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年報

17 号

■ 2 巻頭言
■ 4 目次

目次

ミニ特集
08 トマの名渓選定について
10

■大渓谷

トマの名渓
川棚沢・他

八久和川・飯豊川本流・三面

24 ■美渓 & デート沢 黒部川赤木沢・摺上川・

川竹ノ沢・胎内川・赤石川・他

14

■メジャー系

宝川ナルミズ沢・赤湯又沢・他

小穂口沢本沢・尿前沢・

笹穴沢・越後沢右俣・他

18

■マイナー系

28

■ハード系

長走川大滝沢・入道沢・水

無川真沢 / 北沢・他

ジロト沢左俣・室谷川・

32 ■記憶に残る沢 & マイ名渓

大雲沢・中杉川ホリンド沢・芝沢左岐・中

34 ■迷渓 男鹿の会山行・菅名の会山行

ノ岐川滝沢・奈良沢川四番手沢・万太郎谷

35 名渓選考ドキュメント / アンケート全回答

会山行
檜枝岐周辺■■■
38 ■■■檜枝岐周辺■■■

54 刈谷田川中津又沢

55 西川本高地沢

39 窓明山山スキー

40
41
42
43
44
45
47

57 西川コウクルミ沢

三岩岳往復山スキー
葭ヶ平〜大戸沢岳山スキー
滝沢橋〜会津駒ヶ岳山スキー
巽沢山
大津岐峠山スキー
■■■守門大岳集中■■■
刈谷田川母川

58 刈谷田川母川

59
60
62
65
66
68
69
71

48 刈谷田川大穴沢

50 西川中ノ高地沢

52 西川オカバミ沢

■■■枯木山集中■■■
湯ノ岐川渡沢
鱒沢川黒沢
ウツルギ沢白滝沢右俣〜黒沢〜枯木山
ウツルギ沢白滝沢左俣
湯西川アサズマ沢右俣
湯西川アサズマ沢左俣
湯ノ岐川赤岩沢

無雪期の山
■飯豊連峰・朝日連峰
74 大石川東俣川千代吉沢
77 白布沢十五黒沢〜よもぎ沢
79 八久和川中俣沢
81 荒川・角楢沢下ノ沢
83 女川牛股沢下降〜女川本流下降

86 梵字川小沢右俣〜大越川

■下田川内山塊
89 砥沢川吉原沢
90 光来出川外白根沢
92 仙見川静川玉ノ沢白山沢
94 大底川赤花沢ム沢
96 早出川〜割岩沢〜光来出川東又沢

■会越国境
102 前ヶ岳三本スラブ / もうがけ沢
104 塩沢川立安沢〜笠倉沢左俣
106 蒲生川井戸ノ沢〜室谷川左俣〜大白沢
109 守門川大滝沢
110 只見沢ム沢
■南会津・尾瀬・奥鬼怒
112 袖沢北沢〜メルガ股沢下降
115 片品川 根羽沢北場沢
116 片品川中ノ岐沢小淵沢
118 湯西川栗山沢〜フリウギ沢
120 黒沢魚沢〜赤岩沢

2008.12.1 〜 2009.11.30
■越後・谷川連峰・奥利根
122 足拍子川風穴スラブ
124 万太郎谷オタキノ沢
126 檜又谷滝沢
128 矢木沢川ヒナタグラ沢右俣〜左俣
130 中ノ岐川藤原沢右俣〜利根川東俣沢〜裏
越後沢右俣
135 芋川ジロト沢左俣
■上信越・関東近郊
137 魚野川渋沢
139 太刀岡山左岩稜
■東北
140 追良瀬川〜津梅川

143 大深沢東ノ又沢〜関東沢下降
146 仙北沢左俣〜軍沢川支流
148 六十里越街道
■中央アルプス・南アルプス
150 王滝川上黒沢東俣〜本谷下降
152 逆河内
■関東以西
156 板取川 川浦谷本谷 ( 銚子洞 )
158 姉川 起し又川〜矢谷
160 白川又川本谷 ( 奥剣又谷 )
■離島
164 佐渡・小野見川

雪の山
■飯豊連峰
168 西俣尾根〜頼母木山
170 大石ダムから権内尾根
172 権内尾根〜頼母木山〜西俣尾根
176 水晶尾根〜大日岳〜門内岳〜二王子岳
■下田川内・会越国境・南会津
180 大谷ダム〜中ノ又山〜毛無山
182 悪場峠〜五剣谷岳
184 守門コウクルミ沢左岸尾根山スキー
185 下大戸沢を巡る山スキー
■五頭連峰
186 五頭連峰縦走
■谷川連峰・奥利根・尾瀬
189 一ノ倉沢一・二ノ沢中間稜
190 鷹ノ巣 C 沢左稜
191 利根川横断
193 尾瀬西山山スキー
194 大行山山スキー
■頸城山塊
195 鋸岳山スキー
196 真川源流山スキー
198 火打山、高松山山スキー
201 笹ヶ峰〜火打・焼山北面山スキー
■北アルプス
203 小日向山
205 爺ヶ岳冷尾根
207 裏銀座ルート山スキー縦走

210 神岡新道〜薬師岳山スキー
■中央アルプス・南アルプス・白山
213 宝剣岳
214 笊ヶ岳
216 奥茶臼山
217 白山 砂防新道
■八ヶ岳
218 阿弥陀岳北西稜
220 小同心クラック
■北海道
222 ペテガリ岳〜中ノ岳
227 層雲峡の氷瀑 IC
231 ニセコ周辺山スキー
■東北
233 乳頭山山スキー
236 鉛温泉〜駒頭山山スキー
238 鳥海山下玉田川ルート（仮称）
240 鳥海山北面 赤川〜千蛇谷〜新山
241 月山〜弥陀ヶ原〜北月山荘
■那須連峰・上州武尊
243 朝日岳東南稜 +P1816 南壁
244 宝台樹〜沖武尊山スキー
245 中ノ岳から西俣沢山スキー
■海外
246 オートルート
249 スイスアルプス ベルナー オーバー
ラント
■ 255 トラブルからの教訓
■ 266 新人紹介
■ 267 2009 年度山行リスト
■ 274 編集後記
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