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会山行
8 4 月会山行 空沢山、火打山周辺
放山〜空沢山山スキー／空沢山周辺山ス
キー／空沢山〜火打山／放山〜空沢山／
放山〜空沢山〜西尾根〜笹倉温泉山ス
キー／空沢山山スキー
18 6 月会山行 八十里越をめぐる沢
叶津川餅井戸沢〜浅草岳／叶津川大三本
沢／叶津川木ノ根沢左俣〜八十里越旧道
／叶津川赤崩沢／叶津川本流／真奈川笠
ノ沢〜叶津川赤崩沢〜中ノ又山／五十嵐
川ヒグラ沢〜叶津川本流

34 9 月会山行 越後 日向山集中
三国川栃ノ木沢コウガイ沢／三国川黒又
沢日向沢／三国川栃ノ木沢コブシ沢／三
国川黒又沢持場沢／水無川真沢〜祓川／
中ノ岳

48 10 月会山行 大白森山集中

阿武隈川吹上沢〜白水沢右俣〜大白森沢
／河内川右俣／二俣川左俣／二俣川右俣
〜観音川柄沢／観音川カラ沢／阿武隈川
白水沢左俣一ノ沢／大白森山

83 魚野川檜又谷大スラブ沢
84 一ノ倉沢本谷下部〜 4 ルンゼ
南会津
86 只見川宿ノ沢〜沈曽根沢
88 塩ノ岐川塩の岐沢左俣〜三ノ沢
89 黒谷川源頭周遊
92 檜枝岐川保太橋沢〜ミチギノ沢〜御神楽沢
頸城山塊・白山連峰

95 浅海川
97 犀川内川東谷〜西ノ谷〜奥獅子吼山直登沢

北アルプス・中央アルプス・木曽山脈

100 明星山 P6 南壁左岩稜、フリースピリッツ
104 黒部川猫又谷
109 王滝川ウグイ川本流
南アルプス・上信越

111 大武川本流
114 寸又川下西河内沢
117 大沢川毒水沢
北海道・東北
118 ヌビナイ川右俣〜左俣
121 中部日高溯下降
124 阿武隈川須川不動沢下部
西上州・奥日光

朝日連峰

126 風穴尾根〜丁須の頭
128 東大芦川蕗平沢〜夕日岳
奥鬼怒・阿武隈山地
130 鬼怒川オロオソロシ沢・ヒナタオソロシノ滝
132 久慈川滝川渓谷

越後・巻機山

133
134
136
138
141

無雪期の山
60 金目川中俣
下田山塊
63 内白根沢俎岩スラブ
会越国境
66 室谷川駒形沢〜倉谷沢
黒又川横沢〜九十谷地沢
北ノ又川蛇子沢中俣
水無川モチガハナ沢左俣
登川高棚川左俣
奥利根・谷川連峰

68
70
73
75

77 利根川割沢〜赤倉岳〜楢俣川本流
81 谷川岳一ノ倉沢変形チムニー

2015 年 12 月 1 日から 2016 年 11 月 30 日まで
の山行記録を収録。
「無雪期の山」は、沢登り、
ハイキングとクライミング。
「雪の山」は、雪山縦走、
雪稜、アイスクライミングと山スキーの記録です。

足尾山塊

小中川弓ノ手沢
松木川ウメコバ沢中央岩峰チコちゃんルート
松木川ウメコバ沢中央岩峰右ルート
泙川三重泉沢下部
木戸壁右カンテ
奥秩父

142 奥秩父主脈縦走 ( 雲取山〜大弛峠 )
丹沢山塊

145 河内川ボウズクリの沢
146 世附川寺ノ沢左俣
148 玄倉川弥七沢
西伊豆

149 雲見烏帽子山直上裏参道
関西

151 白川又川本谷 ( 奥剣又谷 )
154 熊野古道 中辺路
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雪の山
朝日連峰

158 大越〜鍋森〜離森山〜三足一分山
飯豊連峰

161 代塚山山スキー
163 飯森山〜栂峰山スキー
川内山塊

165 中山尾根〜銀太郎山
菅名山塊

168 菅名岳
170 大蔵山山スキー
越後・谷川連峰
172 巻機山黒岩尾根〜割引岳
174 高檜山
尾瀬

176 皿伏山・燧ヶ岳山スキー
頸城

178 小谷温泉〜湯峠〜大渚山往復山スキー
180 大渚山〜真那板山山スキー
北アルプス・乗鞍岳
182 錫杖岳前衛壁 3 ルンゼ〜グラスホッパー
184 西穂高岳西尾根
186 笠ヶ岳穴毛谷第二尾根
188 丸山中央山稜 ( 中退 )、黒部別山北峰
192 杓子岳杓子尾根・白馬岳主稜
中央アルプス・南アルプス

194 宝剣岳中央稜
196 黄蓮谷左俣・篠沢七丈瀑 IC
198 尾勝谷本谷 IC
上信越国境・志賀高原

204 岩菅山・芳ヶ平山スキー
206 草津大高山山スキー
208 岩菅山〜烏帽子岳〜笠法師山〜切明温泉
北海道・東北

212 エサオマントッタベツ岳〜コイカクシュサツナイ岳
東北

215 南八甲田彷徨山スキー
那須連峰・男鹿山塊

217 男鹿岳
219 小佐飛山
221 白倉山〜三依山
223 丹沢 玄倉川弥七沢滑落事故報告
225 谷川岳 万太郎谷オタキノ沢落石事故報告

特集
233
244
251
255
259

トマの風 解体新書

沢登りとの出会い、トマの風との出会い
私のターニングポイント
花は、咲く
リーダーの卵、温め中
山が遠のくときもあるけれど

山道具店で買えない
山の便利グッズ
58 蠅帳、タイベックシート／ 107 曲げ
わっぱ／ 129 百均のブルーシート／ 135
消臭効果の高い洗剤、オスバン S、ベニヤ
板／ 137 天ぷら用の油切り、ヨックモッ
クの詰め合わせ缶の蓋、銀色の四角いト
レー／ 147 食品のチャックシール付きビ
ニール袋、袋類／ 179 漆喰用ヘラ、ケー
キ用のスパキュラ、手芸店で売っている
リボン、百均のヘアゴム／ 181 割り箸、
焼きみょうばん、防寒テムレス／ 183 シ
リコンシート、レンゲ／ 185 タイガー
バ ー ム ／ 187 ラ バ ー カ ッ プ ／ 191 ス
トッキング茶こし、灯油ポンプ／ 205 不
燃物用ゴミ袋／ 207 タワシ／ 222 耐水
名前シール／ 228 クリップ付きペンシル

263 新人紹介
264 2016 年度山行一覧
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