
令和4年度 愛知県山岳連盟　冬山入山計画状況(愛知岳連の各山岳会・理事用)

下山報告：団体連絡先｛下山報告受付期間：12/24～1/8｝ 
パーティー 人数 愛知県山岳遭難防止対策協議会会長  伊藤　智彦

A.北アルプス 8 24 愛知県山岳連盟会長　　　　　    　 伊籐　智彦

B.南アルプス 6 17 愛知県山岳連盟理事長　　　　     北村　憲彦

7 26 愛知県山岳連盟遭難対策委員長    中川　邦仁

2 11
23 78

入山地 下山地

1 名古屋山岳会 縦走、登攀 12/24-31 葛温泉 湯俣→硫黄尾根→槍ヶ岳→槍平 新穂高 2 近藤　英佐夫 武田康子 1.計画書は必ず、家族・緊急連絡先へ提出する。

2 岡崎山岳会 ピストン 12/28-30 上高地 上高地⇔徳沢⇔蝶ヶ岳 上高地 2 窪田大地 織田　昭
2.入山までメンバーの体調管理には十分気をつける

3 トヨタ自動車山岳部 ピストン 12/29-31 三股 須佐渡ダム⇒三股⇒蝶ヶ岳往復 三股 3 田邉康浩 伊東研二 3.予備日と非常食は必ず準備する。

4 豊川山岳会 アイス １2/29-1/1 小梨平
①中千丈の氷瀑群
②霞沢岳西尾根(往復)

小梨平 3 白井　良岳 浅田俊夫 4.現状メンバーの技術に沿った計画とする。

5 豊橋山岳会 ピークハント 1/2-3 白骨温泉 湯沢平→十石山山頂→→湯沢平 白骨温泉 8 鈴木克巳 久保田敏康 5.各隊の救助体制を決めておく。

6 GSA 縦走 1/3-7 上高地 横尾尾根－南岳－槍ヶ岳―多喰岳西尾根 新穂高 2 内田雅人 羽田明史 6.山行中は、自分の現在地を見失わない。

7 名古屋山岳会 登攀 12/30-1/1 槍見 錫杖岳³三ルンぜ・P4チムニー 槍見 3 鈴村直紀 武田康子 7.雪崩・雪庇踏み抜き滑落には、充分注意する。

8 岩倉山岳会 縦走 1/4-1/7 新穂高 槍平-千丈乗越－槍ヶ岳－槍平 新穂高 1 寺西哲洋 栗木洋明 8.悪天候でヘリの飛べない日が続くことが有るので

　認識の決断を早めに対応する ～ 事故になったら

1 チーム猫屋敷 縦走 12/27-1/1 奈良田 池山尾根⇒北岳⇒農鳥岳 奈良田 2 石原寛之 山口貴弘    セルフレスキュー（他パーティへの、救助要請）

2 名古屋山岳会 縦走 12/29-1/1 大鹿 鳥倉口⇒三伏峠⇒塩見岳⇒三伏峠⇒鳥倉口 大鹿 2 吉村　賢 武田康子 9.所属山岳会への連絡（警察への救助要請確認）・

3 名古屋山岳会 登攀 12/31-1/3 奈良田 池山尾根～北岳バットレス～池山尾根 奈良田 2 斎藤祥子 武田康子 10.岳連への報告・救助依頼→遭難事故報告書

4 岡崎山岳会 ピストン 1/7-1/8
畑薙

第1ダム
畑薙⇔茶臼岳⇔上河内岳

畑薙
第1ダム 4 中島義政 磯村雅仁 　 事故連絡先を決める（遭難者隊連絡先とは別とする）

5 豊橋山岳会 アイス 12/28-31 柏木登山口 営林署跡→岳沢→大仙丈ヶ岳→地蔵尾根 柏木登山口 5 木村崇 久保田敏康

6 豊橋山岳会 縦走 1/2-1/6 畑薙第1ダム
聖岳登山口→東尾根→聖平冬季小屋→南岳→
茶臼岳→横窪沢小屋→畑薙第1ダム

畑薙第1ダム 2 後藤伸次 久保田敏康 　　　愛知岳連連絡先

1 豊田山岳会 定着 1/5-1/9 美濃戸口 美濃戸⇒赤岳鉱泉⇒赤岳、硫黄岳 美濃戸 9 磯部　誠 梛野公明 中川邦仁　　　携帯　090-3157-1646

2 豊川山岳会 縦走 １/7-8 美濃戸口 赤岳鉱泉⇒硫黄岳⇒赤岳鉱泉 美濃戸口 5 浅田俊夫 上田歳彦 　　　　　　　　nakagawa9210@gmail.com

3 名古屋山岳会 登攀 12/24-25 美濃戸口 八ヶ岳西面 美濃戸口 2 鈴村直紀 武田康子 有冨保之　　　携帯　090-7047-6043

4 豊橋山岳会 縦走 1/7-9 スズラン峠
蓼科山⇒北横岳・縞枯山⇒麦草天狗岳→夏沢
峠→硫黄岳→赤岳→行者小屋 美濃戸口 2 中村広志 久保田敏康 　　　　　　　　ari5.10d@gmail.com

5 豊橋山岳会 縦走 1/6-7
北横岳ロープ

ウェイ
北横岳→双子池テント場→雨池→北横岳ロープ
ウェイ

北横岳ロープ
ウェイ 3 渡邊早織 久保田敏康

南アルプス

北アルプス

八ヶ岳

リーダー氏名
緊急連絡先

氏名
注意事項

E.その他

人数

C.八ヶ岳

登山コース
山域 No 団体名 形態 登山期間

山域
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6 豊橋山岳会 縦走 12/25 渋の湯P
渋の湯P→黒百合ヒュッテ→東天狗岳→西天狗
岳→東天狗岳→黒百合ヒュッテ→渋の湯P 渋の湯P 3 平野史子 久保田敏康

7 名古屋山岳会 アイス 1/6-1/8 美し森 八ヶ岳東面　地獄谷出合定着 美し森 2 坂本欽吾 武田康子

1 デンソー電友会山岳部 ピストン 12/29-31 コガラ登山口 福島Bコース-麦草岳-木曽駒ヶ岳 コガラ登山口 4 鈴木芳則 森　朋哉

2 豊川山岳会 縦走 12/28-29 菅の台 檜尾尾根⇒檜尾岳⇒千畳敷 菅の台 7 河合芳尚 浅田俊夫

パーティ連絡先の個人情報が流失しないよう、ご配慮お願いいたします。

その他

八ヶ岳






