
No 期間 山名 目的 山行形態 メンバー 備考

1 2009.03.15 阿蘇一の峰 フリークライミング 会山行
松井（L）・山野・増本・大倉・天本・仲次・牟
田・藤坂・池田・福島

2 03.20 太郎丸・次郎丸岳 ハイク 個人山行 山野（L）・水本・大塚

3 03.26 御竈山 ハイク 個人山行 稲見

4 04.05 日向神 フリークライミング 個人山行 松井（L）・池田

5 04.05 古処山 ハイク 個人山行 山野（L）・伊藤・大塚

6 04.11 阿蘇（中岳・高岳） ハイク 個人山行 天本

7 04.12 陶ヶ岳 フリークライミング 個人山行 増本

8 04.12 日向神（八女津姫岩） 救助訓練 会山行
松井（L）・山野・中野・穴見・大倉・天本・仲
次・牟田・藤坂・稲見・池田・伊藤・木村・黒
瀬

9 04.12 日向神（愛のエリア） フリークライミング 個人山行 松井（L）・穴見・中野・稲見・木村・　藤坂

10 04.12 日向神（弁財天岩） マルチピッチ 個人山行 大倉（L）・天本・牟田・池田

11 04.19 南阿蘇 トレイルラン 個人山行 天本(L)・大倉・稲見

12 04.19 御船山 マルチピッチ 個人山行 松井（L）・牟田・池田・穴見

13 04.26 大崩山 ハイク 個人山行 天本 天本ｼﾞｭﾆｱ

14 04.26 二の岳三の岳 ボッカ 個人山行 山野（L）・大塚

15 05.01 時雨・白鳥山 ハイク 個人山行 松井

16 05.01 飯綱山（長野県） ハイク 個人山行 池田

17 05.02 三郡山 縦走 個人山行 増本

18 05.02 白馬八方池（北アルプス） ハイク 個人山行 池田

19 05.02 日向神 フリークライミング 個人山行 松井（L）・矢野・藤坂・牟田・池田 山田・北島

20 05.02～03 大山（鳥取県） ハイク 個人山行 山野（L）・伊藤・岩井・大塚

21 05.04 北谷～祖母 ハイク 個人山行 福島 他同行者

22 05.05 時雨岳・白鳥山
 ハイク 個人山行 山野（L）・松本・天本・岩井

23 05.09 日向神（道端エリア） フリークライミング 個人山行 松井（L）・藤坂・岩井

24 05.09 鷲ヶ峰 マルチピッチ 個人山行 大倉（L）・池田

25 05.10 新燃岳～高千穂河原 ハイク 個人山行 福島 他2名

26 05.10 福智山、皿倉山 ハイク 個人山行 穴見

27 05.16 国見岳 ハイク 会山行 山野（L)・松井・福島・川口

28 05.16 国見岳 ハイク 個人山行 松本

29 05.23-24 祖母傾山 縦走 個人山行 大倉(L)・天本・池田

30 05.23-24 傾山 ハイク 個人山行 福島 他2名

31 05.24 竜尾根 バリエーション 個人山行 穴見（L)・増本

32 05.24 霧島連山 縦走 個人山行 山野（L）・伊藤・岩井・大塚・東

33 05.30 行縢山 ハイク 会山行 伊藤(L)・大塚・稲見・木村 松尾

34 05.30 比叡山 マルチピッチ 会山行 松井(L)・山野・天本・岩井・牟田・仲次・池
田

35 05.31 日之影 ボルダー 会山行 矢野・牟田・仲次・池田・天本・藤坂 松尾・矢野Jr

36 05.31 金山 沢登り 個人山行 増本 藤原

37 06.06 由布岳 ハイク 個人山行 福島 他2名

38 06.07 根子岳 バリエーション 個人山行 増本 尾登

39 06.07 根子岳 ハイク 個人山行 山野（L）・岩井・大塚・東・天本・池田・木村

40 06.07 久住平治岳 ハイク 個人山行 松本

41 06.14 英彦山 ハイク 個人山行 松本

42 06.13-14 下津留左俣 沢登り 個人山行 松井(L)・増本・山野・中野・福島・穴見・川
上

43 06.13-14 大箆柄 沢登り 個人山行 伊藤 白川他3名

44 06.17 小岱山 トレイルラン 個人山行 稲見

45 06.18 山出川 沢登り 個人山行 大倉（L)・松尾

46 06.20 野岳 クライミング 個人山行 増本 山道・松田

47 06.25 下津留中俣 沢登り 個人山行 大倉

あそ望山岳会山行記録(2009年3月～月）



48 07.04 二の岳・三の岳 トレイルラン 個人山行 天本・稲見

49 07.05 城ｌ山 ハイク 個人山行 松本

50 07.05 センゲン谷 沢登り 個人山行 伊藤・岩井・松尾 白川

51 07.05 平尾台 ハイク 個人山行 山野（L）・大塚・東

52 07.08 樅木本谷～国見岳 沢登り 個人山行 大倉

53 07.12 宝満山 ハイク 個人山行 増本

54 07.12 サマン谷 沢登り 個人山行 松尾 白川他2名

55 07.18 日向神 クライミング 個人山行 藤坂 生駒

56 07.19 神野渓谷 沢登り 個人山行
松井・山野・伊藤・大倉・天本・大塚・岩井・
松尾

白川

57 07.20 岩屋川 沢登り 個人山行 岩井・大倉・松尾 白川他3名

58 07.19-20 宝満山 ハイク 個人山行 増本

59 07.30 金峰山 ボッカ 個人山行 山野

60 08.01 石氷川 沢登り 個人山行 福島

61 08.02 西ノ内谷左俣 沢登り 個人山行 松井（L)・増本・穴見・牟田・川上

62 08.02 サマン谷 沢登り 個人山行 伊藤・岩井 白川・上野

63 08.02 傾山 縦走 個人山行 藤坂（L)・稲見

64 08.03 霧島 縦走 個人山行 福島

65 08.05 仏頂山 沢登り 個人山行 増本

66 08.08 伊予富士 トレイルラン 個人山行 稲見

67 08.10 日向神 クライミング 個人山行 増本

68 08.10-12 北アルプス 縦走 個人山行 山野（L)・藤坂・天本・岩井

69 08.13 石槌山 トレイルラン 個人山行 稲見

70 08.15 猿ヶ城渓谷 沢登り 個人山行 岩井 白川

71 08.16 ナメエゴ沢 沢登り 個人山行 岩井 白川

72 08.18-20 南アルプス 縦走 個人山行 大倉

73 08.22 尾平スラブ クライミング 個人山行 松井・藤坂・稲見 鷲津

74 08.23 祖母山バットレス クライミング 個人山行 松井・中野

75 08.23 サマン谷 沢登り 個人山行 伊藤・山野・岩井 白川

76 08.23 緑川本流 沢登り 個人山行 穴見・増本 松田

77 08.29 日向神 クライミング 個人山行 松井・稲見・池田・矢野 鷲津・山下

78 08.29 祝子川 ボルダー 個人山行 伊藤・仲次・東（見学） 山道

79 08.29 鹿納谷 沢登り 個人山行 増本 九州さんらく会

80 08.30 祝子川支谷・南小水流谷 沢登り 個人山行 増本 九州さんらく会

81 08.30 藤河内渓谷（立松谷右俣） 沢登り 個人山行 山野・伊藤・大塚

82 08.30 夏木山 ハイク 個人山行 藤坂・仲次

83 09.01 小岱山 トレイルラン 個人山行 稲見

84 09.05 野岳 クライミング 個人山行 増本 山道

85 09.05～06 福根谷 沢登り 会山行 大倉（L)・松井・穴見・伊藤

86 09.06 日向神 クライミング 個人山行 天本・藤坂・牟田・山野・稲見・矢野
加賀屋・生駒・
北島

87 09.07 小岱山 トレイルラン 個人山行 稲見

88 09.09 国見山 ハイク 個人山行 松井

89 09.11 京丈山 ハイク 個人山行 山野

90 09.12 岩野山 救助訓練 個人山行 増本・天本・山野・大塚・岩井・松井（見学）

91 09.12 俵山 ハイク 個人山行 仲次・東

92 09.13 鹿納谷 沢登り 個人山行 伊藤 白川

93 09.13 由布岳 ハイク 個人山行 藤坂・川口

94 09.13 二の岳・三の岳 トレイルラン 個人山行 稲見

95 09.15 金峰山 トレイルラン 個人山行 稲見

96 09.19 古処山 ハイク 個人山行 松井(L)・岩井

97 09.19 陶ヶ岳 クライミング 個人山行 穴見・増本

98 09.19～22 甲斐駒ケ岳・仙丈ケ岳 登山 個人山行 天本

99 09.20 センスジ谷 沢登り 個人山行 大倉 他1名

100 09.20 日向神 クライミング 個人山行 松井(L)・岩井・藤坂 加賀谷

101 09.20 御船山 マルチピッチ 個人山行 増本 尾登



102 09.21～22 野岳 クライミング 個人山行 増本 山道

103 09.23 クマガ谷 沢登り 個人山行 大倉 他1名

104 09.26 中道谷 沢登り 個人山行 山野(L)・伊藤・牟田

105 09.27 比叡山 マルチピッチ 個人山行 松井(L)・岩井・山野・藤坂・穴見・増本

106 09.27 日向神 クライミング 個人山行 矢野 山道・山口

107 10.04 日向神（道端・ｻﾝｾｯﾄｴﾘｱ） クライミング 個人山行
山野（L)・牟田・藤坂・大塚・福島・天本・穴
見・矢野

加賀谷・鷲津

108 10.10 比叡山（三峰左カンテ） マルチピッチ 個人山行 大倉(L)・池田

109 10.10～12 宮之浦岳 ハイク 個人山行 福島 他2名

110 10.11 脊梁 トレイルラン 個人山行 稲見

111 10.12 鷲ヶ峰 バリエーション 個人山行 増本（L)・山野

112 10.12 中岳・高岳 ハイク 個人山行 大塚

113 10.12 比叡山 マルチピッチ 個人山行 松井（L)・大倉

114 10.17 二の岳・三の岳 トレイルラン 個人山行 天本

115 10.18 日向神 クライミング 個人山行 矢野・牟田・穴見 山道

116 10.18 日向神 クライミング 個人山行 山野・大塚・岩井・藤坂

117 10.18 冠山 ハイク 個人山行 松井

118 10.24 坊ヶつる ハイク 会山行 大塚・福島・天本・山野

119 10.25 三俣山 ハイク 会山行 大塚・福島・天本・山野・松井・岩井・伊藤

120 10.26 根子岳 ハイク 個人山行 大倉

121 10.30 新燃岳 ハイク 個人山行 福島

122 10.31 鷲ヶ峰 マルチピッチ 個人山行 松井（L)・天本・岩井

123 10.31 地蔵峠～俵山往復トレラン　トレイルラン 個人山行 山野

124 11.03 日向神 クライミング 個人山行 山野・藤坂・矢野・加賀谷・牟田・穴見

125 11.03 目丸山 ハイク 個人山行 稲見

126 11.03 根子岳 縦走 個人山行 岩井・伊藤

127 11.07 日向神（ハナタテ岩） マルチピッチ 個人山行 松井（L)・岩井

128 11.07 野岳 クライミング 個人山行 牟田 山道

129 11.07～08 大崩山 縦走 個人山行 大倉

130 11.08 日向神 クライミング 個人山行 藤坂・山野・加賀谷・松尾

131 11.15 奥日向神 救助訓練 会山行
松井・山野・福島・大倉・加賀谷・穴見・藤
坂・松尾

132 11.21 杵島岳、オカマド山、夜峰山 ハイク 個人山行 山野

133 11.22 久住 ハイク 個人山行 松井 佐藤

134 11.23 日向神 クライミング 個人山行 松井・藤坂

135 11.28 古処山・塀山 縦走ハイク 個人山行 天本・福島・仲次・穴見

136 11.28～29 甘木 忘年会・読図講習会 会山行
松井・山野・福島・増本・中野・穴見・大倉・
天本・仲次・岩井・牟田・稲見・上野

137 12.04 小岱山 トレイルラン 個人山行 稲見

138 12.05 開門岳 ハイク 個人山行 増本・山野

139 12.06 金峯山 クライミング 個人山行 増本・山野

140 12.06 八方ヶ岳 ハイク 個人山行 大塚・岩井

141 12.06 日向神 クライミング 個人山行 牟田・加賀谷・藤坂 北島・井上・杉

142 12.13 熊本県立体育館人工壁 ビレイ講習会 個人山行
仲次・山野・岩井・大塚・藤坂・大倉・加賀
谷・上野

143 12.23 赤谷 アイスクライミング 個人山行 大倉

144 12.23 野岳 クライミング 個人山行
牟田・福島・岩井・加賀谷・藤坂・天本・上
野・山野

松永

145 12.26 日向神 クライミング 個人山行 藤坂 杉尾

146 12.27 日向神 クライミング 個人山行 松井・牟田・藤坂・山野・松尾

147 12.28～31 槍ヶ岳 雪山登山 個人山行 増本 尾登・中川

148 12.29 日向神 クライミング 個人山行 山野・藤坂



149 1.10 寂地山 雪山ハイク 個人山行 山野 他2名

150 1.10 赤谷 バリエーション 個人山行 穴見（L)・増本

151 1.16 久住山 ハイク 個人山行 山野

152 1.17 向坂山 ハイク 個人山行 穴見・大倉

153 1.17 久住山・稲星山 ハイク 個人山行 天本・松井・松永

154 1.23～24 祖母山系 縦走 会山行 大倉・穴見・福島・岩井・上野

155 1.24 日向神（道端エリア） クライミング 個人山行 藤坂・松尾・鷲津

156 2.13 日向神 クライミング 個人山行 加賀谷（L)・藤坂（SL)・鷲津

157 2.14 清水峠ー地蔵峠ー一の峰 トレイルランニング 会山行 天本（L)・山野・稲見・川口

158 2.14 立野ー俵山ルート ハイク 会山行 松井

159 2.14 地蔵峠ー冠が岳ルート ハイク 会山行 福島（L)・大塚・岩井

160 2.14 一の峯 ボルダー 会山行 藤坂・加賀谷

161 2.28 黒岳～諸塚山 ハイク 個人山行 山野

162 3.13～14 比叡山 マルチピッチ 会山行 松井・穴見・岩井・牟田・藤坂 米澤

163 3.22 小岱山 トレイルランニング 個人山行 稲見・天本 他4名

164 3.22 日向神 クライミング 個人山行 山野・岩井・牟田・藤坂


