
色は登りたい山アンケートから

月 日 曜日 場所 ﾚﾍﾞﾙ 詳細 企画 参加者 備考

1 5 土 鍋割山 初級 詳細 熊本
中島、池戸、石井、堀、高橋雄
高橋文、吉松、熊本、布目、
根岸、川島、岡部

昼食（鍋焼きうどん）

1 19 土 石割山(雪山） 初級 詳細 熊本 熊本、田上、中島、池戸、吉松 富士山・山中湖

2 2 土 入笠山 初級 詳細 熊本 熊本、池戸、吉松、根岸

2 3 日 武尊山（雪山） 中級 詳細 高橋雄 高橋雄、堀 2/1から変更

2 16 土 赤城山（雪山） 中級 詳細 中島 中島、熊本、池戸、能勢、布目

3 2 土 榛名山 初級 詳細 吉松
吉松、熊本、布目、根岸、岡部、
池戸、川島、堀、高橋文、
安部、中島

3 16 土
ユガテ・顔振山
（奥武蔵）

初級 詳細 布目
布目、吉松、熊本、岡部、小山、
田上、高橋文、池戸、能勢夫妻、
小野寺

天候不順で17日へ

3 17 日
ユガテ・顔振山
（奥武蔵）

初級 詳細 布目
布目、吉松、熊本、岡部、小山、
池戸、小野寺

梅見

3 30 土 川苔山 中級 詳細 堀 堀、布目、吉松、能勢

4 13 土 妙義山 初級 詳細 石井
石井、熊本、松延、布目、岡部、
根岸、中島、池戸、

岩場・鎖場

4 27 土 石裂山(鹿沼） 上級 詳細 布目 松延
ヤシオツツジ
鎖場・鉄梯子の連続

4 27 土 鳴虫山（日光） 初級 詳細 　熊本
熊本、池戸、堀、高橋文、安部
布目、中島

石裂山で直前滑落事
故があり、鳴虫山に
変更

5 4・5 土・日 蓼科山 中級 詳細 熊本
熊本、吉松、堀、中島、池戸、
小野寺、田上

残雪登山

5 25 土
那須朝日岳～
中の大倉尾根

中級 熊本 熊本 都合により取り下げ

5 31～6/2 金・日
九州ツアー
ミヤマキリシマ

中級 詳細 吉松
吉松、猿渡、堀、能勢、
中島、池戸、熊本、伊能、安部

6 14・15 金・土 平標山・仙の倉山 詳細 堀 堀、吉松、岡部、池戸、布目 高山植物

6 22 土 小楢山・乙女高原初級 詳細 熊本
能勢夫妻、池戸、安部、根岸、
布目、岡部、中島

レンゲツツジ
締切：6/4

7 ５・６ 金・土 巻機山 詳細 吉松 吉松、根岸、池戸

7 31〜３ 水～土
北アルプス
表銀座縦走

中級 詳細 吉松 吉松、堀、池戸

8 15・16 木・金 甲斐駒ヶ岳 中級 詳細 吉松 吉松、池戸、高橋(文)
リベンジ
台風接近で中止!!

8 30〜1 木〜土北穂高岳 中級 詳細 石井 石井、吉松
7／25　締め切り
悪天候で中止

9 13・14 金・土 高妻山 吉松 都合によりドロップ

9 21 土 巾着田･日和田山初級 詳細 堀
堀、吉松、池戸、高橋(文)、能勢
菊池（初参加）、安部

悪天予報でドロップ

9 27〜28 金・土 八幡平・三ツ石山初級 詳細 高橋(雄)
伊能、能勢夫妻、池戸、
吉松、根岸、布目、中島、
高橋(雄)、堀

申込期限：5月26日

10 5 土 磐梯山 初級 詳細 熊本
熊本、堀、田上、小野寺、
安部、池戸、

紅葉
悪天のため19日に延
期

10 19 土 磐梯山 初級 詳細 熊本
熊本、堀、池戸、高橋文、
中島、布目、岡部、菊池

紅葉
悪天のため20日に延
期

10 20 日 磐梯山 初級 詳細 熊本
熊本、池戸、高橋文、
中島、布目、岡部、安部

11 9 土
秋の鍋
（宝篋山）

初級 詳細 布目
布目、大瀧、吉松、高橋文、
池戸、菊池、堀、吉松、熊本

11/2御岳渓谷が台風
被害で変更

クマさん会

2019年　行動予定表
2019年12月21日現在

http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0105nabewari/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0119isiwari/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0202nyugasa/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0202hotaka/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0216akagi/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0302haruna/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0316yugate/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0316yugate/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0330kawanori/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0413myougi/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0427ozaku/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0427nakimusi/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0504tadesina/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0531hiiji/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0614tairapyou/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0622otome/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0705makihata/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0731otensyo/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0815kaikoma/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0830kitaho/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0921kincyaku/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/0927hatimantai/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/1005bandai/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/1019bandai/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/1019bandai/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/1109houkyou/plan.pdf


11 30・１ 土・日
養老渓谷
忘年会

初級 詳細 高橋(雄)

熊本、半澤夫妻、伊能、
池戸、安部、能勢、堀、菊池、
岡部夫妻、吉松、高橋(文)、
石井、田上、根岸、塩野、布目、
川島、小野寺、大瀧、
中島、高橋(雄)

申込期限
一次：7月28日
二次：11月10日

12 21 土 九鬼山 初級 詳細 吉松
吉松、池戸、能勢、田上、熊本、
布目、岡部、

http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/1130yourou/plan.pdf
http://www.shopwanta.com/kumasan/2019nen/1221kuki/plan.pdf

