
日付 山域 山名＆コース 形態 レベル メンバー コメント

2016/10/1 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名
S山さんがメインになって登る。不動チム
ニールート、ピナクルをリード。苦戦してい
たが、次回はすんなり登れるはず！！

2016/10/1
支笏湖・洞
爺湖周辺

徳舜瞥山～ホロホ
ロ山
日鉄鉱山跡コース

夏道 ☆ ２名
絶好の秋山日和、稜線は落葉していましたが
麓は紅葉が始まったばかり、久々にのんびり
てきました。

2016/10/2 ニセコ周辺
昆布岳
豊浦コース

夏道 ☆ ２名
登山道を含めいい山でした。登山者が少ない
のは車道が入り組んでいるからか?

2016/10/2 道南
二股山
犬の巣川450ｍ三俣
まで

沢登り ☆ ４名

ちょっとマニアックな犬の巣川は滝の連続で、
微妙なホールドで登ったり、へつったり、懸垂
下降や沢を下るという考えて行動する沢でし
た。メンバーと行動を共に出来き楽しい沢納め
となりました。長万部は日帰り圏内です。

2016/10/2
支笏湖・洞
爺湖周辺

尻別岳
ルスツコース

夏道 ☆ ４名

2016/10/4 札幌近郊
余市岳
赤井川コース

夏道 ☆！ ３名

小雨交じりの天気の中、紅葉の進んだ山道を歩
く。下山時、登山口からの林道歩きでヤナギタ
ケを大量収穫して想定外のお土産に、みんな笑
顔で帰宅した。

2016/10/7 ニセコ周辺
羊蹄山
喜茂別コース

夏道 ☆！ １名
７合目から上は登山道にも雪。頂上付近は２
～３ｃｍの積雪だった。

2016/10/8
芦別・夕張
山脈

芦別岳
旧道～新道

夏道 ☆！ ３名
前日からの寒気の影響で、1000ｍを過ぎると
雪中登山となった。雪化粧の芦別岳に感激し
た。

2016/10/8
支笏湖・洞
爺湖周辺

風不死岳～樽前山 夏道 ☆！ ２名他

風不死岳のピークを踏む。広葉樹林帯の葉っぱ
は落ちていて紅葉はポツポツ程度。雨模様の天
候で樽前山は止め雨にあたることなく下山しまし
た。

2016/10/8 積丹山塊
シシャモナイ
西壁スラブルート

クライミング ２名

不安定な天気の中、山行中はほとんど雨に当た
らなかった。4ピッチ目でルート行き止まりで懸
垂する。ハーケンを打ち、初めてRCCを打った
（3か所）。最後の懸垂ポイントで雨が降る。海
が満ち始めて波をかぶりながらのトラバース、
真っ暗の中帰ることになるが、充実した山行に
なった。

2016/10/8 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ３名
午前はＷ・Ｓ庭でテーブルリッジ、午後は三人で
不動岩稜ノーマルを登る。Ｓさん、不動ノーマル
終了。

2016/10/9 ニセコ周辺
イワオヌプリ～チ
セヌプリ

夏道 ☆！ １名
今年のニセコ紅葉は色合いがイマイチとのこ
と。冷たい風と霰にやられましたが、雪秩父
の泥湯はいいですね。

2016/10/9 札幌近郊
空沼岳
万計沼コース

夏道 ☆ ４名
雨のため万計沼までで下山。紅葉はまだまだと
いうところ。

2016/10/9 道東 白雲山～天望山 夏道 ☆ ２名他

2016/10/9 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ３名

ピナクルと馬の背を登る。Ｓさん、ピナクルもう一
歩、頑張りました。馬の背は、Ｓ庭が身をもって
確保者への衝撃荷重と悪いランナーの取り方を
後輩に指導する。勉強になったでしょう。馬の背
終了点で激しく冷たい雨風に叩かれ終了。

2016/10/9 道南
富岸川
右股～左股

沢登り ☆ １名他

秋の風はちょっぴり冷たい。道南の紅葉はまだ
のようです。滑、滝、笹藪を漕ぎ、大滝で自ら
滝にうたれても寒くなかったです。横５７㎝、
縦３３㎝の「猿の腰掛」を発見しました。

2016/10/9～
10

道南
白水岳（９日）と
ヤンカ山（１０
日）

夏道 ☆ ２名

2016/10/10 道東
西ヌプカウシヌプ
リ

夏道 ☆ ２名他
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2016/10/10 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ３名

悪天。10時まで天候の回復を待ちトリコニーダ
イレクト、青空バンドを登る。岩はドライ。途
中で雹が降り気温は8度くらい（駐車場で）。Ｔ
山さん、プルージック、懸垂中の仮固定などを
復習。ダイレクトルート、苦戦するがしっかり
登り切った。寒すぎて他は行かなかった。

2016/10/10 札幌近郊
手稲山
平和の滝コース

夏道 ☆ ２名
雨 あられ 小雪 青空 紅葉 滑る石道、十数年振りに
登った平和の滝コースは登りごたえがありました。

2016/10/10 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名 山行中止（ＮＡＣに変更）

2016/10/14 札幌近郊 銭函天狗山 夏道 ☆ ２名他
秋晴れの中、気持ちよく急登を歩けました。頂上
は風も無くポカポカ陽気。ゆっくり手稲山や余市
岳を眺めました。栗とコクワを拾って下山。

2016/10/16 札幌近郊 五天山 夏道 ☆ １５名他

総勢16名で公園内を横切っての歩きは、非常に
目立っていた。頂上まではあっという間にたどり
着き、少し物足りなさを感じたが、下山中にコク
ワの実を採って食べたりして遊んで、それなりに
楽しめた

2016/10/16 札幌近郊 盤渓山 夏道 ☆ ８名
秋晴れの中、気温も高めだったので汗が流れる
登山となった。山頂は展望よく、色づいた山々を
眺めながらのんびりと休憩した。

2016/10/22 札幌近郊
無意根山
元山コース

夏道 ☆ ３名

登山口から雪上を歩く。千尺高地から上は雪
をかぶった笹を払いながら歩き雨具が本領を
発揮する。午後は吹雪模様になり冬山を感じ
た。

2016/10/23 札幌近郊 定山渓天狗山 夏道 ☆！ ２名
風もなく、まずまずの天気でしたが９００ｍ付近
から上は雪。下りを考えて雪見珈琲を飲んで下
山しました。

2016/10/23
支笏湖・洞
爺湖周辺

樽前山 夏道 ☆！ ２名
かなり寒かったがいいコースでした。たくさん人
がいてびっくり。サポートタイツだけの人もいてさ
らにびっくり。

2016/10/23 札幌近郊 小樽赤岩 ２名 連盟救助隊訓練

2016/10/25 札幌近郊
札幌岳
豊滝コース

夏道 ☆！ ２名他
登山口から雪上を歩く。千尺高地から上は雪を
かぶった笹を払いながら歩き雨具が本領を発揮
する。午後は吹雪模様になり冬山を感じた。

2016/10/28 札幌近郊
空沼岳
万計沼コース

夏道 ☆！ １名
ツルツル道の下山は上りと同じくらい時間が
かかりましたが、天気に恵まれた山頂独り占
め時間を楽しめました。冬も行かねば！

2016/10/28
支笏湖・洞
爺湖周辺

イチャンコッペ山 夏道 ☆ ５名
まだ登山道に雪はなく穏やかな山だった。山
頂すき焼きを楽しんだ。

2016/10/30
支笏湖・洞
爺湖周辺

風不死岳
樽前ヒュッテから
往復

夏道 ☆ ２名
ラッセルで踏むと靴底に石を感じる10㎝前後
の積雪。寒風と鉛色の空。決して心地よくは
ない初冬の山。
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