
平成２９年度 愛知県山岳連盟 春山入山計画状況(愛知岳連HP用) 39隊　125名　17山岳団体

下山報告：各山域・幹事パーティ連絡先｛下山報告受付期間：4/29～5/7｝  　 改訂：平成29年4月24日

A-E  

Ａ  

Ｂ 愛知県山岳遭難防止協議会会長　　　安藤　武典

Ｃ 愛知県山岳連盟会長　　　　　    　安藤　武典

Ｄ 愛知県山岳連盟理事長　　　　      北村　憲彦

Ｅ 愛知県山岳連盟遭難対策委員長      有冨　保之

山域 ＮＯ 出・欠 登山形式 入山地 下山地 リーダー氏名 参加人数 緊急連絡先氏名

1 豊橋山岳会 出席 縦走 上高地～涸沢定着～前穂高岳/北尾根 上高地 上高地 岩本　英基 3 久保田　敏康 注１ 計画書は家族・緊急連絡先へ提出する。

2 豊橋山岳会 出席 縦走 上高地～涸沢定着～北穂高岳往復 上高地 上高地 鈴木　克 3 久保田　敏康 注２ 予備日と、非常食は必ず準備する。

3 名古屋山岳会　 出席 縦走 槍見温泉～笠ヶ岳/広サコ尾根～抜戸岳/東尾根～新穂高 槍見温泉 新穂高 吉村　賢 2 有冨　保之 注３ 現状メンバーの技術に沿った計画とする。

4 犬山山岳会 欠席 縦走 上高地～涸沢定着～奥穂高岳往復 上高地 上高地 伊藤　健 3 伊賀井　隆 注４ 各隊の救助体制を決めておく。

5 イノアック山岳部 出席 縦走 上高地～涸沢定着～奥穂高岳、北穂高岳往復 上高地 上高地 水野　史朗 1 前野　浩二 注５ 山行中は、自分の現在地を見失わない。

6 チーム猫屋敷 出席 縦走 七倉ダム～槍ヶ岳/北鎌尾根～硫黄岳/硫黄尾根～七倉ダム 七倉ダム 七倉ダム 山口　貴広 2 渡辺　正輝 注６ 雪崩・雪庇踏み抜き滑落には、充分注意する。

7 蒲郡山の会 出席 縦走 上高地～涸沢定着～奥穂高岳往復 上高地 上高地 福井　秀行 4 牧原　三治郎 注７ 悪天候でヘリの飛べない日が続くことが有るので

8 岡崎山岳会 出席 縦走 中房温泉～大天井岳～常念岳～上高地 中房温泉 上高地 斉藤　孝洋 2 今泉　卓己 留意して行動する。

9 岡崎山岳会 出席 縦走 新穂高～小池新道～大ノマ乗越～水晶・鷲羽岳往復 新穂高 新穂高 内田　明秀 1 中島　義正

10 出席 縦走 上高地 上高地 齋藤　健一郎 5 伊東　研二 １.認識の決断を早めに対応する ～ 事故になったら

11 出席 縦走 上高地 上高地 井出　敦夫 4 伊東　研二     セルフレスキュー（他パーティへの、救助要請）

２.所属山岳会への連絡（警察への救助要請確認）・

1 出席 縦走 栂池 栂池 山本　幸久 2 森田　金明 　　事故連絡先を決める（遭難者隊連絡先とは別とする）

2 出席 縦走 猿倉 八方 粂野　忍 2 有冨　保之 ３.現地警察へ、救助依頼

3 出席 縦走 猿倉 栂池 山本　幸久 2 森田　金明 ４.岳連への報告・救助依頼→遭難事故報告書

4 出席 縦走 栂池 栂池 正木　慎一 3 森田　金明 　 事故連絡先を決める（遭難者隊連絡先とは別とする）

5 出席 縦走 猿倉 猿倉 田口 4 今泉　卓己

6 出席 縦走 大谷原 大谷原 山本　広雄 5 三浦　敏弘

7 出席 縦走 栂池 五竜スキー場 小田　修三 3 森　朋哉

8 出席 縦走 栂池 栂池 町田　修 7 森　朋哉

1 出席 縦走 馬場島 馬場島 内富　康博 3 今泉　卓己

2 出席 縦走 馬場島 馬場島 田中　悠太 4 有冨　保之

3 出席 山スキー 馬場島 馬場島 嶌村　直樹 5 有冨　保之

4 出席 縦走 馬場島 馬場島 青木　義隆 2 青山　幸男

5 出席 縦走 馬場島 馬場島 白井　良岳 2 梅沢　守

6 出席 縦走 室堂 室堂 宮森　千治 8 中平等　新一

7 出席 縦走 室堂 室堂 石山　卓範 3 井樋　哲也

8 出席 山スキー 室堂 室堂 永田　昌美 4 山本　哲也

1 出席 縦走 歌宿 歌宿 松原　朋昭 2 森田　金明

2 出席 縦走 歌宿 歌宿 遠山　康弘 4 梅沢　守

3 欠席 縦走 鳥倉 鳥倉 桑原　博幸 1 湯川　卓也

1 出席 縦走 美濃戸口 美濃戸口 高木　宏 4 高木　篤美

2 出席 縦走 観音平 蓼科登山口 栗田　知佑 2 今泉　卓己

3 出席 縦走 美濃戸口 美濃戸口 浦川　陽子 2 久保田　敏康

　

1 出席 縦走 山上駐車場 山上駐車場 山田　晃 3 水野　史朗

2 出席 縦走 上田　歳彦 2 梅沢　守

3 出席 縦走 古寺鉱泉 古寺鉱泉 河合　芳尚 5 梅沢　守

4 アイシン精機山岳部 出席 縦走 大弛峠～甲武信ヶ岳～雁坂峠～三条の湯～丹波 大弛峠 丹波 阿知波　 2 木田　光彦

5 出席 縦走 銀山平 銀山平 中島 3 今泉　卓己
　

1.愛知岳連HP用は、個人情報を保護するため、各山域・幹事パーティ連絡先がブランク(□・・・□)となっています。
2.愛知岳連の各山岳会・理事にはブランク(□・・・□)となっていないものをお送りしています。ご確認ください。  
◎各山域・幹事パーティ連絡先の個人情報が流失しないよう、ご配慮くださるようお願いいたします。

4/28～5/1

岡崎山岳会 5/2～5/6 銀山平～柳沢出合～小倉山～越後駒ケ岳～銀山平

注意事項：

4/30～5/2 4/30：鳥海山往復、5/2：月山往復

豊川山岳会 5/4～5/4 古寺鉱泉定着～朝日連峰・大朝日岳往復

5/7 美濃戸口～阿弥陀岳/北陵～美濃戸口

その他

イノアック山岳部 5/2～5/6 大台ヶ原・山上駐車場～日出ヶ岳～東大台～山上駐車場

豊川山岳会

八ヶ岳

GSA 　5/3～5/6　 美濃戸口～硫黄岳～赤岳～阿弥陀岳～美濃戸口

岡崎山岳会 4/30～5/2 観音寺平～八ヶ岳全山縦走～蓼科山登山口

豊橋山岳会

名古屋グルッペハイジ 5/2～5/4 鳥倉登山口～三伏峠定着～烏帽子往復、塩見岳往復

　

　

南ア

豊田山岳会（C隊） 4/29～5/2 歌宿～北沢峠定着～仙丈ヶ岳往復、甲斐駒ケ岳往復

豊川山岳会 　5/4～5/6　 歌宿～北沢峠定着～仙丈ヶ岳往復

　4/28～4/30 室堂定着～立山往復

豊川山岳会 　5/4～5/7　 馬場島～剣岳/小窓尾根～早月尾根～馬場島

やまびこ山想会 　5/5～5/7　 室堂定着～別山、雄山往復

　

劔岳
立山

岡崎山岳会 　5/3～5/6　 馬場島～赤谷山～剣岳/北方稜線～早月尾根～馬場島

名古屋山岳会　 5/3～5/７ 馬場島～剣岳/赤谷尾根～早月尾根～馬場島

名古屋山岳会　 5/3～5/７ 馬場島～剣岳/池の谷～三ノ窓～八ツ峰～早月尾根～馬場島

愛知山岳会 　5/3～5/6　 馬場島～剣岳/早月尾根往復

豊田自動織機山岳部 4/29～5/1 室堂定着～雄山～別山～一ノ越～室堂

岡崎山岳会

デンソー山岳部 4/29～5/3 栂池～白馬岳～唐松岳～五竜岳～遠見尾根～五竜スキー場

デンソー山岳部 4/29～5/3 栂池定着～白馬岳往復

岡崎山岳会 　4/29～4/30 猿倉定着～白馬鑓温泉往復

MMC岡崎　山岳部 4/28～5/1 大谷原定着～鹿島槍ヶ岳往復

豊田山岳会（B隊） 4/29～5/2 栂池定着～小蓮華岳～白馬岳

上高地～涸沢定着～奥穂高岳往復、北穂高岳/東稜

トヨタ自動車山岳部 　4/29～5/4 上高地～涸沢定着～奥穂高岳往復、北穂高岳/北穂沢

　

白馬
後立

豊田山岳会（D隊） 　5/3～5/6　 栂池～蓮華温泉定着～雪倉岳往復、朝日岳往復

名古屋山岳会　

　4/29～5/3

所属団体名 登山期間 登山ルート

4/29～5/2 猿倉～白馬岳/主稜～唐松岳～八方

豊田山岳会（A隊） 4/29～5/2 猿倉～白馬岳/主稜～栂池

山域 幹事パーティ連絡先

穂高 蒲郡山の会　/　牧原　三治郎　□□□□□□□

白馬・後立 豊田山岳　/　森田　金明　□□□□□□□

注意事項

穂高

5/3～5/5

5/3～5/5

5/2～5/5

　5/3～5/6　

　4/28～5/2

劔・立山 名古屋山岳会　/　有冨　保之　□□□□□□□

南ア・八ヶ岳・その他 豊川山岳会　/　梅沢　守　□□□□□□□

遭難対策会議欠席隊 名古屋山岳会　/　有冨　保之　□□□□□□□

　4/29～5/4

　5/3～5/6　

　5/3～5/5　

　4/28～4/30

トヨタ自動車山岳部


