
日付 山域 山名＆コース 形態 レベル メンバー コメント

2016/9/1 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名

S山さんの初の大壁佐藤小林ルート。フォローで
は問題なし。森を抜けた所が雨で若干崩壊、歩
行には影響なし。ルートは概ね変化なしだが佐
藤ルート3ピッチ目の浮石予備軍が増えたか？9
月なのに暑い！湿度は高め、28度くらい？飲み
物1.5リットル飲んでも足りません。

2016/9/3 札幌近郊
手稲山
平和の滝コース

夏道 ☆ ８名
お天気はマアマア。山頂では海が見えたりガ
スったり。賑やかな山行でした。

2016/9/3～4 十勝連峰
美瑛富士岳・避難
小屋
白銀温泉から

夏道 ☆ １名他

2016/9/4 札幌近郊
小樽赤岩
教程・訓練

クライミング ８名
前半は支点作り等を勉強、その後2班に別れ
て登り込み、臨時教程も無事終了しました。

2016/9/10 札幌近郊
藻岩山
旭山公園コース

夏道 ☆ ４名
曇天でしたが、秋の里山を楽しんできまし
た。さすがに札幌市民の山、登山者で賑わっ
ていました。

2016/9/10 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 山行中止

2016/9/11 十勝連峰
富良野岳
三峰山沢～夏道

沢登り ☆！ ２名他
天気予報に反し寒い曇り空。九重ノ滝は楽し
く登れた。源頭から夏道まで少し迷ったが、
細尾根や岩稜と楽しかった。

2016/9/11 表大雪 北鎮岳 夏道 ☆ １名 天気悪く黒岳まで。

2016/9/11 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ３名
サークルなのにほぼ教程の様な内容となりま
したが、手応えを感じたメンバーもいて、い
い岩登りとなりました。

2016/9/11
支笏湖・洞
爺湖周辺の

山

風不死岳
北尾根ピストン

夏道 ☆ ２名
登山口へ向かう途中、パラパラときたが次第
に青空になった。山頂からの支笏湖は鮮やか
なブルー。快適な山行だった。

2016/9/11 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ４名

2016/9/11 札幌近郊 小樽赤岩 クライミング ２名 山行中止

2016/9/11 札幌近郊

神威岳
コビキ沢～神威岳～
烏帽子岳とのコルか
ら下降

沢登り ☆ ２名 山行中止

2016/9/17 ニセコ周辺 中の川 沢登り ☆ ４名

増水により癒し系でもなんでもなかった。
大滝まで行けず、日没と闘うように根曲がり
の藪を1.5H漕ぐ！
帰りのジンギスカンは旨かった！

2016/9/18 道南 写万部山 夏道 ２名

2016/9/18
芦別・夕張
山脈

芦別岳
旧道～新道

夏道 ☆！ １名

2016/9/18 表大雪
赤岳
銀仙台～

夏道 ☆ ２名他
紅葉は４～５割方というところ。それでもナ
ナカマドの実やウラシマツツジが真っ赤で見
ごろなっていた。

2016/9/19 道南 横津岳　袴腰岳 夏道 ☆！ ２名 林道通行止めで登れず

2016/9/19 札幌近郊 神威岳～烏帽子岳 夏道 ☆！ ３名他

キノコ狙いで登ったが、お目当てのキノコは
わずかばかりで期待外れ。途中で雨がぱらつ
き、キノコ目当ての3人は烏帽子に登らずコ
ルでまったり過ごす。

2016/9/18～
19

表大雪
愛山溪～沼の平～
当麻岳～安足間岳
～比布岳～永山岳

夏道 ☆！ ２名
沼の平～当麻岳～安足間岳は初めてのライン
でよい山行になった。
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2016/9/20
支笏湖・洞
爺湖周辺

樽前山～風不死岳
周遊コース

夏道 ☆！ ６名
穏やかな山日和。スリリングな鎖場など楽し
かった山行でした。

2016/9/22 ニセコ周辺
羊蹄山
真狩コース

夏道 ☆！ ５名
終始雲の中だったが新会員の二人は、山頂稜
線の岩場や強風帯の通過、長い下山路など行
動時間１０時間を頑張りました！

2016/9/22 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 山行中止

2016/9/22
支笏湖・洞
爺湖周辺

オロフレ山 夏道 ☆ １名 山行中止

2016/9/22～
23

知床・阿寒
知床硫黄山～羅臼
岳

夏道 ☆☆ １名

雨、風、ガス、オマケに寒気と秋を楽しめな
い修行縦走でした。今年は鮭が好調なようで
熊さん達も川にいるのか全く気配が感じられ
ないワイルドな知床でした。

2016/9/24 道南
幌別岳
三之助第一川

沢登り ☆！ ２名

登れる滝がいくつも出てくる楽しい沢。沢のス
テップアップに適当だろう。チョックストーン
の滝と二段大滝をどう処理するか、技量と経験
が問われる。源頭からピークまでの根曲がり竹
の藪漕ぎに苦労する人もいるだろう。藪の中に
潜んでいる赤アリには注意！

2016/9/24 道北
礼文島トレイル
ウォーキング

夏道 ☆ １名
たんたんと林道歩き。時期を選べば、お花畑
と残雪の利尻富士の眺望を楽しめそう。

2016/9/25 ニセコ周辺 白樺山 夏道 ☆ ２名他
山頂風強し。下山後、品質不良、品不足で
あったが、落葉キノコ狩りをした。

2016/9/25 ニセコ周辺

アンヌプリ
銀沼を往復+五色温
泉～

夏道 ☆ ２名 天気は今一つ。鏡沼はきれい。

2016/9/25 道南
黒松内岳
重滝左股沢～夏道

沢登り ☆！ ４名
秋なのに夏のような暑さ。沢の水も空気も温
く濡れた体は冷えることありませんでした。
滝、滑の連続でとても楽しめました。

2016/9/26 札幌近郊
迷沢山
上平沢林道コース

夏道 ☆ ４名他
秋晴れの中、気持ちよく歩いてきました。キ
ノコはハタケシメジとヤナギタケを採ること
ができ、みんな笑顔で帰宅しました。

2016/9/27 道南 稀布岳 夏道 ☆ ２名他

ぽかぽか陽気の平日の稀府岳は、穏やかでし
て太平洋沿岸、洞爺湖、室蘭を見渡すことが
できました。四季を通して登られる山と思い
ます。

2016/9/30 表大雪 黒岳～赤岳縦走 夏道 ☆ １名他
晴天ながら吹く風が冷たく、ニット帽をか
ぶって歩きました。赤岳の最終の紅葉に大満
足でした。

2016/9/30 ニセコ周辺
ニセコアンヌプリ
銀沼コース

夏道 ☆ ２名他
キノコ狩りを優先したため、山頂を断念し鏡
沼まで行って終了。
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