
色は登りたい山アンケートから

月 日 曜日 場所 レベル 詳細 企画 参加者 備考

1 9 土 パノラマ台・鉄砲木の頭 初級 詳細 熊本 熊本、安部、池戸、根岸 軽アイゼン必携・富士山絶景

1 23 土 大山（丹沢） 初級 詳細 堀 堀、池戸、吉松
下山後　牡丹鍋で一杯

申込〆切：1月16日

1 30 土 入笠山 初級 詳細 熊本 熊本、池戸、吉松、菊池 雪山入門コース

2 6 土 大岳山（奥多摩） 初級 詳細 吉松
吉松、池戸、布目、高橋文、
堀、岡部、根岸、

奥多摩三山

2 19・20 金・土 黒斑山（高峰高原） 中級 詳細 中島 中島、池戸、吉松、堀 秘湯　高峰温泉泊

3 5・6 金・土 安達太良山（残雪） 中級 詳細 安部 安部、池戸、中島、堀、吉松 リベンジ　くろがね小屋泊

3 21 日 大野山 初級 詳細 熊本 熊本、高橋文、池戸 大荒れ天気で中止

3 26・27 金・土 天狗岳（北八：残雪） 中級 詳細 堀 堀、池戸、吉松、中島、熊本 参加締切　2/28

4 2・3 金・土 三筋山（伊豆稲取） 初級 詳細 堀 堀、田上、岡部、布目、池戸 参加締切　2/28

4 17 土 坪山（上野原） 初級 詳細 岡部
岡部、熊本、吉松、布目、
安部、池戸

大荒れ天気予報で
下記に延期

18日(日）・24日（土）

4 18 日 坪山（上野原） 初級 中島 中島、池戸、安部、高橋文 ヒカゲツツジ

4 24 土 坪山（上野原） 初級 熊本 布目、熊本、岡部

5 3・4 月・火 残雪　至仏山（尾瀬） 中級 詳細 熊本
熊本、吉松、中島、田上、
堀、池戸

まんえん防止等重点措置
で山行中止：2年連続中止

5 ３ 月 大菩薩嶺・峠 初級 吉松
吉松、熊本、中島、高橋文、
堀

東京：緊急事態宣言
発出で山行中止

5 14・15 金・土 両神山 中級 詳細 吉松 吉松、池戸、中島、堀
東京：緊急事態宣言

延長で山行中止

5 29 土 浅間隠山 初級 詳細 布目
布目、熊本、吉松、嶋田、
田上、高橋文、池戸、岡部

東京：緊急事態宣言
延長で山行延期→6/5

6 5 土 浅間隠山 初級 熊本
吉松、熊本、岡部、池戸、
布目

東京：緊急事態宣言
再延長で山行中止

6 12 土 荒船山 初級 詳細 根岸 根岸、池戸、堀
東京：緊急事態宣言
再延長で山行中止

6 25・26 金・土 田代山（桧枝岐） 初級 詳細 吉松
熊本、吉松、岡部
池戸、布目、田上、堀、
能勢夫妻

山頂湿原お花畑　温泉泊
申込〆切：4月30日

7 9 金 大菩薩嶺・峠 初級 詳細 吉松
吉松、田上、池戸
高橋文、

雨予報で24日に延期

7 23・24 金・土 猫魔岳～雄国沼 初級 安部 安部、熊本、田上 都合により取り止め

7 24 土 大菩薩嶺・峠 初級 詳細 吉松
吉松、田上、高橋文、
池戸、根岸

申込〆切：7月11日

8 6・7 金・土 木曽駒ケ岳 中級 詳細 吉松
吉松、池戸、堀
岡部、根岸、布目

8 20・21 金・土 岩菅山 中級 詳細 堀 堀、池戸、熊本、能勢
首都圏：緊急事態宣言

で山行中止

9 19・20 日・祝 甲斐駒ヶ岳 中級 詳細 吉松 吉松、高橋(文)、池戸
10・11から

19日・20日に日程変更

9 20 月(祝) 紅葉　栗駒山 初級 詳細 高橋雄 高橋雄、田上 10/4から前倒し

10 11・12 月 ・火 紅葉　那須岳 初級 詳細 吉松
吉松、堀、中島、池戸、熊本
高橋文、岡部由、布目

10/8・9から変更
三斗小屋温泉泊

10 28〜30 木〜土紅葉の九州ツアー　大船山・他 初級 詳細 吉松 吉松、池戸、高橋雄、中島 企画変更

11 6 土 紅葉　ウノタワ（奥武蔵） 初級 詳細 池戸
池戸、熊本、田上、高橋雄、
嶋田

11 20 土 大平山 初級 詳細 高橋雄
熊本、半澤、堀、池戸、
高橋文、高橋雄

鍋ﾊﾟｰﾃｨｰ、天候により順延

12 11 土 百蔵山 初級 詳細 池戸
池戸、熊本、布目、岡部、 きのこ鍋パーティー

申込〆切：12月3日

12 25 土 高尾山（忘年登山） 初級 詳細 吉松
吉松、高橋雄、田上、中島、
熊本、池戸、根岸

クマさん会

2021 年　行動予定表
2021年12月25日現在
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