
日付 山域 山名＆コース 形態 レベル メンバー コメント

2016/2/4 旭川近郊 御料山 １名
空知に大雪の情報を聞き行ってみたが、ここは
空知と呼ばないのか？積もった様子無し。おか
げで山頂まで足を運べました

2016/2/6 札幌近郊
無意根山（千尺高地
まで）・元山コース

スキー ☆ １名 山行中止

2016/2/7 南日高
ピンネシリ(Co813
まで）

１名 山行中止し、アプローチ偵察

2016/2/7 ニセコ周辺
羊蹄山
比羅夫コース

スキー ☆！ ５名
標高1200m手前で終了。天気予報どおり、午後か
ら悪天。藪が多くて不完全燃焼。

2016/2/7 札幌近郊 余市岳 スキー ☆ ６名
予報通りの強風と午後からの荒天のため、山
頂、南側斜面には行かず、スキー場へ戻る。深
くて重めの雪と格闘。

2016/2/7 札幌近郊
無意根山（千尺高地
まで）・元山コース

スキー ☆ １名
軽い吹雪で薄曇りだが最高の雪質で、正午頃斜
面を離れるまでは独り占めの贅沢。ルートファ
インディングもばっちり。

2016/2/8 札幌近郊 小喜茂別岳 スキー ☆ １名 山行中止

2016/2/10 札幌近郊 銀山 スキー ☆ ２名
数日前からの風を読み、降雪が少ないながらも
ひざ下パウダーを満喫できた。

2016/2/11 札幌近郊
キロロ長峰(1079
峰)北東斜面ＢＣ

スキー ☆ ２名
北東斜面をやめて②案周辺ＢＣに変更。天気・
雪質に恵まれて今季最高のＢＣスキーを満喫し
た。

2016/2/11
支笏湖・洞
爺湖周辺

室蘭岳
夏道～西尾根
すだれの滝探索

☆ ２名

前夜はグスタフ・マーラーの夕べ。すだれの滝
のスケールの小ささに苦笑。雪はまだまだ少な
いものの、山スキーヤーやボーダーが楽しそう
に奇声を上げていた。

2016/2/11 札幌近郊
大黒山
仁木ルート

スキー ☆ ４名
期待以上の天候に恵まれパウダー滑走３本、大
変楽しい山行でした。尾根の白樺並木についた
雪と白樺の白さが美しかったです。

2016/2/11 旭川近郊 音江山 スキー ☆ １名
久しぶりの青空山行。山頂に20人ぐらい人が居
たのには驚きでした。膝パウに急斜面と最高に
滑りを楽しめました。

2016/2/11-
13

道北
天塩岳（渚滑川沿
いから南東尾根往
復）

スキー ☆！ ２名

ガスと強風で標高1400m付近で引き返し。下りで
雪庇を踏み抜き、妻の機転で助けられる場面が
あり猛省。669二股幕営地に下りる1218Pからの
急斜面は滑りごたえ十分。13日は雨。

2016/2/13 ニセコ周辺
キロロ909峰　(旧
ホテルピアノ裏山)

スキー ☆ ３名 暖気のため雪質望めず、山行中止。

2016/2/14 ニセコ周辺
羊蹄山
神社の沢コース

スキー ☆！ ２名 山行中止

2016/2/14 ニセコ周辺
羊蹄山
神社の沢コース

スキー ☆！ ５名 山行中止

2016/2/16-
17

十勝連峰 上ホロカメットク山 アイゼン ☆！ ２名

いつもの汗かきはどこにやら。多く着込んでる
にもかかわらず汗が出ない。寒いんです。風が
強いのです。上富良野岳手前1820ｍ付近で下
山。

2016/2/18 札幌近郊

浦臼山
浦臼町ごみ処理場
から於札内川沿い
往復

スキー ☆ ２名 サブプラン：キロロスキー場周辺、千尺高地

2016/2/20 札幌近郊
無意根山（千尺高地
まで）・元山コース

スキー ☆ １名
珍しく先行者ゼロ、一人ラッセルは辛いので途
中で下山、下部を登り返して遊んだ。

2016/2/20 札幌近郊 小喜茂別岳 スキー ☆ １名
登り返して遊んでるうちに時間切れで山頂手
前で終了。また行かねば。

2016/2/20 札幌近郊 尻別岳９８９ｍ スキー ☆ ２名
前日の天候からうって変って晴れて穏やかな天
気でした。１０㎝ほどの新雪と少し重い雪でし
たが楽しめました。
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2016/2/21 道北 岩尾岳 スキー ☆ ２名

１０００ｍの超マイナーピークです。前日の降
雪に助けられ、滑り降りてこられました。それ
が無ければ、苦労したと思います。尾根取りつ
きまでの約3.5kmのベタな林道にも遣られまし
た。

2016/2/21 札幌近郊

手稲山（又はネオパ
ラ山）
ハイランドスキー場か
ら

スキー ☆ １名
朝の家の除雪で出発が送れファーストトラック
を逃した。悔しい。

2016/2/21 ニセコ周辺
目国内岳
新見の沢超えルー
ト

スキー スキー ５名

パウダー夢見て、今シーズン２度目の挑戦だっ
たが、ベッタベタのベタ雪だった。山頂近くで
ガスってきたのでピークも断念。再挑戦できる
日が来るのを願っています。

2016/2/21 ニセコ周辺
羊蹄山
石山の沢と白水の沢
の中間尾根

スキー ☆！ ２名

石山の沢が雪崩れていた。標高1000mのテストで
は安定していたので、登行を継続したが、1200m
付近から雪の状態が変わった。1300m手前で下山
中の先行パーティと出会い、雪の状態が悪いこ
とを聞く。我々もそこから下山。下りのスキー
は難しかった。

2016/2/24-
25

積丹山塊 積丹岳～余別岳
スキー&
アイゼン

☆！ ２名

初日は安定した天気でしたが、夜から翌日にか
けて風が強まり、積丹岳ピークからの視界はほ
ぼゼロ。余別岳は断念することになり、悔し
かった。リベンジしたいです！

2016/2/27 道東
ナイタイ山
然別湖畔から

スキー ☆ ２名
結氷した然別湖を２ｋｍ位歩いてのアプローチ
です。今の時期限定ですね。密林の山ですが、
無事にピークが取れました。

2016/2/27
支笏湖・洞
爺湖周辺

風不死岳
北尾根コース

スキー&
アイゼン

☆ １名

山頂につくと雲の中、諦めて下山しようとした
瞬間雲が流れ恵庭岳が現る。冬の支笏湖も美し
い。８合目からはアイゼンが雪面にさくさく入
り気持ちいい。

2016/2/27
支笏湖・洞
爺湖周辺

多峰古峰山→７条
大滝

☆ １名 山行中止

2016/2/27 ニセコ周辺 チセヌプリ スキー ☆ １名

山頂は風が強く視界もイマイチ。東斜面はク
ラックがはしっていた。ここまで顕著に見たの
は初めてでしたので、ひとつ勉強になりまし
た。

2016/2/28 札幌近郊
無意根山（千尺高地
まで）・元山コース

スキー ☆ ４名 すごく良かった。みんな大喜び。

2016/2/28 道南 白老の氷瀑 １名

山北沢の滝は氷瀑と呼んでも許される大きさ
だった。条件が良ければ登れるような気がする
が、その気持ちを持つ者がいるだろうか、我が
会に。

2016/2/28 札幌近郊
恵比寿山
赤井川コース

スキー ☆ ７名
マイナス18℃の快晴。気持ち良く登って滑っ
て、登り返してパウダーを楽しんだ。下山は、
樹林帯の木を避けながら難しい雪を慎重に。
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