
 

   

    

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

○ニェンチンタンラ西山群

 ヒマラヤ主脈の北に平行するトランスヒマラヤ山脈に属し、

北側には信仰の対象となっているナム湖がある。最高峰はニェンチンタンラ主峰

○バダリ峰
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ニェンチンタンラ西山群

ヒマラヤ主脈の北に平行するトランスヒマラヤ山脈に属し、

北側には信仰の対象となっているナム湖がある。最高峰はニェンチンタンラ主峰
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や集落からは見えない。
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○登山

 神戸大学・中国地質大学

○目的

 ・ニェンチンタンラ西山群

・登山を通じて日中大学

○期間

○隊の構成

（日本側）

（中国側）

○予算（日本側費用）

  内訳

   

   

   

○実行委員会

実行委員長

        山岳会事務局長

 The Alpine Club of Kobe University

○登山隊の名称 

神戸大学・中国地質大学

目的 

・ニェンチンタンラ西山群

登山を通じて日中大学

期間     

隊の構成（予定）

（日本側） 隊長、隊員、医師

（中国側） 隊長、隊員計

予算（日本側費用）

内訳 装備・食料費

     渡航費（関西空港～ラサ往復）

     現地費用（交通・宿泊・ポーター等）

     登山許可

○実行委員会 

実行委員長  

電話・ファックス

山岳会事務局長

The Alpine Club of Kobe University

  

神戸大学・中国地質大学

・ニェンチンタンラ西山群

登山を通じて日中大学の

     2015 年 10

（予定）      

隊長、隊員、医師

隊長、隊員計 10

予算（日本側費用） 約 1000

装備・食料費          

渡航費（関西空港～ラサ往復）

現地費用（交通・宿泊・ポーター等）

許可料・保険・雑費

  神戸大学

電話・ファックス 078

山岳会事務局長 山田 健

The Alpine Club of Kobe University 

計画の概要

神戸大学・中国地質大学（武漢）合同登山隊

・ニェンチンタンラ西山群の未踏峰バダリ峰

の友好交流 

10 月初旬～11

       

隊長、隊員、医師 計 10 名

10 名程度（うち２名はチベット人学生）

1000 万円 

          

渡航費（関西空港～ラサ往復）

現地費用（交通・宿泊・ポーター等）

料・保険・雑費  

神戸大学大学院農学研究科

078‐803-5875

健 電話 090-6754

 

 

 

 

計画の概要

合同登山隊 

未踏峰バダリ峰(6516m)

 

1 月初旬 

10 名程度 

程度（うち２名はチベット人学生）

            

渡航費（関西空港～ラサ往復）    

現地費用（交通・宿泊・ポーター等） 

  など   

農学研究科教授 

5875  電子メール

-6754-9664  

 

計画の概要 

  

(6516m)初登頂

程度（うち２名はチベット人学生）

  200 万円 

  200 万円 

 200 万円 

   400 万円 

 山形裕士 

電子メール yamagata@kobe

  電子メール

初登頂 

程度（うち２名はチベット人学生） 

 

yamagata@kobe-u.ac.jp

電子メール yymmdd@hera.eonet.ne.jp

u.ac.jp 

yymmdd@hera.eonet.ne.jp

 

yymmdd@hera.eonet.ne.jp 
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○ ご寄附のお願い 

 この学術登山隊の趣旨を何卒ご理解、ご賛同いただき、ご多用の折り誠に恐縮ですが、

お力添えを賜りますようお願い申し上げます。ご協力いただきました方には登山後報告書

を送付させていただきます。 

募金目標  7 百万円 

募金要領  一口 ５千円 

同封のゆうちょ銀行振替用紙をご利用いただくか、次の口座にお振込にてご送金願いま

す。振替用紙通信欄にはご住所、ご芳名、（神戸大学卒業生の場合は学部、学科、卒業年）

をご記入願います。 

   ゆうちょ銀行  振替口座 ００９１０－２－１６５３６９ 

神戸大学学術登山隊実行委員会 

 

 

（参考）神戸大学山岳部・山岳会海外登山小史 

1958 年 日本チリ合同パタゴニア・アンデス探検隊（隊長田中薫教授） 

パタゴニア北部氷床調査、アレナレス峰（3437m）初登頂 

1959 年 第二次日本チリ合同中央アンデス探検隊（隊長太田直之） 

    セロ・コーベ峰（5050m）初登頂 

1963 年 ボリビア・アンデス遠征隊（隊長金井健二） 

イリマニ峰（6447m）登頂 

1968 年 カナダ・ユーコン学術登山隊（隊長中西哲教授） 

スティール峰（5071m）登頂、学術調査 

1976 年 第二次カラコルム遠征隊（隊長平井一正教授） 

シェルピカンリ峰（7380m）初登頂、周辺学術調査 

1983 年 ネパールヒマラヤ登山隊（隊長長谷川浩） 

パルチャモ峰（6282m）登頂 

1986 年 チベット学術登山隊（隊長平井一正教授） 

クーラカンリ峰（7554m）初登頂、川蔵公路初学術踏査 

1988 年 神戸大学・中国地質大学合同登山隊（隊長北口博教） 

チェルー山（6168m）初登頂、周辺学術調査 

2003 年 東チベット学術調査隊（隊長平井一正名誉教授） 

ルオニイ峰（6884m）登頂断念 

2009 年 神戸大学・中国地質大学(武漢)合同崗日嘎布山群学術登山隊 

ロプチン峰(6805m) 初登頂  (董范、井上達男 共同隊長) 

 

ロプチン峰（ロプチン峰（ロプチン峰（ロプチン峰（6805m6805m6805m6805m））））    


