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会山行

■ 8 4 月会山行 小谷温泉周辺リレー山行
< 焼山南面山スキー / 裏金山沢出合〜富士見峠
山スキー / 金山〜シゲクラ尾根〜雨飾山南尾根山
スキー / 天狗原山山スキー / 大渚山山スキー / 雨
飾山南尾根 / 天狗原山 >

無雪期の山

■下田・川内山塊
32 谷沢川本流〜大倉沢
34 早出川今早出沢〜割岩沢
■会越国境
36 只見川北ノ湖沢〜沼越峠越え
■毛猛山塊
38 羽根川キンカ沢〜黒又川本流〜赤柴沢
■越後三山・巻機山
40 佐梨川道行沢小倉沢
42 北ノ又川白沢
44 佐梨川金山沢鉱山道散策
45 三国川栃ノ木沢金掛沢右俣
48 登川割引沢ヌクビ沢三嵓沢右俣
■奥利根
50 楢俣川ヘイズル沢アリキノ沢
52 奥利根湖右岸遡下降
58 矢木沢川赤羽コボラ沢〜西メーグリ沢
60 矢木沢川東メーグリ沢左俣〜宝川板幽沢
■谷川連峰
62 大割沢白板スラブ〜カスオシ沢下降
64 谷川本谷〜赤谷川源頭
66 赤谷川笹穴沢
68 赤谷川熊穴沢
70 一ノ倉沢烏帽子沢奥壁南稜
■上州武尊
72 木ノ根沢大沢〜手小屋沢下降
■南会津
74 白沢岳をめぐる沢
77 袖沢南沢岩穴沢左俣〜白石沢スラブ
80 只見川柳沢〜貝ノ嵓スラブ〜倉ドノ沢
83 舟岐川黒沢火打石沢
■北アルプス
85 黒薙川柳又谷
89 双六谷本谷〜黒部源流〜赤木沢
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■ 19 6 月会山行 高森山周辺の沢
< 只見川倉掛沢〜割沢右俣下降から左俣溯行 /
只見川阿寺沢から割沢下降から高森山 / 只見川
境の沢から割沢〜高森山 / 大谷川割沢 / 小川赤
松沢〜木の松沢〜高森山 / 野尻川小川二ノ沢 /
前ノ沢〜高森山 >

94 高原川笠谷
■中央アルプス
96 正沢川細尾沢
98 滑川前岳沢
100 大田切川中御所谷
■南アルプス
101 尾白川黄蓮谷右俣
103 野呂川シレイ沢
■東北
104 白神山地・二ツ森、水沢山、留山
106 和賀山塊・堀内沢辰巳又沢〜上天狗沢
110 須金山塊・江合川保呂内沢〜鎌内沢
113 出羽三山・最上川角川浄ノ滝周辺偵察
115 蔵王連峰・澄川三階滝沢
■北信・上信国境・信越国境
116 馬曲川赤ダレ沢〜本沢川右俣
118 釜川左俣
120 長笹川金山沢下降から白淵沢
121 中津川雑魚川外ノ沢〜曲り沢下降
■八ヶ岳連峰
123 鳴岩川河原木場沢
124 天狗岳合宿 ?!
■那須・奥日光
126 苦土川大沢左俣
127 柳沢川本流右俣〜左俣、赤岩沢赤岩滝
■足尾山塊
129 神子内川黒沢右俣〜左俣
130 松木川無名沢
132 泙川大岩沢〜ス沢下降
134 栗原川砥沢〜十林班沢〜八林班沢下降
■奥秩父・奥多摩・丹沢
137 大洞川荒沢谷〜狼谷
139 笛吹川東沢鶏冠谷右俣
141 笛吹川東沢東御筑江沢右俣

2014/11/18 22:49

5

2012.12.1 〜 2013.11.30
143 日原川倉沢谷塩地谷〜本谷下降
144 中津川二十女沢
■四国・台高・大峰
146 国領川西種子川、四万十川滑床渓谷
148 蓮川唐谷川、野江股谷、ヌタハラ谷
153 十津川芦廼瀬川本流

雪の山

■飯豊連峰
168 高知山〜二王子岳山スキー
■下田山塊
170 白根山〜粟ヶ岳
■会越国境
172 木地夜鷹山
173 破間川源頭山スキー
■毛猛山塊
175 土崩山〜こったが山
177 津久ノ岐山〜鼓ヶ倉山
179 日向倉山山スキー
■越後・越後三山
180 大割山北東尾根
181 阿寺山山スキー
182 銅倉尾根〜丹後山から中ノ岳
■南会津・尾瀬
185 小塩〜尾白山〜丸山
187 西山周辺山スキー
■北海道
189 ペケレベツ岳、オダッシュ山他山スキー
194 網走・能取岬の氷瀑
196 富良野岳 G 尾根、三段山山スキー
■東北
198 秋田・男鹿三山
200 太平山地・太平山〜馬場目岳
203 八幡平・秋田駒ヶ岳、貝吹山山スキー
206 真昼山地・ゆだ高原〜白木峠〜笹峠
208 須金山塊・禿岳、禿岳北峰

■ 249
■ 251
■ 253
■ 261

■海外
156 韓国・仁寿峰クライミング
160 スイス・ピッツパリュー、ピッツベルニナ他

■北アルプス
211 剱岳剱尾根 R4、剱尾根上半部
214 一難場山、蒲原山山スキー
217 白馬鑓ヶ岳山スキー
220 奥木挽山
222 黒部五郎岳ウマ沢、赤木沢源頭山スキー
224 四ッ岳山スキー
■南アルプス
226 戸台川奥駒津沢、駒津沢 IC
■頸城・戸隠
228 大渚山北面山スキー
230 戸隠表山屏風岩東稜
■八ヶ岳・上信国境
232 赤岳西面バリエーション
235 八木尾山山スキー
■上州武尊
236 宝台樹尾根〜上州武尊山往復
■白山
238 別山東尾根
242 アワラ谷左岸尾根〜別山
245 野伏ヶ岳〜願教寺山〜別山〜芦倉山
■富士山
248 宝永山山スキー
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