会報７２５ No47 もくじ
巻頭言

登山におけるリスクマネジメント（和泉 功）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

山行報告

２０１５年～２０１６年の記録

沢登り
・吾妻山系／塩ノ川（荒川流域）2015.07.25～26 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
姥滝沢（須川流域）2016.05.29 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
ホラ貝沢（松川流域前川支流）2016.10.10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
赤滝沢（松川流域前川支流）2016.10.17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
・安達太良山系／杉田川（阿武隈川支流）2015.06.20 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
湯川（阿武隈川支流）2015.09.21 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
仏沢（高森川領域）201607.17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
・甲子山系／白水沢（阿武隈源流）2016.09.10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
南沢（阿武隈源流）2016.09.17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
・本名御神楽岳／霧来沢・前ヶ岳南壁右スラブ（只見川支流）2016.11.05 ・・・・・・・・・・・・・ 24
・鎌倉山／大滝沢（布沢川支流）2015.11.22 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
・二口山塊／大行沢・カケス沢（名取川支流）2016.07.10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
京淵沢（名取川流域大行沢支流）2016.07.18 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
仙人沢左俣（北川流域）2016.07.23 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
小松原沢（名取川流域二口沢支流）2016.10.10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
鹿打沢（名取川流域穴戸沢支流）2016.10.23 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
鳴虫沢（名取川流域二口沢支流）2016.11.13 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
・蔵王連峰／大鍋沢（名取川流域小屋の沢支流）2015.06.21 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
鳥戸沢（名取川流域小屋の沢支流）2015.07.11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
八方沢（最上川水系馬見ヶ崎川支流）2015.08.16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
コガ沢・権現沢（白石川児捨川流域垂清川支流）2016.06.19 ・・・・・・・・・・・・ 47
・船形連峰／矢尽沢左俣（大倉川流域）2016.07.24 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
矢櫃沢（大倉川流域）2016.07.31 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
笹木沢（大倉川流域）2016.08.06～07 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
・朝日連峰／金目川左俣（荒川支流）2015.08.21～23 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
岩魚止沢（最上川流域朝日川支流）2015.10.04 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
石滝川（荒川支流）2016.08.27～28 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
大石沢（荒川支流）2016.09.11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
・飯豊連峰／上ノ小俣沢（頼母木川小俣沢）2016.08.14～16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
大白布沢本流（御沢）左俣（一ノ戸川支流）2016.10.02 ・・・・・・・・・・・・・・ 70
・和賀山塊／大鷲倉沢（和賀川支流）2016.09.18～19 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73
・北アルプス／赤木沢（黒部川）2015.08.08～9（08.07～10） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

1

山スキー
・吾妻連峰／西大巓（グランデコ～西大巓～西吾妻小屋）2015.02.07 ・・・・・・・・・・・・・・ 86
西大巓（早稲沢～西大巓）2015.04.04 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
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西大巓（グランデコ→西大巓→南西尾根→不動沢→グランデコ）2016.01.31 ・・・・・ 90
西大巓（グランデコ→西大巓→馬場谷地→南西尾根→グランデコ）2016.02.27 ・・・・ 91
西吾妻山・二十日平（グランデコ→西大巓→西吾妻山→二十日平）2015.02.28 ・・・・93
西吾妻山・若女平（天元台→西吾妻山→若女平→白布高湯）2015.03.26 ・・・・・・・ 95
西吾妻山・合宿（グランデコ～西大巓～西吾妻山）2016.01.09～11 ・・・・・・・・・ 96
中吾妻山（新大倉川～林道～中吾妻山）2016.03.13 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
東吾妻山（兎平駐車場→東吾妻山→前大巓→兎平駐車場）2015.04.22 ・・・・・・・・ 100
吾妻山県境尾根縦走（天元台→東大巓→家形山→高湯温泉）2016.03.20～21 ・・・・・ 101
大沢下り（天元台→明月荘→大沢駅）2015.03.15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 104
栂森（峠駅→栂森→大沢駅）2015.03.28 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107
ヤケノママ（天元台～ヤケノママ）2016.03.26 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 108
大早稲沢山（不動滝入口→大早稲沢山→百貫清水→グランデコ）2016.01.30 ・・・・・ 109
・安達太良山／本山・合宿（奥岳～勢至平～本山）2015.1.10～12 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 111
本山（奥岳～五葉松平～本山）2015.02.03 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113
本山（箕輪スキー場→本山→鉄山→仏沢左支沢）2016.03.13 ・・・・・・・・・・・・ 114
鉄山北尾根・迷沢ルート（新岩弓橋～迷沢～鉄山避難小屋）2016.01.16 ・・・・・・・ 116
鉄山北尾根・迷沢ルート（箕輪スキー場→鉄山避難小屋→迷沢）2016.01.30 ・・・・・ 117
箕輪山（国道 115 号・東鴉川トンネル～箕輪山）2016.02.26 ・・・・・・・・・・・・ 119
和尚山（石筵登山口～石筵川～和尚山）2015.03.06 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 120
船明神山（母成峠～船明神山）2015.02.07 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122
・磐梯山／丸山（裏磐梯スキー場～銅沼～中ノ湯跡～丸山）2016.02.28 ・・・・・・・・・・・・・ 123
・裏磐梯／雄国山（猫魔スキー場→雄国沼→雄国山→ラビスパ裏磐梯）2015.03.21 ・・・・・・・・ 124
高曽根山（大川入川→高曽根山→蘭峠）2016.02.28 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 126
高曽根山（大川入川～ブナ太郎～高曽根山）2016.03.20 ・・・・・・・・・・・・・・ 127
・飯森山系／飯森山（大峠トンネル～鉢伏山～飯森山）2016.03.04 ・・・・・・・・・・・・・・・ 129
栂峰（小屋～1402ｍ標高点）2016.03.13 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131
・南会津の山／会津駒ヶ岳（滝沢登山口～駒ノ小屋～会津駒ヶ岳）2015.04.12 ・・・・・・・・・・ 133
浅草岳（大自然館→前岳→浅草岳→早坂尾根→大自然館）2015.04.18 ・・・・・・・・ 135
守門大岳（二分→長峰→守門大岳→中津又岳→二分）2016.03.28 ・・・・・・・・・・ 137
・飯豊連峰／えぶり差岳（梅花皮荘～東俣川～えぶり差岳＋上カバタケ沢滑降）2015.04.27 ・・・・ 139
本社ノ沢（大日杉小屋～地蔵岳～本社ノ沢～飯豊本山）2015.05.10 ・・・・・・・・・ 142
石転び沢（梅花皮荘～温身平～石転び沢～梅花皮小屋）2015.05.17 ・・・・・・・・・ 145
ホン石転び沢（梅花皮荘～温身平～梅花皮岳、滝沢滑降）2015.05.23 ・・・・・・・・ 147
ホン石転び沢（大淵→石転び沢→梅花皮岳→ホン石転び沢）2016.05.08 ・・・・・・・ 149
・鉢森山（県道板谷米沢停車場線・送電線下～鉢森山）2015.03.08 ・・・・・・・・・・・・・・・ 151
・蔵王連峰／熊野岳・蔵王ダム（ライザスキー場→熊野岳→蔵王ダム）2015.02.22 ・・・・・・・・ 152
熊野岳・丸山沢滑降（すみかわスキー場→熊野岳→丸山沢）2015.03.28 ・・・・・・・ 155
刈田岳（すみかわスキー場～刈田岳）2015.12.26 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156
不忘山（白石スキー場～不忘山）2016.01.30 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 157
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馬ノ神岳（白石スキー場～神嶺林道～馬ノ神岳）2016.02.20 ・・・・・・・・・・・・ 158
屏風岳（すみかわ→屏風岳→秋山沢・コガ沢滑降→白石スキー場）2015.03.21 ・・・・ 160
屏風岳（東北大学蔵王物理観測所～屏風岳）2015.04.04 ・・・・・・・・・・・・・・ 162
屏風岳（すみかわスキー場→屏風岳→秋山沢コース→神嶺林道）2016.03.05 ・・・・・ 164
南屏風岳（白石スキー場→南屏風岳→ゴガ沢→白石スキー場）2015.03.07 ・・・・・・・ 166
南屏風岳（白石スキー場→南屏風岳→権現沢→白石スキー場）2015.03.08 ・・・・・・・ 168
・月山・朝日連峰／月山（姥沢→月山→姥ヶ岳→石跳川→ネイチャーセンター）2015.04.26 ・・・・ 169
月山・肘折（姥沢→月山→念仏ヶ原避難小屋→肘折）2016.04.10 ・・・・・・・・・・ 171
月山・北月山荘（姥沢→月山→弥陀ヶ原→北月山荘）2016.04.16 ・・・・・・・・・・ 173
湯殿山（志津→湯殿山→ネイチャーセンター→志津）2016.04.03 ・・・・・・・・・・ 175
離森山（月山第一トンネル～鍋森～離森山）2016.04.03 ・・・・・・・・・・・・・・ 176
・鳥海山／湯ノ台口（湯ノ台→行者岳→伏拝岳→滝ノ小屋→湯ノ台）2015.05.02 ・・・・・・・・・ 178
猿倉口（猿倉口→七高山→唐獅子平→猿倉口）2015.05.03 ・・・・・・・・・・・・・ 179
猿倉口（猿倉登山口～七高山）2016.05.03 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
百宅口（百宅口～七高山）2016.05.22 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 183
・葉山〔村山〕
（大鳥居→927m 標高点→東斜面滑降→大鳥居）2015.02.07 ・・・・・・・・・・・・・ 184
・栗駒山（いこいの村跡～イワカガミ平～栗駒山）2015.04.04 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 186
・八幡平（秋田八幡平スキー場～蒸ノ湯休憩所～八幡平～陵雲荘）2016.12.24 ・・・・・・・・・・ 187
・焼山・栂森（後生掛温泉→栂森→国見台→後生掛温泉）2016.12.25 ・・・・・・・・・・・・・・ 189

雪山（スノーハイク含む）
・飯豊連峰／えぶり差岳（梅花皮荘～西俣ノ峰～頼母木山～えぶり差岳）2015.04.18～19 ・・・・・・ 190
梅花皮岳（天狗平→ホン石転び沢→梅花皮岳→石転び沢→天狗平）2015.05.31 ・・・・・ 191
鏡山（弥兵四郎→鏡山→上ノ越→祓川→弥兵四郎）2016.04.24 ・・・・・・・・・・・・ 193
・朝日連峰／赤見堂岳（大越川橋～石見堂岳～赤見堂岳）2016.04.16 ・・・・・・・・・・・・・・・ 195
・名倉山（県道・登山口→名倉山→登山口→紅葉山展望台→登山口）2015.02.04 ・・・・・・・・・・ 196
・谷川岳（天神平～肩ノ小屋～谷川岳）2016.04.12 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197
・八ヶ岳／硫黄岳（美濃戸口～赤岳鉱泉～硫黄岳）2016.12.28～29 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 198

無雪期登山
・飯豊連峰／飯豊山（ダイグラ尾根→本山→大日岳→門内岳→丸森尾根）2015.09.05 ・・・・・・・202
蒜場山（加治川治水ダム～岩岳～蒜場山）2016.05.03 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 204
徳網山（五味沢・登山口～徳網山）2016.11.03 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205
・蔵王／雁戸山（蔵王ダム→八方平→雁戸山→新山コース→新山登山口）2015.10.12 ・・・・・・・・ 206
・青麻山（遊歩道入口→青麻山→無線中継所→遊歩道入口）2015.12.27 ・・・・・・・・・・・・・・ 208
・那須連峰／赤面山（堀川口～赤面山）2015.11.15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 209
・八幡平（茶臼岳登山口～源太森～八幡平山頂）2016.10.07 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 210
・岩手山（御神坂登山口～不動平～岩手山）2016.05.15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 201
・神室山（根ノ崎口→神室山→天狗森→小又山→大又口）2015.10.05 ・・・・・・・・・・・・・・・ 213
・船形山（大滝登山口→船形山→蛇ヶ岳→三光の宮→大滝登山口）2016.06.19 ・・・・・・・・・・・ 215
・古賀志山（赤川ダム→東稜コース→古賀志山→中尾根→赤川ダム）2016.06.08 ・・・・・・・・・・ 217
・白根山（ロープウェイ→白根山→五色沼→弥陀ヶ池→六地蔵→山頂駅）2016.07.11 ・・・・・・・・ 218
・筑波山（筑波山神社→白雲橋コース→女体山→男体山→筑波山神社）2016.11.20 ・・・・・・・・・ 220
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・赤城山（駒ヶ岳登山口→駒ヶ岳→黒檜山→黒檜山登山口）2016.11.21 ・・・・・・・・・・・・・・ 222
・八ヶ岳／西天狗岳（桜平→硫黄岳→西天狗岳→オーレン小屋→桜平）2015.05.23～24 ・・・・・・・ 223
赤岳（美濃戸口→赤岳鉱泉→赤岳→硫黄岳→美濃戸口）2015.08.02～03 ・・・・・・・・ 225
東天狗岳（麦草峠→にゅう→東天狗岳→丸山→麦草峠）2016.06.05～06 ・・・・・・・・ 228
・北アルプス／白馬岳（猿倉→白馬雪渓→白馬岳→白馬大池→栂池）2015.06.01～02 ・・・・・・・・ 230
槍ヶ岳（上高地→槍ヶ岳→ヒュッテ大槍→上高地）2015.09.12～14 ・・・・・・・・・・ 233
・吾妻山／一切経山（不動沢→駱駝山→一切経山→不動沢）2015.06.11 ・・・・・・・・・・・・・・ 236
高山・清掃登山（幕川温泉→麦平→高山→鳥子平→幕川温泉）2016.06.12 ・・・・・・・ 238
東大巓（姥湯→兵子→東大巓→滑川温泉）2015.09.23 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 240
兵子（姥湯→大日岳→兵子→堀田林道→堀田林道登山口）2016.07.16 ・・・・・・・・・ 242
・安達太良山／塩沢（塩沢→僧悟台→鉄山→本山→牛首→峰ノ辻→塩沢）2015.09.26 ・・・・・・・・ 243
・新潟の山／弥彦山（国上寺→国上山→黒滝城跡→雨乞山→弥彦山→弥彦神社）2016.04.13 ・・・・・ 245
刈羽黒姫山（磯ノ辺登山口～刈羽黒姫山）2016.04.26 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 248
粟ヶ岳（粟ヶ岳ビジターセンター～中央登山道～粟ヶ岳）2016.04.27 ・・・・・・・・・ 249
・奥羽山系／半田山（半田沼→山上駐車場→半田山→北駐車場→半田沼）2015.12.12 ・・・・・・・・ 251
萬歳楽山（北口コース登山口～萬歳楽山）2015.12.12 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 252
高畠駒ヶ岳（登山口→駒ヶ岳→ひかば越え→登山口）2015.11.07 ・・・・・・・・・・・ 253
栗子山（米沢砕石～栗子隧道跡～栗子山）2016.06.11 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 255
小谷山（金山側入口→小谷山→早稲沢側入口）2016.10.24 ・・・・・・・・・・・・・・ 256
大名倉山（玉井登山口～大名倉山）2016.07.14 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 258
額取山（滝登山口→額取山→大将旗山→御霊櫃峠）2015.04.29 ・・・・・・・・・・・・ 259
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
三ッ岩岳（小豆温泉→三ッ岩岳→窓明山→保太橋登山口）2016.10.14～15 ・・・・・・・ 276
博士山（道海泣尾根→博士山→近洞寺コース）2016.09.30 ・・・・・・・・・・・・・・ 278
小博士山（博士峠～東北電力博士峠雨量観測所～小博士山）2016.11.07 ・・・・・・・・ 279
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

4

・阿武隈山系北部の山／
四方山〔亘理町〕
・・・・・・・・・・・ 291

霊山・こどもの村〔伊達市〕
・・・・・・・・・・ 301

国見山〔南相馬市〕
・・・・・・・・・・ 293

霊山・霊山閣跡〔伊達市〕
・・・・・・・・・・・ 303

五台山〔南相馬市〕
・・・・・・・・・・ 294

御幸山〔伊達市〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 305

雁形山〔伊達市〕
・・・・・・・・・・・ 296

堀沢山〔伊達市〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 306

弁天山〔伊達市〕
・・・・・・・・・・・ 297

黒森山〔福島市〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 307

高丸山〔伊達市〕
・・・・・・・・・・・ 298

十万劫山〔福島市〕
・・・・・・・・・・・・・・ 308

雨乞山〔伊達市〕
・・・・・・・・・・・ 299

大舘山〔福島市〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 310

田代山〔伊達市〕
・・・・・・・・・・・ 300
・阿武隈山系南部の山／
高倉山〔広野町〕
・・・・・・・・・・・ 311

大古山〔郡山市〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 325

五社山〔川内村〕
・・・・・・・・・・・ 312

御舘山〔郡山市〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 325

糠馬喰山〔川内村〕
・・・・・・・・・・ 313

国見山〔郡山市〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 326

弥宜ノ鉾〔川内村〕
・・・・・・・・・・ 314

源平山〔石川町〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 327

石森山〔いわき市〕
・・・・・・・・・・ 316

大日山〔石川町〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 328

水石山〔いわき市〕
・・・・・・・・・・ 318

石尊山〔石川町〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 329

二ッ石山〔いわき市〕
・・・・・・・・・ 319

愛宕山〔石川町〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 331

滝富士〔いわき市〕
・・・・・・・・・・ 320

新地山〔白河市〕
・・・・・・・・・・・・・・・ 332

明神山〔いわき市〕
・・・・・・・・・・ 321

雲五郎山〔浅川町〕
・・・・・・・・・・・・・・ 333

大滝根山・石ポッケ〔田村市〕
・・・・・ 322

九ッ山〔塙町〕
・・・・・・・・・・・・・・・・ 334

二ツ石山〔郡山市〕
・・・・・・・・・・ 324

羽黒山〔塙町〕
・・・・・・・・・・・・・・・・ 335

・八溝山系／大笹山（畑の沢林道～大笹山）2015.03.22 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 337
法度山（林道上手沢福岡線～法度山）2016.04.06 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 338
八溝山（白毛水→茗荷林道鹿ノ又支線→遊歩道２→八溝山）2016.04.22 ・・・・・・・・ 339
東山（白河関→東山→追分明神→白河関、荒金沢）2015.04.12／04.18 ・・・・・・・・341

入山状況／2015 年 1 月～12 月・2016 年 1 月～12 月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 343
資料／福島県山岳放射線量調査一覧表（2017 年 4 月 13 日）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 355

5

