　　　　　 砂川、浜田、西川、楠目
１９７４年度（昭和４９年度）
４/１４　　　　　　 例 丹沢　　　　　　　　　　　　　　　 浜田、福沢、角倉、高木、楠目
４/２７～５/５　 合 剣岳　　 北方稜線　宇奈月～僧ヶ岳　 浜田、福沢、高木

～猫又山～剣～早月尾根
４/３０～５/５ 合 小窓尾根～剣岳～早月尾根　 三島、内馬場、楠目
５/１９　　　　　　 例 谷川岳　　　　　　　　　　　　　　 浜田、高木、角倉
６/８～９　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢三ルンゼ　　　　 福沢、高木

滝沢下部ダイレクト～第２スラブ　　浜田、角倉
西黒尾根　　　　　　　　 高橋、山口

６/２２～２３　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢衡立正面 三島、福沢
　　雲稜第１ルート

７/１４　　　　　　 例 丹沢　　　 （ボッカ訓練）　　　　　 浜田、福沢、砂川、田中、浦野
８/４～１１　　　 合 剣岳　　　 池ノ谷二俣～剣尾根　　　 三島、高木、宮沢、角倉、福沢、

砂川、内馬場
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
薬師平～別山～剣沢　　　 浜田、山口、佐藤（和）、千田、石川
室堂～剣岳 田中（勝）、亀井、樒川、浦野、松井

８/３１～９/１　 例 越後佐梨川　　　　　　　　　　　　　　　 砂川、高橋、福沢　　　　
９/１４～１６　　 例 甲斐駒ヶ岳　　　　赤石沢奥壁左ルンゼ　　　 福沢、砂川

黒戸尾根　　　　　　　　 石川、三島、高木、山口
９/２９～３０　　 例 越後佐梨川　　　金山沢奥壁第２スラブ上部　　 三島、浜田、亀井
１０/１２～１３　 例 越後佐梨川　　　金山沢奥壁第２スラブ上部　　 砂川、福沢、高橋

（福沢会員負傷）
１０/１２～１３　 例 越後大湯　　　　　　　　　　　　　 三島、浜田、宮沢
１０/３１～１１/４ 合 北アルプス　硫黄尾根～槍ヶ岳～槍沢　 浜田、高橋、角倉、山口
１１/１７～１８　 例 越後駒ヶ岳 三島、浜田、角倉、高木、山口、亀井
１２/２　　　　　 例 丹沢　　　　　　　　　　　　　　　 浜田、角倉
１２/１５～１６　 合 富士山　　 （雪上訓練）　　　　　　 浜田、砂川、三島、角倉、高木、佐藤
１２/２９～１/７ 合 越後佐梨川　　　　　金山沢奥壁　　　　　　　 浜田、角倉、三島、砂川、宮沢、

イエノグシ尾根ＢＣ～ 亀井、高橋、石川、福沢、高木、
　　奥壁第５リッジ（撤退）　　　　 山口

２/８～１１　　 例 荒川三山　 椹島～千枚岳～大聖寺平　 角倉、砂川、高橋、三島、高木
　　～大河原　　　　　　　　 佐藤

２/１７～１８　　 例 丹沢 福沢、高木、佐藤、笠井
３/１１　　　　　　 例 丹沢 福沢、角倉、高木、山口、佐藤、

笠井、久木元、鈴木、田中（勝）　　
２/２４～２５ 例 スキー行 金元、岡野、木下、千田、松井

宮沢、田中（勝）、福沢、高木、山口
１９７５年度（昭和５０年度）
４/１１～１３　　 例 谷川　　 西黒尾根～茂倉岳～蓬峠　 福沢、角倉、高木、佐藤、笠井、久木元

～土樽　　　　　　　　　
４/２３　　　　　　 例 丹沢 大倉尾根（ボッカ訓練）　　　 福沢、山口、高木、久木元、佐藤

笠井、鈴木（輝）
４/２９～５/５　 合 越後駒ヶ岳　　　会津駒ヶ岳～燧ヶ岳～ 角倉、浦野、高木、鈴木（輝）、田中（利）

　　平ヶ岳～越後駒ヶ岳　　　　
朝日岳～毛勝岳～未丈ヶ岳　 福沢、三島、内馬場、石川、笠井、久木元
　　～越後駒ヶ岳　　　　　
十字峡～中ノ岳～駒ヶ岳　 高橋（学）、山口、亀井
会津朝日岳　　　　　　　 砂川、松井、宮沢

５/２５　　　　　　 岳連 丹沢　　　 登山訓練所（講習会）　　 福沢、角倉、高木、久木元、笠井
佐藤、砂川、桑原、田中（勝）

６/１５　　　　　　 例 丹沢　　　 ザンザ洞　　　　　　　　 福沢、田中（勝）、鈴木（輝）、笠井、桑原
同角沢　　　　　　　　　 角倉、高木、山口、久木元、田中（利）

７/１３　　　　　　 例 朝比奈峠　 藤沢～鎌倉～朝比奈峠～　 福沢、角倉、高木、田中（利）、
六浦～鷹取山（ボッカ訓練）　　　　　　鈴木（輝）、佐藤、笠井、久木元、桑原

８/３～１０　　　 合 剣岳　　 濁小屋～三俣連華岳～　 福沢、田中（利）、久木元、
　　薬師岳～剣岳～真砂沢　　　　浦野、桑原
小黒部谷～池ノ平～真砂沢　 砂川、石川、田中（勝）鈴木（正）
八ツ峰六峰Ｃフェース　　 　福沢、桑原

８/１１～１７　　 合 剣岳　　 毛勝谷～猫又山～赤谷山～　 浜田、角倉、高木、鈴木（輝）
　　長次郎～真砂沢
八ツ峰六峰Ｄ、Ｃフェース　 角倉、高木
八ツ峰上部　　　　　　　　 浜田、鈴木（輝）

８/１３～１５　　 例 八ヶ岳　　 大同心右ルート　　　　　 福沢、山口、笠井、田中（利）
小同心クラックルート　　

９/１１　　　　　　 例 丹沢　　　 塔ノ岳～丹沢山～桧洞丸　 浦野、久木元、佐藤、田辺
１０/２６　　　　 例 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　　 高木、久木元、笠井、田辺、桑原
１２/３０～１/１ 合 八ヶ岳　　 編笠山～赤岳～硫黄岳～　 高木、鈴木（輝）、久木元、桑原

赤岳鉱泉　
１/３１～２/１　 例 谷川岳　　 白毛門（ラッセル訓練）　 高木、久木元、田辺、佐藤、鈴木（輝）
２/２８～２９　　 例 草津　　　 スキー行　　　　　　　　 松井、田中（勝）、高木、山口、

鈴木（輝）、田辺、金元、他５名
３/１９～２２　　 例 甲斐駒ヶ岳　戸台～北沢峠～甲斐駒ヶ岳　 浦野、山口、久木元、鈴木（輝）、笠井、田辺

　　～北沢峠～戸台　　
１９７６年神奈川県山岳連盟ローツエ登山隊　　　　

神奈川県１８名、現地３１名、合計４９名　　　　　　　　　当会より亀井隊長含め７名参加
１９７５/１２/１４　　　　　　　　　　　　　先発隊　
１９７６/１/２０　　　　　 本隊 砂川、浜田、福沢、角倉
１９７６/３/２　　　　　 ＢＣ入り　 亀井、宮沢、石川
１９７６/６/１　　　　　 ＢＣ撤収
１９７６/６/２９　　　　　 帰国
１９７６年度（昭和５１年度）
４/１８　　　　　　 例 丹沢　　　 （ボッカ訓練）　　　　　 高木、鈴木（輝）、田辺
４/３０～５/５　 合 越後駒ヶ岳　　　　　白毛門～巻機山～丹後山　 高木、山口、田辺、鈴木（輝）、

～駒ヶ岳　　　　　　　　 田中（利）
小倉山　　　　　　　　　 内馬場

６/２７　　　　　　 例 三ツ峠　　　　　　　　　　　　　　 高橋、鈴木（輝）、山口
７/３１～８/８　 合 南アルプス　椹島～赤石岳～三伏峠　 山口、田辺、鈴木（輝）、桑原、

　　～北岳　　　　　　　　 田中（利）、田中（勝）、砂川
北岳バットレス四尾根　 田中（勝）、山口、桑原
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
シュバルツエカンテ～中央稜　 山口、桑原

１０/９～１１ 例 北穂高岳　 （滝谷登攀中止）　　　　 浜田、高木、山口、田中（利）、桑原、田辺
１０/３０～１１/３ 例 穂高　　 屏風岩中央カンテ　　　　 高木、山口　　

サポート　　　　　　　　 内馬場、桑原、田辺
１１/１～３　　　 例 穂高　　 上高地～涸沢　　　　　　 宮沢、他１名、金元、他１名、田中（勝）
１１/２０～２１　 例 丹沢　　　 （ボッカ訓練）　　　　　 角倉、田辺、高木
１２/４～５　　　 合 富士山　　 （雪上訓練）　　　　　　 角倉、山口、桑原、鈴木（輝）、

田中（利）、高木、田辺
１２/２５～３１　 合 前穂高岳　 北尾根（撤退）　　　　　 角倉、山口、田中（利）、桑原、鈴木（輝）、田辺
１/１５～１６　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 山口、田中（利）、桑原
２/１１～１３　　 例 八ヶ岳　　 小同心　　　　　　　　　 高木、田中（利）、桑原
２/６　　　　　　　 例 丹沢　　　 セドノ右俣　　　　　　　 高木、田中（利）
２/２０ 例 丹沢　　　 悪沢　　　　　　　　　　 高木、浜田、山口、田中（利）
３/５～６　　　　 例 越後大湯　 スキー行　　　　　　　　 田中（勝）、浜田、角倉、宮沢、砂川、木下、

金元、高木、鈴木（輝）、神谷、他１３名
３/１９～２１　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　　　　　　　　　角倉、高木、田中（利）
１９７７年度（昭和５２年度）
４/１７　　　　　　 例 丹沢　　　 塔ノ岳～ヤビツ峠　　　　 浜田、高木、山口、田中（利）、田辺、角倉

（プロムナード）　　　　
４/２９～５/８　 合 穂高　　 硫黄尾根～北穂高岳　　　 浜田、角倉、高木、山口、田辺、田中（利）、

桑原
滝谷第１尾根　　　　　　 高木、桑原、角倉、山口
滝谷クラック尾根　　　　 浜田、田辺、田中（利）

７/９～１０　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢二ルンゼ　　　　 高木、田中（利）
四ルンゼ　　　　 浜田、高木、山口、田中（利）

７/２３～２４　　 例 丹沢 勘七ノ沢～塔ノ岳～ヤビツ峠　 浜田、高木、田辺、田中（利）
（プロムナード）　　　 吉田

８/１１～１７　　 合 穂高　　 Ｓ字状ルンゼ～明神最南峰　 角倉、高木、田中（利）、田辺
　　～奥又白池ＢＣ
上高地～中畑新道～ＢＣ　 浜田、田中（勝）
屏風岩第１ルンゼ　　　　 高木、田中（利）
前穂右岩稜～Ａフェース　 浜田、田中（勝）、田辺

８/２０～２１　　 岳連 丹沢　　　 （県総合体育大会）　　　 浦野、高木、鈴木
９/８～１１　　 例 飯豊山　　 実川遡行　　　　　　　　 浜田、佐藤、鈴木
１０/８～１０　 例 越後駒ヶ岳　　　北ノ又川滝ハナ沢～駒ヶ岳　 砂川、浜田、高木

　　～中ノ岳
１０/２９～11/3 例 北ア 北鎌尾根 浜田　高木
１１/６　　　　　 協会 丹沢　　　 塔ノ岳（市民登山）　　　 石川、金元、浦野、浜田、角倉、高木
１１/２７　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢中央稜　　　　　 高木、田中（利）
１２/２８～１/５ 合 北アルプス　硫黄尾根　　　　　　　 石川、浜田、高木、田中（利）
１/１４～１５　　 例 丹沢　　　 伊勢沢　　　　　　　　　 浜田、福沢、田中（利）
２/１１～１２　　 例 袋田の滝 浜田、福沢、高木、山口
３/１１～１２　　 例 大湯　　　 スキー行　　　　　　　　 松井、砂川、石川、浜田
１９７８年度（昭和５３年度）
４/３０～５/７　 合 剣岳　　　 北方稜線　　　　　　　　 浜田、佐藤、鈴木、福沢

八ツ峰六峰Ｃフェース　　 浜田、佐藤
チンネ中央チムニー　　　 浜田、佐藤

５/２７～２８　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢烏帽子沢奥壁 浜田、山口、佐藤
　　変形チムニー
幽ノ沢Ｖ字状岩壁右ルート　 浜田、山口、佐藤

６/１７～１８　　 例 越後佐梨川　　　金山沢奥壁第４スラブ　　 福沢、内馬場、田中（利）、佐藤
　　下部ルート

７/８～９　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢下部トラバース　 浜田、田中、佐藤
　　～第３スラブ～ドーム

７/３０　　　　　 例 丹沢　　　 ボッカ訓練　　　　　　　 浜田、浦野、福沢、佐藤、田中（利）　　
８/１０～１７　　 合 南アルプス　赤石沢　　　　　　　　 浜田、田中、佐藤

黄連谷　　　　　　　　 福沢、浦野、田中（勝）
戸台沢　　　　　　　　 山口、砂川
赤石沢奥壁左ルンゼ　　 田中、佐藤
　　　　中央壁　　　 福沢、田中、佐藤

９/１６～１７　　 例 越後駒ヶ岳　　　オツルミズ沢　　　　　　 福沢、田中、鈴木　
９/２２　　　　　　 例 谷川岳　　 オジカ沢　　　　　　　　 浜田、福沢
１１/２～５　　　 個 飯豊連峰　　　　　　　　　　　　　 浜田
１１/１２　　　　　 例 丹沢　　　 政次郎尾根～塔ノ岳　　　 山口、碓井
１１/１６～１８　 例 越後　　　 八海山～中ノ岳～十字峡　 浜田、山口
１２/９～１０　　 合 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　　 浜田、神谷、内馬場、角倉、碓井

岡本、福沢、松岡
１２/１７　　　　 例 丹沢　　　 表尾根　　　　　　　　　 浜田、戸倉、福沢
１２/３０～１/３ 合 越後駒ヶ岳　　　小倉山～駒ヶ岳　　　　　 山口、福沢、碓井、浜田、岡本

別動隊　　　　　 宮沢、金元、高橋、神谷、戸倉
２/９～１１　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢滝沢リッジ　　　 浜田、高木、田中（利）、山口

西黒尾根　　　　　　　　 福沢、鈴木、碓井、岡本
２/１８　　　 例 丹沢　　　 セドノ沢左俣　　　　　　 山口、岡本、福沢

　　　　　右俣　　　　　　 浜田、碓井
２/２３～２５　　 例 八ヶ岳　　 権現岳～赤岳　　　　　　 高木、石川、田中
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
３/１７～１８　　 例 天神平 スキー行　　　　　 金元、石川、田中（勝）、角倉、

山口、浜田、碓井
１９７９年度（昭和５４年度）
４/１５　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉尾根ボッカ訓練　　　 福沢、高木、鈴木（輝）、田中（利）
４/２８～５/６　 合 不帰岳　　　 白馬岳主稜～不帰～唐松岳　 高木、田中（利）

　　～八方尾根八合目ＢＣ
八方尾根～ＢＣ　　　　　 福沢、角倉、山口、高橋（進）
不帰　三峰Ａ尾根　　　　 高木、山口、高橋（進）
　　　　　　　Ｂ尾根　　　　 高木、福沢、田中（利）
　　　　　　　Ｃ尾根 高木、山口、高橋

５/１９～２０ 例 会津駒ヶ岳 檜枝岐～会津駒ヶ岳～檜枝岐 高木、田中（利）、砂川
６/１０　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢二ノ沢奥壁　　　 高木、田中（利）

西黒尾根　　　　　　　　 福沢、戸倉
６/２～３ 個 甲斐駒ヶ岳　　　鋸岳～駒ヶ岳 高木

（悪天候により撤退）
７/１４～１５　　 例 丹沢　　　 悪沢（雨天中止）　　　　 高木、山口

ザンザ洞　　　　　　　　 福沢、角倉、高木、田中（利）、南
７/７～９　　　　 協会 奥穂高岳　 市民登山偵察　　　　　　 石川、高橋（進）、田中（勝）、
７/２７～２９　　 協会 奥穂高岳　 市民登山　　　　　　　　 砂川、石川、松井（伊）、神谷、高木、山口、

内馬場、田中（勝）、浦野、角倉、田中（利）
７/２８～８/５ 合 穂高　 屏風岩東稜～奥又白池　　 高木、山口、田中（利）

中畑新道～奥又白池　　　 福沢、井原、南、戸倉、鈴木
前穂四峰北条新村ルート　 高木、福沢、田中（利）
滝谷一尾根右ルート　　　 田中（利）、福沢
二尾根ジェードル　　 高木、田中（利）
下山ー北穂南稜　　　　　 高木、田中（利）
槍ヶ岳～横尾尾根　 福沢、井原、南、戸倉

８/９　　　　　　　 例 丹沢　　　 悪沢　　　　　　　　　　 山口、田辺
８/２６　　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根～堅炭尾根　　　 角倉、井原、伊藤

幽ノ沢Ｖ字状岩壁左ルート　 高木、田中
　　～堅炭尾根　

９/１５～１６　　 例 越後駒ヶ岳　　　大チョウナ沢　　　　　 高木、田中（利）
（雨天の為、撤退）　

９/２３～２４　　 例 木曾駒ヶ岳　　　桂小場～宝剣岳～ 田中（利）、高橋（進）、井原、
　　木曾駒ヶ岳～駒ノ湯　　　　　　南、伊藤

１０/３０～３１　 例 甲斐駒ヶ岳　　　尾白川渓谷～黒戸尾根～　 田中（利）、浜野
　　駒ヶ岳～北沢峠～戸台

１１/３～４　　　 例 越後駒ヶ岳 　　　（三十周年記念山行）　　 砂川、高橋（進）、田中（勝）
枝折峠～駒ヶ岳～小倉尾根　 福沢、浜田、角倉、山口、田辺

鈴木（輝）、田中（利）、戸倉
桑ノ木沢～金山台地　　　 井原、南、伊藤、中戸川、神谷

宮沢、金元（他家族２名）
１１/２４～２５　 例 八ヶ岳　　 硫黄岳～赤岳～真教寺尾根 福沢、伊藤、中戸川
１１/２４～２５　 例 富士山　　　　　　　　　　　　　　 高木、田中（利）
１２/９　　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 高木、石川、山口、田中（利）、

井原、南、伊藤、中戸川
１２/３０～１/６ 合 北岳　　　 池山吊尾根～北岳（全員） 福沢、砂川、石川、高木、山口、

ボーコン沢の頭ＢＣ　　　 田中（利）、田辺、戸倉、井原、
伊藤、中戸川、佐野、宮沢、亀井

バットレス四尾根　　　　 高木、山口、田中（利）
間ノ岳往復　　　　　　　 福沢、高木、山口、田中（利）

戸倉、伊藤、井原、中戸川、佐野
１/１３　　　　　　 例 丹沢　　　 勘七ノ沢～塔ノ岳～三ノ塔　 田中（利）、高木、戸倉、井原、南、中戸川
２/１０～１１　　 例 八ヶ岳　　 行者小屋～赤岳西壁主稜　 田中（利）、伊藤

　　～真教寺尾根
２/２３～２４　　 協会 富士山　　 横山協主催　雪上訓練　　 石川、内馬場、田中（勝）、田中

井原、南、中戸川、佐野
３/８～９　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 田中（利）、戸倉、南、伊藤、佐野
１９８０年度（昭和５５年度）
４/２９～５/３ 合 槍ヶ岳周辺　上高地～常念岳～西岳　 山口、井原、戸倉

上高地～槍ヶ岳　　　　 角倉、伊藤
５/１～２ 合 富士山　　 馬返し～屏風尾根　　　　 高橋（進）、田中（利）、高木、

（雪崩により全員負傷）　 尾田川（鴨居山岳会）
６/１５　　　　　　 例 谷川岳　　 マチガ沢東南稜　　　　　 山口、石川、浦野、福沢、浜田、

戸倉、井原、伊藤、佐野
６/２３～２４　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢中央稜　　　　　 山口、戸倉、佐野

幽ノ沢Ｖ字岩壁右ルート　
７/１３　　　　　　 例 丹沢　　　 沖源次郎沢　　　　　　　 福沢、戸倉、井原、佐野
７/２５～２７　　 協会 鹿島槍ヶ岳　（市民登山）　　　　　 石川、戸倉、井原、佐野
７/２７～８/３　 合 剣岳　　　 阿曽原～小窓～三ノ窓～　 山口、戸倉、井原、佐野

内蔵ノ助平～黒部ダム
八ツ峰六峰Ａ～Ｄフェース
チンネ中央チムニー
北条新村ルート

８/１１～１５　　 合 北アルプス　大町～烏帽子岳～ 角倉、内馬場、戸倉、伊藤、鈴木
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
　野口五郎岳～雲ノ平～折立

９/２０～２２　　 例 越後　　　 八海山～中ノ岳～荒沢岳　 角倉、戸倉
１０/１０～１１　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢二ルンゼ　　　　 福沢、戸倉

西黒尾根　　　　　　　　 伊藤、五月女
谷川岳～蓬峠～土樽　　　 戸倉、伊藤

１１/２～３　　　 例 三ツ峠　　 トレーニング　　　　　　 山口、戸倉、伊藤、佐野
１１/２３～２４　 合 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　　 山口、戸倉、伊藤
１１/３０　　　　　 例 丹沢　　　 塔ノ岳～焼山（ボッカ）　 戸倉
１２/１４　　　　　 例 丹沢　　　 塔ノ岳～高畑山（ボッカ） 高木、伊藤、戸倉
１２/２８～１/３　　　　合 五竜岳　　 神城～遠見尾根　　　　　 山口、福沢、角倉、高木、戸倉、伊藤、亀井

（遠見尾根より逗子開成　
　　高校の遭難救助へ向かう）

１/１６～１７　　 捜索 八方尾根　 逗子開成高校遭難捜索　　 石川、浦野、福沢、角倉
２/２８～２９　　 例 富士山　　 横山協主催　雪上訓練　　 石川、田辺、伊藤
３/２１～２２　　 例 八ヶ岳　　 硫黄岳～赤岳～編笠山～　 高木、福沢、角倉、戸倉、伊藤

　　小淵沢
３/１４～１５　　 例 丹沢　　　 大倉～丹沢山～焼山　　　 高木、浦野
１９８１年度（昭和５６年度）
５/２～５　　 捜索 八方尾根　 逗子開成高校遭難捜索　　 浦野、浜田、石川、亀井
５/１～５　　 合 穂高　　 岳沢コブ尾根登攀　　　　　　 高木、伊藤、戸倉、角倉

岳沢～前穂高～西穂高岳
５/２４　　　　　　 例 丹沢　　　 西沢本棚沢　　　　　　　 高木、角倉、戸倉
５/３１　　　　　　 例 丹沢　　　 （登山教室）　　　　　　 内馬場、高木、田中（利）、浜田、伊藤
７/１１～１２　　 協会 穂高　　 上高地～涸沢　　　　　　 角倉、高木

（市民登山偵察）　
７/１９　　　　　　 個 丹沢　　　 大倉尾根～政次郎尾根　　 田中（利）
７/１９　　　　　　 個 甲斐駒ヶ岳　　　　鋸岳～駒ヶ岳～黒戸尾根　 高木
７/２４～２６　　 個 穂高　　 上高地～涸沢　　　　　　 田中（利）
８/１～６　　　 例 南ア縦走　 黒戸尾根～甲斐駒ヶ岳～　 高木

北岳～赤石岳～光岳
９/２７　　　　　　 個 富士山 石川
１０/３～４　 協会 尾瀬　　　 （市民登山）　　　　　　 高橋（進）、木下
１０/１８　　　　　 例 丹沢　　　 （内田慶二氏追悼山行）　 渡辺、金元、石川、浦野、伊藤
１１/１　　　　　 例 丹沢　　　 新茅ノ沢　　　　　　　　 角倉、山本、高木、金元　他１名
１１/３　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 田中（利）、内馬場、鈴木（輝）、山本
１１/２２～２３ 例 南アルプス 鳳凰三山縦走 石川、伊藤、山本
１２/２９～１/２ 合 鹿島槍ヶ岳　　　爺ヶ岳～鹿島槍ヶ岳　　　 石川、高橋（進）、高木、角倉　

伊藤、山本、内馬場、亀井
１/３１　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉～丹沢山～宮ヶ瀬　　 浦野、鈴木（輝）、山本
２/２７～２８　　 協会 富士山　　 吉田大沢～頂上往復（横山協）　　　　石川、高木、山本、金元
３/２１　　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根～谷川岳～田尻尾根　　　高木、山本
１９８２年度（昭和５７年度）
４/１８　　　　　　 例 丹沢　　　 ザンザ洞　　　　　　　　 高木、山本
４/２４　　　　　　 個 丹沢　　　 大倉～塔ノ岳～丹沢山 高木

　　　　　　　～表尾根　
５/１～５　　　 合 槍ヶ岳　　 硫黄尾根～槍ヶ岳～横尾　 高木、山本
５/１６　　　　　　 例 丹沢　　　 同角沢　　　　　　　　　 高木、角倉、山本、戸倉
５/２２　　　　　　 例 谷川岳 高木、内馬場
６/６　　　　　　 例 谷川岳 一ノ倉沢南稜　　　　　 高木、山本
６/２０　　　　　　 例 谷川岳　　 幽ノ沢左方ルンゼ　　　　 高木、山本
７/３０～３１　　 協会 白馬岳　　 （市民登山）　　　　　　 石川、亀井、金元、砂川、浦野
８/１～８　　 合 甲斐駒ヶ岳　　　黒戸尾根～駒ヶ岳～鋸岳　 高木、山本

　　～早川尾根
８/７～８　　 個 常念岳 戸倉
８/９～１４　　 個 南ア　　　 甲斐駒ヶ岳～仙丈岳　　　 角倉
８/１３～１５　　 個 北八ヶ岳 石川
８/２２　　　　　　 例 丹沢　　　 岳ノ台　（ベルニナ山岳会）　　　　　　　浜田、高木
１０/２～３　 例 越後駒ヶ岳 田中（利）、高木、山口、山本、角倉　

浦野、田中(勝)、浜田、福沢
１２/１２　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 山本、戸倉
１２/２６～１/３　　　　合 槍ヶ岳　　 硫黄尾根～槍ヶ岳～横尾尾根　　高木、山本、戸倉
１９８３年度（昭和５８年度）
４/１０　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉尾根～表尾根　　　　 浜田、鈴木（輝）、高木、山本
５/１～５　　　　 合 剣岳　　　 小窓尾根～チンネ左稜線　 高木、山本

登攀～ハシゴ谷乗越　　　
５/４　　　　　　　 例 丹沢　　　 大倉～蛭ヶ岳～桧洞丸～箒沢　浦野、鈴木（輝）
５/１５　　　　　　 例 谷川岳　　 幽ノ沢中央壁右フェース　 高木、山本
５/２８　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢烏帽子奥壁中央カンテ　高木、戸倉
６/１９　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢衡立岩正面壁　　 高木、山本

ダイレクトカンテ
７/１０　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢中央稜　　　　　 高木、山本
７/３０～８/１　 例 北ア　　　 （市民登山）　常念岳～　 浦野、金元

　　大天井岳～燕岳
７/３１～８/７　 合 甲斐駒ヶ岳　　　赤石沢～フランケＡ・Ｂ　 高木、山本
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
中央壁～サデの大岩　　　 田辺

８/１４ 例 谷川岳　　 衡立岩正面壁雲稜第２ルート　 高木、尾田川（鴨居山岳会）
９/２４　　　　　　 協会 妙高　　　 （市民体育大会）　　　　 石川
２/２５～２８　　 例 富士山　　　　　　　　　　　　　　 石川、金元、山本
１９８４年度（昭和５９年度）
４/８ 例 丹沢 塔ノ岳～鍋割山～中山峠 高木、山本
４/２９～５/１ 合 越後三山 八海山～中岳～駒ケ岳 高木、山本
５/２０ 例 谷川 白毛門～清水峠～谷川岳 高木、山本
６/１７ 例 八ヶ岳 蓼科山～横岳～硫黄岳 高木、山本、柴崎
７/７～８ 協会 南アルプス 甲斐駒・仙丈岳（市民登山偵察）石川、他
７/２８～30 協会 南アルプス 甲斐駒ケ岳～仙丈岳 木下、浦野、山口
８/１２～１７ 合 南アルプス サデの大岩～東壁～ 高木、山本、尾田川（鴨居山岳会）

中央壁～北岳バットレス
四尾根～農鳥岳

８/２５～２６ 例 八ヶ岳 （横須賀登高会30周年） 神谷、金元、渡辺、山口
８/２９ 個 谷川岳 谷川岳～平標～三国峠 高木
１０/１３～１４ 協会 尾瀬 （市民体育大会） 金元
１２/３０～１/３ 合 谷川岳 谷川岳～一ノ倉岳～白毛門 高木、山本、柴崎
２/１７ 例 谷川岳 西黒尾根 高木、山本
２/２３～２４ 例 谷川岳 西黒尾根 高木、山本
３/３ 協会 鷹取山 山岳協会３０周年記念植樹 石川、前田、浦野、角倉、山口、

高木、山本、柴崎
３/９～１１ 例 谷川岳 一ノ倉尾根懸垂岩まで 高木、山本
１９８５年度（昭和６０年度）
５/２～５ 合 北アルプス 槍見温泉～笠ケ岳～樅沢岳～ 髙木、浦野、山本

槍ヶ岳～新穂高
５/５～６ 個 中央ア　 宝剣岳 石川
5/12 例 八ケ岳　 大同心 髙木、山本
５/１２ 個 丹沢　 セドノ沢 柴崎
５/１９ 個 丹沢　 勘七ノ沢 柴崎
５/２６ 個 丹沢　 キューハ沢 柴崎
６/２ 例 丹沢 初級登山教室 石川、内馬場、髙木、柴崎
８/１１～１５ 合 穂高岳　 奥又白～北尾根～前穂高～ 髙木、山本

北穂高～涸沢
８/１１ 協会 富士山　 （市民登山） 石川、浦野、田中（勝）、金元
８/１１ 個 八方尾根 角倉
１０/１３ 個 丹沢 鍋割山～鳥尾尾根 山本、他１名
１０/１９～２２ 個 越後　 銀山湖～尾瀬 内馬場
１０/２７ 協会 金時山 市民体（横山協主催） 石川、田中勝、内馬場、金元
１１/１０ 例 谷川岳　 巌剛新道 山本、柴崎
１２/２９～１/２ 合 南ア　 サワラ島～千枚岳～悪沢岳～ 山本、内馬場、柴崎

サワラ島
２/９～１１ 例 八ケ岳　 赤岳東稜 山本、柴崎
３/９ 個 丹沢　 新茅ノ沢 柴崎
３/１６ 例 西湖　 十二ケ岳 山本、内馬場
１９８６年度（昭和６１年度）
４/１３ 例 丹沢　 寄沢支流滝郷沢 山本、柴崎
４/２７ 個 三ツ峠 石川
５/３～５ 合 穂高　 明神東稜～奥穂高～西穂高 山本、柴崎
６/７ 例 丹沢　 勘七ノ沢～源次郎沢 山本、柴崎
６/２９ 例 丹沢　 箱根屋沢 山本、柴崎
７/１９～２０ 個 八ケ岳　 美濃戸～赤岳～天狗岳 鈴木（輝）
８/２～４ 個 白馬岳　 （市民登山） 内馬場
８/３ 個 谷川　 土樽～茂倉岳～高倉山 鈴木（輝）
８/１１～１４ 個 鳥海山 内馬場
８/１４～１７ 合 前穂高岳 前穂高北尾根４峰正面北条･ 山本、柴崎

新村ルート～右岩稜
９/１３～１４ 例 奥秩父　 笛吹川ヌク沢～甲武信岳 内馬場、山本、森
１０/１６～１１/ 個 ヒマラヤ・ネパールカトマンズ 神谷
１０/２６ 協会 丹沢　 （市民体育大会）登山 金元、山口（萬）、前田、木下、

訓練所～小草平～塔ケ岳 石川、浜田
１０/２６ 例 丹沢　 同角沢～塔ノ岳 山本、柴崎
１２/３０～１/３ 合 穂高　 涸沢北西尾根～奥穂高岳往復 山本、柴崎、森
１９８７年度（昭和６２年度）
４/１２～１３　　 例 八ヶ岳　　 大同心　　　　　　　　　 山本、柴崎
５/３～５　　 合 穂高　　 岳沢コブ尾根～奥穂～北穂　 山本、柴崎、森
５/１７　　　　　　 例 丹沢　　　 西沢下棚沢　　　　　　　 山本、柴崎、山口
６/１６　　　　　　 例 櫛形山　　　　　　　　　　　　　　 山本、内馬場
７/１２　　　　　　 例 丹沢　　　 東沢　　　　　　　　　　 山本、柴崎、山口
７/１６　　　　　　 個 櫛形山　　　　　　　　　　　　　　 内馬場
８/１～３　　 協会 北ア　　　 （市民登山）　常念岳～　 浦野、福沢

大天井岳～燕岳
８/１２～１６　　 合 剣岳　　　 源次郎尾根、八ツ峰Ｃフェース　　　内馬場、山本、森
９/６　　　　　　 例 丹沢　　 小川谷　　　　　　　　　 内馬場、山本、浜田、鈴木（正）
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
９/１３～１５　　 岳連 丹沢　　　 （全日本登山体育大会）　 石川
１０/１０ 例 谷川　　 仙ノ倉谷西ゼンノ沢　　　 内馬場、山本
１０/１８　　　　　 協会 丹沢　　　 （市民体育大会）塔ノ岳　 石川
１１/１５　　　　　 例 裏妙義　　　　　　　　　　　　　　 山本、森
１１/２９　　　　　 例 丹沢　　　 鍋割山～秦野峠～高松山　 山本、高木
１２/５　　　　　 例 丹沢　　　 塔ノ岳　　　　　　　　　 高木
１２/１３　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 内馬場、高木、鈴木（輝）、山本、金井
１２/３０～１/２ 合 南ア　　　 弘法小屋尾根～間ノ岳～　 内馬場、高木、鈴木（輝）、山本

北岳～池山吊尾根　　　　 柴崎、金井
１/６　　　　　　 個 丹沢　　　 烏尾山　　　　　　　　　 柴崎
１/１０　　　　　　 例 丹沢　　　 鍋割山～塔ノ岳～烏尾山　 内馬場、柴崎、宮沢（正）
２/１４　　　　　　 例 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　　 山本、柴崎、金井、宮沢（正）
２/２８　　　　　　 例 裏妙義　　 谷急沢　　　　　　　　　 山本、柴崎、森、宮沢（正）
１９８８年度（昭和６３年度）
４/１０　　　　　　 例 丹沢　　　 塔ノ岳～丹沢山　　　　　 山本、森
４/１７　　　　　　 例 丹沢　　　 鍋割山　　　　　　　　　 内馬場、田中（利）、鈴木（輝）
５/１～５　　 合 剣岳　　　 早月尾根～真砂沢出合ＢＣ 内馬場、田中（利）、鈴木（輝）、

～黒四ダム　　八ツ峰　 宮沢（正）
五．六コル～上半
源次郎尾根　　　　　　　 山本、高木、森、金井

５/２９　　　　　　 例 丹沢　　　 同角沢　　　　　　　　　 山本、高木、金井
６/５　　　　　　 例 丹沢　　　 箱根屋沢　　　　　　　　 山本、金井、宮沢（正）
６/１９　　　　　　 例 越後　　　 佐梨川金山沢奥壁　第四　 山本、内馬場、高木、田辺、金井

スラブ、赤岩スラブ　　　 宮沢（正）
７/１０　　　　　　 例 丹沢　　　 ザンザ洞　　　　　　　　 山本、山口、宮沢（正）
７/１７　　　　　　 例 谷川岳　　 ヒツゴー沢　　　　　　　 山口、田辺、森、宮沢(正)

西黒尾根　　　　　　　　 山本、平元、今井、首藤
７/３０～３１　　 協会 白馬岳　　 （横山協主催市民登山）　 内馬場、角倉、桐ヶ谷
８/１３～１７　　 合 北岳　　　 黄蓮谷～駒ヶ岳～ 内馬場、高木、山本

　　　　扇沢～北岳　
大樺沢～北岳（農鳥岳往復）　 森、金井、平元、首藤、田辺、山口、三島

９/４　　　　　　 例 丹沢　　　 小川谷　　　　　　　　　 山本、山口、金井、宮沢（正）、
平元、桐ヶ谷、三島

 ９/１１　　　　　　 例 小川山　 山本、内馬場、田辺、宮沢（正）、
今井、平元、桐ヶ谷

９/２３　　　　　　 例 谷川岳　　 南稜　　　　　　　　　　 山本、山口、田辺、今井、平元
１０/８～１０　　 例 北穂高岳　　北穂高岳東稜　　　　　　 山口、金井、平元
１０/１６　　　　　 協会 丹沢　　　 （市民体育大会）塔ノ岳　 石川
１０/１６　　　　　 例 丹沢　　　 新茅ノ沢～塔ノ岳　　　　 金井、宮沢（正）、今井、田辺
１０/２３　　　　　 例 谷川　　 仙ノ倉谷西ゼンノ沢　　　　　 山口（修）、三島、田辺
１０/３０　　　　　 例 丹沢　　　 下棚沢　　　　　　　　　 山本、森、今井、宮沢（正）、平元
１１/３　　　　　 岳連 丹沢　　　 （県民ハイク）　　　　　 浦野、浜田
１１/１３　　　　　 例 三ツ峠　　 天狗岳　　　　　　　　　 内馬場、田辺、森、金井、平元
１１/１９～２０　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 三島、福沢、鈴木（輝）、宮沢（正）
１１/２７　　　　　 例 谷川岳　　 白毛門　　　　　　　　　 内馬場、森、金井、宮沢（正）、平元、下越田
１２/１０～１１　 合 富士山　　 雪上訓練　　　　　　　　 内馬場、三島、森、宮沢（正）、下越田、平元
１２/１８　　　　　 例 谷川岳　　 白毛門　　　　　　　　　 田辺、首藤
１２/２９～１/２ 合 剣岳　　　 早月尾根～剣岳　　　　　 内馬場、福沢、高木、金井、宮沢、神谷、

宮沢（正）、平元、下越田、高橋、浦野、金元
１/１５～１６　　 例 八ヶ岳　　 渋ノ湯～天狗岳～赤岳　　 金井、首藤
２/４　　　　　　 例 八ヶ岳　　 赤岳西壁　　　　　　　　 高木、金井、下越田
２/１１～１２　　 例 八ヶ岳　　 阿弥陀岳南稜　　　　　　 内馬場、森、金井
３/５　　　　　　 例 奥秩父　　 瑞牆山　　　　　　　　　 内馬場、田辺、下越田
１９８９年度（平成元年度）
４/１５～１７　　 例 白馬岳　　 主稜　　　　　　　　　　 内馬場、三島、山口（修）

（悪天候の為六峰より撤退）
４/１６　　　　　　 例 乾徳山　　 （ボッカ訓練）　　　　　 山本、森、金井、、宮沢（正）
４/２９～５/３　 合 飯豊山　　　　　　　　　　　　　　 内馬場、高木、福沢、鈴木（輝）
４/２９～５/１　 合 奥秩父　　 東沢　　　　　　　　　　 金井、宮沢（正）
５/２～７　　 合 越後駒ヶ岳　　　浅草岳～未丈岳～駒ヶ岳　 山本、森、金井
５/４～７　　　　　　　合 八海山 新開道尾根～中ノ岳～駒ヶ岳 田辺、田中（利）、三島
５/２１　　　　　　 例 谷川岳　　 白毛門～清水峠～谷川岳　 山本、宮沢（正）、今井、下越田

～西黒尾根　
６/４　　　　　　 例 三ツ峠　　 （トレーニング）中央カンテ他　　　　山口（修）、森、金井、宮沢
６/１８　　　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢本谷バンド～ 高木、今井、三島

幽ノ沢カールボーデン
７/２　　　　　　 例 丹沢　　　 箱根屋沢　　　　　　　　 金井、今井
７/８～９　　　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢南稜　　　　　 山本、金井

幽ノ沢雨天中止　　　　　 山本、山口（修）、金井
７/８　　　　　　　 例 櫛形山　　　　　　　　　　　　　　 内馬場、下越田、臼井　他１名
７/２２～２３　　 例 北岳　　　 バットレスＤガリー奥壁、　 山本、山口（修）、金井、宮沢（正）

四尾根　　　　　　　　　
シュバルチェカンテ　　　 平元、高木

７/２９～３１　　 協会 南ア　　　 （市民登山）甲斐駒ヶ岳　 内馬場、臼井
～仙丈岳　　
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
８/１３～１７　　 合 穂高　　 西穂高岳～奥又白池　　　 山本、森、金井、宮沢（正）、今井、

福沢、山口、平元、下越田、高木
北尾根四峰北条新村ルート　　 山本、宮沢（正）、今井、平元
東壁右岩稜古川ルート　　　　 下越田、高木、福沢

９/１０　　　　　　 例 丹沢　　　 悪沢　　　　　　　　　　 金井、平本、三島
９/１５～１７　　 例 北ア　　　 北穂高岳～槍ヶ岳　　　　 山本、森、金井
９/２３～２４　　 例 谷川岳 南面二俣(４０周年記念山行)　 金元、（夫人）、亀井、山口（萬）、中、渡辺、

磯崎、小林、佐野、千田、神谷、浦野、（子供）、
松井、杉山、（夫人）、砂川（家族）、
田辺、森、（子供）、金井

越後駒ヶ岳 佐梨川桑ノ木沢　 前田、木下、宮沢、石川、高橋
（子供）、内馬場、福沢

越後駒ヶ岳 枝折峠～小倉山 大和、加藤、鈴木、田中、山本、下越田
１０/１　　　　　　 例 谷川岳　　 幽ノ沢左俣中央ルンゼ　　 山本、山口（修）、金井、今井
１０/８～１０　　 例 穂高　 屏風岩東壁　雲稜ルート　 山本、金井
１０/１５　　　　　 協会 丹沢 塔ノ岳集中　（市民体育大会） 山本、森、金井、宮沢（正）、

勘七ノ沢～塔ノ岳　　 下越田、三島
登山訓練所～塔ノ岳　 金元、前田、石川、浦野、浜田、田辺

１０/２２　　　　　 例 谷川岳　　 幽ノ沢中央壁　　　　　　 山本、高木、山口（修）、三島
　　正面フェースルート

１１/３ 岳連 丹沢　　　　 （県民ハイク） 浦野、浜田
１２/９～１０　　 合 富士山 （雪上訓練） 山本、森、金井、宮沢（正）、下越田
１１/１５～１２/８ 個 ブータン登山事前調査　　　　　　　 砂川、神谷
１２/２７～１/１ 合 穂高　　 西穂高岳～奥穂高岳　　 山本、森、福沢、高木
　　　　　　　　　 ～涸沢岳西尾根
１２/３０～１/２ 合 南アルプス　北御所尾根～木曾駒ヶ岳　 金井、平元、下越田、前田、内馬場
１/１４～１５　　 例 八ヶ岳　　 ジョウゴ沢（アイスクライミング）　　　　　　　金井、宮沢（正）
１/２８　　　　　　 例 御坂　　　 大幡川（アイスクライミング）　　　　　　　　　宮沢（正）、下越田
２/４　　　　　　　 例 御坂　　　 コーモリ沢（アイスクライミング）　　　　　　　金井、宮沢（正）
２/１７～１８　　 例 吾妻渓谷　 アイスクライミング講習会　　　 金井、宮沢（正）
３/４　　　　　　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　　　　　　 今井、内馬場、三島
３/１１～１２　　 例 杓子岳　　 双子尾根　　　　　　　 宮沢（正）、今井、内馬場、三島
１９９０年度（平成２年度）
４/１４～１５　　 例 上州武尊岳　　　　　　　　　　　　 金井、内馬場
４/１５～１６　　 例 白馬岳 白馬岳主稜　大雪渓下降　　　　　　宮沢（正）、藤井、三島
４/２９～３０　　 例 丹沢 丹沢～菰釣山～山中湖　　　　　　　山本、宮沢（正）、浦野
５/２～５ 合 北アルプス　遠見尾根～五竜岳～唐松岳　　　　　金井、内馬場
５/４～５ 八方尾根～唐松岳　　　　　　　　　田辺、石川、前田
５/２０　　　　　　 例 丹沢 水無川本谷　　　　　　　　　　 金井、宮沢（正）、下越田
５/２０　　　　　　 例 谷川岳 馬蹄形縦走　　　　　　　　　 山本、藤井
６/２４　　　　　　 例 丹沢 キューハ沢　　　　　　　　　　 金井、宮沢（正）、平本、下越田、三島
７/１　　　　　　　 例 丹沢 東沢　本棚沢　　　　　　　　　 金井、宮沢（正）、藤井
７/１４～１５　　 例 早池峰山　　　　　　　　　　　　　 内馬場、田辺
７/２１～２２　　 例 安倍川 ホーキ沢　　　　　　　　　　 金井、宮沢（正）、藤井
７/２７～３０ 協会 北ア 蝶･常念岳　(市民登山) 浦野　内馬場　浜田　角倉
８/１２～１６　　　 合 剣岳　 山本、金井、宮沢（正）、下越田

真砂沢～剣岳～阿曾原　　　　　　　藤井、内馬場、田中、鈴木
　　　８/１３ 八ツ峰六峰Ｄフェース 金井、宮沢（正）、藤井

富山大ルート～本峰
八ツ峰六峰Ｃフェース 山本、下越田
剣稜会ルート～本峰

　　　８/１４　 ＣフェースＲＣＣルート　　　　　　 山本、金井
Ｃフェース剣稜会ルート　　　　　　宮沢（正）、藤井

９/８～９　　 例 巻機山　 米子沢　　　　　　　　　　 金井、内馬場、山口
９/１５～１６ 例 巻機山　 巻機山～宝川　　　　　　　　　　　 山本、森
９/２２～２４　　 例 谷川岳 幽ノ沢Ｖ字状岩壁左ルート　　　　　山本、山口
　　　９/２２　　 幽ノ沢中央壁右フェースルート　　　宮沢（正）、藤井、三島
　　　９/２３　　 オジカ沢～中ゴー尾根　　　　　　　山本、宮沢、藤井、三島
１０/１９～２０　 例 丹沢 （ベルニナ山岳会お月見）　　　　山本、内馬場、浦野、浜田
１０/２０　　　　　 例 谷川岳 一ノ倉沢三ルンゼ　　　　　　 金井、宮沢（正）、藤井
１０/２８　　　　　 例 丹沢　　 　同角沢　　　　　　　　　 山本、平本
１１/３～５　 例 穂高　　　 中岳西尾根　偵察　　　　 金井、宮沢（正）、藤井
１２/９　　　　　　 例 富士山　　 冬山訓練　　　　　　　　 山本、宮沢（正）、藤井
１２/３０～１/４ 合 穂高　　　 新穂高温泉～中岳　　　　　　　　　金井、宮沢（正）
１２/３１～１/３ 横尾尾根　　　　　　　　　　　　　 山本、鈴木
２/１０～１１　　 例 八ヶ岳　　 ジョーゴ沢　　　　　　　 山本、金井、内馬場
２/１７～１８　　 例 谷川岳　　 西黒尾根　　　　　　　　 山本、藤井
２/１７　　　　　　 例 御坂 大幡川四十八滝沢　　　　　　　 金井、宮沢（正）
３/２２～２３　　 例 谷川岳　　 東尾根　　　　　　　　　 山本、藤井　
１９９１年度（平成３年度）
４/２８～２９　　 例 谷川　　 平標山～西黒尾根　　　　 山本、森、金井、藤井
５/３～６　　　 合 槍ヶ岳 七倉～千天出合～上高地　 山本、金井、宮沢（正）、

～槍ヶ岳（北鎌尾根中止）　 藤井、内馬場　
   ５/２～６　　 上高地～槍ヶ岳 下越田、鈴木（輝）、前田、石川
６/１５～１６　　 例 谷川　　 宝川ナルミズ沢　　　　　 金井、秦、内馬場
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
幽ノ沢Ｖ字状岩壁右ルート　 金井、森、秦

６/２１～２３　　 例 乾徳山 金井（他２名）
６/３０　　　　　　 例 丹沢　　　 箱根屋沢　　　　　　　　 山本、金井、藤井、秦、内馬場
７/２０～２１　　 例 谷川岳　　 一ノ倉沢南稜テラス　　　　　　　 山本、金井、下越田、秦

マチガ沢　東南稜　　　　 山本、金井、下越田、藤井、秦
７/２７～２９　　 協会 八ヶ岳 （市民登山）　 浦野、浜田、田辺
８/４　　　　　　 例 御坂　 四十八滝沢、三ツ峠　　　　　 金井、宮沢、藤井、内馬場、三島
８/１４～１５　 合 穂高 上高地～前穂北尾根　 金井、宮沢、藤井、秦

～北穂高岳（滝谷４尾根）
　　８/１５～１７ 上高地～岳沢～奥穂高 鈴木（輝）、田中（利）、

～北穂高　 石川、内馬場
９/２５～１０/２９ 例 ネパール　　　　　　ロブジェ南稜　 山本、金井
　　　　 南東壁ピーク６０００ｍ
１２/２９～３０　 合 甲武信岳　　　　　　　　　　　　　 下越田、石川
１２/３１～１/２　 合 谷川 白毛門　 藤井、秦、内馬場
１/１５　　　　　　 例 御坂　　　 千波ノ滝　　　　　　　　 金井、宮沢（正）
３/２０～２１　　 例 杓子岳　　 双子尾根　　　　　　　　 金井、森、内馬場、三島

（白馬鑓ヶ岳北稜登攀中止）
１９９２年度（平成４年度）
４/２９　　　　　　 例 丹沢　　　 滝郷沢　　　　　　　　　 森、秦、内馬場
５/３～５　　 合 穂高 明神東稜（５峰）　〈中退〉　　　　 金井、森、藤井、秦

岳沢（ＢＣ）　　　　　　　　　　　 内馬場、石川、前田
奥穂高南稜　 山口、鈴木

６/２１　　　　　　 例 丹沢　　　 水無川本谷　　　　　　　 秦、内馬場
６/２７　　　　　　 例 谷川岳　 幽ノ沢Ｖ字状岩壁右ルート　 下越田、三島
７/２４～２６　　 合 飯豊連峰 石コロビ沢～飯豊本山～　 山口、内馬場、三島

　　飯豊鉱泉
７/２５～２６　　 合 谷川岳 湯檜曽川本谷　　　　　　　　　　　 山本、宮沢（正）、藤井
７/３１～８/３　 協会 白馬岳 （市民登山）　　　 石川、内馬場、浦野、角倉
８/２２　　　　　　 例 丹沢　　　 セドノ沢～源次郎沢下降　 金井、三島
８/２６　　　　　　 例 丹沢　　　 モチコシ沢　　　　　　　 金井、平元
８/２９～３０　　 例 越後　 巻機山金山沢　　　　　　　　 内馬場、三島
９/１２～１３　　 例 両神山 キギノ沢　　　　　　　　　　 金井、宮沢（正）、藤井
９/１２～１４　　 例 鹿島槍 八方尾根～五竜岳～ 秦、内馬場、三島

　鹿島槍～赤岩尾根
９/２３　　　　　　 例 奥秩父　　 小常木沢　　　　　　　　 金井、宮沢（正）、秦
１０/９～１０　 例 東沢 釜ノ沢　　　　　　　　　　　　 秦、内馬場
１０/３１～11/2 例 西穂高岳 金井、藤井、三島
１１/１～３　 例 上高地　 金元、木下、松井、砂川、神谷、石川、高橋　　
１/１５　　　　　　 例 八ヶ岳　　 天狗尾根（中退）　　　　 金井、宮沢（正）
２/１１～１４　　 例 八ヶ岳　　 渋湯～赤岳～権現岳～小淵沢　森、石川、内馬場、三島
２/２７～２８　　 例 八ヶ岳　　 小同心クラック　　　　　 山本、宮沢、藤井
３/２０～２１　　 例 谷川岳　　 東尾根　　　　　　　　　 金井、森、内馬場、三島

西黒尾根　　　　　　　　　　 亀井、福沢　　　
１９９３年度（平成５年度）　　　　　　　　　　　　　　　
４/１７～１８　　 例 越後駒ヶ岳　　　　　　　　　　　 金井、森、下越田、横沢、内馬場
４/１８　　　　　　 個 丹沢 登山競争　　　　　　　　　　　 山本、浜田
７/１０～１１　　 例 丹波川、小室川谷　　　　　　　　　 宮沢、藤井、三島
７/４～２３　　 例 ヨーロッパアルプス　（メンヒ登頂）　　 金井、森、内馬場
７/２４　　　　　　 例 北岳 バットレス（雨天の為、幕場）　 三島、松下
７/２５　　　　　　 例 谷川岳　 笹穴沢　　　　　　　　　　　 山本、宮沢、山口
８/１～２　　　　 協会 北八ヶ岳　 （市民登山）　　　　　　 内馬場
８/１２～１３　　 例 白馬岳 白馬岳～鑓温泉　　　　　　　　　　石川
８/２８～３１　　 例 剣岳 剣沢小屋～剣岳　　　　　　　　　　亀井、石川
９/２５　　　　　　 例 谷川岳　 一ノ倉沢中央稜　　　　　　 下越田、三島
１０/１０　　　　　 例 北岳 バットレス　Ｄガリー奥壁　　　 三島、松下
１０/１６～１７　 協会 三ツ峠　 （市民体育体会）　　　　　 石川
１２/２７～３０　 個 北岳　　　 池山吊尾根　　　　　　　 三島
１２/３０～３１　 個 南アルプス　笊ヶ岳　　　　　　　　 松下
１/１５～１６　　 例 金峰山 金井、藤井、村田
２/１１～１２　　 例 雲取山　　　　　　　　　　　　　　 森、内馬場
３/１３　　　　　　 例 十二ヶ岳　　　　　　　　　　　　　 内馬場、村田
３/１９～２０　　 協会 谷川岳　 横山協冬期講習会　　　　　 内馬場、浦野　
１９９４年度（平成６年）
4/1６～１７ 例 上州武尊山 （旭小屋～） 三島、内馬場
４/２９～５/１ 例 北アルプス　八方尾根～唐松岳往復 亀井、石川
４/２９ 個 乾徳山 内馬場
５/３～５ 合 鹿島槍 爺ケ岳東尾根～鹿島槍往復 森、村田、鈴木（輝）、内馬場
６/５ 例 丹沢 葛葉川本谷～ヒゴノ沢下降 金井、宮沢（正）、村田、三島
６/１２ 個 丹沢　 塔ノ岳 山本
６/２６ 例 丹沢　　 同角沢 金井、宮沢（正）、村田
７/１７ 例 丹沢　 箱根屋沢 森、内馬場
７/２３ 例 谷川岳　　 中央カンテ～６ルンゼ下降 宮沢（正）、今井、三島
８/６～８ 例 北アルプス　五龍岳～唐松岳（市民登山）　 浦野、山本
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
８/７ 例 丹沢　 小川谷 三島、村田
８/１３～１５ 合 平ケ岳　 大白沢 森、山口、内馬場
８/２０ 例 丹沢　 勘七沢 山本、村田
９/４ 例 乾徳山 内馬場、金井、村田
１０/２ 例 裏妙義山 金井、山本、村田、瀬戸、川崎
１０/９ 例 谷川岳 一ノ倉沢２ルンゼ～aルンゼ 三島、村田
１０/２３ 例 谷川岳 一の倉沢４ルンゼ 宮沢（正）、今井

（雨、大滝より撤退）
１１/２０ 例 谷川岳　 西黒尾根 山本、宮沢（正）、　村田

（天候悪化ザンゲ岩から撤退）
１２/３０～１/２ 合 北ア　 爺ケ岳東尾根～鹿島槍ケ岳 森、村田、髙木、三島、内馬場
１/１４～１５ 例 南ア　 笊ケ岳 髙木、内馬場
１/１４～１５ 例 八ケ岳　 真教寺尾根 亀井、石川
2/11～１２ 例 谷川岳　 西黒尾根～天神尾根～田尻沢 三島、宮沢（正）
１９９５年度（平成７年度）
４/７ｎ～１０ 例 鹿島槍　 東尾根　荒沢ノ頭まで 三島、宮沢（正）
５/３～５ 合 海谷山塊　　笹倉温泉から鉢山 亀井、石川
５/１９n～２１ 例 谷川岳 白毛門～宝川 宮沢(正)、今井
６/１０n～１１ 例 丹沢　 悪沢 金井、宮沢(正)、江川
６/１０n～１１ 個 丹沢 塔ノ岳～宮ケ瀬 山本
７/１５n～１６ 例 丹沢 勘七ノ沢～塔ノ岳～ 金井、江川、三島

　　小草平ノ沢下降
７/２８ｎ～３１ 協会 八ケ岳 （市民登山）　 浦野、浜田
７/２９ｎ～３０ 例 谷川岳 幽ノ沢Ｖ字状岩壁右ルート 金井、宮沢(正)、江川
８/１１ｎ～１６ 合 穂高 岳沢コブ尾根～北穂高（ＢＣ） 金井、江川

～涸沢～上高地
滝谷　ドーム中央稜・
　　ドーム西壁雲表ルート

９/２９ｎ～１０/１ 協会 栗駒山 （協会４０周年記念山行） 浦野
10/７ｎ～１０ 個 南ア　 北岳往復　草滑り経由 金元、宮沢（章）、杉山、砂川、

神谷、石川、北島（会員外）
11/2ｎ～５ 例 上高地～水俣乗越～ 宮沢（正）、柴崎、三島

東鎌尾根～槍沢(冬山偵察）
１１/３～４ 例 南ア 甲斐駒ケ岳 亀井、石川
12/8ｎ～１０ 合 富士山 冬山トレーニング 宮沢（正）、柴崎、江川、杉谷、内馬場、三島
12/16ｎ～１７ 例 丹沢 塔ノ岳（ボッカ訓練） 金井、宮沢(正)、江川
12/29ｎ～１/３ 合 北アルプス　横尾尾根～槍ヶ岳～ 金井、宮沢(正)、柴崎、江川、

大喰岳西尾根～新穂高温泉 杉谷、三島
１２/２８ｎ～３１ 例 上高地 上高地～徳沢 金元、宮沢（章）、杉山、砂川、

（中村、安部両氏追悼） 神谷、石川
2/10～１１ 例 奥秩父　 金峰山　増富温泉から往復 内馬場、柴崎、下越田
１９９６年度（平成８年度）
５/１～４ 合 前穂高 前穂高北尾根～奥明神沢 柴崎、山口
５/２～４ ＯＢ 越後駒ケ岳　小倉尾根 渡辺、金元、亀井、前田、原、大和、宮沢(章）

（溝呂木さん追悼山行） 千田、杉山、神谷、石川、高橋、浦野
５/３～４ 合 守門岳 福沢、鈴木（輝）、田中（利）、

内馬場
６/１５ｎ～１６ 例 金城山　（新潟県） 山本、今井、江川
６/２９ｎ～３０ 例 丹沢 新茅沢～セドの沢右俣Ｆ３まで 柴崎、江川
７/１３ｎ～１４ 例 丹沢 セドの沢右俣、左俣 宮沢（正）、下越田、江川
７/２０ｎ～２１ 例 谷川岳 烏帽子奥壁　変形チムニー～ 宮沢（正）、江川

　　南稜下降
７/２６ｎ～２９ 協会 白馬岳 （市民登山） 内馬場、福沢
８/２３～２５ 例 北ア　 種池～赤沢岳～針ノ木岳～ 石川

蓮華岳～針ノ木雪渓下降
８/２７～３１ 個 南ア　 赤石岳 柴崎
１０/９ｎ～１２ 個 笠ケ岳 上高地～西穂山荘～新穂高 宮沢（正）

～穴毛谷～笠ケ岳～槍見温泉
１０/９ｎ～１２ 個 谷川 西黒尾根～平標山～ 三島

　　三国峠～法師温泉
１０/１１ｎ～１３ 協会 浅草岳　 （市民登山） 柴崎、内馬場
１０/２５ｎ～２６ 例 十二ケ岳 金井、内馬場、菊地、他
１１/８ｎ～１０ 例 丹沢 遭難救助講習会（丹沢登訓） 山本、柴崎
１１/９ｎ～１０ 例 奥秩父　 瑞牆山　 下越田、江川、鈴木（一）
１１/２９ｎ～３０ 例 谷川岳　 西黒尾根 宮沢(正)、江川
１２/１３ｎ～１５ 合 富士山 屏風尾根～登頂～吉田大沢 三島、山口　

下降　　
１２/14ｎ～１５ 合 富士山 （冬山トレーニング） 江川、菊地、鈴木（一）
１２/１６ 個 丹沢　 鍋割山～塔ノ岳（ボッカ） 宮沢（正）
１２/２６～１/１ 個 マレーシア　 キナバル山（４１０１ｍ）登頂 石川夫妻
12/27ｎ～１/１ 合 北ア　 慶応尾根～北尾根～ 柴崎、宮沢（正)、三島、江川

　奥穂高岳～涸沢岳西尾根
１２/２８ｎ～３０ 例 西穂高 新穂高温泉～西穂高岳往復 金元、宮沢(章)、杉山、神谷、浦野、福沢
２/２２～２３　　 例 谷川岳　 白毛門 山本、鈴木（輝）、鈴木（一）
３/１９ｎ～２３ 例 白馬鑓ケ岳 北稜（途中撤退） 宮沢（正）、今井、三島
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
１９９７年度（平成９年度）
４/１９ｎ～２０ 例 乾徳山 内馬場、下越田、鈴木（一）
４/15～２７ 個 アンナプルナ・ダウラギリトレック　 亀井、前田、小林、大和、他２名
４/２５ｎ～２８ 合 黒部別山 南尾根 宮沢、山本、柴崎

蔵之助出合～南尾根～
別山南峰～蔵之助谷

４/２６ｎ～２９ 個 白馬岳 大雪渓～白馬岳～蓮華温泉 三島
５/３～５ 例 苗場山 内馬場、鈴木（輝）、鈴木（一）
５/３ｎ～６ 例 五龍岳　 遠見尾根往復 亀井、石川
５/２７ｎ～２８ 例 丹沢 モチコシ沢 宮沢、江川
7/25～8/8 ＯＢ パキスタン ﾅﾝｶﾞﾊﾟﾙﾊﾟｯﾄ～バツーラトレック 亀井、前田、大和、石川
８/８ｎ～１０ 例 丹沢 水無川本谷～塔ノ岳～勘七沢 山本、柴崎、鈴木（一）　
８/９ｎ～１３ 個 白馬岳 大雪渓～白馬岳～朝日岳～ 三島

栂海新道～親不知
８/１２ｎ～１６ 合 剣岳　　 大日岳～剣沢～別山尾根～ 柴崎、鈴木（一）、西村

長次郎沢～蔵之助平～黒四
９/９ｎ～１３ 個 鳥海山・月山 神谷
９/１３ｎ～１５ 例 奥秩父　 東沢 柴崎、鈴木（一）、西村、内馬場
９/２２～２５ 個 穂高　 岳沢～前穂～北穂～涸沢 神谷
９/２６～１０/２６ 個 東北百名山 岩木山～越後駒ケ岳 亀井、内田良平（ベルニナ）
９/３０ｎ～１０/２ 個 谷川　 西黒尾根～蓬峠～土樽 神谷
１０/４～５ 協会 丹沢　 塔ノ岳集中（市民体育）

政次郎尾根 内馬場　浦野
源次郎沢 柴崎、西村、三島

１０/９ｎ～１３ 個 剣岳　　 黒四ダム～蔵之助平～仙人峠 金元、大和、杉山、神谷
～阿曾原～鐘釣温泉

１０/１２ 個 日光白根山 石川夫妻
１０/３１ｎ～ 例 谷川 白毛門～清水峠～旧道～土合 柴崎、西村
１１/１～３ 例 谷川 白毛門～朝日岳～宝川温泉 内馬場、青木
１１/２１ｎ～２３ 例 谷川岳 西黒尾根～天神尾根 柴崎、西村、三島
１１/２３～２４ 個 丹沢 主脈縦走 神谷
１２/１２ｎ～１４ 合 富士山 （冬山トレーニング） 柴崎、西村、鈴木（一）、

馬返し～５合目（ＢＣ）～八合目 青木、三島、下越田（馬返し）
１２/２９ｎ～１/３ 合 八ケ岳　　 行者小屋ＢＣ 柴崎、西村、鈴木（一）、江川　

赤岳～硫黄岳　阿弥陀岳 下越田、内馬場
１２/２７～１/２ 合 霞沢岳 上高地～徳本峠～霞沢岳往復 金元、宮沢(章)、杉山、砂川、神谷、浦野、福沢
１２/３１～１/３ 個 八ケ岳　 赤岳～稲子湯 神谷
１/１５～１９ 例 屋久島　 宮之浦岳縦走 宮沢(章)、杉山、砂川、神谷、石川
２/６ｎ～８ 例 谷川岳　 一ノ倉尾根　基部 山本、今井、柴崎、三島
２/７ｎ～８ 例 丹沢　 水無川　戸沢 内馬場、青木、西村、鈴木（一）
２/２２ 例 乾徳山 内馬場、青木
３/６ｎ～８ 例 谷川岳　 西黒尾根 宮沢（正）、西村、三島
３/１３ｎ～１５ 協会 谷川　 白毛門（冬山研修会） 浦野、内馬場
３/２０ｎ～２２ 例 白馬鑓ケ岳　天候悪化　北稜中止 宮沢（正）、三島、金井、

双子尾根　　樺平往復 西村、鈴木（一）
１９９８年度（平成１０年度）
５/２ｎ～５ 合 越後三山縦走 三島、宮沢（正）、西村、青木

越後日向山尾根～駒ケ岳 宮沢（章）、金元、大和、杉山、
駒ケ岳へは（福沢･鈴木輝） 石川、神谷、高橋（進）、

福沢、鈴木（輝）
別動（銀山湖・駒ノ湯） 千田、砂川

５/１６ｎ～１７ 例 奥秩父 ヌク沢　左俣　右沢 金井、宮沢（正）、青木
５/３０ｎ～３１ 例 丹沢　 中川　箱根屋沢 宮沢（正）、江川、西村、青木
７/３ｎ～４ 例 谷川岳 烏帽子岩　南稜 三島、西村
７/１０ｎ～１２ 例 奥秩父　 滝川　豆焼沢 宮沢（正）、山本、金井、青木
７/１７ｎ～２０ 例 秋田駒ケ岳 福沢
７/１７ｎ～２０ 個 白根三山縦走 神谷
７/１７ｎ～１９ 例 北岳 バットレス　第４尾根 宮沢（正）、西村
７/１８～１９ 例 白根三山縦走 髙木、鈴木（輝）
７/２５～２６ 例 会津駒ケ岳 福沢
７/２７～２９ ＯＢ 南ア　 北岳 亀井、小林、前田
７/２７～８/１ 例 山形、秋田 鳥海山　秋田駒 宮沢（章）、神谷
７/３１～８/２ 例 北海道　 大沼　駒ケ岳 福沢
８/２～３ 例 富士山　 駒ケ岳 宮沢（章）、砂川、神谷、石川
８/８～１２ 個 朝日連峰 主脈縦走 三島
８/１２ｎ～１６ 例 南ア　 ダル沢～北岳 金井、江川、西村
８/１４～３０ ＯＢ パキスタン（ヒンズークッシ）トレック 亀井、宮沢（章）、砂川、石川

　　イストルオナール・テイリチミール
８/２１～２２ 例 富士山　 駒ケ岳 神谷、福沢、鈴木（輝）
８/２３ 個 丹沢 水無川 宮沢（正）
９/４ｎ～５ 例 谷川岳 幽ノ沢Ｖ字左ルート 髙木、西村

谷川岳 幽ノ沢Ｖ字右ルート 宮沢（正）、青木
谷川岳 西黒尾根～堅炭尾根 神谷

９/１１ｎ～１３ 例 谷川岳 滝沢第３スラブ～Ｆ２退却 宮沢（正）、金井
９/１１～１６ 例 富山･新潟各駒ケ岳の偵察 神谷、福沢
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
９/１８n～１９ 例 北岳 バツトレス第４尾根 三島、髙木
９/１９ 例 丹沢 玄倉川小川谷廊下　 宮沢（正）、青木
９/２５～２７ 個 北ア 奥穂～前穂縦走 青木
１０/８～９ ＯＢ 富士山 亀井、小林、前田
１０/９n～１０ 例 谷川 南面ヒツゴー沢 三島、青木
１０/２３n～２６ 例 新潟県･山形県各駒ケ岳 金元、千田、神谷、高橋（進）、福沢
１０/３０n～３１ 例 北岳 バツトレス偵察 宮沢（正）、山本、西村
10/29ｎ～11/３ 例 青森藤里駒ケ岳　白神駒ケ岳　栗駒山 神谷、杉山、石川、福沢
１１/７ 例 丹沢 ボッカと歓迎山行 宮沢（正）、金井、西村、永野（新人）
11/14 例 赤城駒ケ岳 記念登山 福沢
１１/２０n～２３ 例 中央ア 木曽駒ケ岳、宝剣岳 大和、神谷、福沢
１１/２０n～２１ 例 谷川岳 一ノ倉沢テールリッジ 宮沢（正）、西村
１２/５ 個 奥多摩　 大岳山 永野
１２/５～６ 例 箱根駒ケ岳 （忘年山行）　

強羅～早雲山～駒ケ岳 福沢、鈴木（輝）、浦野、山本、他子供1人
強羅～大涌谷～駒ケ岳 神谷、千田、金元
箱根園～ロープウエイ～駒ケ岳 渡辺、前田、斎藤（茂）（会友）

１２/11n～１３ 合 富士山 冬トレ 宮沢（正）金井、青木、永野、
神谷、三島　　江川（13日）

12/27n～３０ 合 南アルプス　北岳集中 宮沢（章）、金元、杉山、神谷、浦野
北岳～農鳥岳 神谷、鈴木（輝）、江川、西村

１２/２６～１/４ 個 エベレスト・クーンブトレック 石川夫妻
1/22～２４ 例 八ケ岳 編笠山～権現岳 宮沢（正）、金井、永野
２/１０ｎ～１４ 例 上越 仙ノ倉山北尾根Ｋ－１まで 宮沢（正）、三島、山本
２/１２ 個 甲斐駒ケ岳　吹雪で仙水峠より引き返す 福沢
３/８～９ ＯＢ 北八ヶ岳　 白駒の池 亀井、小林、前田
３/１９ｎ～２２ 例 鹿島槍ヶ岳 天狗尾根～北峰往復 三島、宮沢（正）
１９９９年度（平成１１年度）
４/２９n～５/５ 合 越後駒ケ岳 イエノグシ尾根～フキギ～ 宮沢（正）、西村、永野

郡界尾根
４/３０～５/２ 例 中央ア 南駒ケ岳（記念山行）　 神谷、福沢
４/２ｎ～５/５ 例 北ア　 宇奈月～駒ケ岳（記念山行） 神谷、石川、福沢
４/２ｎ～５/５ 個 北ア　 片貝小屋～駒ケ岳（北方稜線） 宮沢（章）、金元、前田、加藤

（記念山行）
４/２９～５/４ 例 朝日連峰 鶴岡～大鳥池～大朝日縦走 三島、髙木
５/２１～２３ 例 上高地 追悼墓前祭（追悼山行）　 亀井、金元、小林、原、前田、

上高地直接、徳本峠経由、 宮沢夫妻、石川夫妻、加藤、
焼岳登山経由の各ルートで 高橋（進）、宮沢（正）、金井、
墓前に集中する。 鈴木（輝）、大和、佐野、
中の湯温泉で宿泊、懇親 神谷、浦野、田中（勝）、

落合夫妻（会友）、相原（会友）
６/４～５ 例 谷川岳 マチガ沢　東南稜 宮沢（正）、西村
６/１０～１１ ＯＢ 妙高山　 燕温泉～妙高山 亀井、小林、前田
７/１９～８/３０ 例 パキスタン　サカルサール峰（６２７２ｍ） 宮沢（章）、亀井、

　 ８/１３　全員初登頂 石川、鈴木（輝）
８/２０～２２ 例 南ア　　 甲斐駒ケ岳 神谷、福沢
９/３～５ 例 駒形山 （福島県）　 宮沢（正）、神谷、福沢、金井
９/１３～１４ 個 木曽駒ヶ岳 亀井、小林、前田
９/２５～２７ 例 谷川岳 一ノ倉沢３ルンゼ 宮沢（正）、西村、永野
９/２５～２６ 例 北岳 バットレス　Dガリー奥壁 三島、髙木
１０/１ ＯＢ 大菩薩峠 原、前田、小林
１０/８～１０ 例 谷川岳 一ノ倉沢第3ｽﾗﾌﾞ　 三島、宮沢（正）

　（順番待ちの為、南稜テラス往復）
１０/１６ 例 丹沢 ベルニナお月見（旧登訓河原） 宮沢、金元、神谷、石川
１０/２４～２５ 例 越後駒ケ岳 創立50周年全国駒ケ岳 渡辺、金元、前田、原、小林、

登頂記念駒ノ湯集会 大和、宮沢、千田、杉山、佐野、
（駒ノ湯山荘） 田中（勝）、神谷、石川、
越後駒ケ岳集中登山後 相原（会友）、宮沢（章）夫人
山荘へ ベルニナ来賓（鈴木（守）、小島両氏）

11/19n～２１ 例 八海山 （偵察） 宮沢（正）、金井、鈴木（一）
１１/１４ 個 丹沢 桧洞丸 石川夫妻
11/18～１９ ＯＢ 丹沢 ユーシン～塔ノ岳 亀井　小林
11/28 横須賀プリンスホテル 来賓３９名　会員他４０名

創立50周年祝賀会
12/10n～１２ 合 富士山 冬山トレーニング 宮沢（正）、金井、西村、下越田、

三島、江川、神谷、髙木
12/18n～１９ 例 八ケ岳 裏同心沢アイスクライミング 三島、髙木
12/27～２８ ＯＢ 八柱山 亀井、小林、前田、原
12/26～３０ 個 屋久島　 宮之浦岳 石川夫妻
12/25～２６ 例 愛鷹山　 宮沢（正）、西村、新人2名（山口　堀口）
12/29～１/４ 合 越後八海山 宮沢（正）、江川、三島、堀口、神谷
1/21～２２ 例 八ケ岳 編笠山ラッセル 宮沢（正）、山口
1/28～30 例 八ケ岳　 同心沢・ジョーゴ沢 三島、髙木
2/9～3/9 ＯＢ ネパール・マカルートレック 亀井、原、砂川
2/18n～２０ 例 笛吹川　 東沢　乙女の沢 三島、髙木
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
３/３n～５ 例 八ケ岳 阿弥陀南稜 宮沢（正）、西村
3/17n～１９ 例 谷川岳 西黒尾根～谷川岳～田尻沢 宮沢（正）、山口、堀口
3/18～２０ 例 丹沢 大倉～塔ノ岳～蛭ケ岳～ 浦野、鈴木（輝）

　　桧洞丸～畦ケ丸
２０００年度（平成１２年度）
４/２８～５/４ 合 北ア 烏帽子岳～野口五郎岳往復 三島、髙木
５/２n～５/５ 合 北ア 槍平ＢＣ～槍ヶ岳登頂～ 石川、亀井、福沢、鈴木(輝)

　　中崎尾根～奥丸山
５/２n～５/５ 例 北ア 八方尾根～唐松岳往復 宮沢(正)、神谷、堀口
５/９ 個 蓼科山 前田
６/４ 例 丹沢 山スポ（ベルニナ合同確保訓） 石川、浜田、江川、西村

　ベルニナ９名　緑　霧峰
６/８ 個 丹沢　 桧洞丸～犬越路 亀井
６/１６ ＯＢ 丹沢　 戸沢～塔ノ岳～皆策尾根 亀井、小林、前田

～戸沢
６/２３～２４ 例 丹沢 マスキ沢 宮沢（正）、西村、永野
７/１１ 個 富士山 亀井
７/１９ｎ～２３ 個 北ア 室堂～五色ケ原～薬師岳～ 三島　

雲の平～双六岳～新穂高温泉
７/２１ ＯＢ 奥秩父 西沢渓谷 小林、原、前田、石川
７/２７～２９ 個 鳥海山 石川夫妻
７/３０ 例 三ツ峠 岩トレ 江川、西村
７/２８～３１ 協会 白馬岳 白馬岳～蓮華温泉（市民登山） 浦野、下越田
７/２８～８/２８ ＯＢ パキスタンバルトロ氷河～ゴンドコロ峠越え 亀井、鳥切
８/１２～１７ 合 剣岳 池ノ谷～三の窓～ 三島、石川

チンネ登攀～熊岩台地、
八ツ峰6峰ｃフェース登攀～
真砂沢～はしご谷～黒４ダムへ

８/１３～１５ 例 南ア 仙丈岳登山 福沢、鈴木(輝)
９/２ 例 丹沢　 鳥屋待沢 宮沢(正)、西村、永野
９/２７～11/５ 協会 　ランシサ・リ（６１４５ｍ）登頂（協会隊） 神谷、鈴木(一)
１０/６ｎ～８ 例 甲斐駒　 黒戸尾根 宮沢(正)、西村
１０/８ 個 尾瀬　 至仏山 石川夫妻
１０/11～１３ ＯＢ 妙高連峰　 火打山 亀井、原、小林、前田
１０/１３ｎ～１５ 協会 蔵王 吾妻連峰（市民体育） 浦野
１０/２５～２７ 個 八ケ岳　 天狗岳 亀井
１０/２８ 例 谷川　 仙ノ倉谷西ゼンノ沢遡行 宮沢（正）、永野、山口（正）
１１/８ 個 丹沢 桧洞丸～犬越路 亀井
１１/１９～１２/１７ ＯＢ ネパール・アンナプルナ周遊トレック 亀井、砂川
１２/３ 例 丹沢　 鍋割～塔ノ岳～ 宮沢（正）、江川、永野、西村

大倉尾根（ボッカ）
１２/８～１０ 合 八ケ岳　 裏同心沢・ジョーゴ沢　 三島、宮沢（正）、髙木、金井、西村

　　（アイスクライム） 江川、永野、神谷
１２/９～１０ 例 西丹沢　 桧洞丸･畦ケ丸 大和、　鈴木（輝）
１２/２９～１/３ 合 甲斐駒ケ岳　坊主の滝登攀 宮沢（正）、神谷、江川、西村、高木

黒戸尾根～頂上往復
１２/２４～１/３ 個 アフリカ・キリマンジャロ（５８９６ｍ）登頂 石川夫妻
１/６ 個 筑波山 石川夫妻
２/１０ｎ～１２ 例 八ケ岳　 硫黄岳～横岳～地蔵尾根 三島、石川
３/２ｎ～４ 例 谷川岳 東尾根　 江川、西村

（第１岩峰でラツセル深く撤退）
２００１年度（平成１３年度）
４/２０～２１ 例 八ケ岳　 赤岳 宮沢(正)、金井、堀口
５/１n～６ 合 北ア 燕岳～大天井～蝶ケ岳～ 三島、髙木、石川

大滝山～徳本峠～
　　岩魚止小屋～島々

５/２～５ 例 穂高 涸沢定着　涸沢岳往復 金元、杉山、神谷、鈴木（輝）
６/３ 例 丹沢 水無川本谷 宮沢（正）、金井、山本（新人）
６/1n～３ 個 上高地 上高地～横尾往復 三島
６/２２ 例 丹沢 箱根屋沢 宮沢（正）、金井、堀口
６/２４ 例 丹沢 小川谷 江川、永野
７/８ 例 丹沢　 勘七ノ沢～小草平ノ沢下降 宮沢（正）、金井、西村、吉田、清水
７/８ 個 丹沢 ボッカ 三島
7/２７n～２８ 例 北岳 バットレス　第4尾根登攀 宮沢(正)、金井、永野、清水
７/１９n～２２ 例 北ア　 餓鬼岳 三島、江川
７/２７n～３０ 例 加賀白山 （市民登山）　 浦野、下越田
８/４n～５ 例 丹沢　 水無川本谷 宮沢（正）、山本
８/１０n～１５ 合 穂高 （涸沢定着） 江川、永野、清水

北尾根～前穂高岳～奥穂高岳 後発　　三島、金井
～北穂高岳縦走

８/11～１３ 例 奥秩父　 東沢　釜沢 宮沢（正）、山口
８/２４n～２５ 個 上州武尊岳 宮沢（正）夫妻
９/８ 例 三ツ峠　 岩トレ 宮沢（正）、金井、清水
９/１５～１６ 例 谷川岳　 東尾根 江川、西村

２ルンゼ 永野、清水
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
馬蹄形縦走（吉田疲労歩行　　 三島、吉田
　　困難に陥り救援依頼）

９/２２～２４ 個 丹沢主稜 塔ノ岳～丹沢山～蛭ケ岳～ 宮沢（正）
　　桧洞丸

１０/６n～８ 例 火打山 （新潟県）　 金井、吉田
１０/６n～８ 個 上州武尊岳 石川夫妻
１０/１４～１７ ＯＢ 黒姫山　 栂池、黒姫山 亀井、小林、前田
１０/１８～２１ 個 北ア 蝶ケ岳 吉田
１０/１３～１５ 例 安達太良山 （市民体育）　 浦野
１０/２６～２７ 例 奥秩父 南天山 宮沢（正）、吉田
11/２～３ 例 西上州 赤岩尾根 宮沢（正）、金井、永野、清水
１１/２２n～２４ 例 谷川岳　 西黒尾根 宮沢（正）、清水
11/３０n～１２/２ 例 八ケ岳　 裏同心沢　大同心沢ルンゼ 三島、髙木
11/２２n～２３ 個 四阿山・根子岳 石川夫妻
11/１８～１２/１６ 個 カンチェンジユンガ・トレック 鳥切、砂川
１２/７n～９ 合 富士山 吉田大沢（冬山トレ） 宮沢（正）、金井、下越田、吉田、

清水、石川、江川
１２/１４～１６ 例 南ア　 甲斐駒ケ岳（刃渡りからバック） 三島、髙木
１２/１６ 例 丹沢　 鍋割～塔ノ岳～登訓（ボツカ） 宮沢（正）、吉田、清水
１２/２８n～３０ 合 八ケ岳 阿弥陀南稜 髙木、三島、石川
１２/２９～１/３ 合 北八ヶ岳縦走 江川、宮沢（正）、吉田、清水、神谷
１/１２～１４ 個 八ケ岳 ジョーゴ沢 髙木
２/１６～１７ 例 谷川岳　 西黒尾根 宮沢（正）、永野、吉田
２/２７～２８ ＯＢ 北八ヶ岳 スノーシュー散策 亀井、小林、前田
３/１ｎ～３ 例 八ケ岳 南沢大滝アイスクライム 三島、髙木
３/２２ｎ～２４ 例 八ケ岳 阿弥陀中央稜～御小屋尾根 宮沢（正）、金井、下越田、永野、清水　
２００２年度（平成１４年度）
４/１２～１３ 例 八ケ岳 阿弥陀北北稜 宮沢（正）、吉田
４/１９～２０ 例 奥御坂 十二ケ岳（ボツカ） 宮沢（正）、吉田
４/１３ 個 丹沢 （ボツカ） 三島
４/２７～５/１ 合 剣岳 早月尾根～剣本峰～三ノ窓 三島、宮沢（正）、吉田、　清水

～山ノ窓雪渓～はしご段
５/２ｎ～６ 例 北ア 鏡平～抜戸岳～笠ケ岳～ 石川、大和、鈴木（輝）

大ノマ乗越～新穂高
５/１８～１９ 例 丹沢 セドの沢遡行し新茅ノ沢下降 江川、西村、清水
５/２４ｎ～２５ 例 谷川 馬蹄形縦走 宮沢（正）、山本、下越田
５/２４～２５ 個 八ケ岳 赤岳 吉田
５/２５～２６ 例 丹沢 大倉～丹沢山～三峰～宮が瀬 浦野、鈴木（輝）
５/２７～２９ ＯＢ 北八ヶ岳　 白駒の池 亀井、原、小林
５/３１ｎ～６/１ 例 丹沢 箱根屋沢（清水滑落顎裂傷） 宮沢（正）、吉田、清水
６/２～５ 個 屋久島　 宮之浦岳 原
６/２９～３０ ＯＢ 谷川岳　 ヒツゴー沢　牛首 亀井、小林、原、前田、杉山、鳥切、　

（水野、岩沢両氏追悼山行） 石川、大和、金元、渡辺、神谷　
７/６ｎ～７ 例 丹沢　 悪沢 宮沢（正）、永野、吉田
7/１２～１４ 個 北海道 羅臼･斜里・雌阿寒岳 原
７/２６～２８ 個 南アルプス　鋸岳縦走～角兵衛沢下降 西村
７/２７ 例 三ツ峠 岩トレ 永野、清水、吉田
７/２６～２９ 例 穂高　 西穂～焼岳（市民登山）　 浦野、山本、下越田
８/１０ｎ～１４ 合 剣岳　 真砂子沢ＢＣ 宮沢（正）、清水、石川、大和、吉田

源次郎尾根登攀　　平蔵谷
８/２９～３０ ＯＢ 富士山 （高所トレ） 亀井、原、小林、加藤、杉山、鳥切　
８/２１～２２ 個 八ケ岳 権現岳　キレット小屋往復 千田
９/１５～１６ 例 谷川岳 幽ノ沢Ｖ字状岩壁右ルート 宮沢(正)、吉田、永野、清水、石川　
９/２１～２２ 例 奥秩父　 狩倉岳 宮沢(正)、西村
１０/５～６ 協会 雨飾山 （市民体） 浦野
１０/９～１１ ＯＢ 雨飾山 亀井、原、小林、前田
１０/１０～１２ 個 北ア　 爺ケ岳 千田、加藤、杉山、宮沢（章）夫妻
１０/１１～１２ 例 谷川岳　 一の倉沢　中央稜 宮沢（正）、西村、永野、吉田
１１/３ 岳連 丹沢 早戸川本谷遡行 西村、清水

（記録　岳連記念誌掲載）
11/２７～１２/１５ ＯＢ アンナプルナ内院トレック 亀井、原、鳥切、加藤、杉山、砂川　
１/２９～３０ ＯＢ 北八ヶ岳 亀井、小林、原、前田
２/７～９ 例 谷川岳 西黒尾根 宮沢（正）、永野、吉田
２/２５～２７ ＯＢ 谷川岳 スノートレツク 亀井、原、小林、前田、杉山
３/８～９ 協会 富士山 冬山技術講習会（協会主催） 石川、下越田、宮沢（正）、吉田、清水、神谷
３/２０ｎ～２２ 合 八ケ岳 天狗尾根～ツルネ東稜 宮沢（正）、吉田、清水
３/２４～２６ ＯＢ 北ア　 上高地・徳沢スノートレツク 亀井、原、加藤、杉山、鳥切
２００３年度（平成１５年度）
４/２８ 例 妙義山 星穴岳 西村、永野、清水
４/２８～５/２ 合 北アルプス 白馬・双子尾根～杓子岳～ 石川、鈴木（輝）、大和

　 　　白馬岳～栂池
５/３～５ 例 越後八海山 西村、清水
５/９～１２ ＯＢ 剣沢　 室堂　奥大日 亀井、鳥切、加藤

長次郎谷・御山谷スキー滑降 鳥切
６/１６～２０ ＯＢ 白神山地　 白神岳　藤里駒ケ岳 鳥切、亀井
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
７/１１ｎ～１２ 例 奥秩父 笛吹川東沢鶏冠谷　右俣 宮沢（正）、永野、吉田
７/５～１２ ＯＢ 北海道　 幌尻岳　トムラウシ岳 原、小林、大和、鳥切、石川
８/２ 例 奥秩父　 乾徳山 宮沢（正）、永野、吉田
８/５～６ 個 八ケ岳　 行者小屋～ 千田

　　赤岳キレツト小屋往復
８/１３～１７ 合 穂高　 岳沢定着　連日雨の為成果なし 西村、清水、石川、亀井、加藤
８/１１ 個 谷川 平標山 下越田
８/２３ 岳連 西丹沢　 小川谷（中級沢登り教室）　 下越田
９/３～５ 個 立山　 大日岳 亀井、鳥切夫妻
９/６ 個 富士山　 永野
９/７ 個 北ア　 餓鬼岳 宮沢（章）夫妻
９/１３ 個 鳥取　 大山 清水
９/１８ 個 富士山 （高度順化） 亀井
９/２６～２９ 個 鹿島槍ヶ岳 赤岩尾根～鹿島槍ヶ岳往復 宮沢（章）夫妻、金元、千田、加藤
１０/４～５ 例 奥秩父 東沢　鶏冠谷 山本、宮沢（正）
１０/４～５ 個 四国　 石鎚山 清水
１０/１８～１９ 例 奥秩父　 小川山（ベルニナ合同）　　 石川、千田、髙木、神谷、大和

スラブ登攀 緑山岳会７名　ベルニナ１３名
１０/１０ｎ～１２ 個 南ア　 鋸岳 宮沢（正）他
１０/１７～２０ 個 屋久島 下越田（他）
１０/２６ 岳連 西丹沢　 桧洞丸（初級登山教室）　 下越田　（講師）
１０/３０～11/１ ＯＢ 谷川他 一ノ倉沢、北八ケ岳 亀井、原
10/３０～３１ 個 奥秩父　 金峰山 神谷
１１/８～９ 協会 丹沢 山岳スポーツセンター 下越田、浦野、山本、中、

（市民体　登攀技術研修会） 石川、神谷、福沢、浜田
１１/９ 例 丹沢 山岳スポーツセンター 石川、下越田、福沢、浜田

（ベルニナ合同確保訓練）　
11/２３～１２/２１ ＯＢ マナスル・ガネッシュヒマール　トレック 亀井、鳥切、加藤、砂川
１２/２９～１/１ 合 八ケ岳 阿弥陀南稜 江川、清水
１/２４ 個 六甲山 南北横断 清水
１/２９～２/７ 個 ニュージーランド・ルートバントレック 原、小林
１/２３～２/２ 個 イタリア・コルチナスキー 下越田
２/６ｎ～７ 例 愛鷹山縦走 宮沢（正）、秋場、石川
２/１７～２０ 岳連 立山　 文部省登山研修会 下越田
３/６ｎ～７ 例 丹沢 水無川本谷～源次郎尾根 宮沢（正）、西村、秋場
３/１２ｎ～１４ 協会 谷川岳 天神平（冬山技術研修会） 宮沢（正）、下越田、永野、石川
２００４年度（平成１６年度）
４/１６～１７ 例 八ヶ岳　 文三郎尾根～赤岳～地蔵尾根 宮沢（正）、秋場
４/２８～５/２ 合 谷川 馬蹄形縦走～平標 宮沢（正）、秋場
４/２９ 個 丹沢　 大倉尾根～塔ノ岳～ 三島

　　三ノ塔～烏尾尾根下降
５/１～２ 合 毛勝山 毛勝谷～毛勝三山縦走～ 石川、福沢、清水

　　ブナクラ谷下降
５/１２ 個 白馬鑓ケ岳 大雪渓～白馬鑓ケ岳～ 鳥切

　 鑓温泉～猿倉（山スキー）
５/１４～１５ 個 立山　 山スキー 下越田
５/１５ 個 御坂山塊　 十二ヶ岳 宮沢（正）他１名
５/１８ 個 西丹沢　 大群山 亀井
５/２６ 個 西丹沢　 白石沢～加入道山～ 亀井

　　大群山～犬越路
５/２７～３０ ＯＢ 北ア　 唐松岳 加藤、杉山、宮沢（章）夫妻
６/１３ 例 丹沢 山岳スポ 石川、福沢、下越田、秋場

（ベルニナ合同確保訓練）　
６/１６ 個 富士山　 高所トレ 亀井、
６/２６～２７ 個 裏妙義 日山協　遭対委総会兼研修会　 下越田
６/２９ 個 富士山　 高所トレ　 亀井
７/４ 例 丹沢 水無川　本谷 宮沢（正）、渡辺

セドノ左俣 永野、吉田、秋場、柴崎
７/３～１０ ＯＢ 北海道　 十勝岳、旭岳、玄岳３峰 原、小林、大和
７/１６～８/１３ ＯＢ パキスタン　ビアホ・　ヒスパー氷河トレック 亀井、砂川、石川
７/２３～２６ 個 加賀白山 三島
７/２４ 例 丹沢　 鍋割山陵　ボッカトレ 宮沢（正）、秋場
７/２４～２６ 例 東北 月山、鳥海山（市民登山）　 山本、下越田
７/３１ 例 丹沢　 山スポで登攀訓練 宮沢（正）、秋場、渡辺、下越田
８/６～１１ 合 北ア　 新穂高～双六岳～雲ノ平往復 宮沢(正）、吉田、秋場、渡辺
８/２１ 例 丹沢　 小草平ノ沢 宮沢（正）、秋場、青木、渡辺
９/９～１３ 個 北海道 十勝岳　トムラウシ 下越田
９/１９ 個 妙義山　 鷹戻しの頭～第４石門 宮沢（正）他
９/１９ 個 富士山 永野
９/２９～３０ 個 北八ヶ岳 亀井、加藤
９/２９～３０ 個 中ア　 木曽駒ヶ岳 下越田
１０/２～３ 例 奥秩父 東沢　釜ノ沢 宮沢（正）、秋場、渡辺
１０/１０ 例 上高地 大正池周遊～中ノ湯 亀井、金元、小林、原、千田、秋場、大和

上高地追悼式（追悼山行）　 石川、三島、浦野、下越田、田中（勝）
１０/１４～２７ 個 ランタントレック 下越田、神谷
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
１０/１７～１１/１３ ＯＢ ネパール クーンブ山群トレック 鳥切、加藤、杉山
１０/３０～１１/４ 個 奥多摩 奥多摩全山縦走 三島
１１/６ 個 妙義山　 谷急山 宮沢（正）
１１/６～７ 岳連 丹沢 山スポ（指導・遭対合同研修）　 下越田
１２/４～５ 個 富士山 防大山岳部監督付添(雪トレ) 青木
１２/１８ 例 御坂 十二ヶ岳ボッカ 宮沢（正）、秋場
１２/１８～１９ 岳連 八ヶ岳 （北稜、ジョーゴ沢）講習会 下越田
１２/２７～３１ 合 上州武尊岳 旭小屋～不動岩、 三島、柴崎、秋場

　（絶壁にルート阻まれ撤退）
１/７～８ 個 西上州　 ミドリ岩、大岩 宮沢（正）他
１/２２～２３ 例 八ヶ岳 南沢大滝 三島、高木
１/２２～２３ 例 谷川岳　 西黒尾根　雪洞訓練 宮沢（正）、山本、秋場
２/１１～１３ 岳連 富士山 冬山技術研修会 下越田
２/１３～１４ 例 八ヶ岳　 硫黄岳～赤岳～文三郎尾根 永野、秋場、柴崎、三島
２/１９ 協会 丹沢 塔ノ岳集中　山スポ祝賀会 中、浦野、石川、下越田、金元

（山岳協会５０周年記念） 神谷、金井、柴崎、宮沢（正）、山本、秋場
３/５～６ 岳連 　谷川岳 天神平雪崩実地講習　 下越田
３/１２～１３ 協会 　谷川岳 冬山講習会 下越田
２００５年度（平成１７年度）
３/２５～４/３ 個 ネパール ゴラパニ トレック　 鳥切夫妻
４/１６ 例 西丹沢　 犬越路～桧洞丸（ボッカ） 宮沢（正）、秋場
４/２７～２８ 個 針ノ木岳 針ノ木岳～マヤクボ沢スキー　 鳥切
４/２９～５/１ 合 谷川 清水峠～蓬峠～ 浦野、鈴木輝

　　武能岳～土樽新道
５/２８～２９ 個 北ア　 燕岳 下越田
６/４ 個 奥秩父　 鶏冠尾根 宮沢（正）
６/５ ＯＢ 越後駒ヶ岳 桑ノ木沢出合 原、小林、金元、千田、宮沢（章）

（追悼山行） 鳥切、加藤、石川、田中（勝）
６/６ ＯＢ 小川山 カモシカコーストレック 原、小林、加藤
６/１２ 例 丹沢　 山スポ(ベルニナ合同確保訓) 石川、下越田、福沢、柴崎、西村
７/２～３ 個 守門・浅草岳 下越田
７/９～１０ 例 尾瀬ヶ原 三島、田中（勝）
７/９ 岳連 丹沢 勘七ノ沢（中級登山教室　） 下越田
７/１６～１７ 例 谷川岳　 万太郎谷遡行 山本彰、柴崎、石川
７/２３～２５ 協会 栗駒山 焼石岳　栗駒山（市民登山） 下越田
７/２７～３０ 個 北ア 燕岳～槍ヶ岳縦走 下越田
７/２８～３０ 個 鳥海山 原
７/３１ 例 三ツ峠　 岩トレ 中央カンテ登攀 三島、山本(浩)、石川
８/５～８ 個 穂高 前穂高岳～北穂高岳～ 山本（浩）

　　涸沢～パノラマ～上高地
８/１３～１６ 合 穂高 涸沢ＢＣ Ａ隊　三島、石川

Ｂ隊　大和、千田、加藤、柴崎
　　　　　　８/１４ 滝谷ｸﾗｯｸ尾根(石川負傷敗退) 三島、石川

ザイテングラード～奥穂高岳 大和、柴崎
８/２０ 個 中ア 木曽御岳 原
８/２１ 例 丹沢 小川谷遡行（ベルニナＯＢ会）　 下越田、柴崎
９/９～１０ 個 北ア　 猿倉～白馬三山縦走周回 山本（浩）
９/１８～１９ 例 北岳 バットレス　Ｄガリー～ 三島、高木

　　シュバルツカンテ登攀
９/１９～２１ 個 台湾玉山 山本（浩）
９/２０～２１ 個 南ア 鳳凰三山縦走 鳥切夫妻
９/２８～３０ 個 北ア 笠新道～笠ヶ岳～抜戸～ 鳥切

鏡平～中ノ湯温泉～焼ヶ岳
１０/１４～１６ 個 立山 レスキュー講習会（文登研） 山本（浩）
１０/１５～１６ 個 北ア 中房温泉～燕岳往復 下越田
１０/２３ 例 伊豆城山　 岩トレ 三島、高木
１０/２９～３０ 協会 日光白根山 市民体育大会　 浦野
１０/２９～３０ 岳連 丹沢山 初心者登山教室　 下越田、山本（浩）
１１/３ 例 三ツ峠　 巨人ルート他（岩トレ）　 三島、高木
１１/１２ 個 箱根駒ヶ岳 山本（浩）
１１/１３ 例 丹沢 山スポ(ベルニナ合同確保訓) 石川、下越田、福沢、柴崎、山本(浩)
１１/２６ 個 丹沢　 大倉尾根～三ノ塔尾根（ﾎﾞｯｶ） 三島
１２/２～３ 個 八ヶ岳　 赤岳登頂　南沢氷壁偵察 高木
１２/１１～１２ 個 八ヶ岳 裏同心ルンゼ　アイスクライム 高木
１２/２７～２９ ＯＢ 北ア　 中房温泉～燕岳往復 宮沢（章）、鳥切、加藤
３/１１～１２ 協会 谷川岳 冬山技術研修会（雪崩）　 石川、下越田、山本（浩）
２００６年度（平成１８年度）
４/１４～１５ 例 谷川岳 西黒尾根（雪崩訓練） 柴崎、宮沢（正）、秋場　
４/１６ 岳連 丹沢 （山開き） 下越田
４/２９～５/１ 合 毛勝三山　 山本（彰）、宮沢（正）、秋場、大和　

浦野、鈴木（輝）　
５/４～５ 個 白馬 小日向のコル・小日向山 三島
５/４ 個 西丹沢 弧釣山・畦ケ丸 下越田
６/４ 岳連 丹沢 大倉尾根から丹沢山往復 下越田

　　（初心者登山教室）　
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
６/１１ 例 丹沢　 山スポ 柴崎

（ベルニナ合同確保訓練）
６/１８ 岳連 丹沢　 山スポ（遭難救助講習会）　 山本（彰）、下越田
７/１ 例 丹沢 玄倉川小川谷 宮沢（正）、秋場
６/３０～７/２４ ＯＢ パキスタン　　バツーラ、カンピレ 鳥切、加藤、砂川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディオール山域トレック
７/５～１２ ＯＢ 北海道 後方羊蹄山　羅臼山 大和、千田、原
７/２２～２３ 岳連 栃木今市市 国体・関東ブロック予選会　 石川、杉山夫妻
７/２５～２８ 個 北ア 燕岳～槍ヶ岳 下越田
７/２９～３１ 協会 南ア 木曽駒・御岳（市民登山）　 下越田
８/１～５ 個 北ア 室堂～五色ケ原～薬師～ 鳥切

黒部五郎～三俣蓮華～鷲羽
～水晶～読売新道～扇沢

８/１４ 個 谷川 白毛門 石川
８/１４～１５ 個 南ア 北岳　周回 三島
８/１９ 個 守屋山 高木
８/２６ 個 大滝山 高木
８/２７ 岳連 丹沢　　 山スポ（指導者講習会） 下越田
９/４ 個 三峰山 高木
９/１０ 個 茅ケ岳 石川夫妻
９/１６ 個 妙義山 白雲岳～相馬岳 宮沢（正）、金井、山本（浩）

　　　（仙人窟より引返す）
９/１７ 岳連 丹沢 愛川ふれあいの村　 石川

（中高年登山指導者
　　　　　　　　　　　　　　　　講習会リハーサル）

９/２４ 岳連 丹沢 二ノ塔清掃活動 山本（彰）
９/２９ ＯＢ 南ア 木曽御岳山 金元、宮沢（章）夫妻、加藤
９/３０～１０/１ ＯＢ 北八ヶ岳 八つ嶺（亀井氏追悼山行）　　 原、小林、大和、磯崎、鳥切

谷川 土合（合同慰霊祭） 石川以上（両日共）
（水野、岩沢両氏追悼山行）　 金元、岡野、加藤　(９/３０のみ）

山田（幸）（１０/１のみ）
１０/９ 個 那須岳 三本槍　茶臼岳 三島
１０/１４～１５ 岳連 丹沢 愛川ふれあいの村ＢＣ(中高年 石川、浦野、下越田

安全登山指導者講習会）
１０/１７～１８ ＯＢ 会津駒ケ岳 会津駒ケ岳　燧岳 大和、鳥切、田辺
１０/２１ 個 妙義山 相馬岳 宮沢（正）
１０/２１～２２ 協会 飯縄山　 （市民体育）　 下越田
１０/２８ 個 丹沢 大倉～丹沢山往復 山本（彰）

　　～三ノ塔尾根
１０/２９ 岳連 丹沢　 藤野町 石川

（ジュニアクライミング教室）
１１/３ 岳連 丹沢 県民ハイク 下越田、浦野、石川
１１/３ 例 奥秩父縦走 甲武信～国師～天狗尾根 宮沢（正）、秋場

　　～西沢
１１/３ 個 奥多摩　 御岳山～大岳山～奥多摩駅 三島
１１/１１～１２ 岳連 丹沢 山スポ（県遭難対策委講習会）　下越田
１１/１９ 例 丹沢　 山スポ（ベルニナ合同確保訓） 柴崎
１２/２～３ 岳連 丹沢　 山スポ（県岳連・代表者会議）　　石川、下越田
１２/２８～３０ ＯＢ 北ア 燕岳 宮沢（章）、金元、岡野、加藤、石川、浦野
１/２７ 個 八ヶ岳 南沢大滝アイスクライム 高木
２/１０～１１ 岳連 富士山 冬季講習会　 下越田　
３/３～４ 岳連 谷川岳 天神平（雪崩講習会）　　 下越田
３/１０ 個 中央ア 経ヶ岳 岡野
３/２０～２３ ＯＢ 上高地 上高地～徳沢スノートレック 宮沢（章）、金元、加藤
３/２４～２５ 協会 谷川岳 雪崩講習会 神谷、下越田
２００７年度（平成１９年度）
４/２８～２９ 合 白馬岳 主稜（悪天、６峰幕営、撤退） 山本、柴崎、金井、宮沢（正）、秋場
４/２９～５/１ 合 白馬岳 白馬大雪渓～白馬岳 大和、鈴木（輝）
４/２６～２８ 個 剣岳 剣沢と雷鳥沢スキー滑降 鳥切
５/４ 個 北八ヶ岳　 渋ノ湯～黒百合平～ 三島他友人２名

　高見石～渋ノ湯
５/５ 個 戸倉山 （別名伊那富士） 岡野
５/１４～１６ 個 剣岳 雄山～御前谷スキー滑降 鳥切
６/３ 岳連 丹沢 大倉尾根～塔ノ岳～丹沢山 下越田

　　～三峰（登山教室）　
６/９ 例 丹沢 セドの沢左俣 山本、柴崎、西村
６/１０ 例 丹沢　 山スポ(ベルニナ合同確保訓) 石川、山本、柴崎、金井、永野、西村
６/６～９ 個 北ア 八方尾根　栂池散策 原夫妻
６/１９ 個 高尾山 高尾山～石老山～石砂山 三島夫婦

（東海自然歩道）
６/２３ 例 西丹沢 箱根屋沢遡行～悪沢下降 宮沢（正）、金井
６/２３ 岳連 丹沢 源次郎沢（登山教室）　 石川
６/２４ 個 浅草岳 三島
７/４～１１ ＯＢ 北海道 利尻、礼文、サロベツ等 小林、大和、加藤、
７/６ 個 富士山　 須走ルート 鳥切
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期　　　日 種別 参　　　加　　　者　　　 山　　　　域　
７/２１ 例 十二ヶ岳 岩トレ 金井、宮沢、西村
７/２７～２８ 個 秋田、岩手 八幡平　秋田駒ヶ岳 原
７/２８～３０ 協会 立山 立山三山・奥大日（市民登山） 山本
７/２８ 岳連 丹沢 山スポ１０周年記念事業 石川

              （チャレンジクライミングボード）
７/３１～８/２ 個 北ア 栂池～白馬岳～唐松岳 鳥切夫妻
８/３ ＯＢ 丹沢 葛葉川遡行　 田辺、原、大和
８/５ 岳連 丹沢 山スポ（日赤「救急法・ＡＥＤ」） 山本、石川

                          （指導者養成講習会の一環）
８/１１～１３ 合 南ア 尾白川本谷（途中撤退） 金井、宮沢（正）
８/１２～１５ 個 白神山地 白神岳～十二湖周遊 三島
８/１１～１２ 個 中央ア　 宝剣岳～西駒ヶ岳 岡野
８/２７ ＯＢ 富士山　 高度順化 鳥切、小林、大和
８/２５～２６ 岳連 丹沢 山スポ（指導員夏季研修会）　 山本、下越田、石川
９/８ 岳連 丹沢 源次郎沢（指導者養成講習）　 山本

丹沢 セドノ沢左俣（登山教室） 石川
９/２３ 岳連 丹沢 二ノ塔　清掃登山 山本、石川、下越田
９/３０ 岳連 丹沢 山スポ(上級指導員養成講習)　 山本、石川
１０/７～１０ 個 岩木山　 八甲田山 石川夫妻
１０/１３ 協会 丹沢 勘七ノ沢遡行後二股キャンプ 山本、下越田、石川

（山岳協会交流山行）　
１０/１２～１４ 個 四国石鎚山 三島
１０/１０～２３ ＯＢ チョモランマ・シシャパンマＢＣトレック 鳥切、加藤
１０/２７～２８ 協会 守門岳 市民体育大会　 浦野
１０/３１～11/２ 個 安達太良山、吾妻小富士 山田
１１/３～４ 岳連 丹沢 三ノ塔コース（県民登山） 石川、浦野、下越田、山本
１１/４ 例 丹沢　 山スポ（ベルニナ合同確保訓） 柴崎
１１/１３ 個 西丹沢　 道志～城ヶ尾～菰釣山 三島夫妻

                                       ～山伏峠（東海自然歩道）
１１/１７～１８ 岳連 丹沢 山スポ（遭難救助講習会） 山本、下越田
１/２４～２６ ＯＢ 雨引山 ラッセル訓練山行 中、岡野、金元、宮沢（章）夫妻、加藤、石川

　　（岡野氏送別会）
２/９～１０ 岳連 富士山 冬山技術講習会　 山本、下越田
２/９～１１ 協会 奥日光 スノートレック　 浦野
２/１４～１５ ＯＢ 菅平根子岳 スノートレック＆スキー 原、大和、小林、田辺、鳥切、加藤
３/２ 岳連 谷川 天神平（雪崩講習会）　 下越田
３/１１～１３ 個 神楽峰・谷川天神平～芝倉沢スキー滑降 鳥切
３/１１ 個 足和田山～鳴沢氷穴（東海自然歩道） 三島夫妻
３/２２～２３ 例 上越土樽　 足拍子岳～荒沢岳 金井、宮沢（正）、西村
 ２００８年度（平成 ２０年度）
４/８ 個 富士山 東海自然歩道　 三島

　　青木ケ原樹海～本栖湖　
４/２５～２７ 合 谷川 阿能川岳～マナイタグラ尾根 金井、宮沢（正）、永野、西村

～谷川岳
４/２８～５/３ 合 谷川 白毛門～蓬峠～谷川岳～ 鳥切、大和、鈴木（輝）、柴崎、加藤

万太郎山～平標山 （加藤は蓬峠～土合に下山）
～貝掛温泉 （貝掛温泉で加藤、神谷に合流）

　　４/３０～５/３ 天神～谷川岳から本隊に合流 石川
　　４/３０～５/３ 天神～谷川岳往復　 神谷
５/１６～１８ 個 高尾山　 東海自然歩道 大和、田中（勝）

　　高尾山～東野　
５/２４～２５ 例 谷川岳 一ノ倉沢　中央稜登攀 金井、宮沢（正）　
５/２４～２５ 岳連 丹沢 新茅ノ沢（指導員研修）　 山本
６/１ 例 丹沢 山スポ（ベルニナ合同確保訓）　 石川、柴崎、下越田
５/３１～６/１ 岳連 丹沢 大倉尾根～丹沢山往復 下越田

（初心者登山教室）　
６/６～７ 個 谷川 土合　～蓬峠経由　土樽へ　 鳥切夫妻
６/２７ｎ～２８ 例 谷川岳 幽ノ沢中央壁　正面ルート　　 金井、宮沢（正）、山本
６/２８　 個 高尾山　 石川他
７/８ 個 朝霧高原 東海自然歩道　 三島

　　朝霧高原～長者ケ岳　
７/１０～１１ 個 丹沢 東海自然歩道　西野々～ 大和、田中（勝）

　　黍殻山～神ノ川ヒュツテ
７/１８ｎ～１９ 例 谷川岳 一ノ倉沢烏帽子奥壁　 金井、宮沢（正）

　　　　　　　　中央カンテ
７/２２～２４ ＯＢ 谷川 天神平～谷川岳～万太郎山 鳥切、大和、田辺　

～仙ノ倉山～平標山　
７/１９～２１ 個 蔵王 刈田岳散策　 石川他
７/２６～２７ 個 富士山　 加藤
７/２８～３１ 個 北ア 新穂高温泉～双六岳 鳥切夫妻

　　　～鷲羽岳往復　
８/１～４ 協会 北ア 蓮華温泉～白馬岳(市民登山) 山本、下越田（市民３９人）
８/６～８ ＯＢ 谷川 天神平～谷川岳～蓬峠 鳥切、大和、松井（清）（会友）

　～朝日岳～白毛門～土合
８/１３～１７ 合 谷川 一ノ倉沢出合ＢＣ設営 金元、加藤、神谷、柴崎
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ＢＣ～土樽～蓬峠～ＢＣ 金元、加藤、神谷、柴崎
蓬峠～大源太山往復 柴崎
土合～天神平～ＢＣ　 千田、田中（勝）、下越田
ＢＣ～谷川岳往復 原
一ノ倉沢南稜登攀　 金井、西村、三島
（三島は、南稜テラスまで）
湯檜曽川本谷遡行 柴崎、石川
ゼニイレ沢遡行 金井、西村
幽ノ沢、一ノ倉沢出合めぐり　 金元、加藤、神谷、千田、田中（勝）、大和、三島

　　　　　８/１５ 土合～ＢＣ 浦野、鈴木輝
　　　　　８/１６ 土合～ＢＣ 杉山
８/１９ 個 富士山　 東海自然歩道　田貫湖～　　 三島

長者ケ岳～上佐野～三島へ　
９/８ｎ～９ 個 富士山　 鳥切、松井（清）（会友）
９/９ 個 箱根 湯坂道　浅間山～太平台 田中（勝）

～姫の湯　鎌倉古道
９/１３～１４ 協会 丹沢 西丹沢中川（協会交流登山）　　　（参加者１２名）

　　マスキ嵐沢 山本、柴崎
　　下棚沢 金井、三島、西村　

９/２１ 岳連 丹沢 二の塔南面清掃登山 山本
９/２６ 例 丹沢 山スポ（ベルニナ確保訓練）　　 柴崎
９/２６ｎ～２７ 例 谷川岳 魚野川の荒沢本谷 金井、宮沢（正）
９/２５～１０/１９ 例 ネパール メラピーク登頂（６４７６ｍ）　 石川、鳥切

　（鳥切登頂後スキー滑降）
１０/２１ ＯＢ 谷川 土樽～茂倉新道～茂倉岳～　 大和、鳥切

　一ノ倉岳－堅炭尾根－土合
１０/２４ｎ～２６　 協会 西吾妻山 （市民体育大会）　 浦野
１１/３ 岳連 丹沢 　三の塔尾根（県民登山） 山本、下越田、石川、神谷　
１１/３～７ 個 丹沢 東海自然歩道　中川温泉～　 大和、田中（勝）　

大滝橋～畦ケ丸～菰吊山
～平野

１１/２１ｎ～２３ 例 谷川岳 川古温泉（冬山偵察） 金井、宮沢
１２/２６ｎ～３０ 個 北ア 燕岳　 加藤、宮沢章

１/１１～１３　 個 富士山 東海自然歩道　平野～ 大和、田中（勝）　
　　忍野～鳴沢氷穴～精進湖

２/７～８　 岳連 富士山 富士山５合目（冬季講習会）　　 下越田
２/１６ 個 富士山 東海自然歩道 大和、田中（勝）、原

　　鳴沢氷穴～本栖湖
２/２８～３/１ 岳連 谷川岳 天神平（雪崩研修会） 下越田
３/３～４ ＯＢ 谷川岳 スノーシュートレック 原、大和、田辺、鳥切、松井（清）（会友）

天神峠と一ノ倉沢出合巡り　

　　　　　但し、鷹取で行う山祭り、横山協主催等の確保訓練は記載する。

ナーゲル               当初の正会員バッジ

注、記載範囲について
　1.原則山行とするが当会の特筆すべき行事（記念祝賀会等）も記載する。
　2.スキーの個人山行は記載せず。
　3.鷹取、広沢寺の岩トレ、三浦半島の山行は原則記載せず。
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