
期　日 種別 参　加　者

 ２００９年度（平成 ２１年度）

４/５ 協会 鷹取山 清掃活動 山本、大和、原、柴崎（他協会員６０名位）

４/１９ 岳連 丹沢 丹沢山開き（大倉尾根隊） 山本（隊長）下越田（本部）

４/２５～５/３ 個 イタリア　 グラン・パラディーゾ登頂とスキー滑降 鳥切

５/1n～４ 合 不帰岳 春山合宿　　 石川、鈴木(輝）、大和、加藤、山本

唐松岳 八方尾根丸山ケルン上部にＢＣ設営 永野、柴崎、下越田(２日下山）

不帰３峰Ｃ尾根登攀 山本、柴崎、永野

唐松岳 石川、大和、鈴木（輝）

５/２３～２４ 岳連 丹沢 新茅ノ沢（指導員研修）　 山本

５/２５～２９ 個 屋久島 宮之浦岳・永田岳 大和、加藤

６/６～７ 個 那須 茶臼・朝日岳 原

６/７ 例 鷹取山 岩トレ 金井、山本、柴崎、永野、石川、武田(入会希望者)

６/１４ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　ベルニナ合同確保訓錬　 金井、下越田、柴崎

６/１９n～２０ 協会 丹沢 源次郎沢（協会山行下見） 山本、柴崎

６/２０ 個 谷川岳 一ノ倉沢コップ状岩壁緑ルート撤退 金井、宮沢（正）

６/２５ 個 美ヶ原 美ヶ原散策 原

６/２７～２８ 岳連 丹沢 源次郎沢　(沢登り教室） 山本（講師）一般参加者20名

７/５ 交流

渋谷エクセル

ホテル東急

東京緑山岳会創立７０周年祝賀会 石川、神谷、福澤

７/２１ 個 霧ヶ峰 霧ヶ峰 原

７/３１～８/１ 協会 妙高山 火打山～妙高山（市民登山） 山本、下越田

8/２２～２３ 交流 丹沢 ベルニナ山祭り　玄倉川出合 金元、神谷、福澤、柴崎

８/２７～２９ 個 塩見岳 鳥倉登山口～三伏峠～塩見岳往復 鳥切、松井清（会友）

８/２９ 岳連 丹沢 二ノ塔尾根登山道整備　植樹 山本

９/６ 協会 鷹取山 清掃活動 金井（他協会員５６名）

９/２６～２７ 個 北ア 上高地～涸沢 宮沢（章）、加藤

９/２７ 岳連 丹沢 三ノ塔尾根　県自然保護活動 山本

１０/１０n～１１ 例 妙義山 表妙義山　柴崎足ヤケド敗退 金井、柴崎、山本、西村

１０/１６～１８ 協会 黒姫山　 黒姫山　市民体育大会 浦野、下越田

１０/２５ 横須賀 創立６０周年記念祝賀会 会員３１名、来賓９３名

参加２９団体  

１１/１ 岳連 丹沢 県民登山　二ノ塔～三ノ塔 石川、浦野、神谷、山本、下越田

１１/８ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　ベルニナ合同確保訓錬　 金井、下越田、永野　

１１/２０n～２２ 例 鹿島槍 赤岩尾根～鹿島槍ヶ岳 金井、山口、西村、永野

１２/２７～２９ 個 北ア 西穂高　西穂山荘～独標 宮沢（章）、加藤

１/１０ 交流 鷹取山 ベル二ナ初顔合わせ 石川、神谷、柴崎

１/１５～１７ 例 八ヶ岳 赤岳南峰リッジ左稜登攀 金井、山口、西村

１/２５ ＯＢ 天城山 ゴルフ場～四辻～万二郎～天城山 原、小林、大和、横山

山　行　山　行　山　行　山　行　

2009年以降

山    域

種別 協会：横須賀山岳協会関連 岳連：神奈川岳連関連

捜索：捜索関連 ＯＢ：ＯＢ山行

合：合宿 例：例山行 個：個人山行

交流：他の山岳団体との交流



～万三郎～涸沢分岐点～ゴルフ場

１/３１ 協会 鷹取山 鷹取山清掃活動 原、横山、神谷、石川、浦野、田中(勝）

山本、柴崎、金井、西村

２/１３～１４ 岳連 富士山 遭難対策、救助講習会 下越田

２/１６～１７ 個 北八ヶ岳 しらびそ小屋～天狗岳 石川、砂川（会友）松井（会友）

２/２０ 交流 東京ドームＨ東京ＹＣＣ５０周年祝賀会 石川、福澤、下越田

3/６～７ 岳連 谷川岳 冬山技術研修会 下越田

３/８～９ OB 安達太良山 あだたら高原～スノーシュー登山 原、大和、田邊(浩）、鳥切、横山

３/１４ 岳連 丹沢 宮ヶ瀬伝道清掃活動 石川、浦野、横山

３/１５～１９ ＯＢ 北海道 利尻岳周遊スノートレック　写真ツアー 小林、大和、宮澤(章）、加藤

 ２０１０年度（平成 ２２年度）

４/４ 協会 鷹取山 清掃活動 原、金井、山本、柴崎、下越田、浦野　

田中（勝）、西村、永野

４/１６～１８ 個 白馬岳 栂池～乗鞍岳～蓮華温泉～雪倉岳 鳥切

～蓮華温泉～栂池　スキー滑降

４/１８ 岳連 丹沢 丹沢山開き、　ヤビツ峠～塔ノ岳 山本(隊長）浦野、横山、大和、山口、下越田（本部）

４/３０n～５/1 岳連 丹沢 新茅の沢(登山教室下見） 山本、柴崎

４/３０n～５/２ 個 霞沢岳 上高地～徳本峠～霞沢岳 福澤、石川

４/３０～５/２ OB 槍ヶ岳 飛騨沢～槍が岳 大和、横山、鳥切

槍が岳～飛騨沢　スキー滑降 鳥切

５/１～５ 合 槍ヶ岳 横尾～北鎌沢右股～ 北鎌尾根 金井、山口、西村、永野

～槍ヶ岳～槍沢～横尾～上高地

５/８～９ 岳連 丹沢 新茅の沢　登山教室 山本（沢登り講師）

５/１５ 例 鷹取山 岩トレ 金井　山本　柴崎　山口　杉本　石川

５/１５～１６ 個 富士山 富士宮口五合目～剣ヶ峰～スキ―滑降 鳥切、山口

６/４n～５ 例 丹沢 県民の森～二股～勘七ノ沢 石川、杉本、山本、永野、柴崎、山口

二股～栗の木洞～橡山

６/６ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　　ベル二ナ合同確保訓練 金井、山本、杉本、柴崎、山口、西村

福澤、下越田、　石川

６/１０～１１ 個 雨飾山 小川温泉登山口～雨飾山 鳥切夫妻

６/１１ 個 大町 針の木雪渓～蓮華岳 加藤、宮澤（章）夫妻

６/２６～２７ 岳連 丹沢 県登山教室　　源次郎沢 山本（沢登り講師）

７/４ 例 鷹取山 岩トレ 山口、柴崎、金井、永野、杉本

７/１５ 個 北八ヶ岳 蓼科山 原夫妻

７/１７n～１８ 例 三坂 三つ峠　岩トレ　中央カンテ　他 西村、永野、柴崎

７/１７～１９ 個 木曽 田の原～御嶽山 石川夫妻

７/３０～８/２ 協会 白山 加賀白山（市民登山） 山本（リーダー）

７/３１～８/２ 個 白馬岳 栂池～小蓮華山 ～三国境～白馬岳 鳥切夫妻

～杓子岳～鑓ヶ岳～鑓温泉～猿倉

8/1 例 鷹取山 岩トレ 金井　山口　柴崎　杉本

８/１１n～１５ 個 北ア 徳澤園ＢＣ　蝶が岳往復 田中（勝）、田邉（浩）、福澤、横山

８/１４～１６ 個 北ア 徳澤園～涸沢～北穂高 福澤



８/２８～２９ 個 丹沢 マスキ嵐沢 山口、石川、柴崎、杉本、横山

８/２９ 個 富士山 加藤

９/５ 協会 鷹取山 清掃活動　午後岩トレ 石川、浦野、田中勝、柴崎、金井　

永野、杉本、西村、山本

９/１７n～１９ 例 谷川 一の倉沢　南稜登攀～６ルンゼ下降 金井、柴崎、杉本

９/２６ 岳連 丹沢 三の塔～二の塔尾根　清掃、植樹 横山、岳連会員２３名参加（鴨居３名）

９/２６ 岳連 鷹取山 岩登り、登山教室 山本（講師）生徒１２名

９/２７～２８ 個 立山 室堂～大日小屋往復 宮沢（章）、加藤

１０/１n～３ 協会 秩父 小川山、協会交流山行 山本、浦野、柴崎、永野　　協会員１４名

１０/３ 例 鷹取山 岩トレ 金井　西村　雨之宮

１０/２２n～２４ 協会 恵那 恵那山　市民体育大会 山本、下越田、柴崎、浦野、横山　（他３６名参加）

１０/２３ 交流 秋川 ベル二ナお月見 福澤

１０/２６～３１ 個 九州 久住山 牧の戸～久住山～中岳～法華温泉 大和、原

～坊がつる～長者原

祖母山 北谷登山口～国観峠～祖母山

阿蘇 砂千里ヶ浜～中岳～高岳

１０/３１ 例 鷹取山 岩トレ 永野、西村、杉本、　雨之宮

１１/４～６ 個 東海自然歩道 　田貫湖～長者ヶ岳～天子岳～身延 田中（勝）、大和

１１/７ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　　ベル二ナ合同確保訓練 金井、福沢、山口、西村、柴崎、永野

杉本、雨之宮、神谷、横山

１１/１３ 交流 東京 　東京雲稜会６０周年記念祝賀会 石川、原、横山、神谷、田中（勝）、浦野、福澤

グランドホテル 　（山岳団体、山岳関係者　２００名） 山口、山本、柴崎、金井、西村、杉本

１１/１４ 例 鷹取山 岩トレ 永野、山口、雨之宮

１１/１９n～２１ 例 北ア 西穂高（冬山偵察） 金井、山口、永野、雨之宮

１２/１８～１９ 富士山 ベル二ナ山岳会　冬富士トレ　 柴崎

１２/３１n～１/２ 合 八ヶ岳 阿弥陀岳　北稜登攀 山口、西村

１/９　　　　　　 交流 鷹取山 ベル二ナ初顔合わせ 神谷、石川、福澤、柴崎

１/２１n～２３ 例 八ヶ岳 横岳～赤岳縦走 金井、永野、杉本

１/２６ 個 上野原 倉岳山　 浦野、鈴木（輝）

１/３０ 協会 鷹取山 清掃活動　午後岩トレ 原、横山、石川、田中(勝)、浦野

福澤、 柴崎、金井、永野

２/１２～１３ 岳連 谷川岳　 白毛門下　雪崩講習会 下越田

３/３ ＯＢ 丹沢 大倉～塔の岳～小丸尾根～二股 横山、田邉(浩)、大和、鳥切

３/５ 岳連 富士山 冬山技術講習会 下越田

３/６ 個 鷹取山 岩トレ 石川、金井、(嶺朋会 高橋）

 ２０１１年度（平成 ２３年度）

4/３ 例 鷹取山 岩トレ 金井、西村、永野

４/２９～５/５ 個 剣岳 馬場島～早月尾根～剱岳　往復 福澤

５/１～２ 個 御坂 笹子～清八山～鶴ヶ鳥山～初狩 浦野、鈴木（輝）

５/２n～５ 個 白馬岳 猿倉～ 白馬主陵～白馬岳～杓子岳～ 山口、永野

鑓ヶ岳～鑓温泉～猿倉

５/１５～１７ OB 立山 雷鳥荘～奥大日 大和、田邊(浩）、横山、鳥切



別山乗越～雷鳥沢スキ―滑降 鳥切

雷鳥荘～一の越～東一の越～黒部平 大和、田邊（浩）、横山（徒歩）　鳥切（スキー滑降）

５/２１n～２２ 個 丹沢 源次郎沢～塔の岳～源次郎沢下降 金井、山口、西村

６/５ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　ベル二ナ合同確保訓練 神谷、石川、福澤、柴崎、西村、横山

金井、下越田、浜田、雨之宮

６/５ 個 富士山 五合目～剣ヶ峰～吉田大沢スキー滑降 鳥切

７/１～２ 個 浅間　谷川浅間隠山～谷川岳一の倉沢　 石川夫妻

７/２n～３ 個 谷川 谷川岳の日　一の倉沢～天神平 神谷、横山

7/３ 例 鷹取山 岩トレ 金井、柴崎、永野、出口(入会希望者)

７/８～９ 個 富士山　 富士宮口～頂上～御殿場口 石川、福澤、松井清（会友）

７/１４～１６ 個 加賀白山 加賀白山　 石川夫妻

７/１４～１7 個 北ア 折立～薬師～雲の平～双六～新穂高 鳥切、横山

７/１５n～１７ 例 谷川岳 幽の沢Ｖ字右ルート登攀（遭難事故） 永野、山口、柴崎、金井

７/３０～８/７ 個 北アメリカ Mt、レーニア　４３９２ｍ 福澤、石川

キャンプミューアー　3105m（中退）

８/９～１３ 個 白馬岳 栂池～小蓮華山 ～三国境～白馬岳 田邊（浩）、原

～杓子岳～鑓ヶ岳～鑓温泉～猿倉

８/１９～２０ 協会 巻機山 巻機山（市民体育大会下見） 山本、浦野、鈴木（輝）

９/４ 協会 鷹取山 横須賀山岳協会清掃活動、 浦野、福澤、山本、金井、杉本、永野

９/１７１８ 例 谷川岳 幽の沢　追悼山行 日帰り　　田邊、横山、大和、鳥切、山口

幽の沢出会い奥にケルン積み追悼式 宿泊　加藤、神谷、石川、浦野、金井、下越田、杉本

10/２２ 交流 奥多摩 秋川渓谷ベルニナお月見 福沢

１０/２１n～２３ 協会 巻機山 巻機山（市民体育大会） 山本、浦野、鈴木（輝）　金井、横山(他３７名）

１０/２７～２８ 個 八ヶ岳 八ツ嶺ロッジ～麦草峠～雨池～ 原、小林、大和、田邊（浩）、鳥切、加藤、

八柱山～八ツ嶺ロッジ

１０/２９～３０ 岳連 丹沢 三の塔尾根（県民登山） 横山、神谷、石川、下越田、浦野、山本

１１/６ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　ベル二ナ合同確保訓練 金井、下越田、永野、杉本、福澤、横山、

神谷 他２６名

１１/１１～２０ 個
ニュージーランド

　ミルフォードトレック 石川夫妻

１/８　　 交流 鷹取山 ベル二ナ初顔合わせ 原、神谷、石川、浦野、杉本

２/１１～１２ 岳連 富士山 冬山技術講習会 下越田

２/１２ 個 丹沢 大倉～表尾根～三の塔尾根～大倉 金井、杉本

２/１６ 個 大山 大山　女坂～見晴らし台　 石川夫妻

２/２４n～２６ 個 八ヶ岳 阿弥陀岳　中央稜～第１岩峰（撤退） 金井、杉本、山口

３/８ ＯＢ 丹沢 大倉～塔ノ岳～大倉 田邊(浩）、大和、鳥切

３/１０～１１ 協会 谷川岳 冬山教室　天神尾根 横山、山本、福澤（他横須賀山岳協会員２１名）

３/１０～１１ 岳連 谷川岳 雪崩講習会　白毛門 下越田

３/ １７n～１８ 個 妙義山 妙義神社～白雲山～金洞山～妙義神社 山口、西村

 ２０１２年度（平成 ２４年度）

４/1 協会 鷹取山 清掃活動 山本、金井、原、永野、杉本（協会会員６０名）

４/１３ 個 愛鷹山 十里木～越前岳 石川夫妻

４/１３～１６ 個 利尻 鴛泊～鬼脇～利尻南面　スキー滑降 鳥切

鴛泊～長官山～利尻山　スキー滑降



４/１９ 個 箱根 金時山 石川夫妻他１名

４/２７n～２９ 合 越後駒ケ岳 駒の湯～越後駒ケ岳～駒の湯 山本、金井

４/２８～２９ 個 雲取山 鴨沢～雲取山　往復 石川夫妻

５/３～５ 個 谷川岳 土合～白毛門～ 笠が岳～朝日岳 福澤

５/７～９ ＯＢ 尾瀬 鳩待峠～尾瀬ヶ原～尾瀬沼～大清水 大和、小林、原、加藤、田邊(浩）

５/１３ 岳連 丹沢 二の塔尾根　ミヤマヤシャブシ植樹 横山（他岳連会員１４名）

５/１３～１４　 個 富士山 五合目～剣ヶ峰～吉田大沢スキー滑降 鳥切

５/２７ 例 鷹取山 岩トレ 山口、金井、永野

６/２ 例 丹沢 水無川本谷～塔の岳～戸沢 山本、杉本、福澤

Ｆ５から書策新道下山 横山

６/３ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　ベル二ナ合同確保訓練 下越田、金井、山本、杉本、福澤、浜田、石川、横山

７/１n～２ 例 谷川岳 谷川の日　谷川岳開山式　 （臨時電車で）金井、大和、神谷、杉本、横山　

幽之沢へ　柴崎さん慰霊 （マイカーで）　福澤、永野

７/２１～２４　 個 早池峰　 河原の坊～早池峰山～小田越 大和、横山

岩手山 馬返し登山口～岩手山

７/２４～２５ 個 富士山 富士宮口～剣ヶ峰 ～宝永山～富士宮口 石川夫妻他友人1名

７/２７n～２８ 協会 早池峰 市民登山　小田越～早池峰山～ 山本(リーダー）

　　　　　　　河原の坊

７/２８～８/１ ＯＢ 秋田駒　 八合目～男女岳～阿弥陀池～横岳 大和、田邊(浩）、鳥切

鳥海山 滝の口～湯ノ台道～伏拝岳～

新山～行者岳～七高山

８/２ 例 鷹取山 岩トレ 神谷、金井、永野、杉本

８/１２～１３ 個 雨飾山 雨飾高原キャンプ場～雨飾山 福澤

８/１８～１９ 個 丹沢 戸沢～源次郎沢～花立～戸沢 山本、杉本、横山

８/２１～２２ 個 尾瀬 鳩待峠～至仏山 岡野他２名

９/１ 個 大菩薩峠 上日川峠～福ちゃん荘～大菩薩嶺 石川夫妻他1名

～大菩薩峠～福ちゃん荘

９/２ 協会 鷹取山 清掃活動 浦野、石川、福澤、山本(他協会員４６名）

９/７～８ 個 男体山 二荒山神社～頂上往復 石川夫妻

１０/２～５ 個 赤石岳 椹島～富士見平～千枚岳～悪沢岳 大和、鳥切、松井清（会友）

～前岳～赤石岳～大聖寺平～椹島

１０/１１～１２ 個 尾瀬 鳩待峠～尾瀬ヶ原 山田他１名

１０/１４～１５ 個 浅間山 車坂峠～水の塔～東篭の塔～兎平 石川夫妻

車坂峠～トーミの頭～黒斑山～蛇骨岳             

１０/１５～１7 ＯＢ 尾瀬 鳩待峠～横田代～富士見田代～ 竜宮小屋 田邊(浩）、大和、小林、加藤

竜宮小屋～山の鼻　　         　鳩待峠 加藤、小林

　　　　　　　　   　　　至仏山 田邊(浩）、大和

１０/１７～１８ 例 谷川岳 谷川岳　閉山式　 金井、杉本、神谷、福澤、石川

幽之沢へ　柴崎さん慰霊

１０/２７～２８ 協会 丹沢 塔の岳集中　　　市民体育大会 大和、石川、福澤、浦野、山本

二股～鍋割～塔の岳～大倉 （懇親会参加）神谷、横山

１１月３日～４日 岳連 丹沢 県民ハイク 神谷、浦野、福澤、下越田

１１月１１日 交流 丹沢 山岳ＳＣ　ベル二ナ合同確保訓練 下越田、金井、永野、河本、山本、



福澤、神谷、石川、横山（他２７名参加）

１１/１９～２１ 個 六甲山 蘆屋川～六甲山～有馬温泉 石川夫妻

１１/２５ 例 大山 駐車場～大山三峰～不動尻～駐車場 金井、河本、永野、山口

１２/１２ ＯＢ 大山 駐車場～大山三峰～不動尻～駐車場 大和、田邊、鳥切、横山

１２/１６ 例 鷹取山 岩トレ 金井、杉本

１２/２３ 例 鷹取山 岩トレ 永野、杉本

１/６ 交流 鷹取山 ベル二ナ初顔合わせ 石川、原、福澤、神谷、ベル二ナ、ＪＣＣ、緑

栄光、霧峰、岩と雪、東京葛飾　各山岳会

１/１３ 例 丹沢 大倉～塔の岳 金井、杉本

１/２７ 協会 鷹取山 清掃活動午後岩トレ 石川、原、金井、永野、杉本、河本（他協会員４４名）

１/２９～２/１２ 個人 南米 パタゴニアトレック(パイネ・フィッロイ) 石川夫妻

２/１５n～１７ 合 八ヶ岳 行者小屋～地蔵尾根～赤岳～ 金井、杉本、河本、福澤

阿弥陀岳～御小屋尾根～行者小屋

２/２１ 個 蓼科山 女の神登山口～蓼科山 鳥切、松井（清）（会友）

２/２４ 例 鷹取山 岩トレ 永野、河本

３/３ 例 鷹取山 岩トレ 山口、永野、杉本、河本

３/９～１０ 協会 谷川岳 冬山技術研修会 下越田、山本

３/１５～１７ 合 谷川岳 西黒尾根～トマノ耳～天神尾根 金井、山口、杉本、福澤、河本

～田尻尾根下山

 ２０１３年度（平成 ２５年度）

４/１～４ 個 上高地 上高地～徳澤～横尾 加藤、大和、田邉(浩）、横山

スノートレック

４/７ 協会 鷹取山 清掃活動 山本、金井、浦野（他協会会員４０名）

５/３～４ 個 八海山 八海山神社～霊前小屋～リフト上～ 福澤

女人堂～薬師岳～女人堂～山頂展望台

５/８～１２ 個 鳥海山 祓川ヒュッテ～鳥海山　スキー滑降 鳥切

５/１０～１２ 個 会津駒ケ岳 滝沢登山口～駒の小屋～駒ケ岳 大和、鈴木（輝）

５/１２ 岳連 丹沢 二の塔尾根　ミヤマヤシャブシ植樹 山本

５/１４ 個 富士山 須走口～剣ヶ峰～スキー滑降 鳥切

５/２１ ＯＢ 丹沢 西丹沢自然教室～つつじコース～ 鳥切夫妻、大和、田邊（浩）、加藤、横山

桧洞丸山～石棚尾根～大石キャンプ場

５/３１～６/１ 個 赤城山 大沼～黒檜山～駒ケ岳 石川夫妻

榛名湖 硯岩～掃部ヶ岳～杖の神峠

６/７ 交流 丹沢 ベル二ナ山岳会65周年記念集会 金井、神谷、石川、(他ベル二ナ、緑35名）

６/８ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　ベル二ナ合同確保訓練 山本、金井、神谷、石川(他20名）

７/７n～８ 例 谷川岳 谷川の日　谷川岳開山式　 （臨時電車で）　金井、大和、神谷、横山　

幽之沢へ　柴崎さん慰霊 （マイカーで）　福澤

７/７～１０ 個 岩手山 八幡平～七滝コース～大地獄谷～ 石川夫妻

鬼ヶ城～八合目避難小屋～馬返し登山口

７/２６n～２８ 例 北岳 広河原～大樺沢～八本歯のコル～ 金井、河本

北岳～草すべり～白根御池～広河原

７/２８～２９ 個 乗鞍岳 畳平～肩の小屋　（悪天候） 原

８/１３ 個 大菩薩峠 上日川峠～福ちゃん荘～大菩薩峠 河本



～大菩薩嶺～福ちゃん荘

９/１ 協会 鷹取山 清掃活動 石川、浦野、福澤

９/２３ 例 鷹取山 岩トレ 金井、杉本、山口

９/２５～２８ 個 伯耆大山

夏山登山口～六合目～弥山～六合目

～行者谷登山道～大神山神社

石川夫妻

蒜山

犬挟峠～雲井平～下蒜山～中蒜山～

上蒜山～下宝珠越入口～上蒜山登山

10/６ 例 鷹取山 岩トレ 金井、杉本

10/７～９ 個 北ア 上高地～横尾～槍沢～天狗原～南岳 鳥切

～北穂～涸沢～屏風のコル～徳澤園～上高地

１０/１７～１９ 個 乗鞍岳 畳平～肩の小屋～剣ヶ峰 石川夫妻

焼岳 中の湯～中の湯新道～下堀沢分岐～北峰

１０/１８n～２０ 協会 妙義山 妙義山（市民体育大会） 浦野(他45名）

１０/２０ 個 丹沢 菩提峠～表尾根～塔の岳～大倉 山本（環境登山中止のため）

１１/３ 岳連 丹沢 大倉～戸川林道～牛首～大倉（県民登山） 下越田、山本、神谷、浦野、石川、福澤、横山

１１/２３ 交流 宮が瀬 土山峠～革籠石山～土山峠 横山(関東地区 岳連自然保護委員２９名）

１１/２9n～30 例 丹沢

世附～みつば岳～権現山～屏風岩山

～

山本、浦野

畦が丸～西沢～西丹沢自然教室 30日横山(西丹沢自然教室～畦が丸）

１/５ 交流 鷹取山 ベル二ナ初顔合わせ 原、神谷、石川、（　ベルニナ、緑、ＪＣＣ、

岩と雪、霧峰、栄光　各山岳会員３８名）

１/２６ 協会 鷹取山 清掃活動 原、神谷、石川、浦野、金井、山本、河本

杉本親子、（他協会員51名）

３/８～９ 協会 谷川岳 冬山技術研修会 下越田、山本

３/２８ 個 筑波山 筑波山神社～男体山～女体山～つつじヶ丘 原、大和

 ２０１４年度（平成 ２６年度）

４/６ 協会 鷹取山 清掃活動 浦野、山本

４/７ 例 丹沢 用木沢出合～犬越路～大室山～白石峠 大和、鳥切

～用木沢出合

４/１２～２３ 個 フランス シャモニー～ツェルマット間 鳥切

スイス オートルートスキー（ フランスルート　７日間） 

４/２６～２７ 例 丹沢 土山峠～大山～ヤビツ峠～三の塔（泊） 金井、山本、福澤、鈴木（輝）

～塔の岳～鍋割山～檜岳～秦野峠～ 大和（大山から下山）

高松山 （６５周年記念　丹沢大縦走第１回） 

５/３ 個 丹沢 塩水橋～堂平～丹沢山往復 石川夫妻

５/４～６ 例 八海山 ロープウェイ駅～女人堂（泊）～千本檜 福澤、河本

～摩利支天～ロープウェイ駅

５/１８ 岳連 丹沢 二の塔尾根　ミヤマハンノキ植樹 山本、石川（鴨居岳会３名、山の会２名参加）

５/２３n～２５ 例 丹沢 大倉～大倉尾根（泊）～塔の岳～丹沢山 金井、山本、福澤

～蛭ヶ岳～檜洞丸～犬越路（泊）～ 鈴木（輝）（24日 用木沢～犬越路にて合流）

大室山～加入堂山～白石峠～ （６５周年記念　丹沢大縦走第２回） 

畦が丸～西丹沢自然教室

５/２９～６/９ 個 ペルー ブランカ山群　（ワスカラン国立公園） 石川夫妻

トレッキング　（テント泊５日）

６/１ 交流 丹沢 山岳ＳＣ　ベル二ナ合同確保訓練 山本、福澤、下越田　(ベルニナ山岳会員、



緑山岳会員）

６/３ ＯＢ 丹沢 道志の森キャンプ場～城ヶ尾峠～ブナ沢乗越 原、大和、田邉(浩）

～菰釣山～ブナ沢乗越～道志の森キャンプ場

６/７～８ 例 谷川岳 土合慰霊碑に水野、岩沢、柴崎、各位 追悼 神谷、大和、横山

八海山 佐梨川林道で溝呂木さん追悼

６/２７n～２９ 例 丹沢 大滝沢（仮泊）～畔が丸～城ヶ尾峠～ 山本、福澤、鈴木（輝）、河本

菰鈞山～大棚の頭～明神山（泊)～三国峠 （６５周年記念　丹沢大縦走第３回） 

～三国山～明神峠～湯船山～

世附峠～不老山～番ケ平～山市場

７/２０～２３ 個 岩手山 網張温泉～犬倉山～黒倉山～鬼ヶ城～ 石川夫妻

避難小屋(泊）～岩手山～焼走り登山口

７/２７～３０ 個 槍ヶ岳 新穂高～槍平小屋～奥丸山往復～ 鳥切夫妻

槍平小屋(泊）～飛騨沢～槍ヶ岳～

千丈沢乗越～西鎌尾根～樅沢岳～

双六小屋(泊）～鏡平～小池新道～新穂高

8/1～4 協会 白馬岳 猿倉～大雪渓～村営小屋(泊）～ 山本(リーダー）

白馬岳～小蓮華山～白馬大池～蓮華温泉 市民登山３６名参加

8/２～３ 例 上高地 上高地慰霊碑に、中村、安部、各位慰霊 神谷、金井、福澤

徳澤園(泊）　奥又白谷で追悼

8/１５～ 個 北ア 中房温泉～燕岳(泊）～大天井岳 河本、他１名

～喜作新道～西岳～東鎌尾根～ （風強く槍ヶ岳でテント張れず）

槍ヶ岳（泊）～槍沢～ババ平～

横尾～徳澤～明神～上高地

8/２４ 岳連 丹沢 水沢林道分岐～二の塔～三の塔へ石運び 石川、横山　

参加１２０名　　砕石６６０Ｋｇ荷揚げ　 （神奈川岳連６０周年記念行事）

９/７ 協会 鷹取山 清掃活動 山本、浦野、石川、河本　（他協会会員１８名）

９/１７～２１ 個 立山 立 山駅～室堂～一の越～雄山～大汝山 石川夫妻

～真砂岳～別山～剣御前小屋(泊）～

室堂乗越～奥大日岳～大日岳～

大日平山荘(泊）～称名滝～立山駅

９/２１ 個 丹沢 二股～後沢乗越～鍋割山～金冷やし 金井、山口、稲葉（入会希望者）

～塔の岳～花立～堀山の家～二股 横山（鍋割山～小丸～訓練所尾根下山）

9/27～28 個 丹沢 西丹沢自然教室～白石峠～畔が丸～ 鳥切

城ヶ尾峠～避難小屋({泊)～ 菰鈞山～大棚の頭

～明神山～三国峠～三国山～明神峠～

湯船峠～世附峠～不老山～金時公園

10/６ 例 鷹取山 岩トレ 金井、杉本、河本、雨之宮、稲福

10/8～10 ＯＢ 槍ヶ岳 上高地～槍沢ロッジ（泊）～天狗池往復 大和、田邉、横山

槍沢ロッジ（泊）～上高地

10/19 個 丹沢 宮が瀬湖駐車場～高取山～仏果山 石川夫妻

～半原越～宮が瀬湖駐車場

10/25～26 丹沢 創立６５周年記念集会 (ベルニナ山岳会)　渡辺、堀江、西条、閑喜、

丹沢荘にて 金子、小島、日高、佐藤、細谷



(東京雲稜会) 滝本、前田　(岩と雪の会) 関水

(東京緑山岳会) 細谷、佐藤、曽山、入沢，多久和

(横須賀嶺朋会) 清水、高橋

(横須賀山の会)　本多

(当会)　金井、浦野、石川、杉本、下越田、原

角倉、田中(好）、大和、田邉、浜田、神谷

福澤、鈴木（輝）、横山　

10/28～29 個 雲取山 三峰登山口～霧藻ヶ峰～白岩山～ 鳥切

雲取山荘(泊）～雲取山～七ッ石山～

鷹の巣山～奥多摩駅

1１/１～2 岳連 丹沢 第29回県民登山　お花見コース (リーダー)福澤、浦野　（本部）石川、下越田　　

　　　　　　　　　　 　三の塔コース 横山

1１/15 例 丹沢 源次郎沢 山口、河本

11/16 交流 丹沢 山岳SC　ベル二ナ合同確保訓練 金井、福澤、杉本、河本、山口

1１/21n～23 例 八ヶ岳 美濃戸口（仮泊）～行者小屋(幕営）～文三郎尾根～赤岳 金井、稲福

～文三郎尾根～行者小屋～美濃戸口

1１/29 協会 丹沢 山岳協会６０周年記念 塔の岳集中登山 山本、大和、浦野

戸沢～政次郎尾根～塔の岳～花立 福澤（大倉尾根～塔の岳～天神尾根）

～天神尾根～戸沢 横山（政次郎尾根～新大日往復）

12/21 例 鷹取山 岩トレ 金井、福澤、杉本、河本

12/27n～29 合 北ア 新穂高ロープウェイ～西穂小屋（幕営）～独標 福澤、河本

～西穂小屋～新穂高ロープウェイ

１/4 交流 鷹取山 ベル二ナ初顔合わせ 原、神谷、石川、福澤、浦野、杉本、河本

ベルニナ山岳会員他　４０名

1/16n～18 合 八ヶ岳 阿弥陀岳北西稜、赤岳西壁主稜登攀 金井、杉本、河本

悪天候のため、登攀中止

1/25 交流 鷹取山 清掃活動 山本、原、石川（他協会員３３名参加）

3/１4～15 協会 谷川岳 天神平～谷川岳（神岳連冬山登山教室） 富岡

３/22 例 鷹取山 岩トレ 金井、永野、稲福、富岡、石川

２０１５年度（H２７年度）

4/25～27 個 槍ヶ岳 上高地～槍沢ロッジ（泊）～槍ヶ岳往復 富岡

槍沢ロッジ（泊）～上高地

5/1n～2 個 富士山 須走駐車場（仮泊）～浅間大社奥宮～ 鳥切

スキー滑降　　須走駐車場

5/3～6 合 越後駒ケ岳 5/3駒の湯駐車場（幕営）　5/4駒の湯～  福澤、大和、石川、鈴木、河本、稲福、富岡

小倉山～百草の池～駒の小屋（幕営）

5/5 中の岳往復（福澤、鈴木、河本、富岡） 　

5/6 駒の小屋～小倉山～駒の湯

5/17 岳連 丹沢 環境登山（ケヤマハンノキ２００本植樹） 大和、稲福、富岡、横山（岳連会員他４７名参加）

5/27 例 鷹取山 岩トレ

5/28n～5/30 個 尾瀬 尾瀬第一駐車場(仮泊 ） 富岡

駐車場～大清水～尾瀬沼～（長英新道）

燧ケ岳～見晴らし～東電小屋(泊）  



 尾瀬ヶ原～山の鼻～鳩待峠 

5/31 交流 丹沢 山岳SC　ベル二ナ合同確保訓練 福澤、石川、神谷、河本、稲福、富岡

ベルニナ山岳会員、東京緑山岳会員　計３０名

6/7～8 OB 甲武信岳 毛木平～西沢～甲武信ヶ岳～甲武信小屋 田邉、大和、鳥切

(泊）～三宝山～大山～十文字峠

～毛木平

6/7n～8 個 妙義山 木戸～頂須の頭～赤岩トラ～三方境 山口、河本

～木戸


