
色は登りたい山アンケートから http://shopwanta.com/kumasan/2017nen/yotei/2017plan.pdf

月 日 曜日 場所 ﾚﾍﾞﾙ 詳細 企画 参加者 備考

1 14 土 愛鷹山（越前岳） 初級 詳細 吉松
吉松、熊本、中島、堀、能勢、
高橋（文）、根岸

軽アイゼン
二百名山

1 28 土 入笠山：雪山ハイク 初級 詳細 熊本 参加者ナシで中止

1 28 土 陣馬山 初級 熊本 熊本、布目、岡部 上記の替りに急遽実施

2 4 土 雲竜渓谷（日光） 中級 詳細 堀
堀、中島、岡部、熊本、
布目、吉松、高橋文、小山、
池戸、能勢

氷瀑の滝見
参加申込期限
：1月30日（月）

2 11～12 土・日 富士山五合目まで雪山 中級 詳細 吉松 吉松、熊本、中島、能勢、小野寺

2 25 土 矢倉岳（足柄） 初級 詳細 熊本
熊本、石井、能勢、吉松、堀、
布目、池戸、小山

軽アイゼン

3 11～12 土・日 安達太良雪山ハイク 中級 詳細 熊本
熊本、中島、吉松、能勢、堀、
小野寺、池戸、高橋文、安部

くろがね小屋が満員で
宿泊不可で中止

3 11～1２ 土・日 天狗岳（北八つ） 中級 詳細 熊本
池戸、熊本、吉松、安部、堀、
中島、高橋文、能勢、

黒百合ヒュッテ泊
二百名山

3 25 土 カタクリの里・東高尾山稜 初級 詳細 熊本
熊本、布目、岡部、石井、
大瀧、白井

春の陽だまりハイク

4 1 土 大野山（春の鍋パーティー）初級 詳細 高橋文
高橋文、中島、熊本、石井、布目、
小山、能勢、川島、半澤夫妻、
堀、松延、高橋雄、

雨のため、2日に順延

4 2 日 大野山（春の鍋パーティー）初級 詳細 高橋文
高橋文、中島、熊本、石井、
小山、能勢、高橋雄、

鶏つくね鍋

4 15 土 高鈴山（623m）日立 初級 詳細 高橋（雄）
高橋(雄）、熊本、岡部、布目、
吉松、能勢夫妻、川島

花の百名山

4 29 土 鳴神山(980m）　桐生 初級 詳細 高橋（雄）
高橋(雄）、熊本、岡部、大瀧、堀、
高橋（文）、能勢、△吉松、△小野寺

雨予報で、30日に順延

4 30 日 鳴神山(980m）　桐生 初級 詳細 高橋（雄）高橋(雄）、熊本、岡部、堀、 花の百名山

5 4～6 木～土 残雪の八方尾根・唐松岳 中級 詳細 熊本
熊本、岡部、石井、布目、
中島、高橋雄、能勢、堀、松延

10本爪以上アイゼン
まるいし旅館（泊）
唐松岳頂上山荘（泊）

5 20 土 鷹巣山（奥多摩） 初級 詳細 堀 堀、布目、吉松、池戸、小野寺

6 9～11 金～日
大船山（九重）・
由布岳（二百名山）

初級 詳細 吉松
猿渡、吉松、岡部、石井、
布目、池戸

ﾐﾔﾏｷﾘｼﾏ（花の百名山）
法華院温泉（泊）
湯布院温泉（泊）

6 23～24 金～土 武尊山 中級 詳細 高橋（雄）
高橋(雄）、吉松、熊本、堀、
池戸、小野寺、岡部

百名山
新・花の百名山

7 8 土 東篭ノ登山､水ノ塔山 初級 詳細 堀 堀、能勢、吉松、根岸

7 21～22 金・土 仙丈岳
初～
中級

詳細 高橋（雄）
高橋（雄）、石井、能勢、吉松、
熊本、高橋(文)

7 28・30 金・日 鳳凰三山 中級 詳細 堀 堀、吉松、根岸、
一次申込　6月10日
御室小屋（泊）、
鳳凰小屋（泊）

8 上旬 雲の平 中級 吉松 吉松
3泊4日？
来年へ計画シフト

8 4～5 金・土 根子岳・四阿山 中級 詳細 堀 堀、吉松、熊本、池戸

クマさん会

2017年行動予定表
2017年12日23日現在

http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0114asitaka/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0128nyugasa/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0205unryu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0211fuji/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0225yaguradake/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0311adatara/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0311tengu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0325katakuri/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0401oonoyama/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0401oonoyama/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0415takasuzu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0429narukami/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0429narukami/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0504karamatu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0520takanosu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0609daisenzan/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0624hotakayama/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0708kagonoto/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0721senjyo/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0728houou/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0804azumaya/plan.pdf


8 18・19 金・土 焼岳・乗鞍岳 中級 詳細 熊本
熊本、岡部、石井、高橋（文）、
中島、能勢、池戸、高橋（雄）、布目

焼岳噴火懸念で西穂高
に変更↓

8 18･19 金・土 西穂高ピラミッドピーク 初級 詳細 熊本
熊本、能勢、吉松、高橋（文）、
高橋（雄）、石井、布目、中島

8 18・21 金～月 槍～大キレット～北穂 健脚 詳細 堀 堀、吉松
急峻岩場ﾍﾞﾃﾗﾝ経験者
天候不安で
9/14～に変更

9 1～3 金～日 鹿島槍ヶ岳 健脚 詳細 吉松 吉松、高橋(雄) 荒天予報で中止

9 14～17 木～日 槍～大キレット～北穂 健脚 詳細 堀 堀、吉松
急峻岩場ﾍﾞﾃﾗﾝ経験者
台風接近のため14,15で
蝶ケ岳に変更

9 14～15 木・金 蝶が岳 堀 堀、吉松

9 22～23 金～土 栗駒山 初級 詳細 高橋(雄）
高橋（雄）、岡部、布目、池戸、
能勢、安部、吉松

9 24 日 箱根　明神が岳 初級 詳細 熊本 熊本、池戸

10 7 土 那須　朝日岳 初級 詳細 熊本
熊本、布目、吉松、根岸、大瀧、
小山、能勢、岡部、中島

雨・風の為翌日に延期

10 8 日 那須　朝日岳 初級 熊本
熊本、布目、小山、能勢、
中島、池戸、川島

紅葉の那須

10 21 土 赤城山（黒檜山） 初級 詳細 熊本 熊本、布目、根岸、池戸、堀 荒天予報で中止

11 5 日 筑波山 初級 詳細 熊本
熊本、布目、池戸、小野寺、川島、
中島

11 18 土
天覧山・
多峯主山（とおのす）・
吾妻狭

初級 詳細 熊本

熊本、布目、吉松、高橋(雄)、大瀧、
小山、池戸、能勢、半澤夫妻、中
島、
安部、根岸、高橋文、川島

秋の鍋パーティー

12 2～3 土・日
熱海玄岳
　忘年会
熱海梅園

初級 詳細 高橋（雄）

熊本、半澤夫妻、岡部(由)、能勢、
吉松、石井、高橋(雄)、
中島、根岸、小山、布目、伊能、
池戸、川島、高橋(文)、堀、
田上夫妻、塩野、松延、原田

熱海、ウオミサキホテル
参加申し込み期限
一次：9月10日（日）
二次：11月12日（日）

12 23 土 忘年登山：石割山 初級 詳細 熊本
熊本、池戸、吉松、高橋(文)、根岸、
布目、岡部(由)、小野寺

　

http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0818norikura/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0818nisiho/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0818daikireto/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0901kasimayari/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0914daikireto/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0922kurikoma/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/0924myojin/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/1007nasu/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/1021akagi/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/1105tukuba/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/1118tenran/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/1202atami/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2017nen/1223ishiwari/plan.pdf

