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栗子山（米沢砕石～栗子隧道跡～栗子山）2016.06.11 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 255 
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麓山（麓山遊歩道入口～麓山）2016.06.21 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260 

岩上山（登山道入口→展望台→奥院→岩上山→県道郡山湖南線）2016.06.21 ・・・・・・ 261 

・会津の山／会津朝日岳（赤倉登山口～叶の高手～熊の平～会津朝日岳）2015.07.07 ・・・・・・・・ 263 

      御神楽岳（蝉ケ平登山口～湯沢ノ頭～御神楽岳）2015.10.20 ・・・・・・・・・・・・・ 265 

      井戸小屋山（登山口→シジミ沢→御前ヶ遊窟→井戸小屋山→林道）2015.11.01 ・・・・・ 267 

      木地夜鷹山（大滝林道終点～百戸沼～木地夜鷹山）2015.11.14 ・・・・・・・・・・・・ 269 

      御前ヶ岳（畑小屋～御前ヶ岳）2015.11.16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 271 

      尾白山（宮沢登山口～尾白山）2015.11.17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 272 

      金石ガ鳥屋山（コウノ沢出合→金石ガ鳥屋山→俎倉山）2016.05.22 ・・・・・・・・・・ 273 

      和泉守（二渡神社→東口→和泉守→西口→二渡神社）2016.05.22 ・・・・・・・・・・・ 274 
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      麓山〔会津美里町〕（麓山神社参道入口→麓山→裏参道）2016.11.07 ・・・・・・・・・ 281 

     大戸岳（暗川登山口～風の三郎～大戸岳）2015.07.11 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 282 

      吹矢山（山王神社～吹矢山）2016.08.28 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 283 

      背炙山（水沢遊歩道→水沢左俣→背炙山→レストハウス）2016.08.31 ・・・・・・・・・ 284 

      背炙山（東山温泉→三階滝→背炙山→石山遊歩道→羽黒山神社）2016.10.25 ・・・・・・ 287 

      舘山〔鵜ノ浦城跡〕（旧農道入口熊窪側→舘山→鵜ノ浦トンネル）2016.08.31 ・・・・・ 290 
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