
 山行名 山名 山域 実施日 写真
    青笹山        静岡県中部           
    皇海山 赤城山      群馬県             
    赤岳 阿弥陀岳     八 岳              
    赤岳     八 岳            
    赤岳     山梨県              
    秋葉山       静岡県西部          
    雪倉岳 朝日岳      長野県              
    浅間山 浜松市       静岡県西部           
    芦 久保山 花道        埼玉県           
    安土      滋賀     滋賀県         
           菅平 四阿山       長野県              
    四阿山  黒斑山       長野県              
    四阿山 黒斑山       長野県              
    安倍街道          静岡県中部          
    安倍城跡         静岡県中部          
    天城峠 仁科峠        静岡県東部          
    雨乞岳       山梨県         
    雨乞岳       山梨県          
    雨乞岳       山梨県          
    甘利山 千頭星山      山梨県          
    甘利山 千頭星山      山梨県         
    編笠山 権現岳       八 岳            
    編笠山 西岳            山梨県         
    赤岳 阿弥陀岳      八 岳              
    荒倉山       山梨県         
    荒船山       群馬県          
    荒船山 妙義山       群馬県             
    粟 岳       静岡県西部           
    淡路富士 鳴門 渦潮      兵庫県             
    大日 岳 安峰山       岐阜県             
    戸隠山 飯縄山       長野県              
    飯豊山      福島 山形 新潟             
    井川峠 笹山             静岡県中部           
    池田山      岐阜県         
    石老山 石砂山       神奈川県          
    石鎚山 剣山       愛媛県 徳島県              
    吉祥山 石巻山       愛知県         
        山 坂戸山      新潟県            
    伊吹山      滋賀県          
    葦毛湿原 神石山         静岡県西部          
    鼻曲山 岩菅山       長野県            
    岩巣山      愛知県           
    磐田花 旧跡       静岡県西部         
    岩岳山        静岡県西部           
    岩戸山       静岡県東部          



    岩本山        静岡県東部          
    上野公園        東京都         
    牛ヶ峰       静岡県中部          
    木曽駒 岳 空木岳      長野県              
    黒岳 越前岳        静岡県東部          
    越前岳 呼子岳        静岡県東部          
    越前岳        静岡県東部          
    越前岳        静岡県東部          
    越前岳        静岡県東部          
    大磯        神奈川県         
    大須       愛知県          
    大杉谷 大台 原       三重県            
    鹿島山 大鈴山       愛知県          
    沢渡山 大鈩山         静岡県中部          
    源氏山 大峠山        山梨県           
    大栃山        静岡県東部           
    大野山      神奈川県          
    大札山        静岡県中部          
    大山     神奈川県           
    丹沢大山     神奈川県         
    八紘嶺 大谷嶺       静岡県中部          
    小笠山       静岡県西部          
    小笠山       静岡県中部          
    大日岳  奥大日岳         北                 
    小国神社 大洞院         静岡県西部           
    遠州鉄道奥山線跡        静岡県西部          
    小倉山      山梨県          
    尾白川渓谷          山梨県         
    尾瀬 原      群馬県             
    大尾山      静岡県中部          
    甲斐駒 岳        南               
    甲斐駒 岳        南                 
    開成町紫陽花           神奈川県         
    笠 岳      北                 
    笠 岳      北                  
    笠取山       山梨県           
    鹿島山 大鈴山      愛知県          
    鹿島槍 五竜   場                長野県              
    春日沢 頭          山梨県           
    風越山       愛知県          
    風越山 飯田        愛知県           
    茅ヶ岳～金ヶ岳      山梨県           
    鎌倉          神奈川県         
    鎌倉          神奈川県          
    葦毛湿原 神石山        静岡県西部          
    上高地 乗鞍高原散策      長野県            



    聖岳 上河内岳        南                 
    神成山       群馬県          
    茅ヶ岳～金ヶ岳      山梨県           
    唐松岳 五竜岳       北               
    麻機川合山       静岡県中部         
    皮子平        静岡県東部          
    皮子平        静岡県東部          
    皮子平        静岡県東部          
        湖散策       静岡県西部         
    平治 段 貫 岳       静岡県中部          
    貫 岳       静岡県中部           
    舘山寺          静岡県西部         
    木曽駒 岳 空木岳        長野県              
    北岳     南                 
    北八 岳        長野県           
    吉祥山 石巻山        愛知県         
       強歩大会          静岡県中西部            
    霧 峰      長野県         
    霧訪山       長野県          
    金華山      岐阜県          
    金時山        静岡県東部           
    金時山        静岡県東部          
    金峰山      山梨県          
    金峰山      山梨県           
    金北山       新潟県              
    櫛形山       山梨県         
    口坂本 悠久 森        静岡県中部           
    口坂本 悠久 森        静岡県中部          
    久能山 日本平       静岡県中部          
    鞍掛山       山梨県           
    黒岳 越前岳      静岡県東部          
    黒斑山      長野県          
    四阿山  黒斑山      長野県              
    四阿山 黒斑山      長野県              
    黒斑山 高峰山       長野県             
    黒部五郎岳         富山県              
    鶏頂山 南平山        栃木県           
    源氏山 大峠山      山梨県           
    乾徳山       山梨県         
    乾徳山       山梨県            
    乾徳山       山梨県          
    宮路山 五井山     愛知県           
    高野山      和歌山県           
    香嵐渓 伊吹山 変更       愛知県          
    小金沢山        山梨県          
    国師 岳       山梨県          



    山伏 小河内山 支部長        静岡県中部           
    湖西連峰         静岡県西部          
    湖西連峰         静岡県西部          
    小秀山      長野県              
    小富士     静岡県東部           
    小富士     静岡県東部         
    高麗山 湘南平     神奈川県           
    唐松岳 五竜岳       北               
    編笠山 権現岳       八 岳            
    権現山        静岡県中部           
    大日山 金剛院        静岡県中部         
    金精山 前白根山       栃木県              
    笹子雁 腹摺山             山梨県           
    笹子雁 腹摺山             山梨県          
    笹山      静岡県中部              
    薩埵峠        静岡県中部         
    薩埵峠        静岡県中部          
    椹島 笊 岳      南                 
    沢渡山 大鈩山        静岡県中部          
    三方分山          静岡県東部           
    塩見岳      山梨県              
    志賀山 本白根山     群馬県             
    四季の回廊        愛知県           
    獅子 鼻            静岡県西部          
    思親山      山梨県           
    賎機山縦走        静岡県中部         
    賎機山縦走        静岡県中部          
    賤機山 安倍川堤        静岡県中部         
    賤機山縦走        静岡県中部          
    七面山       山梨県             
    釈迦 岳       山梨県          
    杓子山       山梨県          
    十二ヶ岳        山梨県            
    尉 峰        静岡県西部          
    尉ヶ峰        静岡県西部          
    蝶 岳 常念岳        長野県              
    城山 葛城山              静岡県東部            
    白峰三山        南                 
    白水山       東京都           
    皇海山 高山 日光      栃木県              
    皇海山 赤城山      群馬県             
    石老山       神奈川県           
    石老山 石砂山       神奈川県          
    山岳セルフレスキュー          静岡県中部          
    戦国夢街道            静岡県西部          
    仙丈 岳         南                



    千畳敷        長野県          
    甘利山 千頭星山         山梨県          
    甘利山 千頭星山         山梨県         
    千枚岳       南               
    曽我梅園       神奈川県          
    醍醐山      山梨県          
    醍醐山      山梨県           
    大日 岳 安峰山        岐阜県             
    山伏 大日古道         静岡県中部          
    大日山 金剛院        静岡県中部         
    大日岳  奥大日岳       北                 
    大菩薩峠         山梨県         
    大菩薩嶺        山梨県           
    平標山          群馬県            
    高根山  高尾山       静岡県中部          
    高尾山 菩提山       静岡県中部          
    高草山        静岡県中部           
    高草山 朝比奈川        静岡県中部           
    満観峰 高草山        静岡県中部          
    高草山 林  院        静岡県中部          
    高谷山       山梨県           
    高             静岡県中部          
    高根山  高尾山       静岡県中部          
    寝姿山 高根山       静岡県東部          
    高浜ウオーク     愛知県            
    黒斑山 高峰山       長野県             
    皇海山 高山 日光     栃木県              
    太刀岡山       山梨県          
    龍尾神社         静岡県西部          
    蓼科山       長野県           
    立山三山         北               
    櫛形山 田貫湖 変更      静岡県東部          
    太郎坊山        滋賀県          
    千葉山清掃        静岡県中部          
    茶臼山       愛知県          
    蝶 岳       北                 
    蝶 岳 常念岳       長野県              
    長九郎山          静岡県東部          
    長者 岳 天子 岳          静岡県東部          
    天子 岳 長者 岳          静岡県東部          
    長者ヶ岳          静岡県東部          
    智異山     韓国            
    杖立峠        山梨県           
    石鎚山 剣山      愛媛県 徳島県              
    黍生 天 峰      愛知県             
    七 峰 天狗石山         静岡県中部              



    安倍奥天狗岳       静岡県中部          
    天狗岳 南八 岳      山梨県           
    長者 岳 天子 岳        静岡県東部          
    天子 岳 長者 岳        静岡県東部          
    神津島天上山 東京        東京都             
    丹沢塔ノ岳      神奈川県          
    塔のへつり・大内宿       福島県              
    遠見尾根           長野県              
    戸隠山 飯縄山       長野県              
    戸狩温泉   場        長野県             
    戸倉山      長野県          
    常滑        愛知県          
    突先山        静岡県中部          
    突先山        静岡県中部          
    二俣城址 鳥羽山      静岡県西部          
    聖山 遠望峰山      愛知県           
        山 坂戸山       新潟県            
    苗場山 湯 丸山      新潟県              
    中沢峠         静岡県中部          
    名古屋港         愛知県           
    夏山安全登山研修会                           
    七 峰 天狗石山       静岡県中部              
    鍋山     愛知県          
    奈良井 宿       長野県          
    鶏頂山 南平山        栃木県           
    西沢渓谷         山梨県          
    西沢渓谷         山梨県          
    仁科峠 猫越岳        静岡県東部          
    天城峠 仁科峠        静岡県東部          
    日本平             静岡県中部           
    日本平 三保        静岡県中部          
    日本平        静岡県中部           
    日本平        静岡県中部          
    日本平 山 歌 集        静岡県中部          
    日本平 船越堤公園        静岡県中部         
    久能山 日本平        静岡県中部          
    入笠山        山梨県           
    入笠山 冬期研修会        山梨県           
    入笠山        山梨県         
    韮山反射炉           静岡県東部          
    沼津            静岡県東部           
    寝姿山 高根山        静岡県東部          
    仁科峠 猫越岳       静岡県東部          
    寧比曽岳      愛知県          
    上高地 乗鞍高原散策         長野県            
    乗鞍五色 原           長野県              



    乗鞍岳             長野県              
    乗鞍岳 一 瀬園地       長野県            
    白山     石川県              
    八間山 三壁山       群馬県             
    鉢盛山       長野県           
    八高山        静岡県中部          
    八高山        静岡県中部           
    八紘嶺 大谷嶺         静岡県中部          
    法多山       静岡県西部          
    鼻曲山 岩菅山        長野県            
    浜石岳        静岡県中部         
    浜石岳        静岡県中部          
    針 木岳 蓮華岳       北                 
    針 木岳 蓮華岳        北                 
    春埜山       静岡県西部          
    漢拏山 韓国遠征      韓国              
    万二郎岳 万三郎岳          静岡県東部           
    万二郎岳 万三郎岳         静岡県東部           
    半田       愛知県          
    飯間山       静岡県中部           
    飯間山 大鈩山               静岡県中部           
    妙高山 火打山      新潟県           
    東天狗岳          長野県          
      石      静岡県中部          
      石      静岡県中部          
    比丘尼城趾        愛知県          
    聖岳 上河内岳       南                 
    聖山 遠望峰山      愛知県           
    日向山      山梨県           
    日向山      山梨県          
    平 岳      新潟県                
    平 岳      新潟県              
    武甲山      埼玉県          
    富士山   合目     富士山         
         富士山       静岡県東部          
    精進口登山道               山梨県          
    富士山太郎坊           静岡県東部          
    富士山 合目          静岡県東部           
    富士見            静岡県東部           
    藤原岳       三重県          
    幕岩 双子山      富士山              
    幕岩 双子山       静岡県東部           
    二俣城址 鳥羽山          静岡県西部          
    武奈ヶ岳・三上山      滋賀県               
    不老山      神奈川県           
    不老山      神奈川県          



    平治 段 貫 岳        静岡県中部          
    房総                  千葉県           
    高尾山 菩提山       静岡県中部          
    武尊山      群馬県           
    志賀山 本白根山        群馬県             
    金精山 前白根山        栃木県              
    幕岩 双子山     富士山              
    幕岩 双子山      静岡県東部           
    幕 山     神奈川県          
    真富士山       静岡県中部         
    真富士山       静岡県中部          
    満観峰        静岡県中部          
    満観峰        静岡県中部         
    満観峰        静岡県中部            
    満観峰集中登山        静岡県中部          
    満観峰        静岡県中部         
    満観峰        静岡県中部          
    満観峰 高草山         静岡県中部          
    合同    萬城 滝          静岡県東部              
    三浦富士      神奈川県           
    三浦富士      神奈川県          
    三上山 近江富士      滋賀県             
    武奈ヶ岳・三上山      滋賀県               
    三国山      神奈川県          
    三窪高原        山梨県          
    御坂黒岳        山梨県           
    未丈 岳        新潟県             
    御正体山         山梨県           
    瑞牆山       山梨県          
    瑞牆山       山梨県          
    水 塚冬期研修会       静岡県東部           
    三筋山       静岡県東部          
    八間山 三壁山       群馬県             
    三 峠      山梨県           
    三 峠山        山梨県           
    三 峠山        山梨県          
    三 峠山        山梨県           
        道            静岡県中部          
    三原山      東京都              
    宮路山 五井山      愛知県           
    荒船山 妙義山       群馬県             
    妙高山 火打山        新潟県           
    妙法ヶ岳         岐阜県            
    美和 桜        静岡県中部           
    室堂周辺散策     北              
    茂来山      長野県           



    森町ウオーク      静岡県西部           
    瑞牆山 焼津            静岡県東部          
    八重山 能岳          山梨県           
    八事       愛知県          
    夜叉神峠散策         山梨県          
    大和三山        奈良県             
    山 日制定記念講演会                           
    播隆祭 槍 岳      北               
    山伏      静岡県中部          
    山伏      静岡県中部          
    山伏      静岡県中部          
    山伏      静岡県中部          
    山伏 小河内山 支部長      静岡県中部           
    雪倉岳 朝日岳       長野県              
    苗場山 湯 丸山       新潟県              
        道   湯山峠        静岡県中部           
        道   湯山峠        静岡県中部         
    湯山峠 東海自然歩道        静岡県中部          
    奄美大島 湯湾岳      鹿児島県             
    横岳 南八 岳     八 岳            
    横地城跡          静岡県西部         
    越前岳 呼子岳       静岡県東部          
        養成講座                      
    竜 石山         静岡県西部         
    竜爪山         静岡県中部          
    桜峠 竜爪山         静岡県中部          
    両神山        埼玉県              
    針 木岳 蓮華岳      北                 
    針 木岳 蓮華岳      北                 


