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No． 区間 期間 リーダー 　　　　メンバー 記録 備考
Ｂｌｏｃｋ合

計
スタート ゴール 距離/Km 　　 （期） （期） 計画 報告 　　

東海ブロック

東海1 日本橋 大磯駅　 170 2013/4/1-6 江守(5)
鹿島(8)、住山(12)、池辺(9)、安藤(7)、篠崎(6)、松本(美）友人、里見
(37)、森(9)、吉留(現役)、稲葉(12)、岩村(16)、吉留（現役）

計画書 報告書 三浦半島

東海2 大磯駅 下田駅 151
①2013/6/16-18

鹿島(8) 江守(5)、住山(12)、栗田(14) 計画書 報告書 伊豆半島東
②2013/6/23-26

東海3 下田駅 沼津駅 149
①2013/10/10-12

江守(5) 鹿島(8)、森(9)、住山(12) 計画書
報告書1 伊豆半島西(下田‐53.6Km雲

見‐95.6Km沼津）②2013/11/11-14 報告書2

東海4 沼津駅 清水駅 45 2013/10/4-5 友野（20） 計画書 報告書 駿河湾、富士川

東海5 清水駅 焼津駅 45 2014/1/23-24 江守(5) 鹿島(8) 計画書 報告書 三保、久能山

東海6 焼津駅 舞阪駅 112 2013/10/31-11/3　 友野（20） 計画書 報告書 大井川、御前崎、浜岡、天竜

東海7 舞阪駅 新居町駅 55 2013/11/24-26 友松(8) 江守(5)、鈴木（友松友人） 計画書 　報告書 浜名湖一周
東海8 新居町駅 老津駅 117 2014/3/21-25 住山（12） 中島（11）、甲田（12）、甲田みつえ、横山（13）、江守（5） 　計画書 　報告書 渥美半島

東海9 老津駅 碧南駅 77 2014/4/28-30 友野（20） 　計画書 　報告書 三河湾

東海10 碧南駅 太田川駅 90 2014/11/1-5 住山（12） 甲田（12）、甲田みつえ、横山（13） 　計画書 　報告書 知多半島
東海１１ 太田川駅 四日市駅 52 2016/3/24-26 江守(5) 鹿島（8）、森（9） 　計画書 　報告書 名古屋 1063

近畿ブロック

近畿1 四日市駅 二見浦 102 2015/11/17-21 横山(13) 住山（12）、甲田（12）、山崎（17）、芳森（OPU15) 計画書 報告書 津

近畿2 二見浦
立神（バス停志摩市
阿児町）

106 2016/11/14-19 横山(13) 住山（12）、横山夫人(13）、甲田（12）、山崎（17）、芳森（OPU15) 計画書 報告書 志摩半島英虞湾

近畿3
立神（バス停志摩市
阿児町）

田曽(南伊勢町） 42 2017/4/19-21 横山(13) 住山（12）、横山夫人(13）、甲田（12）、甲田夫人、 計画書 報告書 志摩半島英虞湾

近畿4 田曽(南伊勢町） 神前（南伊勢町） 69 2017/10/24-28 横山(13) 住山（12）、横山夫人(13）、甲田（12）、甲田夫人、芳森（OPU15) 計画書 報告書 志摩半島英虞湾
近畿5 神前（南伊勢町） 尾鷲駅 59 2018/12/3-6 横山(13) 住山（12）、山崎（17） 計画書 報告書 志摩半島英虞湾
近畿6 尾鷲駅 熊野市駅 51 2019/3/26-29 横山(13) 住山（12） 計画書 報告書 紀伊半島
近畿7 熊野市駅 串本駅 100 2013/11/26-30　 横山(13) 住山(12)、甲田(12)、甲田夫人 計画書 報告書 紀伊半島南東
近畿8 串本駅 白良浜海水浴場 103 2015/3/10-16 横山(13) 住山(12)、甲田(12)、甲田夫人 計画書 報告書 紀伊半島南西
近畿9 白良浜海水浴場 尾崎駅 192 2019/3/15-20 友野（20） 林（20） 計画書 報告書 大阪
近畿10 尾崎駅 尼崎駅 55 2019/4/6＆20＆28 林（20） 計画書 報告書 大阪

近畿11 尼崎駅 明石駅 50
2019/05/4＆12＆
22

林（20） 計画書 報告書 大阪 929

山陽ブロック

山陽1（東進） 赤穂駅 明石駅 88 2017/11/12-16 友松(8) 計画書 　報告書 兵庫

山陽2（東進） 宝伝港（西大寺市） 播州赤穂駅 71 2017/6/5-8 友松(8) 計画書 　報告書 岡山

山陽3-1（東進） 水島大橋西詰 ＪＲ宇野駅 50 2016/11/15-18 友松(8) （友松友人）河中郁典、信子、北 仁美 計画書 　報告書 岡山

山陽3-2（東進） ＪＲ宇野駅 宝伝港（西大寺市） 50 2016/12/12-13 友松(8) （友松友人）河中郁典、信子、北 仁美 計画書 　報告書 岡山
山陽4（東進） 三原駅 水島大橋西詰 103 2016/6/5-8 友松(8) 友松和子夫人 計画書 　報告書 広島・岡山
山陽5-1（東進） 安芸津駅 三原駅 37 2015/11/7-8 友松(8) 友松和子夫人、江守（5） 計画書 　報告書 広島
山陽5-1（東進） 呉駅 小仁方バス停 13 2015/11/10-11 友松(8) 友松和子夫人、江守（5） 計画書 　報告書 広島
山陽5-2（東進） 小仁方バス停 安芸津駅 27 2015/11/17-18 友松(8) 北（友松友人） 計画書 　報告書 広島
山陽6（東進） 甘日市駅 呉駅 82 2015/6/6-10 友松(8) 友松和子夫人、芳森（OPU15)、松尾（OPU) 計画書 　報告書 広島
山陽7（東進） 光駅 甘日市駅 108 2014/11/9-12 友松(8) 友松和子夫人 　計画書 　報告書 柳井、岩国
山陽8（東進） 周防佐山駅 光駅 82 2014/5/11-14 友松(8) 横山（13） 　計画書 　報告書 防府、徳山
山陽9（東進） 下関駅 周防佐山駅 70 2014/2/23-25 友松(8) 山根（友松友人） 　計画書 　報告書 関門海峡、小野田、宇部 781

四国ブロック

四国１ 尾道大橋 箱漁港 186 2019/11/4-9 友野（20） 　報告書 広島―香川

四国2 箱漁港 阿波しらくら大橋 194 2021/03/9-15 友野（20） 報告書 香川－徳島

四国3 阿波しらくら大橋 徳島高知県境 150 2021/11/11-16 友野（20） 報告書 徳島－高知
四国4 徳島高知県境 桂浜 121 2014/3/14-19 安藤（７） 　計画書 　報告書 高知　室戸岬

四国5 桂浜 安和駅 52 2022/3/11-12 友野（20） 報告書 高知

703

九州右１
関門トンネル入り口
（下関）

柳ケ浦駅 83 2022/04/2-6 友松(8) 友松和子夫人 報告書

九州右２ 柳ケ浦駅 杵築駅 84 2022/05/2-05/5 友松(8) 友松和子夫人，植田洋子（友松氏長女） 計画書 報告書

九州ブロック
九州左1－1

関門トンネル入り口
（下関）

門司駅 9 2018/12/21 友松(8) 友松和子夫人 計画書 　報告書 福岡県

九州左1－2 門司駅 博多駅 103 2018/11/18-21 友松(8) 友松和子夫人 計画書 　報告書 福岡県
九州左3－1 博多駅 藤崎駅 9 2019/6/6 友松(8) 友松和子夫人 計画書 　報告書 福岡県



九州左2 藤崎駅 久原駅 136 2019/03/10-14 友松(8) 友松和子夫人 計画書 　報告書 福岡県
九州左3ー2 久原駅 佐世保駅 87 2019/6/3-6 友松(8) 友松和子夫人 計画書 　報告書 福岡県―長崎県
九州左4 佐世保駅 長崎市千々町 144 2019/11/10-14 友松(8) 友松和子夫人 計画書 報告書 長崎県
九州左5 長崎市千々町 小長井駅 154 2020/3/29-4/3 友松(8) 友松和子夫人 　報告書 長崎県
九州左6 小長井駅 荒尾駅 98 2020/10/10-15 友松(8) 友松和子夫人 計画書 報告書 長崎県－熊本県
九州左7 荒尾駅 新八代駅 76 2020/11/29-12/3 友松(8) 友松和子夫人 報告書 熊本県
九州左8 新八代駅 上川内駅 116 2021/06/2-06/8 友松(8) 報告書 熊本県
九州左9 上川内駅 南鹿児島市坊津 106 2021/09/16-21 友松(8) 友松和子夫人，植田洋子（友松氏長女） 報告書 熊本県－鹿児島県
九州左10 南鹿児島市坊津 西大山駅 47 2021/11/1-4 友松(8) 友松和子夫人 報告書 鹿児島県

1252

沖縄ブロック

沖縄１ 石川（うるま市） 那覇空港 108 2015/3/15-19 友松(8) 尾崎（4）、友松和子夫人 計画書 報告書 沖縄南
沖縄2 那覇空港 名護市役所 85 2016/3/6-9 友松(8) 尾崎（4） 計画書 報告書 沖縄南
沖縄3 名護市役所 辺戸岬 88 2018/2/26-3/2 友松(8) 尾崎（4）、友松和子夫人 計画書 報告書 沖縄南
沖縄4 辺戸岬 石川（うるま市） 119 2017/3/13-19 友松(8) 尾崎（4）、友松和子夫人 計画書 報告書 沖縄北 399
山陰1（6） 須佐駅 下関駅 185 2019/10/1-4 坂本（24） 斎藤（6）、森（9）、松本明子、松本美和、松田（OPU)、山本（ＴＭＵ）、 計画書 報告書 島根県―山口県

山陰ブロック

山陰2（5） 田儀駅 須佐駅 164 2019/04/9-12 篠崎(6) 斉藤（6）、坂本(24）、松本明子、松本美和、松田（OPU)、 計画書 報告書 鳥取県―島根
山陰3（4） 境港駅 田儀駅 135 2018/10/22-25 篠崎(6) 斉藤（6）、坂本(24）、松本明子、松本美和、松田（OPU)、 計画書 報告書 鳥取県
山陰4（3） 鳥取港 境港駅 114 2018/04/09-12 篠崎(6) 斉藤（6）、坂本(24）、松本明子、松本美和、松田（OPU)、 計画書 報告書 鳥取県
山陰5（2） 小天橋駅 鳥取港 108 2017/04/10-13 篠崎(6) 斉藤（6）、松本明子、松本美和、松田（OPU) 計画書 報告書 若さ湾ー鳥取

山陰6（1）
舞鶴市大波下（若浦
中BS）

小天橋駅 145 2016/10/11-14 篠崎(6) 斉藤（6）、森(9）、松本明子、松本美和、松田（OPU) 計画書 報告書 若狭湾

山陰7&北陸 甲楽城(福井）
舞鶴市大波下（若浦
中BS）

163 2015/9/29-10/2 篠崎(6) 斉藤（6）、松本明子、松本美和、松田（OPU) 計画書 報告書 若狭湾 1015

北陸ブロック

北陸1 宇野気駅(かほく市） 甲楽城(福井） 142 2015/4/6-9 篠崎(6) 斉藤（6）、松本明子、松本美和、松田（OPU) 計画書 報告書 石川県金沢-福井県

北陸2 輪島（袖が浜） 宇野気駅(かほく市） 128 2014/9/30-10/3 篠崎(6) 斉藤（7）、松本明子、松本美和、山本（TMU) 計画書 報告書 能登半島西
北陸3 甲 輪島（袖が浜） 130 2014/4/8-11 篠崎(6) 斉藤(6)、松本明子、松本美和 　計画書 　報告書 能登半島先端
北陸4 中伏木駅 甲 100 2013/11/13-16 篠崎(6) 斉藤(6)、松本明子、松本美和 計画書 報告書 能登半島東

北陸5 中伏木駅 浦本駅 88 2016/5/24-28 稲葉(12) 尾崎（4）、住山（12）、甲田（12）、横山（13）田上（17） 計画書 報告書 富山県

北陸6 浦本駅 柏崎駅 93 2017/4/ 24-28 稲葉(12) 住山(12) 計画書 報告書 富山県ー新潟
北陸7 柏崎駅 新潟駅 93 2018/11/5-8 稲葉(12) 江守（5）、森(9)、住山（12） 計画書 報告書 富山県ー新潟県 773

東北ブロック

東北西１ 新潟駅 あつみ温泉駅 109 2019/11/12-16 稲葉(12) 住山(12)、江守（5） 報告書 新潟県
東北西２ あつみ温泉駅 酒田海鮮市場前 44 2022/04/11-13 稲葉(12) 報告書 新潟県－山形県
東北西3 酒田（鮮魚市場） 象潟（漁港） 40 2015/9/14-18 和田(3) 尾崎（4） 計画書 報告書 山形県ー秋田県
東北西4 象潟（漁港） 仁賀保駅 14 2022/4/14 稲葉(12) 報告書 秋田県 207

東北東１ 青森駅 大湊駅 131 2022/04/15-21 坂本（24） 芳森（OPU）笠井浩、笠井初子、長澤、味沢坂本（坂本友人） 計画書 報告書 青森県 131
北海道 北海道1 函館駅 乙部町役場 176 2021/09/13-17 坂本（24） 森（９）、蔵田（15）、鈴木（坂本中学恩師）、今井、田口、味沢（坂本友 報告書 北海道 176

北海道2 乙部町役場 岩内役場 2022/6/19-25 坂本（24） 蔵田（15）、味沢、田口、米澤、岸田（坂本氏友人） 計画書 北海道

関東ブロック

東関東1

東関東a 上総一ノ宮駅 御宿駅 32 2015/3/28-29 住山（12）
横山（13）、山崎（17）、森（9）、稲葉（12）、甲田（12）、蔵田（15）、芳森
（OPU15)、吉池（17）

計画書 報告書 千葉県房総南東

東関東b 御宿駅 安房鴨川駅 33 2015/4/25-26 住山（12）
横山（13）、山崎（17）、甲田（12）、蔵田（15）、木下（24）、芳森（OPU15)
、山田（OPU9)、吉池（17）、川田（4）、鈴木（3）、太田（13）、黒石（TMU)

計画書 報告書 千葉県房総南東

東関東c 安房鴨川駅 千倉駅 28 2017/4/1-2 山崎(17）
住山(12)、横山夫妻(13）、稲葉(12）、甲田夫妻(12）、尾崎(4）、江守(5）
、山田（OPU９）、芳森（OPU15)、水津（TMU21）

計画書 報告書 千葉県房総南東 93

総歩行距離（Ｋｍ） 7521 2013 882 7,521
2014 967
2015 881
2016 680
2017 618
2018 601
2019 1,369
2020 328
2021 788
2022 408

総歩行距離 7,521


