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1 月　二口山塊
　6　 南面白山～二口峠～二口温泉
　8　 笹谷峠～二口峠
　12 雁戸山・面白山山スキー
　14 南面白山～大東岳山スキー
　15 神室岳東稜
　17 風の堂エリア IC

3 月　白毛門と宝川流域
　18 白毛門～大石沢・赤倉沢
　20 白毛門～ウツボギ沢～布引山～宝川
　22 宝川～布引山～ナルミズ沢～土合
　25 須田貝ダム～布引山～土合
　26 ウツボギ沢～布引山～宝川温泉
　28 白毛門～赤倉沢
　29 雨ヶ立山、布引山

6 月　長須ヶ玉山周辺の沢
　31 呼出沢～見通沢二俣～呼出沢
　33 舟岐川黒沢越ノ沢～台倉高山
　34 実川赤倉沢～孫兵衛山
　36 実川赤倉沢右沢～硫黄沢左沢
　38 赤安沢トヤマ沢～赤安田代～黒溶沢
　39 檜枝岐川舟岐川焼沢
　40 実川矢櫃沢～大丈田代

9 月　越後荒沢岳集中
　43 北ノ又川蛇子沢中俣
　46 北ノ又川岩魚沢
　48 北ノ又川大ビラヤス沢
　49 中ノ岐川灰ノ又沢右俣
　51 中ノ岐川灰ノ又沢左俣
　53 中ノ岐川灰ノ又沢裏荒沢
　54 腰付沢～ナラ沢

会山行

無雪期の山
■飯豊連峰・朝日連峰
　68 滝川赤石沢やごう沢
　70 泥又川東俣～枡形川～ジッパ沢
　74 枡形川西俣沢～岩魚沢～西ノ俣沢
　77 泥又川西俣沢～猿田川赤イ沢
■下田川内山塊・会越国境
　80 杉川青里沢～割岩沢北俣沢～早出川
　85 大谷川鎌倉沢～砥沢川　
　90 室谷川倉谷沢～西ノ沢
　92 室谷川西ノ沢～大川
　94 叶津川木ノ根沢～八十里越
　96 破間川本流～八十里越
■越後三山・巻機山・毛猛山塊
　98 北ノ又川シッカイクラ沢～岩魚止沢
　102 中ノ岐川滝沢～花降沢
　105 三国川黒又沢五竜沢～御神楽沢
　108 水無川滝ノ沢左俣
　110 芋川ジロト沢左俣
　112 皆沢川
　114 小黒川本沢
　116 羽根沢キンカ沢～黒又川高倉沢
　118 黒又川本流～赤柴沢
■谷川連峰・奥利根
　120 矢木沢川ジロウシ沢四ノ沢
　122 茂倉谷
　123　谷川岳衝立岩中央稜
　125　谷川岳幽ノ沢V字状岸壁右ルート
■南会津・尾瀬
　126 伊南川小川沢右俣～左俣
■北海道
　128 ニセコ連峰・パンケメクンナイ川
　130 大雪山・ユウトムラウシ川

10 月　羽前葉山集中
　58 朝日川涸沢
　59 小実淵沢
　60 野川大桶沢右俣
　62 野川大桶沢左俣
　63 野川中ノ沢
　65 葉山ハイキング
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■東北
　132 白神山地・赤石川
　134 白神山地・追良瀬川～ウズラ石沢
　136 八幡平・葛根田川松沢
　137 焼石連峰・尿前川天竺沢～本沢
　140 焼石連峰・南本内川大滝沢
　142 焼石連峰・胆沢川小岩沢
　143 神室連峰・薄久内川大沢
　144 船形連峰・銀山川薬師沢右俣
　146　 二口山塊・穴戸沢高倉沢～エシコ沢
　148 吾妻連峰・大滝沢カモシカ沢
■北アルプス・中央アルプス・南アルプス
　150 黒薙川北又谷
　154 伊奈川越百川
　157 栗代川
　160 遠山川池口沢
■奥秩父
　164 滝川本流～槇ノ沢～八百谷
　167 笛吹川東沢西のナメ沢
■上信越・関東近郊
　169 毒水沢
　170 奥日光・外山川緑沢
　172 日光・鳴虫山ヤキバ沢
　174 伊豆・城ヶ崎フリークライミング
　176 房総半島・待崎川
　177 三浦半島・森戸川南沢
■南紀
　179 大塔川黒蔵谷

■下越・越後・奥利根
　184 櫛形山脈縦走
　186 大湯～池ノ塔
　189 越後駒ヶ岳郡界尾根
　192 八海山アラチ沢右稜
　194　 金城山水無尾根
　197 金城山北尾根
　199 巻機山～利根川～丹後山山スキー
■谷川連峰
　202 雪洞訓練　タカマタギ山
■北海道
　204 利尻山東北稜
　206 2006 年冬の北海道

　213 富良野ウォーカー
　214 日高連峰・沙流岳・オダッシュ山
　216 日高連峰・カムイ岳～ペテガリ岳
　220 日高連峰・芽室岳
　221 増毛山塊・群別岳
■東北
　223 八甲田・南西沢ルート・銅像ルート
　224 八幡平山スキー
　227 鳥海山・湯ノ台口山スキー
　228 鳥海山・法体滝ルート山スキー
　231 出羽三山・月山～肘折温泉山スキー
　232 山形翁山塊・大森山山スキー
■北アルプス・頸城
　233 爺ヶ岳東尾根～南尾根
　236　 白鳥山山スキー
　238 小日向山山スキー
　239 柳又谷源頭～杓子沢山スキー
　241 白馬岳～日本海スキー縦走
　246 薬師岳周辺山スキー
　250 駒ヶ岳カネコロン見物
　252　空沢山山スキー　
■南アルプス
　254 白峰三山縦走
　256 赤石岳～荒川三山
　259 奥茶臼山
■八ヶ岳
　260 真教寺尾根～赤岳～硫黄岳
　262 摩利支天沢大滝 IC
■関東近郊
　263 裏妙義裏谷急沢 IC
■佐渡ヶ島
　254 金北山・ドンデン山山スキー
■海外
　257 アルプス・シャモニー・モンブラン

■ 271 新人紹介
■ 272 トラブルからの教訓
■ 274 2006 年度の山行一覧
■ 281 編集後記

雪の山

表紙制作　片山明代

2005.12.1～ 2006.11.30
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