
日付 山域 山名＆コース 形態 メンバー コメント

2017/7/1 道央 焼山・豊見山 夏道 ２名他

沢沿いを歩いてスタートの焼山は、山菜・花
が多く、楽しいルートでした。どちらの山も
道・道標がはっきりしていて迷わない山で
す。

2017/7/1 道央 伊達紋別岳 夏道 １名他

のんびり歩きで写真撮りながら登ったがお花
もそこそこ綺麗で、初羊蹄山のＡさんが
喜んでいたのが僕は嬉しかったです。帰り小
屋に寄って小屋番さんと色々話したが数
十年前に来た時の小屋とはずいぶん違い綺麗
になったものですねぜ、泊まってご来光
もいいですね！

2017/7/1 道央
羊蹄山
倶知安コース

夏道 ２名

2017/7/1 道央 漁川本流 沢登り ２名
噂通りの荒れ具合で、沢としてはもう終わっ
た感がありました

2017/7/１-2 道央 小樽赤岩 クライミング ３名

2017/7/2 道央
迷沢山
上平沢林道コース

夏道 ２名 山行中止

2017/7/4 十勝連峰 富良野岳 夏道 ４名 雨の為、延期としました

2017/7/6 道央 小樽赤岩 クライミング ２名
「おはよう5.9」は意外としびれる！
「ベルボトム5.11b」今シーズン中にＲＰし
たい！

2017/7/7 十勝連峰
富良野岳～上ホロ
カメットク山
凌雲閣から周遊

夏道 １名
快晴の下、暑い一日でしたが、十勝連峰の壮
快な山容が綺麗に見え、可憐な花々も楽し
く、充実した縦走となりました。

2017/7/7-8 道北

礼文島周遊コース
九種湖キャンプ場
～香深井

夏道 １名
名前がわからい花をめでながら、行程がはか
どりました。

2017/7/8 道央
塩谷丸山
塩谷駅コース

夏道 ２名

20年振りの塩丸は登山口に高速道路がはしり
様変わりしていた、山頂からの景色は素晴ら
しく、沢山の登山者で賑わっていました、沈
さんピオレ初参加。

2017/7/8 道央
小樽赤岩
東赤岩他

クライミング ３名
テーブルリッジと不動岩稜の５級ルートへ行
きました。今度は日出から日没まで行きま
しょう！

2017/7/9 道南
黒松内岳
重滝沢右股～ブナ
滝沢左股

沢登り ６名

猛暑の中の遡行。水流もほどほどで気持ちの
良い山行だった。各所やたらヌメッた沢だっ
た。源頭からは物凄く暑い中の藪漕ぎに苦
戦。下山は夏道を使用。

2017/7/14-
15

東大雪
丸山
幌加川五の沢コー
ス

沢登り ２名

猛暑と、昨年の水害による作業道の崩壊と歩
きのトロさで、天然記念物の丸山噴泉塔まで
でした。でも、久しぶりのテン泊はなんか良
かった・・・。

2017/7/15 表大雪
白雲岳
銀仙台コース

夏道 ２名他
常に快晴で陽を背中に浴びながらの行動。雪
渓歩きは心地の良い風が吹きクールダウン。
念願のゼブラも見れて感激でした。
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2017/7/15
増毛・樺
戸

黄金沢川 沢登り ２名

川は噂通り綺麗だったが魚がいなくなってい
た事が悲しかった。魚いたら泊まりで来
ても良かったのだが。それよりもここの核心
は林道です、車が泣きます。

2017/7/15
小樽赤岩
東エリア

クライミング ２名

2017/7/15 表大雪
赤岳～小泉岳
銀仙台コース

夏道 ５名
盛りは過ぎたとはいえ花は十分楽しめた。雪
渓歩きも尻滑りも堪能。天気も良かった
し、やっぱり大雪はいいな！

2017/7/15-
16

増毛・樺
戸

札的沢 沢登り ２名「

初日の沢間違いでの登攀的滝登りと撤退、二
日目の小粒ながらビリリとした小滝登り、源
頭のガレ登りと根まがり竹の藪漕ぎ、そして
コーヒー牛乳のような沢も下降と、沢泊以外
の色々を経験できた濃密な二日間でした。

2017/7/16 十勝連峰 富良野・原始が原 夏道 ４名 山行中止

2017/7/17 道南 ソウベツ川 沢登り ４名

行程４時間の出来事・・・
 林道、雷雨、熊糞、笹薮からガオーって？
 藪漕ぎ、竿、山女、魚留の滝、釜泳ぎ、
カップラーメン、堰堤下降、二股発見
 計画の詰めが甘く反省。リーダーは難しい
と毎回思うのでした。

2017/7/17 道南
室蘭岳
南尾根

夏道 １名

2017/7/18 十勝連峰
富良野岳
十勝岳温泉～

夏道 ８名

霧雨が降る山中を花・花・花に感動しながら
行きました。メンバーのペースもほぼ同じ
く、一定の速度を保ちながらのよい山行でし
た。

2017/7/19 道央
小樽赤岩
４４フェース

クライミング ２名 山行中止

2017/7/19-
20

表大雪
赤岳～白雲岳
銀仙台コース

夏道 １名
初日は晴天も、二日目は朝から雨模様で８時
過ぎには登山口下山。花は綺麗に咲いてまし
た。

2017/7/22-
23

道央 羊蹄山 夏道 １名

前日の大雨があがり暑い2日間だったが、エ
ゾフクロウに遭遇したり、日没・ご来光
ショーを堪能したりで、素晴らしい2日間に
なった。

2017/7/23 表大雪
裾合平→中岳温泉
→旭岳

夏道 １名
チングルマは終盤を迎えていたが、裾合平で
の群落を撮ることができ、また、予定の周遊
もできて良かったです、暑かった。

2017/7/23
増毛・樺
戸

ポンショカンベツ
川
暑寒別岳

沢登り ２名

820m小滝で苦戦し、その上の滝でも高巻き
ルートを誤る。そして、断続的に現れる雪
渓の処理に疲労する。色々思う所多い山行
だった。

2017/7/23 表大雪 旭岳 夏道 １名他

母と孫を連れて3世代での親孝行山行。残念
ながら目的のひとつである雲海を見ることは
できなかったが、沢山のお花を見せることは
出来た。また秋には紅葉を見せに連れて行き
たい！

2017/7/25 道央 小樽赤岩 クライミング １名

2017/7/27 道央 手稲山 夏道 ２名他
訓練山行第2弾として、行動水の他に水２Ｌ
持ち上げた。せっかくだから山頂ラーメン。
みんな喜んでくれた。
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2017/7/29-
30

増毛・樺
戸

黄金沢川 沢登り ２名
のんびり沢の焚火＆釣りのお泊り山行してき
ました。エメラルドグリーンの釜がなかなか
綺麗でした。

2017/7/30 道央 札幌岳 沢登り ５名名

非常に天気が良く、流れが緩やかで、ナメが
綺麗な沢でしたが、途中ロープを使う小滝が
２か所ありました。その後空沼－札幌岳の縦
走路は若干の藪でしたが、無事札幌岳山頂に
行けました。楽しい山行でした。

2017/7/30 道央 漁岳 沢登り ３名名

台風の爪痕は大きかった！F1ダメ、640m二股
は来たことのない沢みたいだった！でも、
830m二股より上部は昔と変わらず楽しめまし
た。

2017/7/31 日高山脈 1839峰 夏道 ２名

初日終始雨で、水を含む重装備を背負って夏
尾根の頭まで登ったが、ガスが濃くなり明日
からの天候も期待できないため、そのまま下
山。重装備の日帰り山行となった。
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