
 

平成３０年１月１３日（土）～１４日（日）

山行リーダー

スキー班

Ｌ藤木（晴）、ＳＬ西田（芳）、酒井、相馬、山岸、若林（１３日のみ）

笹山、佐藤

スノーシュー

Ｌ藤木（た）、西田（昌）、太田、門馬
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１０：５０

１２：１０

１２：４０

１３：１５

 

風もなく、天気もまずまずで期待が高まるが、雪が少ないのが気になる。

登山口でこの日だけ参加の

車があり、我々とタッチの差でツアーらしいワゴン車が到着。彼らは別の

駐車場に移動した。

すでに入山したパーティの

トレースを使わしてもらう。

急斜面を登り、樹林帯を出た

ところで尾根をたどっていく。

例年だと大きな雪庇が形成さ

れているそうだが、まだ

くなっていない

分でピーク

然にも
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混合の

報交換の

シュプールを楽しむ。途中の樹林帯で昼食休

ェルトなしで

登山口に着いた。

日高ロッジに到着後、早い宴会体制に入る。

は皆すでに出来上がっていた。山談議

過ぎていっ
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朝４時過ぎに室蘭を出た

５人が

駐車場にはすでに数台の車があり、先行グループがかなりいる

レースが縦横についており非常に助かる。雪の量はさほど多く

温が低く（－１４度とのこ

と）雪質は申し分ない。

気は良いが雲

ピークは風がありそうだ。

昨日より大所帯のため途中

休憩を入れながらゆっくり

進む。

トムラウシをはじめとする

表大雪の山々、ニペ・ウぺ

ぺ、十勝岳連

の恵庭山岳会の５人

報交換の後、シールを外して

シュプールを楽しむ。途中の樹林帯で昼食休

ェルトなしでも大丈夫だった。１日目の人数が少ないせいか予定より早く
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寒の峰々まではっきりと見渡せた。

気味に上

きない。そそくさと写真撮影を終え、ちょっと下がったところでツェルト
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別行動ながら息の合った

２日間とも晴天で申し分ない眺望、パウダーに恵まれた山行で大満足だ

った。
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