
日程 山 域 山 名 人数 備考 体力度/技術度 会報誌

2020年 定例山行実績・予定

2020/01/03 ⾦ 2020/01/04 中央アルプス 木曽駒ヶ岳 19名 1泊(テント) 体5/技5 2020/02 p6

2020/01/04 ⼟ 鈴鹿山脈 藤原岳(新年山行) 19名 体3/技3 2020/02 p3

2020/01/12 日 豊橋市 本宮山 体3/技3 2020/02 p7

2020/01/18 ⼟ 2020/01/19 ⽇ 阿寺山地 三界山(1600m)、民家体験 14名 1泊(民家) 体3/技3 2020/03 p6

2020/01/24 ⾦ 各務原市 八木三山(愛宕山～二子山～八木山) 8名 体3/技2 2020/03 p7

2020/01/28 ⽕ 東三河の山 明電赤坂駅～宮路山～五井山～御堂山～三河三谷駅 9名 体3/技1 2020/03 p8

2020/02/01 ⼟ 2020/02/02 ⽇ 鈴鹿山脈 大貝戸～藤原岳 (ピストン） 3名 1泊(テント) 体3/技2 2020/03 p9

2020/02/02 ⽇ 野坂山地 赤坂山 4名 体3/技3 2020/03 p10

2020/02/02 ⽇ 鈴鹿山脈 藤原岳天狗岩(ラッセル訓練) 3名 体3/技3 2020/03 p11

2020/02/04 ⽕ 鈴鹿山脈 藤原岳天狗岩(ラッセル訓練) 5名 体3/技3 2020/03 p12

2020/02/09 ⽇ 鈴鹿山脈 竜ヶ岳 5名 体2/技2 2020/03 p9

2020/02/11 ⽕ 美濃 誕生山～天王山～大矢田神社 14名 体3/技3 2020/03 p13

2020/02/22 ⼟ 2020/02/23 ⽇ 奥三河山地 宇連山(花祭り) 9名 1泊 体3/技2 2020/04 p6

2020/02/24 ⽉ 2020/02/25 ⽕ 北八ヶ岳 麦草峠～白駒池 6名 1泊 体3/技2 2020/04 p7

2020/02/27 ⽊ 2020/02/28 ⾦ 台高山脈 明神平～檜塚奥峰、国見岳 4名 1泊(テント) 体3/技3 2020/04 p8

2020/02/28 ⾦ 美濃 愛宕山(米田富士)・米田白山・鬼飛山 7名 体3/技3 2020/04 p9

2020/02/28 ⾦ 2020/02/29 ⼟ 両白山地 城山中居神社～和田牧場跡～野伏ヶ岳 (ピストン) 3名 1泊(テント) 体4/技4 2020/04 p10

2020/03/01 ⽇ 豊田市 南山(クライミング初級) 10名 ― 2020/04 p11

2020/03/07 ⼟ 豊田市 南山(クライミング初級) 8名 ― 2020/04 p11

2020/03/15 ⽇ 蓼科 ノーサイド(乗馬体験) 6名 ― 2020/07 p6

2020/03/21 ⼟ 鈴鹿山脈 藤原岳山麓「自然教室」 11名 体1/技1 2020/07 p4

2020/03/25 ⽔ 可児、犬山市 鳩吹山・継鹿尾山 11名 体3/技2 2020/07 p5

2020/08/01 ⼟ 中央アルプス 烏帽子岳(8合目) 10名 体4/技3 2020/09 p1

2020/08/22 ⼟ 北アルプス 八方尾根->唐松岳 10名 体4/技3 2020/10 p3

2020/09/05 ⼟ 中央アルプス 三ノ沢岳 15名 体4/技3 2020/11 p4

2020/09/13 ⽇ 奈良県 山の辺の道(天理->桜井) 10名 体1.５/技1 2020/10 p4

2020/09/15 ⽕ 美濃 百々ヶ峰 9名 電車 体1/技1 2020/10 p5

2020/09/26 ⼟ 鈴鹿山脈 雨乞岳 4名 体3/技3 2020/11 p5

2020/09/27 ⽇ 三重県 熊野古道(馬越峠・天狗倉山) 15名 体3/技2 2020/11 p6

2020/10/03 ⼟ 高島町 高島トレイル(三国山・赤坂岳) 9名 体3/技2 2020/11 p7

2020/10/11 ⽇ 豊田市 南山トレーニング(クライミング,男岩女岩) 11名 ― 2020/11 p8

2020/10/17 ⼟ 2020/10/18 ⽇ 鈴鹿山脈 御在所キャンプ(クライミング) 10名 キャンプ ― 2020/12 p3

2020/10/25 ⽇ 奥三河山地 上臈岩(じょうろういわ, 430m) 16名 体3/技3 2020/12 p4

2020/10/29 ⽊ 奥三河山地 三ツ瀬明神山 6名 体3/技3 2020/12 p5

2020/11/14 ⼟ 鈴鹿山脈 雲母峰 10名 体3/技3 2020/12 p6

2020/11/14 ⼟ 豊田市 南山トレーニング(クライミング) 11名 ― 2020/12 p7

2020/11/15 ⽇ 豊田市 海上の森清掃ハイク 9名 ― 2020/12 p8

1 ⼭の会「くらら」
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2020/11/17 ⽕ 東三河 宮路山・五井山 7名 体3/技1 2020/12 p9

2020/11/28 ⼟ 瀬戸市 雲興寺 -> 岩屋堂 9名 体2/技1 2021/01 p5

2020/11/28 ⼟ 豊田市 南山トレーニング(クライミング) ― 2020/11 p2

2020/12/01 ⽕ 豊田市香嵐渓 黍生山（きびゅう, 374m）, 飯盛山（254m) 体2/技2 2020/11 p2

2020/12/03 ⽊ 豊田市 猿投山(地獄巡り) 5名 体3/技2 2021/01 p6

2020/12/05 ⼟ 鈴鹿山脈 ハライド・ブナ清水 12名 体3/技3 2021/01 p7

2020/12/06 ⽇ 春日井市 定光寺ゲレンデ 4名 体4/技4 2021/01 p8

2020/12/12 ⼟ 2020/12/13 ⽇ 渥美半島 渥美トレイル 7名 1泊(磯路) 体3/技1 2021/01 p9

2020/12/26 ⼟ 中央アルプス 入笠山 1泊(テント) 体3/技3 2020/11 p3

2020/12/27 ⽇ 東三河 本宮山 体3/技2 2020/11 p2

合計 47回 377名

2 ⼭の会「くらら」


