
2016.4.1現在

山　　　　行　　　　名 山行区分 山　　行　　結　　果

　　6（月） 　足柄万葉公園  公園シリーズ 　終了、6名

　15（水） 　大野山  里山・低山 　雨天中止

　16（木） 　源氏山公園～浄光明寺～寿福寺  鎌倉定例 　終了、8名

　25（土） 　明星岳～塔ノ峰  里山・低山 　終了、14名

　12（火） 　相模原公園～相模原麻溝公園  公園シリーズ 　終了、3名

　16（土） 　芦ノ湖西岸  里山・低山 　雨天中止

　30（土） 　六国見山～天園（六国峠）～大丸山  鎌倉定例 　終了、16名

　30（土） 　不老山  里山・低山 　終了、22名

 　5（金）-8（月） 　磐梯山・安達太良山 　ゆっくり 　終了、21名

　 6（土） 　高松山～最明寺史跡公園  里山・低山 　終了、20名

　13（土） 　湯坂路・鷹巣山  里山・低山 　終了、6名

　13（土） 　観音崎公園  公園シリーズ 　終了、7名

  18(木） 　源氏山～大仏切通し～長谷寺  鎌倉定例 　終了、11名

　　4（土） 　さきたま古墳（バス）  公園シリーズ 　終了、15名

　　8（水） 　大船～散在ヶ池～覚園寺  鎌倉定例 　終了、23名

　13（月）～14（火） 　霧ヶ峰（バス）  里山・低山 　終了、22名

　22（水） 　大山  里山・低山 　終了、18名

　24（金） 　大山  里山・低山 　終了、14名

　21（火）－23（木） 　唐松岳（バス）  ゆっくり 　終了、6名

　21（火）－23（木） 　白馬八方池（バス）  ゆっくり 　終了、16名

　24（金）－26（日）   白馬岳 (バス)  ゆっくり 　終了、24名

　23（木）－25（土） 　燧ヶ岳  夏山定例 　終了、7名

　24（金）－26（日） 　木曽駒ヶ岳～空木岳（バス）  夏山定例 　終了、14名

　29（水）－31（金） 　白馬岳～清水岳  夏山定例 　終了、7名

　25(火） 　能見堂跡～六国峠～鎌倉宮  鎌倉定例   終了、20名

　12（水） 　水元公園  公園シリーズ 　終了、18名

　13（木） 　富士・御庭・奥庭（バス）  里山・低山 　終了、31名

　 3（月）－5（水） 　白　山（バス）  ゆっくり  中止（林道通行止）

　 7（金）－9（日） 　北　　　岳  ゆっくり 　終了、29名

　18（火）－20（木） 　立　山（バス）  ゆっくり 　終了、21名

　22(土）－23（日） 　苗場山  ゆっくり 　延期（9/15～16）

　 1（土）－2（日） 　鳳凰三山  夏山定例 　終了、7名

　 1（土）－4（水） 　白峰三山  夏山定例 　終了、8名

　 7（金）－10（月） 　燕岳～槍ヶ岳  夏山定例 　終了、13名
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　 9（日）－10（月） 　赤岳～阿弥陀岳  夏山定例 　終了、4名

　20（木夜）－25（火） 　烏帽子岳～槍ヶ岳  夏山定例 　終了、13名

　25（火）－27（木） 　甲斐駒ヶ岳～仙丈ヶ岳  夏山定例 　終了、12名

　駒ヶ岳～神山  里山・低山 　中止（立入規制）

　13（日） 　乙女峠～金時山  里山・低山 　終了、18名

　 5（土） 　鎌倉中央公園～鎌倉山～広町緑地  鎌倉定例 　終了、33名

　26（土） 　茅ヶ崎里山公園  公園シリーズ 　終了、25名

　15（火）～16（水） 　苗場山  ゆっくり 　終了、23名

2（水）－5（土） 　北穂高岳～奥穂高岳  夏山定例 　中止

11（金）-12（土） 　南八ヶ岳（赤岳～権現岳）  夏山定例 　中止

26（土）－27（日） 　甲斐駒ヶ岳～アサヨ峰  夏山定例 　中止

　子安の里～上山口  里山・低山 　中止

　 19（月） 　石割山  里山・低山 　終了、17名

　和賀江島碑～披露山公園  鎌倉定例 　中止

　　21（水） 　函南原生林  公園シリーズ 　終了、5名

17（土）-18（日） 　日光白根山  ゆっくり 　終了、19名

  　25（日） 　みろく祭（15コース) 　終了、301名

　 　1（日） 　鳶尾山  里山・低山   終了、29名

　　21（日） 　城山～高尾山～蛇滝  里山・低山 　終了、15名

　　21（日） 　浅間山～吾妻山  里山・低山 　終了、7名

　　21（日） 　六国見山～鎌倉湖  鎌倉定例 　終了、32名

　　19（木） 　昭和記念公園  公園シリーズ 　終了、9名

 　　5（土） 　陣馬山  里山・低山 　終了、32名

 　10（木） 　宮ケ瀬・南山  里山・低山 　終了、10名

 　12（土） 　瀬上市民の森～鎌倉宮  鎌倉定例 　終了、12名

　桜山（鬼石町）  公園シリーズ 　中止

　16（土） 　寄～シダンゴ山  里山・低山 　終了、20名

　10（日） 　鎌倉七福神めぐり  鎌倉定例 　終了、29名

　20（日） 　衣張山  鎌倉定例 　終了、26名

　26（火） 　座間谷戸山公園  公園シリーズ   終了、11名

　8（月） 　湘南平  里山・低山   終了、16名

 16（火） 　真鶴半島周回  里山・低山 　終了、15名

 25（木） 　曽我別所梅林  公園シリーズ 　終了、14名

 27（土） 　巡礼古道～祇園山  鎌倉定例 　終了、14名

　4（金） 　幕山～城山  里山・低山 　終了、9名

 11（金） 　熱海・玄岳  里山・低山 　中止

 24（木） 　名越切通し～朝夷奈切通し  鎌倉定例 　終了、16名

 27（日） 　三ッ池公園  公園シリーズ 　終了、14名

９月

８月

１１月

１２月

１０月

３月

１月

２月


