
日付 山域 山名＆コース 形態 レベル メンバー コメント

2016/8/3～5 道外
槍ヶ岳
表銀座コース

夏道 １名
たまに降る雨にこまりましたが、はれている
ことも多々あり景色は最高でした。また来年
いきたいです。

2016/8/4～5 表大雪

北鎮岳、白雲岳、旭
岳
姿見の池～裾合平
コース

夏道 ☆！ ２名
1日目はほぼ曇り。北鎮を踏み余裕があった
ので白雲避難小屋へ。翌朝は暴風雨のため小
屋で9時半まで停滞するも無事下山。

2016/8/6 道南
白老岳
白老川

沢登り ☆！ 1名

某ガイドブックは、c315m右股からの100mを電気
の沢にたとえていたが、電気の沢に失礼なので
はないだろうか。やはり自分の目で見て触れて
感じなければほんとのことは分からない。源頭
から山頂までのヤブコギは屋う50分、ヤブコギ
の訓練にもってこい。けもの道をうまくつなげ
られるかで消耗度は違うだろう。

2016/8/6 道南 社台滝 沢登り ☆ ４名

川原歩きだけの簡単な沢歩きと、なめてか
かっていたが、巨岩歩きに手間取る。林道も
予定より2時間も多く歩き満腹山行となっ
た。社台滝は大きさ・形相、迫力満点。

2016/8/6 長官山 １名他

北海道全山登頂記念登山
友人の北海道全山（1594座）最後の山に同行
した。天気の良い中、多くの人と偉業をたた
えることが出来て良かった。

2016/8/7 道南
白老川
三重の沢・大星川
右股

沢登り ☆ ３名

三重の沢は教程に使えそうな沢。大星沢右股
のゴルジュ、函、滝とすべてそろっていて、
そこそこ楽しめる。いかんせん両沢とも遡行
は距離は短く、踏むピークがない。やっぱ
ピークがない沢は、オレ的には魅力が半減。

2016/8/7 道南 大平山 夏道 ☆！ ３名他
ウスユキソウは石灰岩の厳しい環境に群生
し、白いフェルト生地のような綿毛に覆われ
ていた。実物は可愛らしさに感動。

2016/8/7
支笏湖・洞
爺湖周辺

不風死岳
樽前ヒュッテコー
ス

夏道 ☆ ２名他
予想はしていたが、炎天下での樽前中腹歩き
は過酷だったが、風不死岳の変化に富んだ道
と山頂の展望に満足。

2016/8/9 札幌近郊
発寒川
沢教程

沢登り ☆ 1名

6月に予定されていた沢教程、お天気に泣かさ
れ、3度目の正直で8月9日無事実施。対象者の2
人は、Ｂ府さんとＴ山さん。渓流釣りが趣味の
Ｂ府さんは慣れた歩きで、微妙なへつりにも果
敢にアタック。Ｔ山さんは、一度も転ばずに最
後まで歩き通した。これってホントに沢教
程？って思うほどレベルの高い対象者だった。
（ブログより転用）

2016/8/11 ニセコ周辺
昆布岳
豊浦コース

夏道 ☆ 1名
青空とめがね岩に癒されました。爽やかな暑
さの中を幅広い登山道を歩く快適な山行でし
た。

2016/8/11
支笏湖・洞
爺湖周辺

尻別山 夏道 ☆ 2名
雲一つない空が憎らしい。焦げそうに暑かっ
た、けど展望は最高！山の日を祝う。

2016/8/11 東大雪
ニペソツ山
十六の沢コース

夏道 ☆！ 1名

山の日らしい最高の天気で雄大なニペソツに
感動。午前中はまだ涼しく沢山のナキウサギ
が見れて大満足。昼暑くなる前に下山でき快
適な山行でした。

2016/8/11～
13

表大雪

黒岳→白雲小屋→忠
別岳→化雲岳→トム
ラウシ山→ヒサゴ沼
→小化雲岳→天人峡
温泉

夏道 ☆☆ 1名
３日連続で好天に恵まれ、思い出に残る山行
になりました。
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2016/8/11～
14

北日高
札内川キネンベツ
沢

沢登り ☆☆ ２名

キネンベツ沢は、札内側、戸蔦別側の何れから
アプローチしても入下山に時間を要する沢で、
中部日高の深奥に分け入る感がある。C860m～
c1400mまで様々な滝が断続的に現れて遡行者を
飽きさせない。核心はc1400m付近に出てくる二
段の滝の二段目の滝の高巻き（左岸ルンゼ）だ
ろう。二度と登りたくないボロイルンゼ。源頭
のヤブコギはそれなりの覚悟が必要か。！！の
沢を！！☆に感じてしまう今の俺。

2016/8/11 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名

不動よりさらに下に降り、岩塔の麓から上を見
るとすごい威圧感。下部の岩質は特にもろく、
慎重にホールドを選んで登った。表記グレード
通りだが、ボロすぎて気持ち悪い。アプローチ
ではちょっとした赤岩探検ができた。

2016/8/13 東大雪
白雲山
然別湖畔コース

夏道 ☆ １名 山行中止

2016/8/13 道北
天塩岳
新道～天塩～前天
塩往復

夏道 ☆！ ２名

前夜(12日)は天塩岳ヒュッテの脇で幕営。ペ
ルセウス座流星「群」を一つだけ観る。翌13
日は入口から二つの頂上まですべて暑かっ
た。

2016/8/13～
14

東大雪
ニペソツ山
十六の沢コース

夏道 ☆！ ２名他

登山道は歩きやすく、整備が行届いていた。
さすがニペソツ。天狗平には小テントで4張
りぐらい出来る。間近で見るニペソツに圧倒
された。目的の一つ、夕陽と朝陽に染まるニ
ペソツが見れて感動した。

2016/8/14 知床・阿寒
斜里岳
パンケニワナイ川

沢登り ☆！ ３名

天気の悪い中、レアな沢から斜里岳を目指し
た。遡行中はガスが濃く何も見えなかった
が、休む暇も無い滝登りで、メンバー全員楽
しんだのではないか？
中くらいの藪も2時間ほど漕ぎ大満足！
頂上は雲海の上で青い空が綺麗だった！

2016/8/14 北日高 ペケレベツ山 夏道 ☆ ２名他

登山口は生い茂るイタドリのトンネルそして
笹藪漕ぎは延々とほぼ山頂まであった。展望
は期待できない天候だが山頂ランチは楽しい
ひと時。天候は変わりやすく下山時は雨で
あった。

2016/8/15 東大雪 三国山 夏道 ☆ ２名 山行中止

2016/8/20
支笏湖・洞
爺湖周辺

イチャンコッペ山 夏道 ☆ ３名 山行中止

2016/8/20 札幌近郊 空沼岳 夏道 ☆！ １名 スタートから１時間後に山行中止

2016/8/20～
21

積丹山塊
余別川
下の廊下まで

沢登り ☆☆ ６名 山行中止

2016/8/21 札幌近郊
神威岳(定山渓奥)
コビキ沢から

沢登り ☆ ２名 山行中止

2016/8/21 道北
音江山
沖里河山から

夏道 ☆ ２名

2016/8/27
支笏湖・洞
爺湖周辺

徳舜瞥山～ホロホ
ロ山
日鉄鉱山跡から

夏道 ☆！ ７名
これ以上は望めない快晴のもと、オトナの遠足
を楽しんできました。

2016/8/28 増毛山塊
暑寒別山
山の神コース

夏道 ☆！ １名
良い方へ天気が外れました。なお、雨竜沼から
は、登山日現在道道通行止めのため、使えませ
ん。

2016/8/28 道北
利尻山
鴛泊コース

夏道 ☆☆ １名
寒かったけど快晴でした！見事な雲海とサハリ
ン迄見える絶景に感動しました！
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