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2016/7/2 札幌近郊 三角山 夏道 ☆ ２名
心配した天気も、ほとんど雨に当たらずに済
みました。お山は花より木の緑‥でした

2016/7/2 ニセコ周辺
羊蹄山
京極コース

夏道 ☆！ １名
6合目でゴロゴロ音が鳴りだし暗くなり雨が
…。ある意味熊より怖い雷様なのでここで試
合終了。

2016/7/2 増毛山塊
黄金川から黄金沢
川

沢登り ☆ ２名 山行中止

2016/7/2 表大雪
旭岳姿見～中岳温
泉

夏道 ☆ ２名 山行中止

2016/7/2 日高山脈 アポイ岳 夏道 ☆ １名他
11:00より小雨が降り始めるが、本降りにな
ることなく、山頂まで。花は多いが名前が分
からないもの多数。

2016/7/2 表大雪
黒岳～北海岳～北
鎮岳～黒岳

夏道 ☆ １名
雨予報の為か人は少ない。後半小雨となった
が，石室辺りでナキウサギに会えて満足。25
年ぶりの表大雪散策，楽しかったです。

2016/7/2～3 札幌近郊
連盟救助隊春季訓
練

２名

初日は銭函の公園で訓練。アンカー設置、や
ぐらの設置、引上げ等の作業が効率良く行え
るようになっている。が、救助者の役になっ
たら作法をすっかり忘れていた…

2016/7/3 札幌近郊
余市岳（道央連盟
主催　登山道整
備）

夏道 ２名他 山行中止（延期）

2016/7/9 札幌近郊
札幌岳
冷水沢コース

夏道 ☆ ３名
お天気に恵まれて気持ちよく登ることができ
ました。

2016/7/9～
10

増毛山塊 幌小川 沢登り ☆！ ３名

夜半から雨の予報。入渓から４時間３６０ｍ
地点で幕営、釣りと焚き火を楽しむ。早めに
降り出した雨は翌日まで続き少々増水したと
ころを４時間かけて戻る。

2016/7/10 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名
小雨決行だったがスコールが降る。NACに変
更。新人Ｗさんも参加。

2016/7/10 札幌近郊 発寒川 沢登り ☆ 1名

2016/7/10 札幌近郊
定山渓天狗岳
熊ノ沢コース

夏道 ☆！ １名他 山行中止

2016/7/10 札幌近郊
定山渓天狗岳（天
狗沢川左股遡行→
中股下降）

沢登り ☆ ４名

源頭で２時間近くのスコールに会い、夏道を下
山。本峰とⅡ峰のコルか
らの沢靴下降は極めてシビアなものになると思
われるので、スコールに
合わずとも中股沢を下降するのは難しいような
気がした。沢ガイドブッ
クの☆のつけ方は難しい。

2016/7/10 増毛山塊 雨竜沼湿原 夏道 ☆ １名他

2016/7/10 北大雪
ニセイカウシュッ
ペ山

夏道 ☆ １名他
林道で車がスリップし登山口までたどり着け
ず、山行中止

2016/7/16 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名

Ｂクラック計画から1か月半、やっと登れた！た
だし3ピッチ目正規ルートより右側（佐藤ルート
から見える所）を登ったので、正規ルートを登
らないといけない…次回かな？

2016/7/16 表大雪
旭岳～姿見～中岳
温泉

夏道 ☆ １名
スキーができるぐらい雪渓だらけ。中岳温泉
は良い湯加減でした。裾合い平のチングルマ
はまだ咲いていなかった。残念。

2016/7/16～
17

表大雪
旭岳～黒岳～愛山
渓温泉

夏道 ☆！ １名他
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2016/7/17 道南
白老川大星沢右股
予備日18日

沢登り ☆ ４名

小雨の中、ラーメン食べることまで予定通り
終了。沢自体はロープ一度も出さず初心者向
き。核心は沢から白滝交流橋に上がるやぶ漕
ぎでした。

2016/7/17 札幌近郊
砥石山
中ノ沢コース

夏道 ☆ ５名他

2016/7/17～
18

表大雪
ﾎﾟﾝｸﾜﾝﾅｲ川→小化
雲岳→天人峡温泉

沢登り ☆☆ ２名

思っていた以上に変化に富んだ沢で楽しめ
た。大滝の高巻きは２５分で終了。地形図を
熟読した上で、現場を見て、五感で感じるこ
との大切さを実感。

2016/7/17～
18

表大雪 沼の原～五色ヶ原 夏道 ☆ ２名他

2016/7/18 札幌近郊 発寒川（教程） 沢登り ☆ ７名 山行中止

2016/7/23 日高山脈 アポイ岳 夏道 ☆ １名

エゾルリムラサキを見に行ってきた、印象と
は違ったが可愛いらしい花だった、希少な花
が咲くアポイ岳の存在価値を改めて再認識し
た山旅だった。

2016/7/23 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名

ウオーミングアップでトリコニー。10aのルート
を上からロープ垂らずか全然登れない。あとか
ら調べるとラ・メール11aこれは無理。腕がパン
プしてきて大壁ゼロルート登れず、漆畑ルート
をロープ伝いに取り付いて下見。取り付くルー
トは3級ルート？。佐藤ルートで逃げ帰ってき
た！

2016/7/24 十勝連峰
富良野岳
十勝岳温泉コース

夏道 ☆！ ２名 天気よく景色よく花よく最高でした。

2016/7/24 十勝連峰
美瑛岳アバレ川
夏道を望岳台に下
山

沢登り ☆！ ５名

またとない沢日和の中、小滝群を次から次へ
と超えることができとても楽しかった。名前
とは裏腹に、初心者向けのきれいな沢でし
た。

2016/7/24 十勝連峰 十勝岳～美瑛岳 夏道 ☆！ １名
美瑛岳頂上付近はチングルマの群落が見頃で
素晴らしいお花畑でした。あばれ沢組ともう
まく合流できました。

2016/7/27 ニセコ周辺
羊蹄山
京極コース

夏道 ☆！ １名

2016/7/29
芦別・夕張
山脈

芦別岳
旧道～新道

夏道 ☆！ １名他 山行中止

2016/7/29
支笏湖・洞
爺湖周辺

漁川本流
Ｆ１まで

沢登り ☆！ １名 F1以降は何とか昔の姿です。

2016/7/29 道外 岩木山 夏道 １名
数年前に大千軒岳から見たこの山に登ってい
る事を考えると感慨深い。花は殆ど見られな
かったけど

2016/7/30 札幌近郊
毒矢峰
白井川左股コース

沢登り ☆ ５名
降雨明けの山行で水量が気になったが増水気
味でちょうど良い小沢となり難なく実施。山
頂付近の藪でＧＰＳフル活用。

2016/7/30 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名

不動、晴天に高い湿度でとても暑い。ビレイ
してるだけで汗が止まらない。長いルート
だ！テーブルは、ロープ流れが良くなるよう
に配置したが、最後のテーブルのところでは
やはり重かった。

2016/7/30 道外 八甲田大岳 夏道 １名

山登りと言うより山歩きな感じだったが、流
石に花の山だけあって素晴らしい光景が見ら
れた。ニッコウキスゲとチングルマのコラボ
には感動！

2016/7/31 道外 八幡平 夏道 １名

山登りと言うより山歩きな感じだったが、流
石に花の山だけあって素晴らしい光景が見ら
れた。ニッコウキスゲとチングルマのコラボ
には感動！ 札幌ピオレ山の会　http://piolet.jp/



2016/7/31 増毛山塊
暑寒別岳
箸別コース

夏道 １名 山行中止

2016/7/31 札幌近郊
手稲山
平和の滝コース

夏道 ☆ １名他
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