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はじめに 

 

昨年度から引き続き今年度も安定して部員が入り、年度末には最終的に、３年生１名、２年生５名、１年生

３名の計９名の部員が残り、久々に活気のある年となりました。人数も増えましたし、昨年度に比べて山行日

数も増えて、傍から見ればかつての山岳部の復活を予感させる、そんな年ではなかったのでしょうか。 

しかし、実情はそんな簡単な話ではありません。今年度は４年生が不在であるため、経験の浅い３年生が最

上級学年としてリーダーを務めました。そういった体制の中で、学生たちが主体となり活動を組み立てて行く

ことができず、監督、コーチに頼りきりになっていた節があったことは否めません。さらに、人数が多いから

こその弊害でもある、個人の実力差というものも新たな課題として浮き彫りになってきました。活動を組み立

てて行くことができていないというのはやる気の問題ではなく、いまいちやり方がわからないといった原因が

あったのではないかと思います。幸いなことに、今年度は卒業生がいないため、来年度も同じメンバーで活動

を行うことができます。今年度、監督、コーチが示してくれた道筋を来年度上級生となる、現在の学生たちが

しっかり理解し、実行して行くことが部の実力を上げるためには必要不可欠であると思います。 

日頃より我々を支えてくださっている、井上監督、コーチの方々を始めとするＯＢ、ＯＧの皆様に感謝の意

を込め、２０１９年度ＮＡＶ報告を上梓致します。 

主将 小菅悠人 

 

部員構成 
 

３年 小菅 悠人（醸造科学科３年）、 

２年 鎌田 諒（地域創成科学科２年）、河野 宝（バイオサイエンス学科２年）、齊藤 孝太郎（国際バイオ

ビジネス学科２年）、鈴木 真太朗（醸造科学科２年）、丸山 瑞貴（醸造科学科２年） 

１年 石井 壱征（醸造科学科１年）、梅津 拓弥（生産環境工学科１年）、小松 大貴（国際バイオビジネス

学科２年）、名取 智陽（森林総合科学科１年）、橋本 哲（地域創成科学科１年） 
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１．新人歓迎合宿 

２０１９年４月２９日～５月２日 上越 巻機山 

参加者：Ｌ小菅、鎌田 河野 鈴木 齊藤 丸山、石井、名取、橋本、（コーチ）岩附、井上峻 

 

４月２９日 曇 

離京 六日町(１２：４０)～清水バス停(１３：２５)

～巻機山麓キャンプ場(ＢＣ)(１３：４５) 

 早朝に部室に集合し食品類のパッキングを済ませて

から出発、電車で六日町駅へと向かう。六日町駅到着

後、バスで清水停留所まで移動して新人歓迎合宿を開

始する。体操を済ませてアスファルトの舗装路を１５

分ほど歩き、駐車場の左側から林道を抜けていくと巻

機山麓キャンプ場に到着する。去年に比べて雪が多い。

整地を行い、ここにＢＣを設営して今日の行動を終了

した。 

 

４月３０日 雨 １１℃ 

ＢＣ(６：１５)～１３００ｍ(７：５０)～１５１０ｍ

(１０：４５)～１３００ｍ(１１：００)～ＢＣ(１２：

２０) 

前日の夜から小雨であった。朝食を済ませ、雨具上

下及びスパッツ、オーバー手袋を装着し出発した。キ

ャンプ場から少し歩いたところにある橋を渡り、取り

付く。石碑を目印に井戸尾根コースに合流する。残雪

が多く、テープを目印に進む。新入生はとても元気が

良く、井戸の壁を物ともせずに１３００ｍの台地まで

たどり着いた。ここで休憩を挟んでから雪上歩行訓練

と滑落停止訓練を行う。今年は上級生が多いためマン

ツーマンで丁寧に教えることが出来た。滑落停止訓練

中に岩附ＯＢと合流する。訓練終了後、頂上を目指す

が強風のため１５５０ｍ地点で引き返す。少し下った

斜面で強風を利用し耐風姿勢訓練を行う。その後、雪

上訓練を行った１３００ｍ地点まで駆け下り小休止を

２日目に頂上を目指すが強風に阻まれる 

 

 

巻機山山頂 

挟み、再び駆け下って帰幕した。夕食中に小和田ＯＢ

が激励に来て下さり、夕食後に下山された。 

 

５月１日 晴 ８℃ 

ＢＣ(６：１５)～１１２０ｍ(７：２０)～１３００ｍ

(７：５０)～ニセ巻機（１０：３５)～巻機山（１１：

００）～ＢＣ（１３：００） 

 雨は止んでいたが雲行きが怪しい。朝食中に井上峻

太郎ＯＢが入山される。前日と同じ服装で出発し、１

１２０ｍ地点で休憩を挟み、１３００ｍの雪上訓練場

に向かう。ここで雪上訓練を行い、雪上歩行と滑落停

止の型を新入生に定着させる。訓練終了後、頂上を目

指して登っていく。上部も残雪が多く、キックステッ

プで雪を捉えながら進む。ニセ巻機で一旦休憩をとる

が、ここで新入生の名取がシャリバテにより登頂を断

念する。岩附ＯＢが名取を連れて一足先に下山し、残

りの者は頂上へ向かった。登頂時は雨が降っていたが、

新入生の達成感に満ちた表情は晴れ晴れとしたもので

あった。速やかに記念撮影を済ませて下山を開始する。

尾根沿いに下ってしまい、雪上訓練を行った１３００

ｍ地点での小休止に合流できないものもいたが、最終

的には全員が無事帰幕した。整理体操を済ませ、すぐ

に新人歓迎コンパの準備に取り掛かった。雨が強かっ

たが、ブルーシートをタープ代わりにしてバーベキュ

ーを行うことが出来た。コンパには参加コーチに加え

村田ＯＢと長久保ＯＢが参加してくださった。ＯＢの

方々と談笑し、美味しい食材に皆舌鼓を打ち、大満足

の様子であった。 

 

５月２日 晴 ８℃ 

 朝食後、テントを撤収し縦走隊と別れて下山した。 

 

２．上越国境稜線縦走合宿 

５月２日～５月４日 上越国境稜線 巻機山〜朝日岳〜白毛門 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、鈴木、齊藤、（コーチ）井上徳、岩附 

 

５月２日 晴 ８℃ 

ＢＣ(１０：０５)～１０３０ｍ(１１：０５)～１３０

０ｍ(１２：３０)～１８１０ｍ(１３：２５) 

 起床後、新入生が新人歓迎コンパで余った食材を使
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って焼きそばとスープをこしらえてくれた。量が少な

かったため、この後上越国境稜線縦走合宿を控えてい

る上級生が優先して食事をとった。食事を済ませ撤収

作業を急ぎつつ、継続して行われる合宿の装備、食糧

仕分けが行われた。撤収と振り分けが完了し、帰京す

る者達を見送った後、パッキングを開始する。岩附Ｏ

Ｂから頂いたおにぎりを完食後、上越国境稜線縦走合

宿を開始する。この時点で空模様は回復し、半袖にス

パッツとオーバー手袋で充分であった。新歓合宿とは

打って変わって重荷での行動となったため、隊員の足

取りは亀の如くゆっくりであった。井戸の壁の中間地

点の１０３０ｍ付近で休憩を挟む。ここで齊藤がバテ

て隊から遅れたため、岩附ＯＢが齊藤の団体装備の入

れ替えとパッキングのやり直しを提案、指導をする。

気を取り直し、雪上訓練を行った１３００ｍ付近まで

奮闘する。きつめの急登はここまでで、休憩後は隊員

の表情に余裕が生まれていた。新人歓迎合宿時のトレ

ースを追って標高を稼ぐ。ニセ巻機を越えた先の避難

小屋から少し進んだ場所にテント場を決め整地に励む。

幕営中、強風にあおられＥＸＰ６人用テントのポール

が折れるというアクシデントがあったが設営すること

が出来た。この後、夕食を作っている途中で井上ＯＢ

が合流された。 

遠くに巻機山を望む 

 

５月３日 晴 １℃ 

１８１０ｍ(６：５０)～巻機山(７：２０)～１６４６

ｍのコル(７：５５)～柄沢山(１０：２５)～檜倉山(１

２：２０)～大烏帽子山(１３：２５)～１７１０ｍ台地

(Ｃ２)(１４：２５) 

この日は天気が良かったが風が少し冷たいと感じた。

そのためテント撤収及びパッキング中のみオーバー手

袋の下に毛手袋を着け、雨具の上を着用していた。ま

た、アイゼンの使用も視野に入れて冬用登山靴を履く

こととなった。出発してから１時間ほどで巻機山の山

頂を通過し、１６４６ｍのコルまで順調に進む。米子

頭山からその先１８０８ｍの小ピーク２ヵ所も問題な

く通過した。ここまでは全て稜線のみなかみ町側雪面

を通ってきている。その先、柄沢山の急登から所々藪

漕ぎが必要となり、上り下り共に苦戦を強いられる。

また、雪を踏み抜く場面も多々あり、隊員の体力、精

神力が削られていく。距離も長いため、休憩の場所や

タイミングには気を使い、坂を上り切った後の平坦な

場所で、風当たりの少ない場所を積極的に活用してい

った。当初は朝日岳まで登りきる予定でいたが、隊員

の疲労度、幕営適地の不確実性等を考慮し、大烏帽子

山を越えた先の１７１０ｍ台地に幕営することとなっ

た。ここは元から平坦で整地も踏み慣らす程度で充分

快適なテン場となった。素早く幕営を済ませ、この日

の行動を終了した。 

 

５月４日 晴 ０℃ 

１７１０ｍ台地(５：３５)～朝日岳(６：４５)～笠

ヶ岳(８：１５)～白毛門(９：２５)～１４７０ｍ(１

０：２５)～１１５４ｍ(１１：０５)～土合(１２：

５５) 

この日は朝食の時間を１時間早めて出発を急いだ。

無風快晴で美しい朝焼けがどこまでも続いていた。出

発してすぐに朝日岳へ続く急登が待ち構えている。急

登を登り切った先には平坦な夏道があり、そこを進ん

でいくと朝日岳山頂に着く。そこで記念撮影をし、休

憩をとる。緩やかなアップダウンを繰り返すと１９３

４ｍ地点に着く。そこから広い稜線を下った先に１８

００ｍの平坦なコルがあり、少し登った先に笠ヶ岳山

頂がある。手前にドーム型の避難小屋があるのでわか

りやすい。笠ヶ岳山頂から白毛門へ向かう際には大倉

尾根に抜ける道と間違えぬよう注意する。また、夏道

の急な下りとなるため足の置き方にも注意が必要とな

る。１７００ｍ付近まで下るとその先は稜線が続いて

いて、所々夏道もあり順調に進むことが出来る。その

ため白毛門の山頂までは比較的楽である。しかし大変

なのはこの後にある下りで、１００ｍの急斜面にシュ

ルンドが２ヵ所程確認できた。そのため隊員はクライ

ムダウンで慎重に下らざるを得なかった。その斜面を

通過すると緩やかな下りになるが、１４８４ｍ地点か

ら再び急斜面が１３９０ｍまで続き、ここから先は鎖

場の通過も見受けられ隊員の緊張が増す。１３００ｍ

地点から先は徐々に樹木が立ち並ぶようになり、雪面

と夏道を交互に下っていく形となる。しばらくして鈴

木のペースが遅いため、荷抜きを行う。１１５４ｍ地

点から先はほぼ夏道が続くため、休憩のついでにピッ

ケルとオーバー手袋をザックにしまった。そこからは

木の根や浮石に気を付けながら夏道をひたすら下り、

ついに土合橋に到着する。その後、登山口から土合駅

までの舗装道を走り切り、合宿を終了した。 

白毛門の下りは急斜面をクライムダウン 
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３．岩登り合宿 

５月１８日（奥多摩 つづら岩）５月２４日～５月２６日（御坂 三ツ峠） 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、河野、齊藤、鈴木、丸山、石井、梅津、名取、橋本 

（コーチ）井上徳、西出、岩附、（ＯＢ）小島 

 

５月１８日 晴れ 

三つ峠に向けて登攀の練習をするためにつづら岩に

行った。武蔵五日駅から藤倉行きのバスに乗り、千足

バス停で下車する。バス停からすぐの北の林道に入る。

林道終点の駐車場付近に登山道がある。バスを降りる

とほかのパーティも何人か準備していたので先を急い

で進んだ。アプローチは急げば１時間ほどである。ま

ず、齋藤＝石井＝橋本で「オケラルート」（Ⅲ）、丸山

＝河野＝名取で「一般ルート」（Ⅳ）、小菅＝河野＝梅

津で「左ルート」（Ⅳ）を登る。その後鎌田＝名取＝梅

津で「オケラルート」などを登っていると、登り始め

てから２時間ほどで井上ＯＢと合流した。井上ＯＢ＝

鈴木で「無名」（Ⅳ）、丸山＝橋本で「吊り上げルート」

（Ⅴ-）、齊藤＝河野＝名取で「一般ルート」（Ⅳ）など

を登った。人数が多いのでそれほど多くは登れなかっ

たが、マルチピッチもでき登攀システムが一通り確認

できた。 

「一般ルート」（Ⅳ）２Ｐ目 

 

５月２４日 晴 

達磨石(７：３０)～屏風岩付近 (９：１０)～屏風岩

(９：４０)～屏風岩付近(１７：４０)～達磨石(１９：

１０)～達磨石付近四阿(２１：４０) 

先発隊の小菅、鎌田は井上ＯＢの自宅に泊まり、朝

に拝島駅で西出ＯＢと合流してから達磨石付近まで車

で移動した。到着後すぐに屏風岩を目指す。荷物があ

まり重くなかったので、休憩を挟まずに一気に登り切

った。屏風岩手前の広場でヘルメットとハーネスを着

用してから屏風岩へと向かった。平日なので、人がお

らず岩場はほぼ貸し切りの状態であった。 

 コーチからセカンドビビレイの解除方法とエイト環

の仮固定の講習を受けた後、小菅＝西出パーティと鎌

田＝井上パーティに分かれて登攀を開始した。鎌田＝

井上パーティは鎌田がリードし、終了点からの懸垂下

降までを１セットとして一般ルート右を３本、一般ル

ート中央を２本、一般ルート左を 1 本登り、登攀の流

れを反復した。また地蔵ルート(左)を井上ＯＢのリー

ドで登った。小菅＝西出パーティは小菅のリードで懸

垂下降までを１セットとして一般ルート左、都岳連ル

ート、地蔵ルート(左)を登った。観音ルート(左)は敗

退した。最後に一般ルート右～サンドイッチ～天狗の

踊り場までのタイムトライアルを行う。２パーティで

数珠つなぎに登攀し、天狗の踊り場まで登り１時間、

下りは懸垂３回で１時間かかった。２回目の懸垂で小

菅がロープの末端が地面に到着しているように見えた

ので懸垂をしたが、実際は着いておらず登り返し時間

を消費した。登攀終了後は速やかに登攀具を整理し達

磨石付近の駐車場まで一気に駆け下った。達磨石から

三つ峠駅まで車では井上ＯＢの車で送っていただき、

三つ峠駅付近で井上、西出ＯＢと解散した。その後、

三つ峠駅にて本隊と合流、四阿まで歩き明日の行動に

備えて休んだ。また、四阿で小島ＯＢと合流した。 

一般ルート左と中央ルート 

 

５月２５日 晴                                                                                       

達磨石付近四阿（５：３０）～馬返し（６：２０）～

屏風岩付近（７：２０）～屏風岩（８：２０）～ＢＣ

（１７：００） 

 達磨石までアスファルトで舗装された道を進む。達

磨石を通過後、浮石の多い登山道を進む。１年は表立

って疲れた表情を見せず順調に馬返しまで進み、ここ

で休憩を行った。天気が良いため馬返しからきれいに

富士山が見えた。休憩後、屏風岩付近まで一気に登り、

ＢＣを設営した。ＢＣ設営後、すぐに屏風岩に移動し

登攀を開始した。屏風岩で日帰りの岩附ＯＢと合流し

た。 

２年リード、１年セカンドで丸山＝梅津＝鈴木、河

野＝石井＝鎌田、齊藤＝名取＝橋本の３パーティを組

み、一般ルート、リーダーピッチを登りこむ。小菅、

小島ＯＢは取り付きで見守り、リードに不安のある者

と交代したり、パーティ編成の変更の指示や技術に対

してのアドバイスを行なった。２年はつづら岩での練

習以来、２回目のリードで緊張していたが、徐々に登

れるようになっていた。１年もつづら岩での練習と同

様、支点構築やビレイの仕方の確認をしながら登った。

途中、河野＝橋本＝小菅パーティは草溝ルートに、岩
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附ＯＢ＝鎌田パーティは地蔵ルート（左）に登った。

人が多かったため、１人４ルート程登った後ＢＣに帰

幕した。 

 

５⽉２６日  晴 １７℃ 

ＢＣ(７：００)〜屏⾵岩(７：１５)〜ＢＣ（１３：０

０）〜三ツ峠グリーンセンター(１４：００)  

昨日から引き続きの晴天で、朝から汗ばむ陽気であ

る。屏風岩に到着して、まずは 2 年がそれぞれ一般ル

ートのリードをし、フォローは１年、2 年の順である。

登り終えて懸垂をして帰ってくる頃にはどの取りつき

も別パーティで一杯である。どのパーティも昨日より

早く登れていて、その後、上級生はまだ行っていない

一般ルートをリードし 1 年を連れて登り降りを繰り返

す。また丸山＝橋本で都岳連ルート、鎌田＝石井＝梅

津でリーダーピッチを行く。また小菅＝鎌田＝丸山で

観音ルート（左）に行くが、フォローの鎌田が登れな

かったため橋本と交代した。登っている間、他のクラ

イマーに応援された。混んでいることや、残り時間を

考慮すると天狗の踊り場まで行くのは厳しいと判断し、

ＢＣへ帰幕する。テントを撤収してから三ツ峠グリー

ンセンターへ駆け下り整理体操をして岩登り合宿を終

える。 

 

 

４．六月合宿 

６月１４日～６月２０日 北アルプス 涸沢定地 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、河野、齊藤、鈴木、丸山、石井、梅津、名取、橋本 

（コーチ）井上徳、高野、西出、岩附、（ＯＢ）廣瀬、福留 

  

６月１５日 雨 

上高地 (５：４５)～明神(６：３０)～徳沢(７：４０)

～横尾(８：４０)～涸沢(ＢＣ)(１２：２５) 

前日、井上ＯＢとともにバスタ新宿から夜行バスに

乗り上高地へ向かう。上高地では雨が降っていたので

雨具を着て出発する。梓川を左に見ながら林道をひた

すら進んでいくと明神に到着する。明神館の方に挨拶

をして、着替えをデポする。雨が降り続くなか徳沢に

着き、引き続き雨の中林道を進むと横尾に到着する。

横尾で梅津の荷を抜き休憩を挟みながら歩き続ける。

横尾大橋を渡り、本谷橋を目指す。 

本谷橋を渡ると本格的な登山道となる。途中から

所々雪渓が現れるので、ピッケルとオーバー手袋、ス

パッツを身に着ける。本谷橋を過ぎたあたりで岩附Ｏ

Ｂと合流する。そして、樹林帯の斜面をトラバースし

て進む。すると、涸沢ヒュッテ直下の雪渓に直面する。

足を滑らせないように雪にしっかり蹴りこみながら最

後の力を振り絞り登りきる。テント場は雪に覆われ上

部にも雪がうっすら付いている。涸沢ヒュッテに到着

後すぐにテントを張る。冷蔵庫代わりに雪渓に穴を掘

りこの日の行程を終了する。 

 

６月１６日 雨 ８℃ 

ＢＣ(７：１０)～雪上訓練開始（Ⅴ・Ⅵのコル下部）

～ＢＣ(１２：１５) 

雨が降り続いていてしばらく待っても天気は回復し

そうになかったので、短い時間で集中して雪上訓練を

行うことにした。ＢＣを出発しⅤ、Ⅵのコルの下部の

雪渓を登り、そこで雪上訓練を行った。内容としては

雪上歩行と滑落停止、スタカットの確認、最後にＦｉ

ｘ工作の要領を理解するため競争形式の訓練を行った。

終始気温が低く、雨風共に強かったため、一同は寒さ

に震えながらの雪上訓練となった。雪上訓練を終え速

やかに帰幕する。帰幕後、テント整備とお茶作りに分

担して行動した。テント整備は６人用テントのポール

が突風に影響で折れていたため交換、全てのテントの

ペグが雨で雪が解けて浮いてきたため、スコップで掘

りなおして埋めるなどした。終始、雨風が強く突風も

あるため、全身びしょ濡れになった。お茶の時間に福

留ＯＢが入山された。衣服が濡れていたため、ラジウ

スの火を焚いた状態で暖を取ることにした。また、毛

下着の上下を着用した。 

 

６月１７日 曇 ５℃ 

ＢＣ(５：０５)～ゴジラの背(７：０５～８：００)～

東陵のコル(８：３５)～北穂高岳(９：５０)～最低コ

ルの手前 (１２：０５～１２：３０)～ＢＣ(１２：５

０) 

前日の夜に激しく雨が降ったが、朝には止み、予定

通りＢＣを出発することができた。雪渓はそれほど固

くなく登りやすい。所々夏道が出現し、小石や岩の多

い道を進む。北穂沢カールのトラバースの手前でハー

ネスとヘルメットを装着する。北穂沢カールから東稜

の最低コルまでの雪渓のトラバースは上級生が一年生

の下に付いて登っていく。東稜の最低コルからは横尾

谷側へ回り込み、ゴジラの背の取り付きへ向かって岩

稜を登っていく。所々岩の表面が凍結している箇所が

あり、足を滑らせる危険があったので注意して登る。

ゴジラの背の取り付きに到着し、ピナクルで自己確保

をとり、Ｆｉｘを張る。Ｆｉｘは齊藤がリードし、小

菅が後ろからついていった。中間支点は、ハイマツ、

残置ハーケンなどで豊富に取ることができる。途中の

大きな岩を横尾谷側から乗越す場面では、雪付きが多

例年より雪が多い北穂から最低コルまでの岩稜帯 
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く、危険であったためリードを齊藤から小菅に交代す

る。終了点はピナクルでとり、Ｆｉｘの回収は河野と

岩附ＯＢが行った。顕著なナイフリッジを抜けると、

懸垂地点たどり着き、残置の捨て縄を利用し、５ｍ懸

垂を行った。北穂高岳へは急傾斜の岩稜を登る。北穂

高岳小屋の下のガレ場を登り、木でできた短い梯子と

石段を上がると北穂高岳北峰に到着する。記念撮影後、

南峰へ向かって岩稜帯を進み最低コルを目指す。例年

になく岩に雪が付き、凍り付いていたため下りは上級

生が一年生の下に付き、注意しながら下っていった。

ほどなくして最低コル手前のコルに到着した。ここか

らも凍り付いた、あるいは濡れた岩場が続くと予想さ

れ、時間が遅くなってしまうことや数名の学生が頭痛

を訴えていることを懸念し、このコルから下降するこ

とにした。一気にＢＣへ駆け下る。ＢＣ到着後、連日

の風雨でテントの張りが弱くなっていたので、場所を

変えて張り直した。その後、福留ＯＢが下山され廣瀬

ＯＢと西出ＯＢが入山された。 

 

６月１８日 晴のち曇 ８℃ 

ＢＣ(５：１０)～Ⅴ・Ⅵのコル(５：５５～６：４０)

～Ⅳ・Ⅴのコル（９：２０）～Ⅲ峰取り付き(９：３５

～１１：４５)～Ⅲ峰頂上(１２：４５)～前穂高岳(１

４：００)～下降開始（１４：３０）～Ⅲ・Ⅳのコル(１

５：３０～１７：００)～ＢＣ(１７：４０) 

大人数の行動で時間がかかることが予想されたため、

朝食の時間を１時間早めた。テントから出ると雲の隙

間から見える青空が好天を予感させる。風がかなり冷

たく感じられたため毛下着の上下を身に着けたまま行

動を開始する。ＢＣよりⅤ・Ⅵのコルを目指して雪渓

を詰めていく。Ⅴ・Ⅵのコルでハーネスとヘルメット

を装着し、寒さ対策に雨具の上を着る。ピッケルは邪

魔になるのでザックの中にしまい、概念文に従ってⅤ

峰に続く階段状のリッジを進む。始めは浮石の存在と

高度感によって緊張感が漂っていたが、天候が良く快

適に進むことが出来た。途中Ⅳ・Ⅴのコルから先はバ

ンドを涸沢側へ進む。道が分かりづらく戸惑うが、所々

ハーケンが撃ち込まれているため注視しながら進んだ。

奥又白池側のバンドから稜上に伸びるガリーを右上し、

涸沢側に乗越す際は岩が脆くなっているのでホールド

を慎重に選ぶ。ここがルートファインディング核心部

だと考えられる。その後ガレた稜線を辿って登るとⅣ

峰に着き、少し急な斜面を下るとⅢ・Ⅳのコルに着く。

ここで岩附ＯＢがⅢ・Ⅳのコルより延びる雪渓から下

山された。岩附ＯＢを見送った後、事前に打ち合わせ

ていた通り、小菅＝橋本＝西出ＯＢパーティが一足先

に取り付きへと向かい登攀を開始する。先行パーテ 

ィのフォロワーが登り始めるタイミングに合わせて後

方のパーティのリードが登り始めるという形で、鎌田

（２）＝名取（１）＝鈴木（２）パーティが続き、丸

山（２）＝梅津（１）＝廣瀬ＯＢパーティと河野（２）

＝石井（１）＝齊藤（２）＝井上ＯＢパーティも順に

取り付いた。 

〈前穂北尾根Ⅲ峰登攀〉 

１ピッチ目  

 支点から奥又白池側へ巻き大岩を一段上がる。そこ

から奥又白池側に切れ落ちた岩壁をトラバース気味に

左上し、広めのテラスでピッチを切る。トラバースは

北尾根上は雪が残っており慎重に進んだ 

ルートがわかりにくく時間がかかった。後続はリッジ

まで出て、凹角下までロープを伸ばした。 

２ピッチ目  

凹角を登らずに奥又白側の一番左のフェースを登り、

チョックストーンの上に出てピッチを切る。後続は巨

大なチョックストーンが詰まった凹角の一つ右側の本

を開いたような凹角から登り、さらにチョックストー

ン上部のフェースを越えた広いテラスでピッチを切る。 

３ピッチ目  

先頭は概念文には手足共にしっかりとしたホールド

があるフェースを登るとあるが、今回はフェースの左

側にあるチムニーを登った。登り切った後は稜上を忠

実に進み、凹角手前でピッチを切る。後続はチムニー

の出口にある大きな 1 枚岩の割れ目にカムディバイス

２つを使って支点を作成した。 

４ピッチ目 

 幅の広い緩傾斜の凹角を登る。登りきった所で、奥

又白池側にある大岩を乗越すとⅢ峰頂上で、ここで登

攀を終了する。 

登攀中に天候が悪化し時間にも余裕がなかったため、

Ⅲ峰頂上より先はパーティの前方にいた小菅、鎌田、

橋本、西出ＯＢが前穂高岳山頂を目指す。稜上を忠実

に登り、Ⅱ峰頂上手前は涸沢側に巻く。Ⅰ・Ⅱのコル

へ向かうための懸垂支点へはかなり慎重に向かう。ピ

ナクルに支点が取られていた支点を使って５ｍ程懸垂

下降をし、Ⅰ・Ⅱのコルからガレ場を少し行くと前穂

高岳山頂に辿り着く。ここで記念撮影をし、速やかに

来た道を引き返す。Ⅰ・ⅡのコルからⅡ峰への登攀は

懸垂下降で使用したロープをトップロープとして活用

し、安全を確保した。４人がⅢ峰頂上へ戻った後は、

全員がⅢ・Ⅳのコルへ向かって懸垂下降の準備をして

いた。 

懸垂は全部で３ピッチあり、１ピッチ目はⅢ峰登攀

の終了点で支点を取って５０ｍ懸垂を行い、２ピッチ

目はチムニー下部のテラスから２５ｍ懸垂、３ピッチ

目は涸沢側凹角手前のテラスで支点を取って再び５０

ｍ懸垂を行った。井上ＯＢが２ピッチ目の懸垂支点を

作成するためにハーケンと捨て縄、３ピッチ目の支点

の補強にアングルと捨て縄を使用した。３ピッチ目の

懸垂では脆い岩多く落石があったが、全員が無事に懸

垂を完了させた。Ⅲ・ⅣのコルからＢＣへの下り始め

は急斜面で霧も濃かったため１００ｍＦｉｘを１ピッ
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チ張った。Ｆｉｘ通過後は安定して斜面を下ることが

でき、駆け下る者もいた。最後は全員が走って帰幕し、

テント場ではこの日入山された高野ＯＢが待機してい

た。全員で整理体操を行い、今日の行動を終了した。 

 

６月１９日 曇のち雨 ７℃ 

ＢＣ(６：１０)～白出のコル (８：００)～奥穂高岳山

頂(９：１０)～白出のコル(９：５０)～ＢＣ(１１：５

０)～雪上訓練(１２：１０)～ＢＣ(１２：５５) 

起床後、梅津が体調不良を訴えたため大事をとって

テントキーパーとする。計画では滝谷で登攀を行う予

定であったが、これまでの雪付きの様子などから困難

だと判断し、奥穂高岳に登ることとした。ＢＣを出発

し雪渓を登っていく。大きな岩が見えてきたあたりで

一度休憩をとり、さらに急な雪渓を登ると穂高岳山荘

に着く。ここで安全のためヘルメットとハーネスを装

着し、穂高岳山荘の前で集合写真の撮影を行う。その

後、早下山をする河野、齊藤、名取は廣瀬ＯＢと共に

雪渓を下っていった。残りの者は奥穂高岳の頂を目指

して先へと進む。気温が低く、雨が降りそうだったの

で、出発してすぐに雨具の下を着用した。途中、鎖場

や梯子のある岩稜を行くが、目印が多く迷う心配は無

い。白い矢印を忠実に辿って行った先に奥穂高岳の山

頂があり、そこで記念撮影を行う。この時点で風が強

く視界も悪かったため、下りは登り以上に慎重に進ん

だ。穂高岳山荘から少し下った斜面でグリセードの訓

練を実施し、技術の習得を確認した後、駆け下ってＢ

Ｃに帰幕する。井上ＯＢ、高野ＯＢ、西出ＯＢの下山

を見送った後、ＢＣ近くの雪渓でコンティニュアス、

スタカットの訓練を行い、再びＢＣに帰幕してこの日

の行動を終了した。 

 

＜早下山組＞ 

ＢＣ(６：１０)～白出のコル(８：００)～ＢＣ(９：４

０〜１０：４０)～横尾(１２：３０)～徳沢(１３：５

０)～明神(１４：４０)～上高地(１５：４０) 

 河野、齊藤、名取は授業の関係で 1 日早く下山する。

全員で、白出のコルを登った後、廣瀬ＯＢと共にコン

ティニュアス、グリセードの練習をしつつ白出のコル

の急登からＢＣへと下った。ＥＸＰ６人用テント、ダ

ンロップ６人用テント撤収後下山を開始する。屏風ノ

頭が見えたあたりから連日の雨のおかげで、雪が溶け、

夏道が出ていて歩きやすかった。本谷橋手前でスパッ

ツ、オーバー手袋を脱いだ。横尾で井上ＯＢ、高野Ｏ

Ｂ、西出ＯＢと合流し早歩き気味に上高地までの長い

林道を進んだ。河童橋に着いてから雨が降り始め、急

いで上高地へ向かった。 

 

６月２０日  晴  ５℃ 

ＢＣ(６：００)～横尾(８：００)～徳沢(９：００)～

明神 (９：３０) 

雨が降ることもなく、好天に恵まれる。ＢＣを撤収

して下山を始める。雪が凍って固いところに注意しな

がら雪渓を下る。夏道に入り体温が上昇したので、途

中でカッターシャツとオーバー手袋を脱ぐ。また、水

が凍り滑りやすいところが増えていた。本谷橋まで下

ると雪がほとんどなくなり、ここでスパッツとピッケ

ルをザックにしまう。本谷橋から林道を進み、横尾大

橋を渡ると横尾に到着する。横尾から徳沢までは平坦

な道が続く。徳沢で小休憩を挟み、最後の力を振り絞

り明神を目指す。全員が明神に到着後、整理体操を行

って六月合宿を終了した。 

北穂高岳頂上

 

 

５．夏山合宿 

８月７日～８月２２日 北アルプス 剱岳定地〜上高地縦走 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、河野、齊藤、鈴木、丸山、石井、橋本、名取、（コーチ）淀川、岩附 

 

８月７日 晴のち雨 

室堂(９：００)～雷鳥沢キャンプ場(９：３０)～剱御

前小屋(１２：２５)～剱沢キャンプ場(１３：３０)～

真砂沢キャンプ場（ＢＣ）(１６：２５) 

前日夜にバスタ新宿を出発し、富山駅経由で鉄道・

バスを利用しながら室堂バスターミナルへ行く。室堂

で準備体操を済まし、雷鳥沢キャンプ場まで進む。雷

鳥沢キャンプ場で少し早めの休憩を取り剱御前小屋ま

での九十九折りの急坂を登る。途中で淀川ＯＢと合流

した。２４００ｍあたりで重荷により足取りが重くな

る者が出てきたため、荷抜きや重量の分担を行った。

その後剱御前小屋につき、休憩を取る。その後、一気

に剱沢キャンプ場まで下っていた。下っている途中に

雨が降り始め、剱沢キャンプ場に着くころには本降り

となった。少し休憩を取り、急いで真砂沢キャンプ場

に向かう。剱沢雪渓では重荷を持っての雪渓歩きに慣

れておらず転ぶ者がいた。真砂沢キャンプ場へ続く雪

渓は途中滝になっておりテープに従って夏道を歩いて

迂回した。真砂沢キャンプ場にテントを張り本日の山

行を終了した。 

 

８月８日 晴 １４℃ 

ＢＣ(６：５０)～長次郎谷出合(７：１５)～熊ノ岩

(８：５５)～ＢＣ(１４：３０) 

ＢＣを出発し剱沢雪渓を登っていくと長次郎谷出合

に到着する。スパッツ、オーバー手袋、ヘルメットを
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付けて雪上歩行訓練を行った。雪上歩行訓練の後、長

次郎谷を熊ノ岩まで登っていく。熊ノ岩にてコンティ

ニュアス、スタカット、滑落停止訓練を行った。その

後、明日の源次郎尾根隊の偵察のため２８００ｍ付近

まで長次郎谷左俣を登っていく。雪の状態を確認した

後、熊ノ岩まで下っていく。途中で訓練を兼ねて懸垂

下降で下った。熊ノ岩に着いた後は淀川ＯＢから懸垂

下降時のフリクションノットによるバックアップの取

り方、登り返し、ＡＴＣガイドによる懸垂下降を教わ

りながら何度も練習した。その後、熊ノ岩からＢＣま

で一気に駆け下った。 

 

８月９日 晴 １４℃ 

＜源次郎尾根隊＞ 

淀川、小菅、齊藤、鈴木、丸山、名取 

ＢＣ（４：２５）～取り付き（５：３０）～Ⅰ峰（９：

２０）〜Ⅱ峰（１０：１５）～剱岳山頂（１２：２０）

～ＢＣ（１６：１０） 

小菅、齊藤、丸山はＦｉｘを張るために先に剱沢雪

渓を登って源次郎尾根の尾根ルート取り付きに向かう。

前に２パーティおり渋滞していた。小菅が先行をして、

取り付きから４０ｍＦｉｘを１本張った。Ｆｉｘ終了

点に浮き石があるので注意しながら進んだ。その後、

ハイマツ帯を進む。その後、しばらく進んだ所で小菅

が２本連続でＦｉｘを張った。２本目は２０ｍ、３本

目は１５ｍ張り、３本目は肩絡みでビレイをした。そ

の後、ハイマツ帯から尾根に上がる手前で小菅が４本

目のＦｉｘを張る。ここは、張らなくても良かった。

４本目のＦｉｘが終わり小菅、齊藤、鈴木が先行して

進むが、ロープがないことに気付き、齊藤が一人でロ

ープを取りに戻る。ロープを後方からもらい、４本目

のＦｉｘを張った所から少し行った、開けた尾根上で

５本目のＦｉｘを張った。このＦｉｘ箇所は、スラブ

上の岩場であったが、ガバは豊富にあり傾斜も比較的

緩やかである。その後しばらく登るとⅠ峰に着く。Ⅰ

峰からはクライムダウンをして下る。コルからⅡ峰ま

ではロープを出してもいいが、今回は出さずに登った。

Ⅱ峰頂上からは３０ｍの懸垂下降を行った。２５ｍで

懸垂下降を行い、そこからクライムダウンして下るこ

ともできる。ここからガレた岩場を登り頂上へと至る。

水ポリ２Ｌ３本を 6 人でハイペースで飲んでしまいⅡ

峰の頂上あたりから水不足となり、剱岳頂上に着く頃

にはほとんどの者がバテていたため、当初計画してい

た長次郎谷からの下降は危険と判断して、一般ルート

である別山尾根から下った。 

 

＜雪上訓練隊＞ 

鎌田、河野、石井、橋本 

ＢＣ（５：３０）〜長次谷出合（６：００）〜平蔵谷

出合（６：２５）〜武蔵谷（８：００）～長次郎谷出

合（１０：５０）〜ＢＣ（１２：００）  

雪上訓練隊は朝食の片付けを済ませテント場を出発

した。ナムの滝を左岸から巻き、雪渓に出る前にスパ

ッツ、オーバー手袋、ヘルメットをつける。日は出て

いるが、山に遮られ、雪渓に日が当たらないためまだ

固い。長次郎谷を飛ばし急斜面を登りきり平蔵谷出合

手前に着く。ここで明日の源次郎尾根取り付きの箇所

を探す。平蔵谷出合の右側の草付きに踏み跡があり、

そこから取り付くことを確認する。その後、平蔵谷付

近の斜面で雪上歩行を行った。平蔵谷から武蔵谷まで

の剱沢の斜面でスタカットの訓練を４ピッチこなす。

そのまま真砂尾根側の斜面でＦｉｘ通過の練習を行っ

た。Ｆｉｘ通過の練習を終え、シーバーで定時交信を

した。武蔵谷から源次郎尾根ルンゼルート手前での交

信ができた。別山尾根からの下降になった時に備え雪

渓の確認をするためコンティニュアスで剱沢上部の偵

察を行った。上部は雪渓が薄くなっている箇所もあっ

たがルートを選べば通れると判断した。再びシーバー

で交信を行う。剱沢上部から源次郎尾根Ⅱ峰懸垂下降

点は交信ができた。偵察を終え１１時の長次郎谷出合

からのシーバー交信のため雪渓を下る。１１時前に着

き休憩を取り交信を行った。長次郎谷出合から剱岳山

頂で交信が可能である。交信が終えた後、ツェルト搬

送の練習を行い、１２時頃にＢＣへ帰幕した。 

剱岳頂上 

８月１０日 晴 １３℃ 

＜源次郎尾根隊＞ 

淀川、小菅、鎌田、河野、石井、橋本 

ＢＣ（４：５５）〜源次郎尾根取り付き（６：４０）

〜Ⅰ峰（８：００）〜Ⅱ峰（９：００）〜剱岳山頂（１

０：００）〜熊ノ岩（１２：００）〜ＢＣ（１３：４

０） 

前日の源次郎尾根隊の水不足を踏まえ、水ポリを一

人一つ持っていった。ＢＣから夏道、雪渓をつめて平

蔵谷出会いまで向かうと源次郎尾根の取り付きが見え

てくる。草をかき分けて取り付きに着く。初めは前日

同様４０ｍのＦｉｘを張り、木の根や岩を足場にしな

がら登っていく。ハイマツ帯をかき分けしばらく進む

と、前日Ｆｉｘを張った箇所に出る。前日同様、お助

け紐を垂らしながらＦｉｘを２ピッチ張る。前日に４

ピッチ目のＦｉｘを張った箇所には今回はＦｉｘを張

らなかった。その後にあるスラブ状の岩壁には１５ｍ

Ｆｉｘを１ピッチ張った。Ⅰ峰の下りは、クライムダ

ウンでも下れそうであったが、Ｆｉｘを張って懸垂下

降を行った方が早いと判断し懸垂下降で下りた。コル

からⅡ峰まではところどころＦｉｘを張っても良さそ

うな場所はあったが張らずに岩稜を注意しながら登っ

ていく。Ⅱ峰からは５０メートルの懸垂下降を１回行

った。１時間ほどガレ場を登ると剱岳山頂に出る。天

気も良く、富山湾や槍ヶ岳まで見渡せて一同の気持ち

も晴れ渡るようであった。頂上から岩稜をところどこ
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ろクライムダウンして長次郎谷左俣へ向かった。左俣

で５０ｍＦｉｘを３ピッチ張り、熊ノ岩まで行った。

そこから駆け下ってＢＣに戻った。 

 

＜雪上訓練隊＞ 

齊藤、鈴木、丸山、名取 

ＢＣ（５：５０）～平蔵谷（９：００）～ＢＣ（１２：

００） 

 朝食後片付けをしてからテント場を出発した。長次

郎谷出合で雪上歩行をした後、平蔵谷の少し上のとこ

ろで滑落停止訓練をする。その後、明日の登攀に備え

て、岩場を想定したマルチピッチの練習をひたすら行

った。二人一組になって、シングルロープで２ピッチ

登り降りを繰り返した後、三人一組でダブルロープで

の登攀を想定してシステムの確認を行った。源次郎尾

根隊を出迎えるためにＢＣに戻った後はお茶を作って

帰りを待っていた。  

 

８月１１日 晴 １３℃ 

ＢＣ(５:００)〜登攀開始(７:５０)〜Ⅴ・Ⅵのコル(１

２:３０)〜ＢＣ(１５：４０) 

＜Ａフェース魚津高ルート＞ 

淀川＝石井、小菅＝齊藤 

丸山＝河野＝名取、鎌田＝鈴木＝橋本 

１ピッチ目  

（淀川パーティ、丸山パーティ）顕著な凹角は直登せ

ずに三ノ窓側の一段上がったところから登攀を開始す

る。クラックが多いためカムも使って途中支点を作り

進む。その後、凹角を左上し、一般的な 1 ピッチ目の

ルートと合流するここからホールド、スタンスが豊富

である。左上していくとテラスがあり、そこでピッチ

を切った。（小菅パーティ、鎌田パーティ）左右ある凹

角のうち一般的な取り付きと思われる左側から登攀を

開始する。右側に比べて残置のハーケンなど支点が多

い。階段状の岩場をしばらく進み、小ハング手前まで

行く。小ハングをトラバースする。このトラバースが

少し怖い。その後、右側のルートと合流し、チムニー

を忠実に登っていくとテラスに出て、ここでピッチを

切った。 

２ピッチ目 

 カンテ沿いを登り、右の凹角を登って行く。スタン

スが小さく浮石もあるため注意して立ち込む。登って

いくとレッジが現れる。概念上ではそこから２ｍほど

登ってテラスでピッチを切る予定であったが、アルパ

インヌンチャクやクイックドローを使いきったため、

丸山パーティはレッジ上の懸垂下降用の支点でピッチ

を切った。その他のパーティは一つ上のテラスでピッ

チを切った。 

３ピッチ目  

 階段状のガレ場を越える。少し登るとＡフェースの

頭に到着する。リードは、ロープの流れを考えながら

支点を取った。最終支点はハイマツで取ることができ

る。Ａフェースの頭から、踏み跡の先の懸垂支点には

他のパーティがいたので、ハイマツで懸垂支点をとり、

懸垂支点手前のハイマツ帯から２５ｍ懸垂する。ハイ

マツ帯なら、クライムダウンでも下れる。次の懸垂支

点は、捨て縄が多く巻かれたハイマツであり、そこか

らⅤ・Ⅵのコルへと５０ｍ懸垂下降した。 

                                  

＜Ｃフェース剣稜会ルート＞ 

淀川＝鎌田＝鈴木 

取り付き（１１：００）～Ｃフェースの頭（１４：３

０）～Ⅴ・Ⅵのコル（１５：５０）～ＢＣ（１６：４

０） 

魚津高ルートの登攀終了後、時間に余裕があったた

め、淀川ＯＢの判断により、上級生の経験を積ませる

事を目的に、淀川ＯＢ＝鎌田＝鈴木で剣稜会ルートの

登攀を行った。 

１ピッチ目  

 正規の取り付きより少し右のクラックから登った。

晴れて岩肌が乾燥していたため全体的に手足のホール

ドが安定して決まり、快適に登る。凹角を抜けたとこ

ろでピッチを切った。 

２ピッチ目  

 上級生の経験を積ませることが目的であったため中

間支点の取り方の一環として淀川ＯＢがハーケンを序

盤に打ち込んだが、鈴木は回収できなかった。浮石が

多かったが、安定して登りやすい凹角を抜けると横に

伸びた広いテラスに出て、ここでピッチを切る。 

３ピッチ目  

 ここでも、淀川ＯＢがハーケンを使用して支点を作

成していたが、鎌田は回収することが出来なかった。

前のパーティが登ったルートよりも少し左側の凹角か

ら登り、広いスラブへと出る。そこを超えるとまたも

や凹角が出現し登り終え、リッジ手前の狭いテラスに

ハイマツで支点をとり、ピッチを切った。 

４ピッチ目  

 核心のリッジである。簡単な岩場を乗り越えるとナ

イフリッジが見えた。 リッジを右に回り込んで手と足

で突っ張って進む。途中足場が遠い所があって怖かっ

たが、何とか抜ける。ここはトラバース気味になるた

め、リードはロープの流れを意識しなければならない。

ここを抜けた直後のハイマツで支点を作成しピッチを

切った。 

５ピッチ目  

 安定したホールドのある岩場を上へ登って行くため、

安心して登る。１５ｍ程進むとＣフェースの頭に到着

し、ピッチを切った。 

登攀終了後、懸垂下降を行おうと考えていた懸垂支点

が既に別のパーティに使われていたため、１ピッチ目

の懸垂は止め、斜面をクライムダウンで下った。その

後、５０ｍ懸垂下降を行う。２ピッチ目の懸垂支点は

ハイマツに隠れており分かりづらかった。２ピッチ目

も５０ｍ懸垂を行い、Ⅴ・Ⅵのコルへ降りた。その後、

長次郎谷を下り、ＢＣへ帰幕した。 

 

８月１２日 晴 １５℃ 

＜八ツ峰上半＞ 

ＢＣ（５：５５）～熊ノ岩（６：３５）～取り付き（７：

００）～Ⅵ峰（８：００）～Ⅷ峰（９：４５）～八ツ

峰の頭（１０：３０）～ＢＣ（１４：００） 

長次郎雪渓のⅠ・Ⅱ峰間ルンゼ付近は雪渓が薄くな

っているので、源次郎尾根側の岩の上を進む。熊ノ岩

付近からⅤ・Ⅵのコルを目指す。上半では例年あまり

Ｆｉｘを張らないのだが今年度は練習もかねて取り付

きを含む多くのところでＦｉｘを張った。取り付きで
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登攀具を着けて登り始める。Ⅵ峰につくまでにＦｉｘ

を４ピッチ張った。人数が多かったこともありＦｉｘ

のおかげでスムーズにⅥ峰まで行けた。しかし、ザイ

ルの受け渡しに少し詰まった場面もあった。Ⅵ峰から

は２５ｍ懸垂を一回、５０ｍ懸垂を一回行う。その後

Ⅶ峰を巻き、Ⅷ峰の登り地点まで行く。踏み跡がクレ

オパトラニードルの方まで続いており、取り付きを通

り過ぎてしまわないように注意する。Ⅷ峰の登りは

所々危険な箇所があったので、Ｆｉｘを出す。八ツ峰

の頭からは５０ｍ懸垂を一回行い、長次郎谷右俣から

下る。人数が多かったのでパーティ内で先行する者、

Ｆｉｘのザイルを回収する者などで自然と役割が分か

れた。先行していた者が、雪渓にスノーバーで懸垂支

点を取り、雪渓を３ピッチ懸垂した。人数が多かった

こともあり、懸垂をすることで大幅な時間短縮になっ

た。熊ノ岩上部で全員が集まった後、少し休憩をとり

ＢＣに帰幕した。 

 

＜齊藤下山＞ 

ＢＣ(６：１０)～剱沢キャンプ場(８：００)～剱御前

小屋(８：５０)～雷鳥沢キャンプ場(１０：００)～室

堂(１０：４５) 

パッキングを済ませ剱沢雪渓を登っていく。平蔵谷

の出合いにて壊れて補強した水ポリから水が漏れだし

たのに気づいたがすでに手遅れで水がなくなった。剱

沢キャンプ場手前にて脱水で足取りが遅くなる。剱沢

キャンプ場にて水の補給を行い剱御前小屋に向けて出

発する。剱御前小屋を過ぎそこからは九十九折りの下

り坂となる。雷鳥沢キャンプ場からは階段を登ってい

き、室堂にて下山した。 

 

８月１３日 晴 １６℃ 

＜Ｃフェース剣稜会ルート＞  

小菅＝橋本、鎌田＝鈴木 

ＢＣ（５：００）～取り付き（６：４０）～Ｃフェー

スの頭（１４：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（１５：５０）

～ＢＣ（１６：４０） 

取り付きへ向かう途中、雪渓を避けて夏道を通過す

るのだが前日よりもかなり手前で岩場に入ってしまい

取り付きへ向かうのが遅くなった。取り付きに着いた

他大学のパーティが３組ほど登攀の順番待ちをしてい

た。このような事態が重なり、登攀し始めるのが遅く

なってしまった。 

１ピッチ目 

 先行は小菅＝橋本パーティ、後続に鎌田＝鈴木パー

ティの順で登っていく。１１日に淀川＝鎌田＝鈴木パ

ーティで登った際の取り付きである右側のリッジから

登ろうとしたが、大きな落石があったので中央のスラ

ブに取り付くことにした。岩場の状態はかなり良く、

凹角を抜けるまで問題なく登れた。両パーティとも凹

角を抜けた後の小さなテラスでピッチを切った。終了

点は豊富だが、先行するパーティは確保する順番を考

え奥に詰めて取ると良い。 

２ピッチ目 

 浮石が多く、ロープで巻き込んで落とさぬよう流れ

を気にしながら登って行く。１１日に残置したハーケ

ンの内１枚の回収を試みるが取れず、後続の別パーテ

ィの方に回収していただいた。クラックの中で折れ曲

がり抜けなくなっていたようだった。浮石の多い凹角

を抜けると広いテラスに出て、ここで両パーティとも

ピッチを切った。 

３ピッチ目 

 九州大学パーティの順番待ちをし、しばらく経った

後に小菅がリードで登った。ロープの屈折が多くなる

ため、流れに注意しながら登る。広いスラブを抜けた

後、凹角を登り切ったリッジ手前の狭いテラスで両パ

ーティはピッチを切った。 

４ピッチ目 

 リードはセカンドが落ちた場合に大きく振られない

よう、支点の取り方を注意しながら登って行く。トラ

バース気味に進み、少しガレ場を登った所で両パーテ

ィはピッチを切った。 

１１日の行動と同様、１ピッチ目の懸垂はハイマツ

にロープが絡まる可能性があるため、クライムダウン 

剣稜会ルート４Ｐ目 

を行いながら下る。２ピッチ目の懸垂は２５ｍで行っ

た。３ピッチ目の懸垂は２日前とは違い、ハイマツに

隠れた支点を用いず、もっと右寄りに存在する懸垂支

点から５０ｍ懸垂下降を行った。その後、Ⅴ・Ⅵのコ

ルから長次郎谷に出て、ＢＣまで駆け下った。 

 

＜Ａフェース魚津高ルート＞ 

 丸山＝名取＝淀川 

登攀開始(７:５０)～１Ｐ終了(８:３０)～２Ｐ終了

(９:１０)～３Ｐ終了(９:５０)～懸垂終了(１０:２

０) 

１ピッチ目 

 左の方から登り始める。左のルートの方が右より難

しい。 

２ピッチ目 

 前のパーティの後ろについて登っていった。２ピッ

チ目の終了点は２つあり、前のパーティが先に支点を

作成していたので、ロープの下を通り、凹角を少し登

った場所にあるテラスで支点を作成した。 

３ピッチ目 

 終了点のハイマツは前のパーティが使っていたので、

ロープが交差しないように考慮しながら、踏み跡の途

中にある岩に捨て縄を巻いて支点を作成した。 

懸垂は、２５ｍ一回、５０ｍ一回の計二回である。

１回目の懸垂支点は明瞭な踏み跡を辿っていくと足元

あたりに出てくる。２回目はそこから少し下ったとこ

ろにあるハイマツに捨て縄がたくさん巻いてある支点

を利用し５０m の懸垂下降を行なった。懸垂下降終了後、
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取り付きまで戻る道はとてもガレているので慎重に下

った。 

 

＜Ｃフェース剣稜会ルート＞ 

丸山＝名取＝淀川 

登攀開始(１０:５５)～１Ｐ終了(１１:２０)～２Ｐ終

了(１１:４０)～３Ｐ終了(１２:００)～４Ｐ終了(１

２：２０)～懸垂終了(１４:３０) 

魚津高ルートの登攀終了後、少々休憩を入れた後に

移動し、剣稜会ルートに取り付く。 

１ピッチ目 

 比較的斜面も急でない上に手足の置き場もしっかり

していたので登れた。ピッチは凹角の上で切った。 

２ピッチ目 

 ２ピッチ目は比較的落石が多いので注意が必要だ。

階段状のリッジを登った後にハイマツ帯を登る。ハイ

マツ帯は、リッジをいくのでザイルの流れを考える必

要がある。ハイマツ帯を抜けた上のテラスでピッチを

切った。 

３ピッチ目 

 淀川ＯＢがリードで登っていく。凹角左のスラブを

登っていくが、２ピッチ目よりもホールドが乏しくな

った気がした。 

４ピッチ目 

 ４ピッチ目も淀川がリードで登っていく。上の方へ

行くと草付となってくる。草付周辺は少しホールドが

少ないがそこ以外は比較的難しいところはない。 

懸垂下降は途中まで八ツ峰の下降ルートを進む。明

瞭な踏み跡があった。また、長次郎谷側へ降りること

を意識する必要がある。ある程度まで歩いていったと

ころで長次郎谷側へ懸垂下降した。２５ｍ、５０ｍ、

５０ｍの３本の懸垂下降をした。懸垂支点は、ハイマ

ツに捨て縄が巻いてあるものであった。帰幕後、入山

から一週間指導して頂いた淀川ＯＢが下山した。 

                          

８月１４日 晴 １４℃ 

 ＢＣ(６：４０)～平蔵谷出会(７：５０)～剱沢キャ

ンプ場(９：３５)～剱御前小屋(１０：３５)～雷鳥沢

キャンプ場(１１：５０) 

 真砂沢キャンプ場を出発し、長次郎谷出会の手前ま

で夏道を進んでいく。滝の近くの雪渓はまだ残ってい

たが、下が大きくえぐれていつ崩落してもおかしくな

い状態であることが確認できた。夏道より剱沢雪渓に

合流する際にはヘルメット、サングラス、スパッツ、

オーバー手袋を装着し、ピッケルを手に持ってから取

り付いた。１時間ほどで平蔵谷出会に到着し、一度休

憩をとる。丸山がパッキングをし直している間、他の

登山者も剱沢雪渓を登ってきていて、人が多いことに

気が付く。再び雪渓を詰めていき、４５分ほどで夏道

に合流する。他の登山者の妨げにならないよう道幅の

広い場所を選んでヘルメット、サングラス、スパッツ、

オーバー手袋を外し、ピッケルをしまう。夏道に合流

してからは道中の岩に塗布された黄色の目印を忠実に

辿っていくと良い。黙々と登っていき剱沢キャンプ場

に到着する。計画ではここで幕営し行動を終了する予

定であったが、台風１０号の接近に伴う天候の悪化が

予想されたため、雷鳥沢キャンプ場まで移動すること

にした。剱沢キャンプ場に比べて雷鳥沢キャンプ場の

方が風の影響が少ないと考えられたためである。剱 

沢キャンプ場から別山へ向かう道をしばらく進み、剱

御前小屋への分岐を右に行く。分岐を通り過ぎてから

すぐに剱御前小屋を目視することが出来る。ガレた道

なので浮石に注意しつつ着実に歩を進めていき、１時

間ほどで剱御前小屋に到着する。本日の本格的な登り

はここまでで、雷鳥沢まで下り続けていくことになる。

浮石や他の登山者とのすれ違いに気を付けつつ、眼前

の雷鳥沢キャンプ場を目指しひたすら下っていく。草

木が背の高さを越しはじめるようになってからしばら

くすると雷鳥沢キャンプ場へ渡る橋が見えてくる。台

風の接近を想定し、岩附ＯＢと相談して風向き、水の

流れ等を考慮し幕営する。その間小菅と鎌田が室堂へ

荷下ろしに向かい、洗濯ネット１枚、おろし金１枚、

ザイル６本、スリング袋３つ、登攀具袋４つ、スノー

バー４本、トランシーバー１台、トランシーバー用の

予備電池１ｓｅｔ、薬品(小)２つ、パルスオキシメー

ター１台を部室宛てに送った。配達用の窓口は室堂バ

スターミナル２階のお土産売り場レジカウンターで扱

っており、重さではなく箱の大きさで送料が決まる。

２箱合わせて３２００円であった。配達の手続きを済

ませた後、下山される岩附ＯＢに挨拶をし、雷鳥沢キ

ャンプ場へ戻って本日の行動を終了した。 

 

８月１５日 曇のち雨 １７℃ 

停滞 

雨はそれほどでもなかったが風が強く、稜線上での

歩行は危険だと判断して停滞することにした。行動食

用の弁当を昼食代わりにした。台風１０号の接近によ

る影響で、１６日の午前中まで続くということだった

のでテントの補強などを行い備えてから就寝した。 

 

８月１６日 雨 １４℃ 

停滞 

朝のキャンプ場は穏やかであったが、山は雲で覆わ

れ本格的な雨を予感させる。朝食の洗い物を終えた辺

りから次第に風が強くなり、あっという間に暴雨風へ

と変わった。９時３０分に再び様子を見て判断するこ

とにしたが、依然として天候が回復する見込みはなく

停滞することにした。雨は降るというよりも横から殴

りつけてくるようで、強風によってテントが飛ばされ

ないか不安であった。何度かテントに物が飛んでくる台風に備えて雷鳥沢へ移動する 
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こともあり、夜になっても緊張は解けずにいた。 

 

８月１７日 曇 １４℃ 

雷鳥沢キャンプ場(５：４０)〜一の越山荘(７：１０)

〜龍王岳(８：００)〜鬼岳東面(８：４５)〜獅子岳

(９：３０)〜ザラ峠(１０：４０)〜五色ヶ原キャンプ

場(１１：２５) 

雷鳥沢キャンプ場を出てしばらくは勾配のない道を

行く。その後ガレ場を４０分ほど登り、勾配のある舗

装された石の道を登っていくと一の越山荘に出る。風

が強く、雨具の上を着た者もいた。一の越山荘からは

九十九折りの道を登り龍王岳に着く。登山道を下って

龍王岳、鬼岳のコルに着く。そこから少し登ると鬼岳

東面に出る。岩の登山道の下り登りをすると獅子岳に

出る。獅子岳からはひたすらガレ場を下るとザラ峠に

出る。途中、ハシゴやクサリもある。そこからはザラ

峠の登り返しがあり、木道に出てしばらく行くと五色

ヶ原キャンプ場に到着した。 

                                  

８月１８日 晴のち曇 １２℃ 

五色ヶ原キャンプ場(６：３０)～鳶山(７：１０)～越

中沢岳(９：００)～スゴの頭(１０：３５) 

～スゴ乗越(１１：３０)～スゴ乗越キャンプ場(１２：

０５) 

準備体操をして出発する。五色ヶ原キャンプ場を出

て、しばらく木道を歩き、鳶山のゆるやかな上り坂を

登る。その後、越中沢岳に向かって進んでいく道は少

し岩稜帯が続くが特に問題はない。その後、急登をス

ゴの頭まで登る。スゴの頭からキャンプ場までアップ

ダウンが激しい上、一度見えているのに、いつまでも

着かないという状態に少々苦しめられる。またスゴ乗

越までの下りは段差が大きいため、転倒したり膝を痛

めたりする者がいた。それを耐え抜くとスゴ乗越キャ

ンプ場に着いた。 

 

８月１９日 晴のち雨 １３℃ 

スゴ乗越キャンプ場（６：２０）〜間山（７：２５）

２８３２ｍ（８：３９）〜北薬師岳（９：２０）〜薬

師岳（１０：１０）〜薬師峠キャンプ場（１１：５５） 

スゴ乗越から低木層に囲まれた斜度の強い登山道を

登る。次第にハイマツ帯に変わると同時に斜度が緩み

稜線上沿いの道となる。しばらく進むと正面にピーク

が見える。これを登りきると間山に着く。その後はし

ばらく快適な稜線上沿いを進む。徐々にガレた岩場に

変わり岩の大きさも１〜２ｍ程になる。小ピークを左

から巻きながら登る。小ピークから北薬師までは有峰

湖側の稜線沿いを進む。この日は有峰湖側から風が吹

き上げていた。平坦なガレた稜線を詰め、北薬師岳へ

１５分程登るとピークに着く。北薬師から薬師岳まで

は小ピークを１つ越す。小ピークの手前で小さいリッ

ジがあるため注意する。小ピークから３０分ほどガレ

場を登る薬師岳山頂となる。山頂からは、広くザレた

尾根をしばらく下り薬師小屋に着く。そこから少し下

ると薬師平の緩やかな木道歩きとなる。さらに下ると

大岩混じりの道に変わり、その後徐々に樹林が増え、

樹林帯の歩きとなる。小さな沢を１つ横切ると薬師峠

キャンプ場に間も無く着いた。 

             

８月２０日 雨 １５℃ 

薬師峠キャンプ場(５：２０)〜太郎小屋(５：４０)〜

北ノ俣岳(７：２０)〜黒部五郎の肩(１０：００)〜黒

部五郎岳(１０：１０)〜黒部五郎キャンプ場(１２：１

０) 

雨の降りそうな中、薬師峠キャンプ場を出発した。

しばらくは木道が続く。太郎平小屋を過ぎて緩い坂を

登っている最中に雨が降り始める。しばらく登り、平

らな道を通過した後、緩やかな斜面をまた登ると北ノ

俣岳に出る。勾配のない道を行き、岩場、ガレ場を下

っていく。この当たりで雨が本格的に降り始める。そ

の後、ガレ場と砂利道をしばらく登っていく。しばら

くすると黒部五郎岳手前の急登になる。天気も荒れ、

暴風雨となる。そのため急登では休みを取れず、黒部

五郎の肩まで一気に登った。暴風雨での稜線ルートは

危険と判断し、黒部五郎の肩に荷物を置いて山頂に行

き、戻ってカールルートを行くことにした。そこから

は岩場、ガレ場の急な下りとなるのだが、ここで多量

に降った雨が登山道を流れ始める。ぬかるんだ地面に

苦戦する者も多かった。その後も雨は止まず、登山道

が次第に川のようになっていく。ところどころ飛び越

えなくてはならない場所もあった。その後も水の流れ

る勾配の少ない登山道をしばらく行くと黒部五郎キャ

ンプ場に着く。一同、ずぶ濡れであった。 

８月２１日 雨 １３℃ 

黒部五郎小屋(６：３０)～三俣蓮華岳(８：１０)～双

六岳(９：２５)～双六キャンプ場(１０：２０) 

準備体操を行った後、天気が悪い中上下雨具を身に

着け、歩き始めた。序盤は樹林帯の急登を登る。稜線

に出てからはなだらかな登り降りを繰り返しピークを

いくつも越えている間に三俣蓮華岳の山頂に着く。こ

の辺りからますます天気が悪くなる。双六岳に上がる

登りもゆるやかであった。山頂を過ぎると、辺りが霧

で覆われ登山道が分かりづらかったが、石を積み上げ

た目印に従って進む。なだらかな草付きのある下りを

下っていき、双六キャンプ場へ到着した。キャンプ場

はコルのような場所のため、悪天候ならば風が強く吹

き込み、テントを張るのが大変である。 

 

８月２２日 雨 １３℃ 

川が氾濫した黒部五郎カール 
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双六キャンプ場（４：５５）〜千丈乗越（７：５５）

〜槍ヶ岳山荘（８：５５）〜槍ヶ岳（９：２０）〜バ

バ平（１２：３０）〜横尾山荘（１４：２０）〜徳沢

ロッジ（１５：５５）〜明神館（１６：５５）〜上高

地（１７：５０） 

早朝ラテルネをつけ出発する。樅沢岳までは九十九

折りのザレた急登を登り、稜線上沿いを進むと樅沢岳

となる。その後緩やかな稜線沿いを下り硫黄乗越を通

過する。そこから左又乗越までも同じ様な起伏の少な

い緩やかな稜線沿いの道となる。左俣乗越の直前で一

箇所鎖場があるので注意が必要である。左俣乗越から

４０分ほど稜線沿いを進み徐々ガレた岩場と変化する。

鎖場が連続して注意して進むと千丈乗越に着く。新穂

高温泉側からの風が吹き上げており注意しながら進む。

新穂高温泉側の稜線沿いを進みしばらくするとピナク

ルが現れる。そこから２０分程急登を登りつめると槍

ヶ岳山荘に到着する。槍ヶ岳へは、ハシゴが連続する

ため注意しながら登る。ババ平までの下りは、ガレた

岩場をひたすら下ると樹林帯に変化する樹林帯からは

単調な下りがひたすら続く。ババ平に一泊する予定で

あったが学生にも余裕が見られたため、そのまま上高

地を目指す。ババ平からは徐々に整地された砂利道に

変わり横尾山荘に着く。そこから平坦な道のりを経て

上高地に到着し、体操をして長い夏合宿を終えた。 

 

縦走期間中の天気図 

今回の縦走は非常に

天気が不安定であった。 

１５日、１６日は台風

が接近するため停滞と

した。 

１７、１８日は等圧線

の間隔が広くなり、大風

一過とまでは言わない

までも、天気が回復し、

快適に行動できる２日

間であった。 

しかし、１９日から下

山日の２２日までは停滞

前線の影響で、断続的に

雨が降り続き、常に濡れ

た状態での行動となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６．耐寒合宿（三ツ峠） 

１１月９日～１１月１０日 御坂 三ツ峠 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、河野、齊藤、鈴木、丸山、石井、小松、橋本、（コーチ）井上徳 

 

１１月９日 晴 

四阿（６：００）～馬返し（７：００）～屏風岩付近

ＢＣ（８：２０）～屏風岩（９：００）～ＢＣ（１７：

００） 

前日の夜に離京して四阿まで移動し、着替えなどの

デポをまとめた後、就寝した。翌日に四阿を出発し、

屏風岩付近にＢＣを設営する。新入部員の小松にテン

トの建て方や注意点を教えながらの設営であった。屏

風岩についた後は、はじめに小菅が一般ルート左をリ

ードし、一般ルート左と一般ルート中央にトップロー

プを張った。その後、全員がトップロープで一般ルー

ト左と一般ルート中央を登り、一般ルート右について
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は他のパーティの方がトップロープを張っていたが、

一般ルート中央と交代制で登った。小松以外は毛手袋

とアイゼンを着けた状態で登っていたためか、最初は

トップロープでも慣れない様子の者が多かったが、終

盤になると慣れてきた様子であった。対して小松は抜

群の安定感と柔軟性でスムーズに登り、新入部員とは

思えないほどのセンスを感じさせた。 

 

１１月１０日 晴 ５℃ 

ＢＣ（６：００）〜三ツ峠山頂（１５：１０）〜ＢＣ

（１５：３０）〜三ツ峠グリーンセンター（１７：０

０） 

  昨日に比べて風が弱く、雲も少なかったためか一日

を通して暖かい気候であった。小菅、丸山が一般ルー

ト右、一般ルート中央にトップロープを張り、他の者

も続いて登攀を始めた。皆昨日よりもアイゼン登攀に

慣れ、自信のあるもの者はリードから懸垂下降まで一

連の流れを行った。７時頃に井上ＯＢと合流し、昼頃

に山頂への登攀を開始した。パーティは４つに分かれ、

丸山(リード)＝石井パーティは一般ルート右、鎌田(リ

ード）＝鈴木＝橋本パーティと井上ＯＢ(リード）＝河

野パーティは一般ルート中央、小菅(リード)＝齋藤＝

小松パーティは一般ルート左から開始した。第一バン

ドで渋滞してしまったため、２ピッチ目は丸山、井上

ＯＢ、小菅パーティはサンドイッチルート、鎌田パー

ティは十字クラックを登った。井上ＯＢ＝河野パーテ

ィは２ピッチ以降より河野がリードした。天狗の踊り

場で合流し、山頂で記念撮影をした。その後、登山道

を下って屏風岩に戻った。すぐに各自装備をまとめて

ＢＣへ戻る。その後テントを撤収した。辺りが暗くな

り始めたので、ラテルネを装着し下山を開始した。四

阿でデポした着替えを回収し三ツ峠グリーンセンター

まで駆け下って合宿を終了した。

 

 

７．耐寒合宿（富士山） 

１１月２２日～１１月２４日 富士山 御殿場口 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、河野、齊藤、鈴木、丸山、石井、小松、橋本 

（コーチ）井上徳、岩附、（ＯＢ）小島 

 

１１月２２日 曇のち雨 

御殿場口新五合目(６：３０)～旧二合八勺(７：３０)

～四合(８：４５)～七合目(ＢＣ)(１１：４５) 

前日の夜に井上ＯＢとともに経堂駅から御殿場駅ま

で電車で移動し、御殿場駅前からタクシーで新五合目

まで行った。ゲートが開いていたため、新五合目バス

停まで上がることが出来た。新五合目でテントを張り、

２２時に就寝する。夜は晴れていたが、明け方から山

頂に分厚い雲がかかり始めていた。岩附 ОＢと合流し

雨具を着てから出発した。出発して間もなく雨が降り

始めた。一時間ほどブルドーザー道を登り、旧二合八

勺で休憩をとった。その後引き続きブルドーザー道を

進む予定だったが、霧の中視界不良のため誤って大砂

走りを登ってしまった。例年よりもはるかに雪が少な

く、四合で休憩をとった後２８００ｍ付近でようやく

雪が現れ始めため、ここでアイゼンを装着した。その

後は登山道を道なりに進み、七合目にある日の出館近

くにＢＣを設営した。 

入山は雨。２日目の雪上訓練中も雨が降る。 

１１月２３日 晴のち雨 ０℃ 

ＢＣ(７：１０)～大タルミ沢(８：１０)～雪上訓練開

始(３５５０ｍ付近)(９：０５)～雪上訓練終了(１２：

４５)～ＢＣ(１３：１５) 

昨日とは打って変わって青空が広がり山頂が見えた。

出発前に毛手袋と靴下を交換し、雨具上下とスパッツ、

オーバー手袋を装着した。さらにテントの外でアイゼ

ンを着けるが、前日に降った雨でベルトが凍り付いて

時間がかかってしまった。気を取り直して元気よく体

操をした後、ＢＣを出発した。大タルミ沢へ向かう道

は昨晩降った雪によって２０ｃｍ、深いところでは３

０ｃｍ程積もっていた。わらじ館を少し過ぎたあたり

から夏道を外れ３２００ｍ付近から大タルミ沢に合流

した。雪上訓練の為に雪の斜面を探したが、例年より

も雪が柔らかくアイゼンが決まらないため、さらに上

の３５５０ｍ辺りまで大タルミ沢を詰めていった。や

や傾斜のある斜面の手前で一度休憩を挟んでから雪上

歩行訓練と滑落停止訓練を行なった。訓練中、次第に

雲が上がり、雨が降り始めたが小雨だったので訓練を

続行した。その後はスタカット、コンティニュアス、

シッティングビレイの訓練に移る。アイゼンを装着し

た状態での歩き方や滑落者を止める練習など、ひとつ

ひとつの場面で緊張感を持ち、一連の訓練を終えた。

訓練後は山頂を目指す予定だったが、天候と部員の疲

労を考慮し見送った。 

時間が余っていた為、最後に実際の事故現場を想定

した雪崩時の捜索訓練を行った。捜索者である学生は

雪上訓練場の斜面上部で背を向けて待機する。その間

に井上ＯＢ、岩附ＯＢ、小菅の３名が雪崩発生現場を

設定する。遭難点と消失点をそれぞれプローブで示し、

デブリ末端は雪上用ザイルで設定されていた。遺留品

としてヘルメットを置くことで現場の臨場感を出すな

ど趣向を凝らしたもので、捜索者役の学生は「１５分
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間経過すると生存確率が急激に下がるとされている」

ということを念頭に、役割分担や意思疎通を図りなが

ら迅速かつ安全な救助を試みた。 

１回目は１０分以上かかってしまったが、２回目は

反省を活かして６分台後半で要救助者の発掘を行うこ

とができた。実際の雪崩が起こった場合は今回設定さ

れた現場よりも大規模であり斜度も十分にあることが

想定されるため、冷静な判断が必要になるということ

を実感した。雪崩時の捜索訓練終了後、雨脚はさらに

強まり皆ずぶ濡れになっていたため、急いで帰幕した。

ＢＣのテント内ではこの日入山された小島ＯＢと齊藤

が融雪をしながら待機していた。この日の夜にラジウ

スを１時間半程焚いて濡れた衣類の乾燥を試みたが、

結局完全に乾かすことは叶わず、凍えるような寒さで

夜を過ごした。 

 

＜齊藤、小島ＯＢ入山＞ 

御殿場口新五合目(６：００)～日の出館(１１：００) 

前日にパッキングを済ませ、御殿場駅に向かう。小

島ＯＢと御殿場駅で合流後、タクシーで御殿場口新五

合目に行き、ビバークした。荷物をデポした後、体操

を済ませ、日の出館を目指して進んでいく。出発した

時点で雨はあまり降っていなかったが、次第に本格的

な雨になっていった。二合五勺辺りで雨具を着た。視

界が悪い為か自分のいる位置が分かりにくく、気が付

いたら大砂走を登っていた。二合八勺辺りで明治大学

山岳部と出会い、声をかけたが反応は無かった。その

後もひたすら大砂走を登っていき、２７５０ｍ辺りか

ら雪が多くなり始めたのでアイゼンに履き替えた。そ

こから少し進むと日の出館が見え、一気に登っていっ

た。日の出館にて本日の行動を終えた。 

 

１１月２４日 晴 ５℃  

ＢＣ(６：５０)～３５５０ｍ(８：１０)～銀明水(８：

５０～９：２０) ～剣ヶ峰(９：４５)～御鉢巡り開始

(１０：１０)～銀明水(１１：３０) ～滑落停止訓練(３

６００ｍ付近)(１１：４５) ～訓練終了（１２：１５) 

～ＢＣ(１３：４０) ～御殿場新五合目(１４：４０～

１５：００) 

未明まで雨が降っていたが、朝食後テントを出ると

快晴だった為、頂上に向かうことにした。昨晩の雨で

溶けた雪が冷え込んで凍結していたため道は滑りやす

く歩きにくかった。先頭を交代しながらひたすら九十

九折の道を登っていった。３５５０ｍ付近から競争し

て頂上を目指すがペースにばらつきが出た。全員の間

に距離が開いたが無事に全員銀明水までたどり着くこ

とが出来た。 

剣ヶ峰で記念写真を撮影し、ここで岩附ＯＢが下山

された。残った井上ＯＢと小島ＯＢと学生でお鉢巡り

を行った。途中膝くらいまで雪があるところもあった

がほとんどは歩きやすいクラストした斜面であった。

途中、風が強く何度か体勢を崩す場面があった。荒巻

付近では風が強くクラストしていた為、小菅がリード

し４０ｍＦｉｘを張って通過した。１時間程で回り終

え、銀明水で休憩を挟んでから大タルミ沢を目指す。

３６００ｍ付近で滑落停止訓練を行うが、前日よりも

急斜面のところで訓練したので、滑りやすく直ぐに止

まることが難しかった。訓練終了後急いでＢＣに帰幕

し、テントを撤収して下山を開始した。大砂走分岐の

手前でアイゼン、雨具などの装備を外し軽装になり、

一気に御殿場口新五合目まで駆け下った。最後に全員

で整理体操を行い、耐寒合宿を終了した。 

お鉢巡りは所々風が強いが最高の天気

 

 

８．冬山合宿 

２０１９年１２月２７日〜２０２０年１月３日 北アルプス 毛勝山 大明神尾根 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、河野、齊藤、鈴木、丸山、石井、小松、橋本（コーチ）西出、岩附 

 

１２月２７日 雨  

片貝第二発電所（８：３０）～片貝第四発電所（９：

３０）～送水管上部（１１：３０）～７８０ｍ付近デ

ポ地点（１３：００）～片貝第四発電所（１４：１５） 

前日に夜行バスで富山駅に移動し、早朝より電車で

魚津駅に向かった。魚津駅より片貝第二発電所までは

タクシーで移動し、ゲートが閉まっていたのでゲート

手前で下車した。この時点で既に雨が降っており、雨

具を着てから片貝第二発電所のゲート付近に着替えを

デポした。重たい雰囲気の中、体操を済ませて出発す

る。片貝第四発電所まではしっかりとした舗装路で、

雪は積もっていなかった。片貝第四発電所に到着した

あたりで雨が雹に変わり、激しく降り始めた。 

片貝第四発電所付近の駐車場にテントを張り、荷上

げの振り分けに時間がかかってしまったが気を取り直

して出発した。送水管の脇には急な階段があったが、

隣に明瞭な夏道があったためそこから登った。夏道を

進んでいくと送水管脇の階段の３分の２辺りに合流し

たため、そこから先は階段を登っていった。貯水池で

は少し積雪もしていたのでアイゼンを着けた。 

貯水池からは小沢側に延びた夏道を進んで行ったが

一向に尾根に合流しないため、貯水池まで引き返した。

その後当初の予定通り尾根へ向かって直登するが、藪

漕ぎの急登となっていてなかなか進まない。藪漕ぎは

７８０ｍ付近まで続き、後続の者は枝やテープを付け

ながら登っていたためかなり間隔が開いてしまった。
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この時点で天候はかなり悪く、強風で声が通らなかっ

た。 

７８０ｍ付近より先は尾根に沿った夏道が出ており、

そこでデポをまとめて帰幕を開始した。片貝第四発電

所周辺は融雪出来る程の雪がなかったため、片貝川か

らの水を汲んで利用した。 

 

１２月２８日 曇のち晴 ０℃ 

片貝第四発電所（６：４５）～７８０m 付近デポ地点

（７：５５）～１１４９ｍ（１０：３０）～１４０４m

付近（Ｃ１）（１４：００） 

標高差１５０ｍも稼げる送水管は心強いが長い。

所々段の幅が狭くなっており、注意して登った。４０

分弱で貯水池に着いた。貯水池の正面の藪漕ぎは前日

のトレースにより少しばかり登りやすくなっている。

７８０ｍ付近で藪を抜け右から左へ伸びている夏道に

合流した。昨日デポした荷物を回収し逆歩荷をするか、

それとも背負って行くかを部員同士で休憩中に議論し

た結果、荷物の重量やＣ１までの往復の距離を考慮し、

背負って行くことにした。デポした荷物をパッキング

して、しばらく夏道を進む。南又谷側から巻くように

夏道が続いている。周りは針葉樹で囲まれており、積

雪はほとんどなかった。しばらく登った後トラバース

をして、これを通過したところで夏道を外れ稜上に上

がることにした。広尾根の急登となっており、蛍光テ

ープを小間隔で付けて登った。登り切ると１０００ｍ

付近の開けた休憩適地に出た。ここで休憩をとり出発

すると岩附ＯＢが合流された。１１４９ｍ付近で尾根

が収縮していき急登のリッジとなる。雪がついていな

かったためＦｉｘは使用しなかったが、雪付きが少し

でもあれば３０ｍ程必要となるだろう。リッジを登り

切るとＣ１までは単調な登りとなる。この辺まで来る

と昨日低地で降った雨は雪に変化していることが分か

った。それでも積雪はふくらはぎ辺りだ。途中１３０

０ｍのＪＰ付近に凹地がありここもテント適地となる

だろう。我々は１４０４m から少し進んだ尾根状の台地

を多少強引に整地し、なんとかテント２張分のスペー

スを確保した。テント設営後、小菅、鎌田、鈴木、齊

藤の４名が足付けに向かい、１５２５ｍ付近で引き返

した。 

 

１２月２９日 晴 －５℃ 

Ｃ１（６：４０）～１５２５ｍ（７：１０）～１６２

５ｍ（８：００）〜１７９３ｍ（９：１５）～大明神

山頂上付近（ＡＣ）（１１：０５～１２：５５）～Ｃ1

（１４：３０） 

 前日から好天が続き快晴の空模様である。積雪は膝

下程度であったがワカンは着けずにつぼ足でＡＣまで

の荷上げに出発した。１５２５ｍ手前までは前日の偵

察隊のトレースがある為快調に進んだ。ところどころ

藪があり中々進みずらい。１７９３ｍまでは樹林帯の

尾根を膝程度の新雪でラッセルを上級生、下級生で交

代しながら順調に登っていった。１７９３ｍより先の

稜上は東又谷側に雪庇が発達していた。雪の斜面を登

り標高が上がるにつれて樹林が減少していき開けた尾

根に出た。尾根状の積雪は膝上程度であった。平坦な

稜上を進んだ後、 傾斜はきつくなってきて最後の大明

神山までの登りが始まる。頂上直下約５０ｍのややク

ラストしていた箇所を登りきり大明神山に到達した。

頂上から北へ少し進み下った所に、比較的風がしのげ

る場所があり、ここをＡＣとした。毛勝山南峰、北峰、

剱岳、立山まで見える大パノラマだった。荷物をデポ

し、整地をして風よけのブロック塀を作り休憩後、Ｃ

１に帰幕した。 

 

１２月３０日 曇のち雪 －６℃ 

Ｃ１（６：３０）～１６２５ｍ（７：４５）～１７９

３ｍ（８：４０）～ＡＣ(９：５０） 

 前日の天気図から天候が悪いことは予想していたが、

予想通り雪が降ると共に風が強くなっていった。つぼ

足で出発した。登っていくと新雪が積もっていて前日

のトレースが消えていたところもあった。１７９３ｍ

付近になると風雪が強まり視界も悪くなったため、テ

ープを頼りに進んでいった。天候が悪化の一途を辿っ

ていたので急いで大明神山を目指す。大明神山に到着

する頃にはホワイトアウトになった。ＡＣ予定地到着

後、テントを設営し本日の行動を終了した。 

 

１２月３１日 雪 ０℃ 

停滞 

５時前までは風が弱く遠くの日本海が見えていたが、

徐々に悪くなり軽くホワイトアウトになった。その後

も天気は悪くなる一方で、回復の兆しはないため本日

は停滞とした。各自、シュラフで寝る、地形図を読む

などをして明日のアタックに備えた。１３：３０頃に

アタックキャンプ地

 

奥に見えるピークが大明神山
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西出ＯＢが合流された。テントラッセルは朝食後、昼

食後、夕食後に一回ずつを行い、就寝後は雪がほとん

ど降らなかったため行わなかった。 

 

１月１日 雪 －１４℃ 

ＡＣ（６：００）～毛勝山南峰（９：００）～ 

毛勝山北峰（９：３０）～ＡＣ（１１：５５） 

未明にテントの外に出ると満点の星空である。前日

の天気図を見てもこの天気が長く続くとは思えなかっ

たが、一時の好天にアタックへの想いを膨らませる。

テントを出る頃には徐々に天気が悪化し、南風が少々

強くなっていたが、毛勝山へアタックに向かう。出発

時にワカンの紐が凍りつき、装着に時間がかかる。始

めはアップダウンを繰り返しながら標高を下げていっ

た。ラッセルに関しては終始、膝辺りのラッセルであ

った。２０００ｍへの下りはクライムダウンをした。

また１９８４ｍ付近は広い尾根で等高線の幅も広く、

風をしのげる休憩適地が多くあった。 

２２４９ｍ付近では迷いやすくコンパスと地図を見

ながらルートファインディングを行い慎重に進んでい

った。２２４９ｍ付近の魚高台地や坂の登り口、下り

口など、迷いやすい所に蛍光テープやフラッグを使っ

た。ハイマツがある所には蛍光テープをつけていくが、

ハイマツはまばらにしか生えておらず、蛍光テープだ

けではルートを見失ってしまう恐れがあったため、フ

ラッグを積極的に使用した。２２５０ｍからの上り坂

で天候が悪化し、特に南からの風が強く凍傷になる恐

れもあるため、右手で顔の右側を覆いながら進んだ。

さらに南峰手前では風が非常に強く雪煙が舞い、地面

と空の境目がわからなくなる場面があり、視界は１０

ｍ～２０ｍとなったため注意して進んだ。 

南峰で一度休憩を取り、顔を見合うなど、お互いの

状況を確認しあったが皆調子が良く、毛勝山登頂に向

けて機運を高めた。南峰から毛勝山まではアップダウ

ンの繰り返しで尾根上の小ピークを１つ超え、最後の

急斜面を慎重に登り切ると毛勝山北峰に到着した。毛

勝山北方に到着するも視界が悪く現在地が山頂とわか

らず、北西尾根に間違えて下ろうとする者もいた。一

度、立ち止まり全員でコンパスと地図を使い現在地の

特定をした。少し時間を要するも現在地が毛勝山北峰

とわかり皆で歓喜し合い、集合写真を撮った。その後、

天候悪化を危惧し早急に下山を開始した。 

下山時、魚高台地から北西に伸びる尾根に間違えて

下りかける場面もあった。フラッグ、テープを回収し、

強風の中、慎重に１９８４ｍ付近まで下った。一度、

１９８４ｍ付近で休憩を取りＡＣまでの上り坂を登っ

た。上り坂はほとんどトレースが埋まっていた為、交

代でラッセルをしながら進みＡＣに到着した。天候の

良くない中でとても充実したアタックとなった。 

 

１月２日 曇時々雪 －８℃ 

ＡＣ（８：００）～１７９３ｍ（８：５０）～１６２

５ｍ（９：１５）～１５７０ｍ付近（９：５０） 

朝テントから出ると風が強く視界が悪い。テントを

撤収し、ワカンを装着する。また、前日のアタック現

在地を知る重要性を痛感したためかコンパスを首から

下げている者が何名か見られた。積雪は１ｍ以上増え

ており、雪の乗越しに苦労する。大明神山からのクラ

スト斜面は慎重に下った。途中、魚高台地から伸びる

尾根で下り口を間違えてしまう場面があった。その後

は徐々に尾根が収縮していき、リッジとなった。しば

らくすると広尾根に変わり１７９３ｍの休憩適地に出

るのでここで休憩を取る。１７９３ｍ〜１５００ｍ付

近の間は所々テントを張れるほどの箇所が複数あった。

休憩を終え２０分程下ると１５７０ｍ付近に着き、テ

ントを張れる広さだったため、ここにテントを張った。

ここまで下ると風も弱まり時折視界が開け、富山平野

が見渡せた。テント設営時に岩附ＯＢは下山された。 

 

１月３日 曇 －５℃ 

１５７０ｍ付近（７：００）～Ｃ１（８：００）～送

水管上部（１０：２０）～片貝第四発電所（１０：４

５）～片貝第二発電所（１１：４０） 

 テント撤収後、ワカンを着け、ラッセルをしながら

下った。岩附ＯＢのトレースとテープを頼りに下った

が、昨日の積雪でトレースがほとんど見えなくなって

いた。出発する時は雪がしんしんと降っていたが、標

高が下がっていくにつれ天候が回復し、日本海が見え

る程であった。１１４９ｍ付近の急登をザイルで２５

ｍ懸垂して下った。上級生がザイルを張っている間、

他の者はワカンを外して懸垂の準備をした。９２１ｍ

付近から藪の中を下っていき、ここでは入山した時と

積雪の量が変わっていないため藪漕ぎを強いられた。

送水管の脇の階段は雪が積もっていたが、凍っていな

いためそのまま階段を下っていった。片貝第四発電所

でできる限り軽装になってから片貝第二発電所まで走

り、ゲート前で合宿を終了した。 

大明神山から毛勝山までの概念図 

 

 

 
 
 

毛勝山頂上
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冬山合宿 装備食糧方針・反省 
装備  担当 鎌田 
《幕営用具》 

 今回の合宿参加者は最大１1 人だったため、ＥＸＰ６人用テントを２張持っていき、食当用テントを最大５人、

食当用でないテントを最大６人とした。竹ペグはメインの張綱１本につき２本、サブの張綱１本につき１本、計１

８本の計算で持っていった。また、外張りのスカートを固定用にプラペグを８本持っていったが、実際には１２本

必要であった。さらにテント撤収時のポールを解凍するために缶メタをそれぞれのテントのペグ袋に入れていき、

着火用のファイヤースターターは紛失防止のためブキ袋に入れてある「ガスカートリッジ(小)」の中に入れていっ

た。しかしブキ袋の中で保管していると必要な時にすぐ取り出すことが出来ず不便だったため、次回からはペグ袋

の紐に括り付けて管理するという方法で意見が一致した。またテント帚をペグ袋に入れることでテントに入る前に

体や靴底に付着した雪を払う際に役立つだろうと考えたが、実際にそのような使い方をする場面は少なく、テント

内の雪を集めてまとめるために重宝されていた。 

《炊事用具》 

 融雪があることを考えてコッフェル(大)を２つ、コッフェル(中)を１つ持っていったが、新雪が多く濾過の手間

が省けたためコッフェル(中)はほとんど使用しなかった。合宿中に蓋の取手が幾度となく外れてしまう問題につい

ては完全に固定する方法を模索するということで見送った。融雪時に雪を取り出す際の濡れ・凍傷対策としてゴム

手袋をブキ袋の中に入れていき、雪袋と越し布は今回の合宿より新調したが消耗が激しく来年度も新調が必要であ

る。テルモスは１人当たり５００ｍｌの計算で計６本持っていき、水ポリを４本持っていってどちらも丁度良かっ

た。 

《登攀用具》 

 ＦｉｘロープについてはＮＡＶ報告「２００３年度冬山合宿」及び「２００８年度冬山合宿」を見る限り大明神

山直下までの行程では使用していなかったため、明治大学山岳部「１９９８年度冬山合宿」の大明神山より先の工

程を積極的に参照した。この記録によれば以下の計４Ｐ張っている。 

①大明神山のコルからの下り  ２０ｍ×１Ｐ 

②コルからの急登       ５０ｍ×１Ｐ 

③魚高台地先のトラバース   ５０ｍ×１Ｐ 

④尾根が南方に屈折する急斜面 ５０ｍ×１Ｐ 

以上を踏まえ、基本的には下りの際に回収していく方針でザイル８．５ｍｍ×５０ｍを３本持っていき、Ｆｉｘ

ロープは２本持っていった。しかし実際はＦｉｘを一度も張ることなく頂上まで行くことが出来、ロープの使用は

下山時の１２５０ｍ地点で急な下りを通過するために２５ｍ懸垂をした箇所のみであった。懸垂支点の作成では木

の幹を使い、個人装備の１２０ｃｍスリングで賄えた。結果としてＦｉｘバー２本、捨て縄１本、アルパインヌン

チャクを４本、緊急用のハーケン２枚、アングル１枚、ハンマー３本は使用しなかった。 

《燃料》 

灯油の量と計算方法については以前まで「１人１日当たり〇〇ｃｃ、予備〇〇％」という計算方法で計画してい

たが、今回の合宿では方針を大幅に変更した。 

①ラジウス１台の１時間当たりの灯油消費量 

条件は「最大火力で１時間運転し続けた場合」のもので、調査の結果「１台当たり１５０ｃｃ/ｈ」のペースで

消費することが明らかとなった。 

 ②１日の運転時間の定義 

行動日の場合は朝食で 1 時間３０分、行動後のお茶で１時間、夕食で１時間３０分、合計４時間運転する計算で

計画した。また、予備日の場合はお昼のお茶があるためさらに１時間加え、合計５時間運転するものとした。 

③以上を踏まえ、以下の値を算出した。 

【行動日】１台当たり１５０ｃｃ/ｈ×ラジウス２台×４時間=１２００ｃｃ 

【予備日】１台当たり１５０ｃｃ/ｈ×ラジウス２台×５時間=１６００ｃｃ 

なお、予備については１台当たり５０ｃｃ/ｈを加える計算で計画した。 

結果としては１日当たり平均１０００ｃｃの消費となり、予備の燃料計算については引き続き検証が必要だとい

う結論が出た。なお、ガス缶の数と消費計画については「４５ｃｃ/日、５日で１缶」の計算が妥当であった。 

《幕営小物》 

 耐寒合宿より試験的に取り入れた「小物袋」は好評だったため今回から本格的に導入し、表記欄を「幕営小物」

と記載して《幕営用具》や《その他》と区別した。中身はテント拭き、ラジオ(天気図用紙入り)、ＬＥＤランタン

とし、濡れ対策が必要なものに関してはパッキングをして持っていったが、管理の方法が統一されていなかったと

いう反省が挙がったため、次回から備考欄に管理方法を記載することにした。また、今年度よりＬＥＤランタンを

新調したため予備電池の数を再検討する必要があったが、今回初めて合宿中に電池の交換があり、「積雪期の場合

は６日で１ｓｅｔのペースで消費する」ということが判明した。 

《その他》 

修理具箱と薬品箱の内容を改訂したが、必要なものとそうでないものを精査しただけになっており、見やすさの

改善が求められた。無線機に関しては先頭と後続の交信用に２台持っていったが一度も使用しなかった。デポ袋は

下部でのデポ用に２つ、テント場での装備保管用に２つ、荷上げ用に２つ、計６つ持っていき丁度良かった。蛍光
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テープについては上級生及びＯＢ１人当たり２ロール(１ロール直径３ｃｍ)の計算で持っていき、ほぼ使い切って

しまったが、使用になれていなかったこともあり量は十分だったと言える。フラッグについては大明神山より先で

使用し、広い台地で 5 本、迷いやすい分岐４ヵ所にそれぞれ５本ずつ、Ｆｉｘ２ヵ所の両端にそれぞれ２本ずつ、

合計３０本の計算で持っていった。数は妥当であったが、旗が凍り付いて広げにくかったり、捨て縄でまとめただ

けで持ち運びにくかったりという問題があった。 

《個人装備》 

テント生活用に防寒テムレスを１人１ｓｅｔ持っていき、使用期限を「１シーズンで使い切り」から「状態を見

て買い替え」に変更した。その他に目立った不備や変更点はなかったが、ワカンのベルトが凍り付いた際にベルト

の長さが短く装着に時間がかかってしまう者がいたという反省が挙がった。また、小物入れの中に入れる細々とし

た雑多やそれらのパッキング方法が統一されておらず、靴紐の予備を２本持ってきている者がいたり、携帯電話を

パッキングしていない者がいたりという反省が挙がった。登攀具については必要最低限のものとしたが特に問題は

なかった。具体的な変更点を以下にまとめる。 

①テープスリング(６０ｃｍ)を除外 

②ストレートゲートカラビナ及びスクリューゲートカラビナの個数を１人につき４個で統一 

③ハンマーは団体装備へ移行 

④アッセンダーは１年生のみ、上級生はプルージックコードを持っていく。 

 

食糧  担当 丸山 
《基本計画》 

フリーズドライマシーンの故障のため例年と大きく異なる。日数が短いので前期後期は設けなかった。 

準備する食事の数は移動日１２食、予備日６食の合計１８食であった。 

＜肉＞ 

・フリーズドライ肉 約食事３回分（なお、量が足りないため牛、豚、鶏のミックスとなる） 

・ペミカンにした肉 約食事９回分 

・加工肉      食事６回分 

行動日にフリーズドライ肉、ペミカンにした肉を使用し、予備日に加工肉を使う。ぺミカンの作成方法について

は過去の記録や探検部の話を参考にし、加熱した肉の表面をラードで覆う程度でパッキングした。保存状態に問題

はなく、味も遜色なかった。 

＜野菜＞ 

全行程で乾燥野菜を使用。また、使用タイミングが同じだということで乾物も「乾燥野菜袋」にまとめた。 

＜重量・パッキングについて＞ 

食事の重量については、一回の食事に割ける重量は、学生 9 人が均等に３５kg 背負うと仮定すると最大で毎食３

００g ほどである。一食は最軽量で２２０ｇ、最大重量で２７５ｇである。ペミカンを使用する日の重量は１９８

２年度冬山合宿を参考にした。 

１日の一人当たりの重量は、以下の通りであり、ＳＤは２８５g とした。 

 

 行動日 行動予備日 停滞予備日 下山日 

ペミカンあり ６６０～７００ｇ  ６２０～６６０ｇ ３８０ｇ 

ペミカンなし ６００ｇ ６４０～６６５ｇ ５６０ｇ  

 

今回も人数が多いのでＤ、Ｂ、Ｌをまとめずに一食ごとにパッキングした。荷上げの振り分けに時間がかかって

しまったため、次回から袋ごとに番号を表記するということで意見が一致した。食事ごとのスープは米と一緒にパ

ッキングした。また、ペミカンはＦＤの肉と同様に肉の種類ごとにパッキングした。 

＜メニュー＞ 

 一人一日２４００ｋｃａｌを目指すが、それに満たない分はラード、バター、で補った。行動日のＤ１のカレー、

Ｄ３のシチュー、Ｂ３のもつ煮、及びＳＤの肉はペミカンで確定しており、行動日のその他は、ＦＤか豚肉のペミ

カンか現地で考えて使用した。また停滞予備日は、すいとんを作った。 
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品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考 品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～幕営用具～ 15,530 ゴムベラ 1 30 30

＜EXP6人用テント①＞ 6,630 コッフェルつかみ 1 50 50 　アルミ

本体 1 2,900 2,900 ゴム手袋 1 60 60 　融雪用

外張り 1 2,300 2,300 　黄色 底拭き 1 50 50 　セームタオル

ポール 1 1,430 1,430 　予備ポール2本 ～登攀用具～ 9,600

＜EXP6人用テントペグ袋①＞ 600 ザイル8.5mm×50m 3 1,500 4,500 　１重パッキング

プラぺグ 8 25 200 　スカート固定用 Fixロープ 2 1,900 3,800 　

竹ペグ 18 　張綱用固定用 ＜スリング・登攀具袋＞ 1,300

張り綱 3 50 150 　予備　自在(プラ)付 アルパインヌンチャク 4 110 440 　テープ10㎜×600㎜　カラビナ２枚

ガムテープ 1 160 160 捨て縄 8 65 520   7mm×200ｃｍ 予備２

テント箒 1 60 60 　たわし Ｆｉｘバー 12 36 432   竹製　約2.5×22ｃｍ

缶メタ 1 330 330 　ポール解凍用 ハーケン 2 70 140 　緊急用

＜EXP6人用テント②＞ 6,630 アングル 1 80 80 220 　緊急用

本体 1 2,900 2,900 〈その他〉

外張り 1 2,300 2,300 　黄色 ハンマー 3 475 1425

ポール 1 1,430 1,430 　予備ポール2本 ～燃料～ 4,220 　１１日分

＜EXP6人用テントペグ袋②＞ 600 灯油(満タン) 7 1,900 3,400 　1人1日１20cc　予備20％

プラぺグ 8 　スカート固定用 灯油(ハンパ) 1 820 820 　停滞予備日⇒1４0cc　予備20％

竹ペグ 18 25 450 　張綱固定用 ガスカートリッジ(小) 2 380 　プレヒート用、１つはブキ袋の中

張り綱 3 50 150 　予備　自在(プラ)付 ～幕営小物～ 10,290

ガムテープ 1 160 160 <ＥＸＰ６人用小物袋①> 535

テント箒 1 60 60 　たわし テント拭き 1 50 50 　セームタオル　結露取り用

缶メタ 1 330 330 ラジオ（天気図用紙入り） 1 255 255 　天気図用紙３１枚入(内予備２枚)

～炊事用具～ 15,570 　最大１１人 ＬＥＤランタン 1 385 385 　電池５日で1セット

コッフェルセット 1 2,170 2,170 　大、中、メンツ１２枚入 <ＥＸＰ６人用小物袋②> 535

コッフェル(大) 1 1,960 1,960 　メンツ１２枚入 テント拭き 1 50 50 　セームタオル　結露取り用

メンツ 24 90 2,160 　1人につき2枚＋食当用2枚 ラジオ（天気図用紙入り） 1 220 220 　天気図用紙３１枚入(内予備２枚)

雪袋 2 70 140 　雪取り用　ガラ袋(ＰＰ) ＬＥＤランタン 1 385 385 　電池５日で1セット

ラジウス 2 2,300 4,600 　出発時の燃料８５０ｃｃ ～その他～

鍋敷き 2 270 540 　アルミ ツェルト 4 520 2,080 　3人用

水ポリ 4 200 800 　食当用 修理具箱 1 750 750 　温度計入り

テルモス(旧) 4 490 1,960 　1ℓ　 薬品箱（大） 1 700 700

テルモス(新) 2 400 800 　900㎖ 薬品（小） 1 180 180

やかん 1 1,100 1,100 　１０ℓ　蓋はブキ袋 デジタルカメラ 1 300 320 　予備電池2セット

（ブキ袋） 1,500 トランシーバー 2 360 720 　予備電池(単四６本)

ガスカートリッジ（小） 1 380 380 　NET４５ｇ/日（5日で1個） デポ袋(ナイロン) 6 270 1,620

ガスヘッド 1 220 220 蛍光テープ 10 45 450 　直径約３ｃｍ　上級生用

ファイヤースターター 1 30 30 　缶メタ用　 フラッグ 2 80 1,300 　１束につき１５本

菜ばし 1 30 30 スノーソー 2 270 540 　鞘付き

おたま 1 80 80 　黒　プラ 携帯電話（部） 1 250 250 　非常時用

しゃもじ 1 50 50 　黒　プラ ピッケルバンド 2 90 180 　金物結束用

ブキ 12 30 360 　予備1本 ＳＰＯＴ 1 130 130

やかんの蓋 1 110 110 　１０ℓ

こし布 1 30 30 　洗濯ネット 合計総重量 55,210

じょうご 1 30 30 　融雪用 下山総重量 50,990

品名 数量 備考 品名 数量 備考
　　アッセンダー 1 　１年生のみ

　　雨具 上下 　防水透湿性 　　プルージックコード 1 　上級生のみ

　　セーター 1 　厚手のダウン 　　スノーバー 1
　　カッターシャツ 1 　フリース襟付き、長袖

　　Ｔシャツ 1 　長袖　化繊 　　小物入れ 1

　　ズボン 1 　フリース　ジャージ不可 　　筆記用具 1 　ペン・記録用紙
　　毛下着 上下 　 　　裁縫用具 1 　針・糸
　　下着 1 　化繊(ポリエステル100％) 　　スペア靴紐 1
　　ソックス ３set 　内　スペア２set 　　ライター 2
　　登山靴 1 　冬用 　　スパッツ替えゴム 1set
　　目出帽子 1 　顔面全体を覆えるもの 　　スペア電池 2set 　アルカリ以上の新品電池
　　毛手袋 ３set 　内　スペア２set 　　部員証（章） 各1 　
　　スパッツ 1 　ゴムベルトの場合はガムテープで補強 　　保険証 1 　コピー可
　　オーバー手袋 1set 　紛失防止用のヘアゴム付 　　手ぬぐい 1 　非常時用
　　タオル 適 　リーダー判断で使用

　　防寒用テムレス 1set 　テント生活用　黒、コードロック付推奨 　　プローブ 1

　　ビーコン 1

　　シュラフ 1 　冬用 　　スコップ 1

　　シュラフカバー 1 　　テレマウス(もしくはヒトココ) 1 　周波数は団体装備表に記載
　　テントシューズ 1 　ラジウス用の袋でパッキングすると便利

　　マット 1 　　 　　コンパス 1

　　私物袋 1 　　ナイフ 1
　　ラテルネ 1 　アルカリ以上の新品電池込 　　ホイッスル 1 　紐付き、プラスチック
　　トイレットペーパー 適 　　時計 1 　防水
　　軍手 1 　下級生のみ 　　サングラス 1 　メガネバンド付き

　　新聞紙 多め

　　ザック 1     地形図 各1 　1/25000　 毛勝山　宇奈月

　　ピッケル 1 　　学生証 1
　　細引き 1 　 5ｍｍ×6ｍ　 　　計画書 1
　　ハーネス 1 　　概念･気象 各1
　　ストレートゲートカラビナ 4 　　携帯電話 1 　非常時用
　　スクリューゲートカラビナ 4 　　日焼け止め 適
　　テープスリング(１２０ｃｍ) 1 　　ピンチ食 1 　高カロリーで保存がきくもの
　　ＡＴＣガイド 1

　　PAS 1 　　メガネ 1 　メガネバンド付き

　　エイト環 1 　　持病薬 適 　コンタクト、テーピング等
　　ヘルメット 1 　　歯ブラシ 1
　　アイゼン 1 　　ヘパリン 適 　ヘパリン類似物質を含む塗り薬
　　ワカン 1 　余長を折り返しておく 　　着替え 1

～その他～

～登攀具～

～任意～

～衣類～

～小物～

～アバランチギア～

～幕営具～

団体装備表

 

個人装備表
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Ｂ１：雑炊 Ｌ１： Ｄ１：カレー

期間 日程 行程 Ｂ Ｌ Ｄ

入山　魚津駅～片貝第２発電所（290ｍ） ｇ当 ｇ当 ｇ当

　　　　～片貝第4発電所（420ｍ）～大明神尾根取り付き Ｍ 下山 下山 M M

荷上げ　420ｍ～1404ｍ（Ｃ１）～420ｍ α米 α米 110 3.9 菓子パン 120 95 4.0 480.0 380.0 α米 α米 160 150 3.9 619.2 580.5

2 12月28日 移動　　420ｍ～Ｃ１ Ｂ１×9　 Ｌ２×9 Ｄ２×１0 岩附 スープ素 スープ素 5 3.4 ベビースター 45 30 5.1 229.5 153.0 カレールー カレールー 30 20 5.3 158.1 105.4

3 12月29日 荷上げ　Ｃ１～大明神山（2082ｍ）（ＡＣ）～Ｃ１ Ｂ２×10 Ｌ３×10Ｄ３×10 岩附 乾燥肉かペミカン加工肉 50 6.73 チーズ 15 20 3.4 50.9 67.8 ペミカン 加工肉 60 50 7.2 432.0 360.0

4 12月30日 移動　Ｃ１～ＡＣ Ｂ３×10 Ｌ１×10Ｄ１×10 岩附 乾燥野菜 乾燥野菜 15 4.9 レーズン 20 15 5.0 100.0 75.0 マッシュポテト マッシュポテト 5 5 3.6 18.0 18.0

5 12月31日 アタック　ＡＣ～毛勝山（２４１４ｍ）～ＡＣ Ｂ１×10 Ｌ２×10ＳＤ×１１ 西出　岩附 砂糖 砂糖 10 3.8 アメ・チョコ 10 10 4.7 47.0 47.0 砂糖 砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8

6 1月1日 行動予備日 Ｂ２×11 Ｌ３×11Ｄ２×1１ 西出　岩附 計 計 190 - 砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 計 計 275 245 - 1304.1 1140.7

7 1月2日 行動予備日 Ｂ３×1１ L１×1１ 西出　岩附 計 220 180 - 945.8 761.2

8 1月3日 行動予備日 Ｂ１×1１ Ｌ２×1１MD３×1１ 西出　岩附

9 1月4日 停滞予備日 Ｂ２×1１ Ｌ３×1１MD１×1１ 岩附 Ｂ２：ラーメンライス 　 Ｌ２： Ｄ２：チゲ鍋

10 1月5日 下山　　ＡＣ～４２０ｍ～２９０ｍ～下山 Ｂ３×1１ M１×11 MD２×1１ 岩附

成人の一日摂取カロリー2400ｋｃａｌを目指す ｇ当 計　 ｇ当 ｇ当

テルモスは6本 Ｍ フルグラ 5.0 Ｍ Ｍ

[基本計画] α米 α米 70 3.9 270.9 煎餅 4.3 α米 α米 160 150 3.9 619.2 580.5

砂糖１人１日40ｇ 棒ラーメン 棒ラーメン 40 2.0 80.0 バナナチップス 2.9 キムチの素 キムチの素 5 5 2.1 10.5 10.5

ミルク１人１日20ｇ スープ素 スープ素 5 6.7 33.7 チーズ 3.4 ペミカン 加工肉 60 50 6.7 140.0 336.5

乾燥野菜 乾燥野菜 15 4.9 74.0 アメ・チョコ 4.7 乾燥野菜 乾燥野菜 15 5 4.9 74.0 24.7

一人当たりの重量 乾燥肉かペミカン加工肉 50 6.7 140.0 砂糖 3.8 砂糖 砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8

行動日 行動予備日 停滞予備日 下山日 砂糖 砂糖 10 3.8 38.4 計 - 計 計 220or260 230 - 920.5 1029.0

ペミカン
あり

６６０～７
００ｇ

６２０～６６０
ｇ

３８０
ｇ

計 計 -

ペミカン
なし

６００ｇ ６４０～６６５ｇ ５６０ｇ

Ｂ３：ちゃんこ鍋 　 Ｌ３： Ｄ３：シチュー

ｇ当 計　 ｇ当 ｇ当

備考 Ｍ 下山 下山 バームクーヘン 90 3.8 M M

α米 α米 110 110 80 3.9 432.3 314.4 柿ピー 45 4.0 α米 α米 160 150 3.9 619.2 580.5

・乾燥肉か、豚肉のペミカンかその場で判断（ただし、FD2回分、ペミカン４回分） スープ素 スープ素 5 5 5 1.0 5.0 5 サラミ 15 5.0 シチュールー シチュールー 30 20 5.3 158.1 105.4

・加工肉は予備日に使う。 乾燥野菜 乾燥野菜 15 15 10 4.9 74.0 49.3 黒糖 40 5.0 ペミカン 加工肉 60 50 7.2 432.0 360.0

・お茶は三パック ペミカン 加工肉 50 50 40 6.7 336.5 269.2 アメ・チョコ 20 4.7 マッシュポテト マッシュポテト 5 5 4.9 24.7 24.7

・肉の残量などは下の表を参考にする。 砂糖 砂糖 10 10 10 3.8 38.4 38.4 砂糖 10 3.8 砂糖 砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8

・優先的に、加工肉は予備日に、重要な行動日はＦＤにする。 計 計 190 190 145 - 886.2 676.3 計 220 - 計 計 275 245 - 1310.8 1147.4

肉表
12月27日

12月28日 Ｂ１×9　 行動 ＦＤ
12月29日 Ｂ２×10 行動 ＦＤ Ｍ：すいとん ＳＤ：年越しそば

12月30日 Ｂ３×10 行動 ミックスペミカン 重量

12月31日 Ｂ１×10 行動 豚ペミカン ｇ当 ｇ ｇ当

1月1日 Ｂ２×11 行動予備 豚ペミカン すいとん粉 120 3.4 408 α米 75 3.9 290.3

1月2日 Ｂ３×1１ 行動予備 豚ペミカン スープ素 10 2.35 23.5 混ぜご飯の素 40 1.3 52.0

1月3日 Ｂ１×1１ 行動予備 加工肉 乾燥野菜 20 4.93 98.6 乾燥そば 70 4.4 308.0

1月4日 Ｂ２×1１ 停滞予備 加工肉 乾燥肉 20 6.73 134.6 スープ素 20 2.4 47.0

1月5日 Ｂ３×1１ 下山 加工肉 砂糖 10 3.84 38.4 ペミカン 60 6.7 403.8

計 180 - 703.1 乾燥野菜 10 4.9 49.3

12月27日 Ｄ１×9 行動 ひき肉ペミカン 砂糖 20 3.8 76.8

12月28日 Ｄ２×１0 行動 もつペミカン 計 295 - 1227.2

12月29日 Ｄ３×10 行動 ひき肉ペミカン
12月30日 Ｄ１×10 行動 ひき肉ペミカン
12月31日 ＳＤ×１１ 行動 牛肉ペミカン
1月1日 Ｄ２×1１ 行動予備 もつペミカン
1月2日

1月3日 MD３×1１ 行動予備 加工肉
1月4日 MD１×1１ 停滞予備 加工肉
1月5日 MD２×1１ 下山 加工肉

品目 品　目

ｇ

　カロリー

計

重量

ｇ

カロリー

計

カロリー

計

重量

ｇ

重量

ｇ

重量

38.4

929.4

M品名

M品名

M品名

342.0

180.0

75.0

200.0

94.0

品名

品目

品目
　カロリー

計

550.0

129.6

51.0

964.5

計

品名

品名

M品名

M品名 品目

70

40

5

重量

ｇ

ｇ

15

20or50

10

160or190

カロリー

カロリー重量

品目

M品名
重量

ｇ

637.0

110

5

20or50

15

10

160or190 695.2

74.0

38.4

425.7

17.2

140

カロリー
品目

　カロリー

ｇ

重量カロリー

計　

重量

ｇ

1

38.410

220

　カロリー

計

20 94.0

12月27日 Ｌ１×9 Ｄ１×9

重量 　カロリー

110

30

ｇ 計

35 101.5

15

品名
入山ＯＢ　

計　

Ｂ１：雑炊 Ｌ１： Ｄ１：カレー

期間 日程 行程 Ｂ Ｌ Ｄ

入山　魚津駅～片貝第２発電所（290ｍ） ｇ当 ｇ当 ｇ当

　　　　～片貝第4発電所（420ｍ）～大明神尾根取り付き Ｍ 下山 下山 M M

荷上げ　420ｍ～1404ｍ（Ｃ１）～420ｍ α米 α米 110 3.9 菓子パン 120 95 4.0 480.0 380.0 α米 α米 160 150 3.9 619.2 580.5

2 12月28日 移動　　420ｍ～Ｃ１ Ｂ１×9　 Ｌ２×9 Ｄ２×１0 岩附 スープ素 スープ素 5 3.4 ベビースター 45 30 5.1 229.5 153.0 カレールー カレールー 30 20 5.3 158.1 105.4

3 12月29日 荷上げ　Ｃ１～大明神山（2082ｍ）（ＡＣ）～Ｃ１ Ｂ２×10 Ｌ３×10Ｄ３×10 岩附 乾燥肉かペミカン加工肉 50 6.73 チーズ 15 20 3.4 50.9 67.8 ペミカン 加工肉 60 50 7.2 432.0 360.0

4 12月30日 移動　Ｃ１～ＡＣ Ｂ３×10 Ｌ１×10Ｄ１×10 岩附 乾燥野菜 乾燥野菜 15 4.9 レーズン 20 15 5.0 100.0 75.0 マッシュポテト マッシュポテト 5 5 3.6 18.0 18.0

5 12月31日 アタック　ＡＣ～毛勝山（２４１４ｍ）～ＡＣ Ｂ１×10 Ｌ２×10ＳＤ×１１ 西出　岩附 砂糖 砂糖 10 3.8 アメ・チョコ 10 10 4.7 47.0 47.0 砂糖 砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8

6 1月1日 行動予備日 Ｂ２×11 Ｌ３×11Ｄ２×1１ 西出　岩附 計 計 190 - 砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 計 計 275 245 - 1304.1 1140.7

7 1月2日 行動予備日 Ｂ３×1１ L１×1１ 西出　岩附 計 220 180 - 945.8 761.2

8 1月3日 行動予備日 Ｂ１×1１ Ｌ２×1１MD３×1１ 西出　岩附

9 1月4日 停滞予備日 Ｂ２×1１ Ｌ３×1１MD１×1１ 岩附 Ｂ２：ラーメンライス 　 Ｌ２： Ｄ２：チゲ鍋

10 1月5日 下山　　ＡＣ～４２０ｍ～２９０ｍ～下山 Ｂ３×1１ M１×11 MD２×1１ 岩附

成人の一日摂取カロリー2400ｋｃａｌを目指す ｇ当 計　 ｇ当 ｇ当

テルモスは6本 Ｍ フルグラ 5.0 Ｍ Ｍ

[基本計画] α米 α米 70 3.9 270.9 煎餅 4.3 α米 α米 160 150 3.9 619.2 580.5

砂糖１人１日40ｇ 棒ラーメン 棒ラーメン 40 2.0 80.0 バナナチップス 2.9 キムチの素 キムチの素 5 5 2.1 10.5 10.5

ミルク１人１日20ｇ スープ素 スープ素 5 6.7 33.7 チーズ 3.4 ペミカン 加工肉 60 50 6.7 140.0 336.5

乾燥野菜 乾燥野菜 15 4.9 74.0 アメ・チョコ 4.7 乾燥野菜 乾燥野菜 15 5 4.9 74.0 24.7

一人当たりの重量 乾燥肉かペミカン加工肉 50 6.7 140.0 砂糖 3.8 砂糖 砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8

行動日 行動予備日 停滞予備日 下山日 砂糖 砂糖 10 3.8 38.4 計 - 計 計 220or260 230 - 920.5 1029.0

ペミカン
あり

６６０～７
００ｇ

６２０～６６０
ｇ

３８０
ｇ

計 計 -

ペミカン
なし

６００ｇ ６４０～６６５ｇ ５６０ｇ

Ｂ３：ちゃんこ鍋 　 Ｌ３： Ｄ３：シチュー

ｇ当 計　 ｇ当 ｇ当

備考 Ｍ 下山 下山 バームクーヘン 90 3.8 M M

α米 α米 110 110 80 3.9 432.3 314.4 柿ピー 45 4.0 α米 α米 160 150 3.9 619.2 580.5

・乾燥肉か、豚肉のペミカンかその場で判断（ただし、FD2回分、ペミカン４回分） スープ素 スープ素 5 5 5 1.0 5.0 5 サラミ 15 5.0 シチュールー シチュールー 30 20 5.3 158.1 105.4

・加工肉は予備日に使う。 乾燥野菜 乾燥野菜 15 15 10 4.9 74.0 49.3 黒糖 40 5.0 ペミカン 加工肉 60 50 7.2 432.0 360.0

・お茶は三パック ペミカン 加工肉 50 50 40 6.7 336.5 269.2 アメ・チョコ 20 4.7 マッシュポテト マッシュポテト 5 5 4.9 24.7 24.7

・肉の残量などは下の表を参考にする。 砂糖 砂糖 10 10 10 3.8 38.4 38.4 砂糖 10 3.8 砂糖 砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8

・優先的に、加工肉は予備日に、重要な行動日はＦＤにする。 計 計 190 190 145 - 886.2 676.3 計 220 - 計 計 275 245 - 1310.8 1147.4

肉表
12月27日

12月28日 Ｂ１×9　 行動 ＦＤ
12月29日 Ｂ２×10 行動 ＦＤ Ｍ：すいとん ＳＤ：年越しそば

12月30日 Ｂ３×10 行動 ミックスペミカン 重量

12月31日 Ｂ１×10 行動 豚ペミカン ｇ当 ｇ ｇ当

1月1日 Ｂ２×11 行動予備 豚ペミカン すいとん粉 120 3.4 408 α米 75 3.9 290.3

1月2日 Ｂ３×1１ 行動予備 豚ペミカン スープ素 10 2.35 23.5 混ぜご飯の素 40 1.3 52.0

1月3日 Ｂ１×1１ 行動予備 加工肉 乾燥野菜 20 4.93 98.6 乾燥そば 70 4.4 308.0

1月4日 Ｂ２×1１ 停滞予備 加工肉 乾燥肉 20 6.73 134.6 スープ素 20 2.4 47.0

1月5日 Ｂ３×1１ 下山 加工肉 砂糖 10 3.84 38.4 ペミカン 60 6.7 403.8

計 180 - 703.1 乾燥野菜 10 4.9 49.3

12月27日 Ｄ１×9 行動 ひき肉ペミカン 砂糖 20 3.8 76.8

12月28日 Ｄ２×１0 行動 もつペミカン 計 295 - 1227.2

12月29日 Ｄ３×10 行動 ひき肉ペミカン
12月30日 Ｄ１×10 行動 ひき肉ペミカン
12月31日 ＳＤ×１１ 行動 牛肉ペミカン
1月1日 Ｄ２×1１ 行動予備 もつペミカン
1月2日

1月3日 MD３×1１ 行動予備 加工肉
1月4日 MD１×1１ 停滞予備 加工肉
1月5日 MD２×1１ 下山 加工肉

品目 品　目

ｇ

　カロリー

計

重量

ｇ

カロリー

計

カロリー

計

重量

ｇ

重量

ｇ

重量

38.4

929.4

M品名

M品名

M品名

342.0

180.0

75.0

200.0

94.0

品名

品目

品目
　カロリー

計

550.0

129.6

51.0

964.5

計

品名

品名

M品名

M品名 品目

70

40

5

重量

ｇ

ｇ

15

20or50

10

160or190

カロリー

カロリー重量

品目

M品名
重量

ｇ

637.0

110

5

20or50

15

10

160or190 695.2

74.0

38.4

425.7

17.2

140

カロリー
品目

　カロリー

ｇ

重量カロリー

計　

重量

ｇ

1

38.410

220

　カロリー

計

20 94.0

12月27日 Ｌ１×9 Ｄ１×9

重量 　カロリー

110

30

ｇ 計

35 101.5

15

品名
入山ＯＢ　

計　

各袋

お茶・嗜好品袋 肉袋 各袋に配布

紅茶159P ＦＤ肉ミックス α米

ミルク 豚ペミカン×３ キムチの素

砂糖 ひき肉ペミカン×５ スープ素

ココア 牛ペミカン×１ シチュールー

お汁粉 ベーコン×３ カレールー

タピオカ ソーセージ×３ 烏龍茶・ほうじ茶・麦茶54P

調味料袋 乾燥野菜袋 乾物袋

塩コショウ 人参 お茶漬け

七味 玉ねぎ ふりかけ

本だし ジャガイモ ビタミン剤計204個

ダシダ かぼちゃ

ガーリック ほうれん草 ＳＤ袋

ジンジャー 白菜 乾燥そば

味覇 ごぼう 混ぜご飯の素

さつまいも

乾燥しいたけ

乾燥わかめ

乾燥きくらげ

切り干し大根

備考

・乾燥肉か、豚肉のペミカンかその場で判断（ただし、FD2回分、ペミカン４回分）

・加工肉は予備日に使う。

・お茶は三パック
・肉の残量などは下の表を参考にする。
・優先的に、加工肉は予備日に、重要な行動日はＦＤにする。

肉表

12月27日

12月28日 Ｂ１×9　 行動 ＦＤ
12月29日 Ｂ２×10 行動 ＦＤ
12月30日 Ｂ３×10 行動 ミックスペミカン
12月31日 Ｂ１×10 行動 豚ペミカン

1月1日 Ｂ２×11 行動予備 豚ペミカン
1月2日 Ｂ３×1１ 行動予備 豚ペミカン
1月3日 Ｂ１×1１ 行動予備 加工肉
1月4日 Ｂ２×1１ 停滞予備 加工肉
1月5日 Ｂ３×1１ 下山 加工肉

12月27日 Ｄ１×9 行動 ひき肉ペミカン
12月28日 Ｄ２×１0 行動 もつペミカン
12月29日 Ｄ３×10 行動 ひき肉ペミカン
12月30日 Ｄ１×10 行動 ひき肉ペミカン
12月31日 ＳＤ×１１ 行動 牛肉ペミカン

1月1日 Ｄ２×1１ 行動予備 もつペミカン
1月2日

1月3日 MD３×1１ 行動予備 加工肉
1月4日 MD１×1１ 停滞予備 加工肉
1月5日 MD２×1１ 下山 加工肉

食糧表
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９．二月合宿 

２月１５日～２月２３日 北アルプス 南岳 横尾尾根 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、齊藤、鈴木、丸山、石井、小松、橋本、（コーチ）淀川 

 

２月１５日 晴  

大正池（６：３０）～上高地（７：１５）～明神（８：

２５）～徳沢（９：４０）～横尾（１１：１５） 

１４日の昼に高速バスで新宿から松本まで行き、松

本から中の湯までもバスを使用した。中の湯のバス停

からラテルネを装着し、釜トンネルを抜け、上高地ト

ンネル入り口に着替えやごみをデポした。今年は暖冬

であるためかトンネル内は凍っておらず歩きやすい。

しばらく進み、大正池ホテルの駐車場の雪の上で幕営

した。翌１５日、テントを撤収し、出発する。大正池

から横尾まではトレースがあり歩きやすい。重荷に耐

えながら皆、黙々と歩く。荷物は重い者で５０ｋｇだ

ったがバテて遅れる者はいなかった。横尾にて幕営し

た。テントを設営後、小菅、鎌田、鈴木、丸山で横尾

尾根の取り付きとなるＰ０・１のコルの偵察に行く。

その後、１７日に逆歩荷する装備・食糧を横尾避難小

屋にデポした。 

 

２月１６日 雨 ５℃ 

横尾（６：４５）～１８００ｍ地点（８：３０）～Ｐ

１（１０：２５）～Ｃ１（１２：００）  

横尾大橋を渡り、トレースに従いしばらく進むと右

になだらかな斜面が現れ、よくみるとコルが見える。

ここを登るとＰ０・１のコルへと到着する。Ｐ０・Ｐ

１のコルでワカンを装着して、Ｐ１への樹林帯を登っ

て行く。途中ハイマツが生い茂る箇所があったためこ

こを右に巻いた。Ｐ１への登りは急傾斜、緩傾斜が交

互に出てくるため現在地を特定しやすい。尾根は明瞭

であり、迷う事はなさそうである。しかし、雨が降っ

ていたため、雪質が悪く雪を踏み抜いて体力を消耗す

る。交代しながらラッセルをしつつ、所々でテープを

付けながら登る。荷物を背負いつつも着実に登り、Ｐ

１に着く。Ｐ１からは緩やかなアップダウンを繰り返

し、Ｐ２手前の台地に到着する。ここで整地を行いＣ

１を幕営した。この日の１７時前に淀川ＯＢが入山さ

れた。 

 

２月１７日 晴のち雪 －３℃ 

＜ルート工作隊＞鎌田、鈴木、丸山、橋本、淀川ＯＢ 

Ｃ１（６：４０）～Ｐ２（７：１０）～Ｐ３（１０：

１０）～Ｐ３・Ｐ４のコル（１２：００）～Ｃ１（１

４：３０） 

ルート工作隊はヘルメット、ハーネスを着けてＣ１

を出発する。２０分足らずでＰ２に到着する。Ｐ２・

Ｐ３のコルへ急斜面を下り、コルから正面の木々混じ

りの雪壁を登る（①）。続けて先程より少し緩やかにな

った急斜面を通過する（②）。しばらく進むと急登から

連続して２ｍほどの垂壁が現れる（③）。垂壁を乗越す

と、リッジの急登（④）が現れるが、これを通過する

とＰ３までは単調な登りとなる。Ｐ３からは進行方向

を西に変えて降りていき、視界不良時には迷いやすく

なると判断して蛍光テープを多めにつけていく。また、

Ｐ３から対面のピークまでは予想以上に落ち込んでい

るように見える。下っていくとすぐに尾根が収縮し、

リッジに変化する（⑤）。２０ｍ程進むとリッジが切れ

落ちたため懸垂で痩せ尾根に降りる（⑥）。ここから先

は３つほどの小ピークが連続した、水平状のリッジが

５０ｍ程続く（⑦）。ひとつ目の小ピークを右からトラ

バースし左側に乗越す。次のピークはリッジの中央を

進む。一段降り２ｍ程の垂壁を登り返しそのまま雪稜

を登る。雪稜の中央でＦｉｘバーを埋め、これを支点

とし、そのままＰ３・Ｐ４のコルヘ降りる懸垂に使用

した（⑧）。懸垂地点から少し降るとＰ３・Ｐ４のコル

に着く。リッジ状のコルから先は樹木や根が張り出し

ている雪壁を登る（⑨）。５０ｍ登り切ると尾根上に出

る。登り切った地点から痩せ尾根の急斜面にＦｉｘを

張り終えると（⑩）、今回持ってきた１１本のＦｉｘを

全て使い果たしていた。時刻は１３：００近くになっ

ていたため、Ｐ３・Ｐ４のコルに捨て縄や不要な金物

などをデポしてＣ１に帰幕した。 

① Ｐ２・Ｐ３のコル正面の雪壁 ５０ｍ 

② 連続して急登に５０ｍ 

③ リッジからの２ｍ垂壁 ５０ｍ 

④ 垂壁後すぐの急登 ５０ｍ 

⑤ Ｐ３からコルへのリッジ状 ２０ｍ 

⑥ リッジから続く懸垂 ５０ｍ 

⑦ 水平状のリッジ５０ｍ 

⑧ Ｐ３・Ｐ４のコルへと懸垂 ５０ｍ 

⑨ Ｐ３・Ｐ４のコルからの雪壁 ５０ｍ 

⑩ 雪壁後の痩せ尾根の急登 ５０ｍ 

＜逆ボッカ隊＞小菅、齊藤、小松、石井 

Ｃ１（６：４０）～横尾（８：４０）～Ｐ１（１１：

３０）～Ｃ１（１２：３０）  

横尾に向けて逆ボッカに行く。凍結していると考え、

アイゼンを履いて出発するも、少し進むと雪が締って

おらず歩きにくい為、ワカンに装着しなおす。前日に

付けたテープの位置などを修正しながら降りる。横尾

に着いた後、荷物の振り分けとパッキングをして休憩

を挟み、Ｃ１に向けて出発する。重荷であったため、

トレースはしっかりしていたものの、ペースが落ちる。

それでも黙々と登っていき、Ｃ１に到着する。その後、

Ｐ３へ向かう途中の大岩
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荷物整理し、お茶を作りルート工作隊を待った。 

 

２月１８日 雪 －５℃ 

Ｃ１（６：００）～Ｐ３（７：３０）～Ｐ３・４のコ

ル（８：１０）～ＡＣ付近（１２：００）～Ｃ１（１

４：００） 

先発隊（小菅、鎌田、丸山、橋本）と後発隊（齊藤、

鈴木、石井、小松、淀川ＯＢ）に分かれてＡＣに荷上

げをする。先発隊は前日に張ったＦｉｘを速やかに通

過し、Ｐ４手前の痩せ尾根の急斜面以降のＦｉｘを張

りながらＡＣを目指す。Ｐ４手前の小ピークに向けて

は急登となり、ここでＦｉｘを連続して２Ｐ張った

（①）。横殴りの吹雪が吹き付け、止まっているとかな

り寒い。小ピークを過ぎるとリッジとなり、ここに１

０ｍと、その後の急登に５０ｍのＦｉｘを連続して２

Ｐ張った（②）。小ピーク頂上の雪稜からコルへ下る急

斜面へ６０ｍのＦｉｘを１Ｐ張り、コルから少し登り

返した所で短めのＦｉｘを連結して木に固定した（③）。

その後、コルから登り返した先は広い尾根となってお

り、少し進んだ先に再びコルが現れる。その先の少し

登り返した樹林帯をデポ地とし、食糧や燃料、余分な

登攀具等をデポした。デポをし終えた者から帰幕を開

始し、Ｃ１に到着したものから順次ペグの掘り返し作

業を行い、明日の素早い撤収に備えた。 

① Ｐ４手前の小ピークへの急登 ５０ｍ×２Ｐ 

② リッジに１０ｍ、登り５０ｍ ２Ｐ 

③ 小ピーク頂上の雪稜からからコルへ下る急斜面 

６０ｍ 

 

２月１９日 晴 －１１℃ （ルート工作前５℃）  

＜先発隊＞ Ｃ１（６：３０）～ＡＣ（８：５０） 

＜後発隊＞ Ｃ１（７：００）～Ｐ３・４のコル（９：

００）～ＡＣ（１１：１５） 

前日とは打って変わって雲一つない晴天である。Ａ

Ｃに移動する。ＡＣまでのルート工作や、先に幕営地

を決定するための先発隊（小菅、鎌田、丸山、橋本）

と、余っているＦｉｘロープが５本しかなかったので、

セットが容易なところのロープを回収するための後発

隊（齊藤、鈴木、石井、小松、淀川ＯＢ）とに分けて

出発する。すでにルート工作がしてあるので順調に進

む。先発隊はＡＣに到着後、整地などを済ませる。後

発隊はロープを回収しながら進むため時間がかかる。

Ｐ３への登りの岩壁の１ピッチ（①）とＰ３・４のコ

ルからの木々混じりの雪壁（②）の計３ピッチ回収し

た。後発隊が到着した時にはすぐにテントを立てられ

る状態であった。 

①Ｐ３へ向かう途中の大岩１Ｐを回収 

②Ｐ３・４のコルから登りの２Ｐを回収 

 

＜ルート工作隊＞小菅、齊藤、丸山、淀川ＯＢ 

ＡＣ（１２：００）～横尾の歯（１３：００）～ＡＣ

（１６：５０） 

ＡＣを設営した後、天気も良く、時間もある為、翌日

の行程を前倒ししてアタックのルート工作を行う。Ｐ

５まで順調に進む。Ｐ５から広尾根になり木々が少な

くなり森林限界を迎える。このあたりから齊藤は遅れ

始めた。Ｐ６から顕著な雪庇が出始め、注意しながら

歩く。小ピークのナイフリッジが見え始めここからが

核心の横尾の歯となる。横尾の歯の取り付き手前で槍

沢側が少し急峻であったため５０ｍのＦｉｘを張った。

横尾の歯は小菅がリードし、セカンドは淀川ＯＢで進

み、齊藤と丸山は横尾の歯の取り付きで待機していた。 

１ピッチ目  

ハイマツで支点を取りナイフリッジの岩稜の槍沢側

は雪庇が出ており危険であるため横尾本谷側をトラバ

ースする形で進んでいく。最初の中間支点は細い木に、

次の中間支点は岩にナッツと残置のリングボルトでと

る。その後、横尾本谷側がかなり急になっている雪稜

を５ｍほどトラバースし、小ピークに向けて少し登り

かけた所のハイマツで支点を取り、５０ｍのピッチを

切る。（①） 

２ピッチ目  

小ピークに向けて登っていく。小ピークの頂上に着

くと右に下っていく。小ピークから右に下っていくナ

イフリッジは雪に覆われている。特に小ピークでは雪

を削るも支点となるハイマツはなかった。１９９５年

の記録で形容していたように、まさにゴジラの背のよ

うである。小ピークから狭い稜上を忠実に下っていき

ながら槍沢側に移動しコルでピッチを切る。途中ハイ

マツで中間支点を作成した。（②） 

横尾の歯のピッチに連続する形で雪稜に１ピッチ張

る（③）。支点は岩で取る。そこを超えた後、淀川ＯＢ

はＰ７へ進んでいき、丸山は横尾の歯の中間支点を捨

て縄に変えながら進んでいき、齊藤はＦｉｘロープ２

本を持って横尾の歯を進んでいく。３本目のＦｉｘを

張った終点の岩にＦｉｘロープ、登攀具を残置し帰幕

Ｐ３・Ｐ４のコルへのリッジ

 

横尾の歯
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する。 

①横尾の歯 

②横尾の歯 

③その後の雪稜４０ｍ 

 

２月２０日 曇 －９℃ 

＜アタック隊＞小菅、丸山、鈴木、小松、淀川ＯＢ 

ＡＣ（５：００）～横尾の歯取り付き（６：００）～

天狗のコル（８：００）～主稜線合流地点（９：３０）

～南岳頂上（１０：２０）～主稜線合流地点（１３：

００）～横尾の歯取り付き（１６：００）～ＡＣ（１

７：００） 

前日に淀川ＯＢと話し合い、安全面を考慮し、アタ

ックは二隊に分けて、２日に分けて行うこととした。

アタック第一隊はまだ暗く星が出ている中でＡＣを出

発した。横尾の歯に着くまでに丸山のアイゼンが３回

も外れ、スリングで上から固定した。横尾の歯からそ

の後のＰ７までは前日にルート工作をしてあったので

スムーズに進む。このあとは自分たちでトレースをつ

ける。Ｐ７直後の下りでＦｉｘを淀川ＯＢと小菅が５

０ｍ固定（②）し、他の学生はフリクションノットで

降りる。Ｐ７・８コルへの下りで１００ｍ固定し、懸

垂する（③）。少し歩きその後のＰ８への登りは小菅と

淀川ＯＢでロープを出し（④）アッセンダーで登る。

Ｐ８から天狗のコルまでは不安なところは小菅と淀川

ＯＢでロープを出しつつ通過した。そこからしばらく

は雪稜を歩く。すると傾斜が急になってくるので、雪

崩を警戒して適宜ロープを出して主稜線まで登る（⑤）。

主稜線合流地点から南岳頂上までは距離にして５００

ｍだが、表面は全面結氷しておりアイゼンも先の方し

か刺さらず非常に危険だった。途中アイスハンマーを

だしダブルアックスで進む。頂上についてからは記念

撮影をし、１０分休憩してＡＣに向かいはじめる。帰

りの主稜線は横尾尾根との合流地点まで全てロープを

張った（⑥）。その後は、急な下りはロープを出して懸

垂し、天狗のコルまでコンテニュアスをして下る（⑤）。

適宜ロープを出しつつ横尾の歯まで向かい、横尾の歯

通過後はＡＣに安全に下った。淀川ＯＢが帰りに１ピ

ッチ張っていた（①）。主稜線の通過で時間がかかり長

時間行動となった一日だった。 

①横尾の歯直前の下りＦｉｘ５０ｍ固定 

②Ｐ７直後の下り ５０ｍ固定 

③ｐ７・８のコルへの下り１００ｍ固定 大岩は右か

ら巻いた。 

④Ｐ８への登り ５０ｍ 

⑤天狗のコル～主稜線合流地点間は行きも帰りも適宜

ロープを出す。 

⑥主稜線 １００ｍ×５                

 

２月２１日 快晴 －１１℃ 

＜アタック隊＞小菅、鎌田、齋藤、石井、橋本、淀川

ＯＢ 

ＡＣ（５：００）～横尾の歯（５：５０）～天狗のコ

ル（７：３０）～主稜線上（８：３０）～天狗のコル

（９：３０）～ＡＣ（１３：３０） 

前日と同様に朝食を１時間早め、ラテルネをつけＡ

Ｃを５時に出発する。テントを出ると星空が広がって

おり、昨日のアタック隊のトレースが残っていて快調

に進む。Ｐ５直後のトラバースもクラストしておりア

イゼンが良く効く。次第に日が昇り始め、横尾の歯に

到着する。３つの連続する小ピークのアップタウンを

乗り越え順調に通過する。横尾の歯を通過した下りの

リッジにＦｉｘを１Ｐ付け足す。時折吹く風は横尾本

谷からで槍沢に雪庇が出来ており、横尾の歯から天狗

のコルまではリッジが続いていた。Ｐ７の登りは雪壁

となっており、かなりの急登である。これを３０ｍ程

登った。Ｐ７直後の急斜面と、一段登り返した小ピー

クから若干槍沢側に大岩を巻く箇所に５０ｍを合計２

Ｐ張っており、問題なく通過する事ができた。Ｐ７・

Ｐ８のコルからはＰ８の登りでＦｉｘ通過した。Ｐ８

からは直後の小ピークを通過すると天狗のコルにつく。

天狗のコルから先は雪崩対策と訓練の意味を込めて２

人１組のコンテニュアンスで進むことにした。序盤は

広尾根が続き直ぐにリッジに変化する。リッジの区間

で急登が２箇所程あるが、これを慎重に通過する。最

後に７ｍ程の雪壁を登りきると主稜線上に上がる。風

は飛騨側から吹いており横尾に向かって雪庇が発達し

ている。主稜線上はやはり風が強く、体が直ぐに冷え

る。南岳までのクラスト具合を考慮すると危険度が高

いためここで引き返すことにした。天狗のコルまでは

コンテニュアンスで降りる。途中の急斜面では後者が

ビレイしながら降りた。天狗のコルからは先発隊と後

続隊に分かれ、後続隊がロープ回収しながら進んだ。

横尾の歯までは順調に進んだが、横尾の歯のＦｉｘ回

収ではアップダウンがありロープを屈曲するため少々

時間を費やしてしまった。後続隊は先発隊に３０分ほ

ど遅れて１４時頃に帰幕した。ＡＣでは昨日アタック

した部員たちが温かい紅茶を準備して出迎えてくれた。 

 

２月２２日 雪のち霙 －５℃ 

ＡＣ（６：４０）～Ｃ１（１１：００）～横尾（１４：

００） 

テントを回収し、先発隊（淀川ＯＢ・齊藤・鈴木・

石井・小松）と後発隊（小菅・鎌田・丸山・橋本）の

二隊に分かれて行動し、先発隊はＦｉｘ工作、後発隊

はＦｉｘ回収を行いＰ２を目指す。当初の予定ではＣ

１にて幕営予定であったが、時間と体力に余裕があっ

たので横尾に幕営することにした。Ｃ１で長めの休憩

を取り、横尾を目指す。Ｃ１～横尾間では積雪が４０

㎝程増えておりトレースは消えていた。テープを頼り

に下るが、なかなか見つけられない場所がありタイム

クラストした主稜線上
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ロスしてしまった。テープのつけ方の重要性を身を持

って体感した。Ｃ１付近では吹雪であったが、横尾尾

根取り付き付近まで下ると雨が中心のみぞれとなった。

皆再び濡れてしまった。もう雨はうんざりである。横

尾で大急ぎで幕営して、その後、淀川ＯＢを交えての

反省会を行った。  

 

２月２３日 雪 －６℃ 

横尾（６：００）～徳沢（７：３０）～明神（８：４

０）～上高地（１０：００）～中の湯（１１：２５） 

夜から３０㎝の積雪があり、横尾から上高地までの

お馴染みの道のトレースは埋まっていた。少々のトレ

ースがあり思うように飛ばせない。中の湯１１：２０

発のバスを目指して全力で突き進む。上高地まで来る

と多くの登山者がいて、２月の厳冬期のましてや吹雪

の中でこれほど多くの人がやってくることに驚かされ

た。明神から中の湯までは、河童橋で記念撮影をした

だけで休憩は取らずに歩き続けた。中の湯に到着した

時点で、バスの時間が過ぎていたが幸運にもこの日は

悪天候の為バスが遅れていたので、無事にお目当ての

バスに乗ることが出来た。これは合宿を乗り切ったご

褒美だと皆で喜びを分かち合った。 

 

ルート図１：Ｐ２～Ｐ４
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二月合宿装備食糧方針・反省 
 
装備 担当 鎌田、齋藤 
＜幕営用具＞ 

 今回の合宿は最大で１０人だったのでＥＸＰ６人用テントを２つ持っていき、それぞれ最大５人の計算で使用し

た。竹ペグはメインの張綱１つにつき２本、サブの張綱１つにつき１本の計１８本、外張りのスカートの固定用に

プラペグ１２本を持っていき、本数に関しての問題はなかったものの若干の破損や紛失が見られた。今回の合宿よ

りファイアースターターをペグ袋の口を絞る紐に括り付けて管理し、紛失防止、早急な着火という面で効果を発揮

し、素早くテントを撤収することができた。 

＜炊事用具＞ 

 テルモスは１人あたり５００ｍｌの計算で計５本持っていき、水ポリは４本持っていったが問題はなかった。積

雪期において、食当が１時間半で終わらせるには１ℓ/人の計算で持っていくのが良いと考えられる。 

＜登攀用具＞ 

 コンテニュアス用にザイル８・５ｍ×５０ｍを３本持っていき、Ｆｉｘを張る箇所については１９９５年の冬山

合宿の記録と２００６年の冬山合宿を参考にして考えた。Ｐ２～Ｐ３で３本、Ｐ３～Ｐ４はコルまでの下りに１本、

コルで１本、コルから小ピークまでの登りに２本、小ピークからの下りに２本の計６本、Ｐ６～Ｐ７の核心部であ

る横尾の歯では３本、Ｐ７～Ｐ８はＰ７からの下りで２本、Ｐ８の急雪壁で２本張る想定で計４本持って行った。

Ｐ８～主稜線までは露岩を巻く用に１本、主稜線に出るところは雪崩事故が起こっているので１本の計２本持って

行った。まとめると、全部で１８Ｐを張る想定で、予備を２本含め２０本Ｆｉｘロープを持って行った。結果的に

Ｆｉｘ・ザイルの本数について(使用箇所の詳細については記録を参照)ＡＣまででＦｉｘ１４本、横尾の歯でＦｉ

ｘ２本、その先のリッジでＦｉｘ２本、主稜線直下の雪稜では２人１組のガイド・コンテニュアスでメインザイル

を３本使用した。何度か回収・張り直しも行ったが、隊の実力や重量を考えると妥当であったと考えられる。捨て

縄は１Ｐあたり２本として予備を含め２０Ｐ張る想定で４０本持って行ったが問題なかった。Ｆｉｘバーは１Ｐあ

たり、４本として持っていった。またＦｉｘバーは２００６年の反省会でＰ４～Ｐ５間にある森林限界までは灌木

を支点で登ることができ、１Ｐ分しか使わなかったと記述されているため、森林限界までの下部はＦｉｘバーを使

わない想定で念のため２Ｐ分と森林限界～南岳の９Ｐ分、予備２Ｐ分で計１３Ｐ分の３０本持って行ったが問題は

なかった。ハーケン、アングルは横尾の歯で支点作成用にハーケンを６本と緊急用に２本、アングルを２本と緊急

用に１本、合計１１本持って行ったが、横尾の歯はナッツが利く箇所が多く、結論から言うとハーケン２本、アン

ルート図２：横尾の歯～南岳 
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グル１本、ナッツ５個、カムディバイス０．３、０．４、０．５、０．７５が揃っていればいいと考えられる。ア

ルパインヌンチャクは１０本が妥当であった。 

＜燃料＞ 

 ２０１９年度冬山合宿同様「ラジウス１台当たり１５０ｃｃ/時、予備５０ｃｃ/時」で計算し、全部で２１００

００ｃｃ(ポリタンク１１本分)持っていった。今回はほぼ毎日ラジウスパーティを行っていたが、それでも燃料の

消費は平均１０２１ｃｃ/日となり、１番多い日でも１６００ｃｃ(予備込使用量と同じ値)で収まった。結果とし

て合宿終了後はポリタンク６本分の灯油が余り、同じ消費ペースで予備日を全て消化していた 

場合は４本弱(約６９８５ｃｃ)余ると考えられる。これを受けて予備の燃料計算方法を「ラジウス１台当たり５０

ｃｃ/時」から「ラジウス１台当たり１５０ｃｃ/日」へと変更するつもりである。これはラジウス１台を最大火力

で１時間運転するのに必要な燃料の量で、１日につき１時間分の予備が設けられる計算となる。結果として１日当

たりの予備燃料の量は４００ｃｃから３００ｃｃに減少する。今後はこの考えのもとやっていくつもりである。ガ

ス缶の数と消費計画は食当を務める１年生の技術向上もあり、ガスカートリッジの交換は６日目に行われた。来年

度に入るまでは「３７．５ｃｃ/日、６日で１缶」の計算でも良いと感じた。 

＜幕営小物＞ 

ＬＥＤランタンは６日に１セットの計算で電池を持っていったが、６日で１セットの計算が適切であるというこ

とが分かった。 

＜その他＞ 

 ツェルトやザイルを１重パッキングで持っていくと凍結が防止でき、いつでも使えるので良かった。トランシー

バーはルート工作隊と逆歩荷隊に分かれた時の連絡用で持っていき、個数はルート工作隊の先行班と後行班で１つ

ずつ、逆歩荷班で 1 つの計３つとしたが問題はなかった。蛍光テープは２００６年の記録を参考にΦ４ｃｍ×１０

ロール持っていった。使用頻度に個人差が見られたが量的には問題はなかった。フラッグの本数は森林限界より上

でＦｉｘの始点と終点及び広尾根やピークに使用し、２０本が適切であった。 

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考 品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

〜幕営用具〜 15,304 底拭き 1 50 50 　セームタオル

＜EXP6人用テント①＞ 6,630 ～登攀用具～ 52,202

本体 1 2,932 2,932 ザイル8.5mm×50m 3 2,700 8,100 　１重パッキング

外張り 1 2,250 2,250 　黄色 Fixロープ 20 1,900 38,000 　白１８本　黒(予備)２本

ポール 1 1,448 1,448 　予備ポール2本 捨て縄① 1 888 888 　6mm２０本

＜EXP6人用テントペグ袋①＞ 978 捨て縄② 1 1282 1,282 　7mm２０本

プラぺグ 12 25 300 　スカート固定用 捨て縄③ 1 968 968 　6mm１５本、7mm５本

竹ペグ 18 25 450 　張綱固定用 ＜スリング袋＞ 1,336

張り綱 3 50 150 　予備　自在(プラ)付 アルパインヌンチャク 3 110 330 　テープ10㎜×1200㎜　カラビナ２枚

ガムテープ 1 160 160 アルパインヌンチャク 7 110 770 　テープ10㎜×600㎜　カラビナ２枚

テント箒 1 60 60 　たわし 〈登攀袋〉 1628

ファイアースターター 1 30 30 　ペグ袋の紐に括り付ける Ｆｉｘバー 30 36 1,080   竹製　約2.5×22ｃｍ

缶メタ 1 330 330 　ポール解凍用 ハーケン 8 70 560 　クロモリ４枚　軟鉄４枚

＜EXP6人用テント②＞ 6,692 アングル 3 80 240

本体 1 2,954 2,954 ナッツ 5 40 200 　アングルより大きいサイズ

外張り 1 2,338 2,338 　黄色 ナッツキー 1 50 50 　セカンドに渡せ

ポール 1 1,400 1,400 　予備ポール2本 ～燃料～ 20,262 　15日分 比重は0.8　水ポリ１本194g

＜EXP6人用テントペグ袋②＞ 1,004 灯油(満タン) 10 1,824 18,240 　1人1日１20cc　予備30％

プラぺグ 12 25 300 　スカート固定用 灯油(ハンパ820ｃｃ) 1 882 882 　停滞予備日⇒150cc　

竹ペグ 18 25 450 　張綱固定用 ガスカートリッジ(小) 3 380 1,140 　プレヒート用

張り綱 3 50 150 　予備　自在(プラ)付 ～幕営小物～ 1,176

ガムテープ 1 160 160 <ＥＸＰ６人用小物袋①> 582

テント箒 1 60 60 　たわし テント拭き 1 50 50 　セームタオル　結露取り用

ファイアースターター 1 30 30 　ペグ袋の紐に括り付ける ラジオ（天気図用紙入り） 1 255 255 　天気図用紙４０枚入(内予備１枚)

缶メタ 1 330 330 ＬＥＤランタン 1 385 385 　電池6日で1セット

～炊事用具～ 9,982 　最大１0人 <ＥＸＰ６人用小物袋②> 594

コッフェルセット 1 2,252 2,094 　大、中、メンツ１1枚入 テント拭き 1 50 50 　セームタオル　結露取り用

コッフェル(大) 1 1,590 1,516 　メンツ１1枚入 ラジオ（天気図用紙入り） 1 220 220 　天気図用紙４０枚入(内予備１枚)

メンツ 20 90 1,800 　1人につき2枚＋食当用2枚 ＬＥＤランタン 1 385 385 　電池6日で1セット

雪袋 2 58 116 　雪取り用　ガラ袋(ＰＰ) ～その他～ 10,876

ラジウス 2 2,380 4,760 　出発時の燃料８５０ｃｃ ツェルト 4 515 2,060 　3人用

鍋敷き 2 270 540 　アルミ 修理具箱 1 970 970 　温度計入り

水ポリ 4 198 792 　食当用 薬品箱（大） 1 646 646

テルモス(旧) 3 490 1,470 　1ℓ　 薬品（小） 2 185 370

テルモス(新) 1 376 376 　900㎖ パルスオキシメーター 1 90 90

やかん 1 1,078 1,078 　１０ℓ　蓋はブキ袋 デジタルカメラ 1 300 300 　予備電池2セット

（ブキ袋） 1,290 トランシーバー 2 380 760 　予備電池(単四６本)

ガスヘッド 1 220 220 トランシーバー(旧) 1 566 566 　予備電池(単三６本)

菜ばし 1 30 30 　鞘付き デポ袋(ナイロン) 6 234 1,404

おたま 1 80 80 　黒　プラ 蛍光テープ 10 45 450 　直径約４ｃｍ　上級生用

しゃもじ 1 50 50 　黒　プラ フラッグ 30 72 2,160 　１束につき15本

ブキ 9 30 270 　予備1本　淀川ＯＢ持参 スノーソー 2 280 560 　鞘付き

やかんの蓋 1 110 110 　１０ℓ 携帯電話（部） 1 250 250 　非常時用

こし布 1 30 30 　洗濯ネット ピッケルバンド 2 80 160 　金物結束用

じょうご 1 30 30 　 ＳＰＯＴ 1 130 130

ゴムベラ 1 30 30 　コッフェル掃除用

コッフェルつかみ 1 50 50 　アルミ 合計総重量 109,802

ゴム手袋 1 60 60 　融雪用 下山総重量 95,762

団体装備表
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食糧 担当 鈴木、丸山 
 

＜基本計画＞ 

 日程を前期後期に分けた。野菜は乾燥野菜にして全日程で使用した。肉に関しては、冬山合宿で故障して使用で

きなかったフリーズドライマシンが合宿一週間前に直ったので、ぺミカン作成を計画していたがフリーズドライ作

成に変更した。しかし全日程の肉の重量は作成できないので、残りの肉を高野豆腐や乾燥豆に代用し軽量化を図っ

た。Ｂ１、Ｂ２で全日程で高野豆腐を使い、Ｂ３で豆を使った。夕食はＤ１のカレー・ハヤシ・シチューは全日程

で豆を使った。Ｄ２の麻婆鍋は停滞で高野豆腐、それ以外で乾燥肉を使った。Ｄ３のラーメンライスは全日程乾燥

肉を使った。Ｄ２・３で停滞の場合は乾燥肉の代わりに高野豆腐を使う予定で持って行った。また下山日の朝食は

重量を減らして持っていく事とした。結果、豆の生活は厳しいものと想定されたが意外と胃もたれがないなど好評

であった。他にも乾燥モツなどはかなり好評であった。 

＜メニュー＞ 

 一人一日２４００kcal を目指すが、それに満たない分はラード、バターで補った。人数が多いため、食事ごとに

米、スープ素やルー、お茶パックをまとめてパッキングした。また、この毎食ごとのスープ素の味付けを濃くした

り、味付けを変化させることによって基本調味料やメニュー外調味料を減らした。結果的にメニュー外調味料の重

量は適正であった。混ぜこみご飯の素はメニューに組み込むが適宜使用するため総重量を備考欄に記載した。Ｄ１

のルーはカレー・ハヤシライス・シチューの順で使った。また試験的に組み込んだパスタライスは好評のため正式

なメニューとしてこれから採用する。 

＜各袋＞ 

量が多すぎて一袋にまとめられないものは前期、後期で分けて持って行った。乾燥きくらげ、乾燥シイタケも乾

燥野菜袋に入れて持って行った。荷上げがしやすいように各食事の袋に番号を振ったが食事の番号が分かりづらい

並びとなっていたので今後はＢの〇番・Ｌの〇番など「種別と番号」を表記して管理するという反省が上がった。

またＬは番号表記が消えているものが多く見受けられたので今後は裏から書くなど消えない工夫する。 

＜その他＞ 

 数値の調整に時間がかかるため、メニュー表が確定次第、裏の買い出し表を作成した。総重量を出すため、メニ

ュー外調味料の重量のみ表側に記載した。初めて試みるメニューが多いため、あらかじめ試作をして最終決定した。 

 

個人装備表 

品名 数量 備考 品名 数量 備考

　　アイスハンマー 1
　　雨具 上下 　防水透湿性 　　スノーバー 1
　　セーター 1 　厚手のダウン

　　カッターシャツ 1 　フリース襟付き、長袖 　　小物入れ 1

　　Ｔシャツ 1 　長袖　化繊 　　筆記用具 1 　ペン・記録用紙

　　ズボン 1 　フリース　ジャージ不可 　　裁縫用具 1 　針・糸

　　毛下着 上下 　 　　スペア靴紐 1

　　下着 1 　化繊(ポリエステル100％) 　　ライター 2

　　ソックス ３set 　内　スペア２set 　　スパッツ替えゴム 1set

　　登山靴 1 　冬用 　　スペア電池(ビーコン用) 1set 　アルカリ以上の新品電池

　　目出帽子 1 　顔面全体を覆えるもの 　　スペア電池(ラテルネ用) 2set 　アルカリ以上の新品電池

　　毛手袋 ３set 　内　スペア２set 　　部員証（章） 各1 　

　　スパッツ 1 　ゴムベルトの場合はガムテープで補強 　　保険証 1 　コピー可

　　オーバー手袋 1set 　紛失防止用のヘアゴム付 　　三角巾 1 　非常時用

　　防寒用テムレス 1set 　テント生活用　黒、コードロック付推奨

　　プローブ 1

　　シュラフ 1 　冬用 　　ビーコン 1

　　シュラフカバー 1 　　スコップ 1

　　テントシューズ 1 　ラジウス用の袋でパッキングすると便利 　　テレマウス 1 　周波数は団体装備表に記載

　　マット 1 　　

　　私物袋 1 　　コンパス 1

　　ラテルネ 1 　アルカリ以上の新品電池込 　　ナイフ 1

　　トイレットペーパー 適 　　ホイッスル 1 　紐付き、プラスチック

　　軍手 1 　下級生のみ 　　時計 1 　防水

　　サングラス 1 　メガネバンド付き

　　ザック 1 　　新聞紙 多め

　　ピッケル 1     地形図 各1 　1/25000　 穂高岳

　　細引き 1 　 5ｍｍ×6ｍ　 　　学生証 1

　　ハーネス 1 　　計画書 1

　　ストレートゲートカラビナ 4 　　概念･気象 各1

　　スクリューゲートカラビナ 5 　　携帯電話 1 　非常時用

　　テープスリング（６０ｃｍ） 1 　　日焼け止め 適

　　テープスリング(１２０ｃｍ) 1 　　ピンチ食 1 　板チョコ１枚

　　ＡＴＣガイド 1

　　PAS 1 　　メガネ 1 　メガネバンド付き
　　エイト環 1 　　持病薬 適 　コンタクト、テーピング等

　　ヘルメット 1 　　歯ブラシ 1

　　アイゼン 1 　　ヘパリン 適 　ヘパリン類似物質を含む塗り薬

　　ワカン 1 　余長を折り返しておく 　　着替え 1

　　アッセンダー 1 　

～任意～

～登攀具～

～衣類～

～幕営具～

～小物～

～アバランチギア～

～その他～
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食糧表

Ｂ１：炊き込み和膳 L1: D1：カレー・ハヤシ・シチュー

重量

ｇ当 計　 ｇ ｇ当 ｇ当

下山 下山 フルグラ 130 5.0 M M

α米 110 80 3.9 425.7 309.6 煎餅 30 4.3 α米 160 150 3.9 619.2 580.5
混ぜこみご飯の素 適量 適量 - - - バナナチップス 30 2.9 ルー 30 30 5.3 158.1 158.1
スープ素 5 5 3.4 17.2 17.2 アメ・チョコ 20 4.7 乾燥豆 60 40 4.6 276.0 184.0
高野豆腐 30 30 5.3 159.0 159.0 砂糖 10 3.8 乾燥野菜 15 15 4.9 73.5 73.5

乾燥野菜 15 15 4.9 74.0 74.0 計 220 - マッシュポテト 5 5 3.6 18.0 18.0

砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8

計 170 140 - 714.2 598.1 計 290 260 - 1221.6 1090.9

Ｌ２：

Ｂ２：ちゃんこ鍋 　 Ｄ２：麻婆鍋

重量 ｇ当
ｇ ｇ当 計　 下山 下山 ｇ当

α米 110 3.9 432.3 菓子パン 130 110 4.0 520.0 440.0 M M

スープ素 5 1.0 5.0 ミックスナッツ 40 30 5.1 204.0 153.0 α米 160 160 3.9 619.2 619.2

乾燥野菜 15 4.9 74.0 クッキー 30 20 3.4 101.7 67.8 スープ素 5 5 2.1 10.5 10.5
乾燥肉 30 5.3 159.0 アメ・チョコ 10 10 4.7 47.0 47.0 乾燥肉 60 - 6.7 403.8 -

砂糖 10 3.8 38.4 砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 高野豆腐 - 40 5.3 - 212.0
計 170 - 708.7 計 220 180 - 911.1 746.2 乾燥野菜 15 15 4.9 74.0 74.0

砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8
B３：ミネストローネ 計 260 240 - 1184.3 992.5

Ｌ３：
ｇ当 D３：ラーメンライス 　

下山 下山 ｇ当

α米 70 50 3.9 270.9 193.5 下山 下山 ｇ当
マカロニ 40 30 4.9 196.0 147.0 ドーナツ 140 110 4.0 560.0 440.0 M M
スープ素 5 5 5.3 26.4 26.4 柿ピー 40 30 5.1 204.0 153.0 α米 100 90 3.9 387.0 348.3
乾燥豆 30 30 4.6 138.0 138.0 かりんとう 20 20 4.5 90.0 90.0 棒ラーメン 60 50 2.0 120.0 100.0

乾燥野菜 15 15 4.9 73.5 73.5 アメ・チョコ 10 10 4.7 47.0 47.0 スープ素 5 5 6.7 33.7 33.7

砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 乾燥野菜 15 15 4.9 74.0 74.0

計 170 140 - 743.2 616.8 計 220 180 - 939.4 768.4 乾燥肉 60 - 6.7 403.8 -

乾燥豆 - 60 5.3 - 318.0
砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8

計 260 240 - 1095.2 950.7

Ｍ１：春雨スープ Ｍ２：パスタライス

重量 重量 SD:コンビーフ定食
ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計 重量

α米 70 3.9 273 α米 70 3.9 273 ｇ g当 計

混ぜこみご飯の素 適量 - - 混ぜこみご飯の素 適量 - - α米 160 3.9 619.2
春雨 50 3.4 170 パスタ 50 1.5 75 コンビーフ 60 2.1 126.0
スープ素 10 2.35 23.5 スープ素 10 2.35 23.5 スープ素 5 7.2 36.0
乾燥野菜 20 4.93 98.6 乾燥野菜 20 4.93 98.6 にんにく 10 1.3 13.0
高野豆腐 20 5.3 106 乾燥豆 20 6.73 134.6 乾燥野菜 15 4.9 73.5

砂糖 10 3.84 38.4 砂糖 10 3.84 38.4 砂糖 20 3.8 76.8

計 180 - 709.5 計 180 - 643.1 計 270 - 944.5

999.0

品名

品目

品名

　カロリー

計

650.0
129.6
87.0
94.0
38.4

　カロリー

重量

ｇ

カロリー

計　

重量

ｇ

重量
ｇ

　カロリー
計

品目
品目

品目
カロリーカロリー

計

品名

　カロリー
品目

重量
ｇ

　カロリー

カロリー

重量
ｇ

品目

計
品目

重量

ｇ

カロリー

計　
品名

重量
品目

ｇ

カロリー 　カロリー

計

メニュー外調味料

塩コショウ 50

七味 30

ガーリック 50
ジンジャー 30

味覇 120

マヨネーズ 200
ラード 100
バター 100
メニュー外乾物
お茶漬け 80
乾燥シイタケ 100
フリカケ 150
すしのこ 150
ビタミン剤 260
お茶・嗜好品
紅茶197Ｐ
(テルモス65ｐ,Ｄ127ｐ,予備5p)

360

砂糖 5480
ミルク 2740
ココア 600
レモネード 400
合計 11000

番号 食事 人数 番号 食事 人数 番号 食事 人数

1 2月14日 離京　　バスタ新宿
2 2月15日 入山　　釜トンネル～上高地～横尾 14 Ｌ1 8 28 Ｄ1 8
3 2月16日 移動　　横尾～P2(C1) 1 B1 8 15 Ｌ2 8 29 Ｄ2 8

逆歩荷　C1～横尾～C1
ルート工作　C1～P5,P6(AC)～C1

5 2月18日 行動予備日　 3 B3 9 17 Ｌ1 9 31 ＭＤ１ 9 淀川

6 2月19日 荷上げ　　C1～AC～C1 4 B1 9 18 Ｌ2 9 32 Ｄ1 9 淀川

7 2月20日 移動　C1～AC 5 B2 9 19 Ｌ3 9 33 Ｄ2 9 淀川

8 2月21日 ルート工作　AC～天狗のコル　2690m～AC 6 B3 9 20 Ｌ1 9 34 Ｄ3 9 淀川

9 2月22日 行動予備日　 7 B1 9 21 Ｌ2 9 35 ＭＤ２ 9 淀川
10 2月23日 アタック　AC～南岳 3032m～AC 8 B2 9 22 Ｌ3 9 36 ＳＤ 9 淀川
11 2月24日 行動予備日　 9 B3 9 23 Ｌ1 9 37 ＭＤ３ 9 淀川
12 2月25日 停滞予備日 10 B1 9 24 Ｍ1 9 38 ＭＤ１ 9 淀川

13 2月26日 停滞予備日 11 B2 9 25 Ｍ2 9 39 ＭＤ２ 9 淀川

14 2月27日 下山　AC～C1 12 B3(下山） 9 26 Ｌ2（下山） 9 40 Ｄ1 8 淀川
15 2月28日 下山　C1～上高地～中の湯下山 13 B1（下山） 8 27 Ｌ3（下山） 8

123 114
成人の一日摂取カロリー2400ｋｃａｌを目指す ※累計人数 352
テルモスは5本 前期の累計人数 157
[基本計画] 後期の累計人数 195
砂糖１人１日40ｇ
ミルク１人１日20ｇ メニュー表　重量　 77520 ｇ

総重量　 88520 ｇ

B22 9 9 Ｄ3 916 Ｌ3前期

後期

期間 日程

4 2月17日 30 淀川

行程 入山ＯＢ　
Ｂ Ｌ Ｄ
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１０．個人山行 

   

５月２１日 雨 二子山 

参加者：丸山、（コーチ）井上徳 

 フリークライミングの経験を積むため二子山に連れ

て行っていただいた。雨なので誰もいなかった。二子

山は被っているので、雨でも登ることができる。はじ

めに岩場のルートを一通り見学した後、悪魔のエチュ

ード（５．１０ａ）に井上さんがトップロープを張っ

てくださった。丸山は５回ほどトライするもノーテン

ションでは登れなかった。全て何回かテンションをか

けて登り切った。その後井上さんが「オー・ララー」（５．

１１ｂ）を２回登り、帰路についた。 

 

６月１２日 曇のち雨 小川山 あみだ岩 親指岩 

参加者：小菅、丸山、(コーチ）井上徳 

 マルチピッチの技術向上のために小川山に連れて行

っていただいた。あみだ岩を目指すが道に迷い、２時

間弱であみだ岩に到着した。井上さんのリードで、５

ピッチある「あみだくじルート」（５．１０a）を登る。

頂上は眺めが良い。懸垂して降りてきた後は、雨とい

うことで親指岩の「小川山レイバック」（５．９＋）を

３時間ほどトライする。レイバック、ジャミング、ス

テミングで一通り登った後帰路についた。 

 

６月２５日 晴時々曇 那須 井戸沢 

参加者：小菅、丸山、（コーチ）西出 

 沢登りの経験を積むため、那須の井戸沢へ連れて行

っていただいた。林道のゲート付近に駐車し、新緑の

林道を歩いていく。３０分ほど歩くと、昔参勤交代で

使われていたという昔の面影の残る道に合流する。さ

らに行くと橋に出る。そのたもとで沢靴、スパッツ、

ヘルメット、手袋を装着し、浅い清流を歩き始める。

途中二手に分かれるが、左を行く。緩やかな流れをし

ばらく進むと，木の堰が現れる。左の踏み跡から堰を

乗り越え、再びジャブジャブ歩き始める。３ｍから５

ｍほどの滝を端から水しぶきを浴びながらいくつか越

えたり、岩のトンネルをくぐったりしながら進と、１

５ｍ滝が現われる。ここは小菅＝西出ＯＢ＝丸山で右

から進む。その後、１０ｍくらいの滝は練習もかねて

小菅がロープを張ったり、階段状なら張らなかったり

して進む。中盤の、幅広の１０ｍ滝を登ると、一気に

展望が開ける。向こうには新緑の香りがここまで届い

てきそうな山、そこから清流がこちらに向かってやっ

てくる。明るい開けた沢だ。開けてからは、あまり顕

著な滝は現れない。標高を上げるにしたがって沢の幅

は狭く、水量は少なくなっていく。代わりに花が増え

る。イワカガミがちらほら、来月咲きそうなコバイケ

イソウもある。詰めていくとほんの少しのヤブ漕ぎが

あり稜線に合流する。山全体がヤブや笹の優しい緑に

覆われていて、もののけ姫のラストシーンを彷彿とさ

せる。流石山に登頂後、登山道を下っていき再び沢に

合流した。帰りは中ノ沢という沢を通ってきた。 

 

１５ｍの滝 林道付近のゲート 



  31 

７月１２日 晴 越沢バットレス 

参加者：Ｌ齊藤、河野、名取 

鳩ノ巣駅（７：３０）～越沢バットレス（８：２５）

～右ルート取付き（８：４５）～天狗の肩（１３：３

０）～右ルート取付き（２０：２０）～鳩ノ巣駅(２１：

００) 

鳩ノ巣駅から多摩川側に下り大樽峠方面の林道に進

む。４０分ほど歩くと越沢バットレスを一望できる四

阿に着く。四阿の下に越沢バットレスへとつながる道

があり、そこを下っていく。石の階段と土と木の根が

混じった急な道で雨の影響もあり滑りやすかった。幅

が細く不安定な金属製の橋を渡り、越沢キャンプ場跡

に着く。キャンプ場跡から下流側を通って強度に不安

のある木製の橋を２回渡り１０ｍほど登ると越沢バッ

トレスに着いた。入岩料２００円を払い、「右ルート」

（Ⅳ－）の取付きに向かった。河野＝齊藤＝名取パー

ティで登る。最初、河野がリードで登るが、右のフェ

ースが濡れていたため、左のハングへ向かった。ルー

トが難しかったため、河野は敗退した。その後休憩を

取り、右ルートを齊藤のリードで登った。天狗の肩の

手前で齊藤が登れなかったため、ピッチを切って名取、

河野の順で引き揚げた。河野がリードし天狗の肩でピ

ッチを切った。その後、河野がリードし、概念図上の

２ピッチ目の地点でピッチを切った。この時は最終地

点が目視できていたため、最終地点まで容易に登れる

と思い齊藤がリードで登った。１時間以上かけ齊藤が

登りきり、名取、河野の順で登る。河野は登ることが

できず、登攀をあきらめた。河野はハーケンに自己確

保を取りザイルを解いて齊藤、名取に懸垂するよう指

示した。名取が先に天狗の肩まで懸垂しザイルの絡ま

りを発見して解いていたが河野が解かずに懸垂するよ

う指示する。その後、齊藤が河野に降りられるように

ザイルを渡し懸垂下降をした。河野が絡まった地点ま

で懸垂下降をして、ＰＡＳで自己確保をとり、ザイル

を引き上げて絡みを解くことを試みるが、絡みが余計

に酷くなった。天狗の肩でも絡みが解けると思い、絡

まった部分を飛ばして下に降りた。しかし、天狗の肩

に降りてロープの回収ができなかったため、齊藤がフ

リーで１０ｍほど登りＰＡＳで支点に自己確保を取り

２０分ほどかけ絡みを解いた。その後、天狗の肩の木

を支点にして、取付きまで懸垂下降した。すぐに下山

連絡をして、荷物をまとめて下山を開始した。日が完

全に落ちたためラテルネをつけた。しかし、齊藤が忘

れたため河野、齊藤、名取の順番で移動し齊藤の足元

を時々照らしながら来た道を戻って下山した。 

 

７月１４日 曇 長野県野沢温泉村一帯 

大会名：Ｔｈｅ４１００Ｄ 

マウンテントレイルｉｎ野沢温泉 

参加者：小菅、（コーチ）井上峻 

 ６５キロの部でトレイルランニングの大会に参加し

た。リザルトは完走者３３３人中、井上峻ＯＢは２９

位で９：２７：２５、小菅は５０位で１０：１４：０

１であった。ちなみに優勝者は６：４４：３５である。

恐ろしい。大会までにあまりトレーニングができなか

ったため、４０キロ以降、断続的に足がつってしまい、

歩く場面が多くなってしまった。体力的にきついとい

うよりも、筋力的にきつかった。走って息切れがする

前に、先に足がつってしまうのだ。完走後、２日間は

まともに歩けなかった。納得のいく結果ではないが、

非常にいい経験ができた。 

 

７月１６日 曇時々雨 越沢バットレス 

参加者：Ｌ小菅、丸山、橋本 

 マルチピッチの練習をするために越沢バットレスに

向かった。駅から越沢バットレスキャンプ場に向かっ

て歩いていく。前日は雨、朝は曇ったり雨がぱらつい

たりしていた。キャンプ場の道を使わさせていただき、

岩場に向かう。途中、本物の丸太の橋があり危険であ

る。岩場に到着してからは取り付きがあるのはわかる

のだが、どれがどの取り付きかよくわからなかった。

とりあえず、概念図に「Ⅲ」と書いてあるところから

天狗の方を目指して取り付く。小雨が降っている。リ

ードは丸山が行なった。後から気づくが、どうやら概

念図の「Ⅴ－」を登っていた。ロープが木にかかり、

流れがかなり悪くなる。中盤で両足が載せられるちょ

っとしたレッジがあるが、その上の岩が前傾していて、

きつい。やむなく腐った残置スリングをつかんで、一

段上がって中間支点を作成する。進んでいくと、最後

肩に上がるところに小さい木が生えている。これが、

かなり動きを妨げてくる。何回か乗り越えようとトラ

イするもなかなか登れず、最終的に５ｍほどフォール

した。体勢を取り直して、肩まで登りきったあと、橋

本、小菅の順で続く。次のピッチに取り付こうとする

が雨が降ってきて、さらに滑るのでここで無念の敗退

をすることに決定した。懸垂して地面に降り、屋根の

ある所で天気待ちをするが回復せず、岩も乾く気配が

なかったので帰路についた。 

 

７月２０日 晴 越沢バットレス 

参加者：Ｌ鎌田、鈴木、石井（ＯＢ）井上徳、小島 

鳩ノ巣駅(７：３０)〜越沢バットレス(８：１５)〜登

攀開始(９：００)〜登攀終了点(１４：３０)〜登攀終

了(１６：００)〜取り付き(１６：３０) 

鳩ノ巣駅から１時間ほどで取り付きに着く。右ルー

トを登ることとした。鈴木＝小島ＯＢのパーティが登

る。３ピッチ目の滑り台は鈴木が登れず、ここで小島

ＯＢとリードを交代した。鎌田＝石井パーティも同じ

右ルートを登る。２パーティとも、天狗の肩で１ピッ

チ目を切った。２ピッチ目、先行パーティのリード鈴
越沢バットレスにある看板 
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木が登っている時に井上ＯＢが取り付きに着く。続く

パーティのリード鎌田がここで落ちてロープを掴み摩

擦で怪我をする。そのままひとまず２ピッチ目終了点

まで登る。２ピッチ目終了点で井上ＯＢの判断で鎌田

を取り付きまで降ろすことにした。３ピッチ目はリー

ド井上ＯＢ、セカンド石井で登ることにした。３ピッ

チ目は濡れて登りにくい滑り台に苦戦しながらも青梅

ベルグハングに着く。青梅ベルグハングからは４０メ

ートル懸垂で天狗の肩まで、３０メートル懸垂で取り

付きまで懸垂下降した。 

 

９月６日 晴 奥多摩 

参加者：河野、齋藤、鈴木、（コーチ）井上徳 

武蔵五日市駅（６：３０）～市道山（８；３０）～醍

醐丸（９：２０）～浅間峠（１０：５０）～三頭山（１

３：３０）～都民の森（１５：４０） 

体力強化のためトレイルランニングを行なった。前

日、井上ＯＢの家に泊めさせていただき次の日の早朝

に武蔵五日市駅を出発する。一般道を進むと稲荷神社

に到着する。ここから登山道となる。稲荷神社から今

熊山山頂まで九十九折りの急登であり、かなりきつか

った。そこからは緩やかなアップダウンと長い平地を

繰り返し、市道山に辿り着く。ここで長めの休憩を取

り、緩やかなアップダウンのある吊り尾根を進む。醍

醐丸に到着し、計画の半分も到達してないことに絶望

する。同じような道なりを進んでいくと生藤山にかけ

て急登が出現する。ここからは主に下りで浅間峠まで

進む。この先は徐々に高度を上げていく道なりとなる。

丸山山頂まで緩やかな登りのある笹尾根を登って行く。

ここから長く平らな道を進んでいき、槇寄山に到着す

る。槇寄山通過後、核心である三頭山まで激しいアッ

プダウンを進んでいく。大沢山以降の下りと急登に苦

戦した。三頭山山頂で記念撮影をした後、都民の森ま

で駆け下りバス停で山行を終了した。 

 

９月８日 曇 谷川岳 一ノ倉沢烏帽子沢奥壁南稜 

参加者：Ｌ丸山、鎌田、河野、橋本（コーチ）淀川 

ロープウェイ駐車場(４：４０)〜一ノ倉沢分岐(５：２

０)～懸垂下降(６：２５)～南稜基部(８：００)～南稜

終了点（１２：４５）～一ノ倉岳（１６：２０）～登

山指導センター（１９：１０） 

駐車場にマットとシュラフを敷いて雨の音が聞こえ

る中、前夜泊した。明日台風が来るということで谷川

岳ロープウェイ駐車場から帰っていったパーティもい

た中、出発したのは私たちだけだった。舗装路を歩い

ていき、一ノ倉沢出合から沢に入っていく。ヒョング

リの滝の左を登っていき、懸垂で本谷へ降りた。懸垂

ロープは残置のものを使ったが、危ないので使わない

方がいい。その後、岩面を登っていく。登攀は＜先行

パーティ＞淀川ＯＢ＝丸山＝橋本と＜後続パーティ＞

鎌田＝河野の順で行った。丸山は３ピッチ目からリー

ドし、鎌田はクライミングシューズを履いて全てリー

ドした。 

 

登攀開始(９：００)～１ピッチ目(９：３０)～２ピッ

チ目（１０：１０)～３ピッチ目（１０：３０)～４ピ

ッチ目（１０：５５)～５ピッチ目（１１：３０)～南

稜終了点（１２：４５) 

１ピッチ目 

 １段上がり、チムニーを登った。チムニーの中は早

朝の雨で濡れていて、滑るので危ない。 

２ピッチ目 

 足場、ホールドが同じようにありどこからでも登れ

そうなので、リードだとどこから行くか迷いそうであ

る。 

３ピッチ目 

 草付きを歩いていくだけで、登攀要素は無い。 

４ピッチ目 

 はじめフェースを左上するのだが、濡れていて、滑

ると止まらないだろうと予想がつく。残置のお助け紐

がかかっているのでそれをつかんで登って行った。左

上した後は右側を登る。ここでロープの流れを考えな

いと、ロープがかなり出にくくなる。 

＜先行パーティ＞ ロープいっぱいで馬の背リッジま

で登った。 

一ノ倉沢にて 

馬の背リッジから後ろを見たところ 
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＜後続パーティ＞ 馬の背リッジ手前でピッチを切り、

先行パーティが登るのを待った。 

５ピッチ目 

＜先行パーティ＞ 垂壁手前まで上がってから最終ピ

ッチを登り始めた。 

＜後続パーティ＞ 馬の背リッジを登った。 

６ピッチ目 

＜後続パーティ＞ 垂壁を登った。ホールドが濡れて

いて心なしか前掲しているように感じられた。 

 

台風が近づいているということで懸垂するよりも稜

線上に出たほうが早いだろうということになり、稜線

を目指すことになった。チャレンジアルパインクライ

ミングには南稜の最終ピッチが核心とあるがそうでは

ない。南稜が終わって、稜線に出るまでが核心である。

しかし、全員南稜は未経験だったので誰もそのことを

知る由は無かった。南稜以降は南稜自体よりだいぶ悪

い。南稜からは笹の道を少し歩いた後、濡れた岩壁や、

植物が生えている急斜面や、草がついた岩や、滑った

ら止まらないであろう岩の斜面が出てきた。また、信

用のできない踏み跡も多くあった。５ルンゼの頭を目

指して進んでいった。淀川ＯＢが先行して、３００ｍ

ほどロープを張ってくださった。夏山合宿でＦｉｘ工

作の経験を積んだ甲斐があり、ロープの回収は、スム

ーズに行うことができた。５ルンゼの頭への登りで岩

登りを強いられるところがあるが、脆くて危険である。

５ルンゼの頭からは、しばらく藪漕ぎをして稜線に出

た。稜線にザックを置いて休憩した後、駆け足で一ノ

倉岳頂上へ行き写真撮影をした。その後は西黒尾根か

ら下山した。暗くなる前にできるだけ下りたかったの

で、駆け下れるところはみんなで駆け下った。樹林帯

に入った辺りで日没を迎えたため、ラテルネをつけた。

雨に降られなかったのが幸いなことだった。１４時間

という長時間行動になった一日だった。 

 

９月１０日〜１２日 槍ヶ岳 北鎌尾根 

参加者：Ｌ小菅、鎌田、齊藤、橋本 

 

９月１０日 晴 

上高地(６：３０)〜徳沢(８：１０)〜水俣分岐(１０：

５５)〜北鎌沢出会(１４：００)〜北鎌のコル(１６：

３５) 

朝から青空が広がり、水俣分岐まで調子よく進んだ。

水俣分岐から水俣乗越までは４０分ほど沢を辿って急

登を詰めていく。水俣乗越で一息入れてから天上沢へ

と向かう。水又乗越からは一般登山道でなくなり、ザ

レた急坂を下る。天上沢から北鎌尾根を一望すること

ができる。間ノ沢から流れる水は枯れることはなさそ

うであった。その後も単調な開けた沢を延々と下る。

北鎌沢を通り過ぎたのではないかと心配になったが、

天井沢の左側の尾根が続いていたので進み続けた。し

ばらく進み続けると大岩に積まれたケルンを見つけ、

ここが北鎌沢出合だとわかる。北鎌沢出合からはから

コルが見えるが、取り付いてみると果てしなく遠く感

じる。沢からは水が流れていて、晴天が続かない限り

枯れる恐れはない。急峻な沢をだいぶ登ると左俣と右

俣の分岐に着く。水は左俣から勢いよく流れていた。

コルへは、右俣を進む。ここからが長い。また３箇所

ほどテクニックを必要とする大岩を乗越しながら進む。

その後も忠実にコルに向かって進めば、迷う心配はな

いだろう。徐々にコルが姿を見せるがなかなかつかな

い。やっとの思いで到着した。 

 

９月１１日 曇のち雨 

北鎌のコル(７：１０)〜Ｐ８天狗の腰掛(９：２５)～

槍ヶ岳(１５：２５)～槍ヶ岳山荘(１５：５０) 

朝から雨が降っていたため天気待ちをする。7 時ごろ

から雨が止み、風もほとんど無く、所々青空が見えた。

しかし午後から再び雨が降るという情報が入っていた

ため、槍ヶ岳山荘まで移動する事を目標に出発した。

北鎌のコルよりダケカンバ林の急登を詰めていくと２

０分ほどでハイマツ帯に変化していく。その後も稜線

上の明瞭な踏み跡を辿ってアップダウンを繰り返し、

小ピークを２つ越えた先でＰ８天狗の腰掛けへと辿り

着く。ここから千丈沢側を進み、いくつか小ピークを

超えていく。独標に向かう岩場は分からなかったが、

ザレたバンドについた踏み跡ははっきりと確認できた。

ここで２０ｍＦｉｘを１Ｐ張る。出っ張った岩が２ヵ

所ほどあり緊張する。１１時を過ぎたころから雨が降

り始め、岩が濡れていく。ハイマツの尾根を進んでい

くが、間違った踏み跡を辿ってしまい引き返すことが

何度かあった。脆い岩場に何度か迷い込みつつも何と

か踏み跡を辿っていく。Ｐ１４辺りで仙丈沢側に懸垂

支点があり、４０ｍ懸垂で降りる。その後Ｐ１５はト

ラバースして巻いていくルートを進み、ほどなくして

北鎌平に出る。稜線上ではここがもっとも広い平坦な

場所になるが、幕営するには落石の心配があるように

見えた。再びザレた踏み跡を進み、しばらくすると大

きな岩が山頂直下まで連なり、最後の凹角を抜けて槍

ヶ岳山頂に辿り着く。記念撮影をした後、一般登山道

を辿って下っていき槍ヶ岳山荘前に到着する。ここか

ら南岳方面に進んだ先にある槍ヶ岳山荘キャンプ場に

幕営し、この日の行動を終了した。 

 

９月１３日  晴 

槍ヶ岳山荘(５：５０)〜槍平(７：３０)〜新穂高ロー

プウェイ(９：４０) 

槍ヶ岳山荘より南岳方面へ下り槍平への分岐から九

十九折りを下っていく。仙丈乗越分岐からしばらく下

っていくと、樹林帯に代わり深い緑に包まれた道を進

んでいく。２時間半ほどで槍平に到着。予想よりも開

北鎌尾根を辿り槍ヶ岳頂上へ 
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けた場所であった。滝谷を一望しながら道なりに進ん

でいき、白出の分岐に着く。ここからは駈け下って３

０分ほどで新穂高ロープウェイに到着し、ここで今回

の山行を終了した。 

 

９月１５日～１７日 小川山 

参加者：鈴木、丸山、石井（コーチ）井上徳、淀川 

 

９月１５日 晴 

登攀技術向上のために小川山に連れて行って頂いた。

全ての登攀を淀川ＯＢに張って頂いたトップロープで

登った。初めに鈴木と石井の順で｢愛情物語｣（５．８）

を交互に２回ずつ登った。フットジャム、ハンドジャ

ムを使って登っていく箇所がいくつかあり、今回の目

標であるクラック登攀の技術向上において、良いウォ

ーミングアップとなる登攀であった。その後、｢カサブ

ランカ｣（５．１０a）に挑むも、フットジャムの痛み

には耐え難く、混み合ってきたため、両者半分ほど登

攀した時点で敗退した。その後、｢愛情物語｣（５．８）

でカムを支えにあえて落ちるという経験をし、｢ホリデ

ー｣（５．９+）に向かった。初めのクラックでは足場

が少なく、かなりの時間を要して登りきる。レイバッ

クで登っていく箇所を通過し、完登した。その後、｢屋

根の上のタジヤン｣（５．９）に行き、危なげなくスラ

ブを２回登った。１７時ごろに井上ＯＢ、丸山と合流

し、丸山はホリデー２本とカサブランカを登った。 

 

９月１６日 雨のち曇 

石井と鈴木は｢カサブランカ｣（５．１０a）を初めに

登るも雨が降り出し、濡れて前日よりも登れずに敗退

した。その後｢ホリデー｣（５．９+）に登った。こちら

は前日よりもスムーズに登れて成長を感じた。井上Ｏ

Ｂと丸山は「ジャックと豆の木」（５．１０ｂ/ｃ）を

登り、その後カサブランカのトップロープを回収した。

雨が強まったため小川山レイバック（５．９）に向か

うことにしたが、向かう途中にやみ始めたため、父岩

へ向かった。鈴木と石井はまず｢小川山ストリート｣（５．

９）をテンションをかけながらも登りきった。丸山は、

井上ＯＢに４ピン目までリードしてもらい、それ以降

をリードし、トップロープを張った。丸山の後に鈴木

が登った。次に石井が｢岩壁の父｣（５．１０b）に登る

も核心をポンプアップして飛ばして登りきった。最後

に石井が｢小川山物語｣（５．９）に登ったが、時間が

無かったため、これも飛ばして登り、支点を回収して

降りた。鈴木と石井は、前日からキャンプ場でキャン

プを楽しんでいた井上ＯＢ一家の車に乗せてもらい帰

宅した。 

 

９月１７日 晴 

この日は淀川ＯＢと彩さん（淀川ＯＢの奥さん）と

丸山の３人での行動だった。まず「最高ルーフ」（５．

１０ｄ）に行った。淀川ＯＢ＝彩さん＝丸山で２ピッ

チ登ったあと、最高ルーフが現れる。彩さんがリード

した後、リップでのスタックのことを考え淀川ＯＢが

リードし、トップロープを張った。丸山はトップロー

プで何回かテンションをかけて登った。 

その後、「予期せぬプレゼント」（５．１０a）に行っ

た。淀川ＯＢがトップロープを張り、彩さん、丸山の

順で登った。淀川夫婦はスイスイ登っていく。この後、

淀川ＯＢが「バナナクラック」（１１ｄ）を登るのを見

学した。最後に、「小川山レイバック」（５．９＋）を

丸山がリードした後、三人でステミングで登った。そ

の後、小川山レイバックから５分くらい歩いたところ

にある、トップロープを張れるフィンガージャムのボ

ルダーに行った。この日は、ハンドジャム、ワイドジ

ャム、フィンガージャムと様々なクラックを体験でき

た充実の一日となった。 

 

９月１７日 足尾 ウメコバ沢中央岩峰右ルート 

参加者：Ｌ河野、齊藤、（コーチ）西出 

 

登攀経験を積むためにウメコバ沢に連れて行ってい

ただいた。足尾町の銅親水公園から松木川に沿って舗

装路を進んでいく。前半は舗装されていていたが、後

半は道が不明瞭になり、瓦礫が転がっていて迷いやす

かった。松木川を渡渉するとウメコバ沢出合に到着し

た。ウメコバ沢出合から残置されたＦｉｘロープを頼

りにフリクションノットを用いて２回登った。Ｆｉｘ

ロープの長さはそれぞれ２０ｍ、１５ｍ程で２回目の

ロープは損傷が激しかった。５分ほど沢を登ると中央

岩峰に着く。ウメコバ沢はあまり明瞭な道がないため

沢に沿って登る。齊藤が道に迷い登攀準備が遅れた。

登攀は３ピッチまでは河野がリードし、それ以降は齊

藤がリードした。 

１ピッチ目 

 階段状の凹角を左上する。ホールドが豊富であるが

残置支点がほとんどないためカムやナッツで支点を作

成して登った。２５ｍほど登るとテラスがあり、ピッ

チを切った。 

２ピッチ目 

 左右に発生する浅い凹角を左側から登っていく。１

ピッチ目同様に階段状の岩場であるため右側からでも

登ることは出来る。４０ｍほど登り、テラスにあった

立木でピッチを切った。 

 

小川山レイバックをリードする丸山 
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ウメコバ沢中央岩壁右ルートに取り付く河野 

核心ピッチをリードする齊藤 

３ピッチ目 

 左に１０ｍ程トラバースし、スラブ気味の岩を２０ 

ｍ程直上し左側の藪に入る。藪漕ぎしながら１５ｍ登

ると藪を抜ける。その後立木でピッチを切る。 

４ピッチ目 

 簡単な岩を直上し、道なりに３０ｍ程藪を進むと垂

壁が現れる。垂壁の残置支点でピッチを切った。 

５ピッチ目 

 垂壁をクラック伝いに１０ｍ直上する。ここから藪

が少なくなりはじめ高度感のある登攀となった。その

後フェースに沿って左に５ｍトラバースする。再びク

ラックに移り１０ｍ程登って、狭いルンゼ場でピッチ

を切る。ここも残置がほとんど無いためカムやナッツ

で支点を取る。 

６ピッチ目 

 左へ数ｍトラバースし凹角を登っていく。ここが本

ルートの核心で幅広の割れ目のある岩を登る。カムが

利くクラックが少なく残置もないためナッツを多用し

登る。砂利の多い広いテラスでピッチを切る。ここも

残置がないのでカムで支点を取る。 

７ピッチ目 

 ５ｍ直上し浮石の多い階段状の岩場を４０ｍ登ると

中央岩峰の頂上に着く。枯れ木でピッチを切る。 

下降は、中央岩峰の左稜に伸びた残置のＦｉｘロープ

を辿って下る。懸垂支点のある立木からＦｉｘロープ

に沿って 4０ｍ懸垂下降し、ガレた枯沢を下ってウメコ

バ沢に合流した。 

 

９月２７日～２８日 北岳バットレス 太刀岡山 

参加者：橋本、（コーチ）井上徳 

 

９月２７日 晴  

広河原 (７：００)～白根御池（９：１０）～Ｂガリー

出合(１０：１０)～Ｂガリー大滝(１０：４０)～Ｂガ

リー大滝終了点(１１：３０)～４尾根下部取り付き(１

１：５０)～大テラス(１２：１０)～マッチ箱(１３：

５０) ～城塞ハング (１５：００)～４尾根終了点(１

５：２０) ～北岳山頂(１５：５５)～肩の小屋(１６：

２０)～白根御池 (１７：０５) 

広河原から白根御池までは傾斜の強い尾根道を 1 時

間半程登り、トラバースに移ってから３０分程度で白

根御池に到着した。ここでテントを張り、バットレス

４尾根へと向かう。二俣から１５分ほど登るとヒドゥ

ンガリーに着く。そこから２０分ほど登りつめるとス

ラブ壁の大岩が見え、この大岩を通過したらすぐ横が

Ｂガリーとなっている。沢のすぐ目の前に大岩がある

のが目印になる。Ｂガリー出合からは序盤沢を登り、

そこから左の小尾根の踏み跡を辿ってＢガリー大滝の

取り付き点を最後まで詰め、ルンゼから登った。浮石

が多くかなり苦戦した。後で調べてみると、本来は右

の凹角上から登られていることが分かった。ルンゼを

一段上がったところから、右にトラバースし、計３ピ

ッチ登った。終了点からは、左の尾根からＣガリーを

超え４尾根下部へと続く踏み跡をトラバースしていく。

４尾根下部からは、大テラスまでは３ピッチ程、ハイ

マツ混じりの岩を登る。大テラスでフラットソールに

履き替え取り付く。井上ＯＢがリード、橋本がセカン

ドの編成で登攀を開始した。 

〈北岳バットレス第４尾根主稜、大テラスから上部〉 

１ピッチ目 

 ５ｍ程の広いクラックを登り、傾斜の緩いスラブを

５０ｍいっぱいまで出す。 

２ピッチ目 

 その後も傾斜の緩いスラブを直上、ハングした岩下

で、ピッチを切った。５０ｍ 

３ピッチ目 

 ハングした岩を右から巻く。その後と４０ｍ程距離

を伸ばし、右が切れ落ちたリッジ手前でピッチを切っ

た。５０ｍ 

４ピッチ目 

 左からリッジを登りマッチ箱手前でピッチを切った。

５０ｍ 

５ピッチ目 

 １０m ロープを出し懸垂点まで進む。ここからⅮガリ

ー奥壁側に１０ｍ懸垂下降をした。 

６ピッチ目 

 Ｄガリー奥壁のスラブを右上する。３０ｍ 

７ピッチ目 

 リッジに突き当たるまでスラブを登る。リッジから

城塞ハング下まで２０m 程トラバースした。４０ｍ 
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８ピッチ目 

 城塞ハングの凹角上から最終ピッチを登った。核心

２０ｍ 

 

終了点からは、登攀具を整理してから頂上へと向か

った。１箇所スラブ壁を登り、顕著な踏み跡を進めば

稜上に出る。５分程歩くと北岳山頂に着く。肩の小屋

まで下り休憩を挟んでそこから白根御池まで駈け下っ

た。 

 

９月２８日  晴 

白根御池(５：００)〜５尾根取り付き(６:３０)〜二俣

(８：００)〜広河原(１０：３０)〜夜叉神峠(１１：１

５)〜太刀岡山左岩稜取り付き(１３：２０)〜登攀終了

(１５：２０)〜下山(１６:１５) 

朝５：００にテントを出発しＤガリー奥壁の取り付

きまで目指す。昨日のＢガリーを超えすぐ隣のＣガリ

ーから沢を詰めていく。登っていくと大岩に突き当た

るので左側の踏み跡から大岩を巻く。その後は視界が

開け、バットレスの下部岩壁が見えてくる。今回は５

尾根主稜から取り付いた。しかし準備の最中に雨が降

り出してきた。少し天気待ちをしてから再び登り始め

るが、チャートのような岩質でホールドに雨水が溜ま

って滑りやすくなっていたことや、上部に雲がかかっ

て天気が崩れる可能性があったため 1 ピッチ目で敗退

した。大樺沢への下りは途中からＤ沢沿いに下り、八

本歯のコルへの道標が見えるあたりで大樺沢へ合流し

た。Ｄ沢から詰めるほうが短く快適に感じた。二俣に

着いた時でも８:００だったため、北岳を離れ近くのマ

ルチピッチができる山に行くことにする。アプローチ

も短い太刀岡山左岩稜に行くことにした。駐車場から

車道を上がり途中の踏み跡から山に入っていく。１箇

所小川を渡り、１０分程登ると取り付きに着く。 

〈太刀岡山左岩稜〉 

１ピッチ目 チムニーをレイバックとハンドジャムを

使いながら登る。核心２０ｍ 

２ピッチ目  同じくチムニーを登り 1 ピッチ目よりは

若干優しい。２０ｍ 

３ピッチ目  狭いチムニーで体をねじ込ませ登る。２

０ｍ 

４ピッチ目  ここから、稜上登りとなる。優しいピッ

チである。 ３０ｍ 

５ピッチ目  視界が開け高度感のある稜上へと変わる。

５０ｍ 

６ピッチ目  ホールドが豊富で登りやすい。 ３０ｍ 

７ピッチ目  高度感のあるナイフリッジを登る。足場

もしっかりあるので問題無い。４０ｍ 

８ピッチ目  フェースを登る。前半は悪くないが後半

が少し悪く。中央から少し右に移り登る。３０ｍ 

 

終了点から懸垂を１５ｍ程行い、登った岩を左側か

ら裏を巻くと登山道に出る。ここから小山ロックを経

て３０分ほどで駐車場へ戻った。 

 

１０月５日 晴 湯河原 幕岩 

参加者：鈴木、丸山 

 前日の夜に湯河原駅からバスに乗り、鍛冶屋バス停

到着後、ここから歩いて幕山公園へ向かう。駐車場近

くにある東屋でビバークする。翌日の朝６時に四阿を

出発し、幕岩の中の茅ケ崎ロックを目指す。しかし、

アプローチでハイキングコースから取り付きまでの分

岐を見つけることが出来なかった。一旦幕山山頂まで

登り、ハイキングコースを引き返す途中で分岐を発見

した。分岐から複数のボルトの付いた岩場を確認する

ことが出来た。概念図と照らし合わせて、桃源郷エリ

アを見つけることが出来た。まず、桃源郷エリアの中

のおたまじゃくし（５．６）とやせがえる（５．８）

を２人ともリードする。最終支点も残置カラビナが２

つ付いており安定して懸垂下降が出来る。次に大滝フ

ェイスを目指したが、勘違いで希望峰に取り付いてし

まい、もうじきバカンス（５．１１ｃ）を２人とも１

ピンも取れず敗退してしまう。その後、ここが希望峰

であることに気づき、少し登った所にある大滝フェイ

スに取り付くことが出来た。大滝フェイスでは丸山が

馬返し（５．９）をリードしトップロープを張った。

しかし、鈴木は馬返しをトップロープでも敗退した。

その後、丸山がトップロープでもう一度馬返しを登り、

ザイル回収する。その後、シンデレラフェイスに向か

い鈴木はシンデレラ（５．７）をリードするも、４ピ

ン目で敗退してしまう。丸山がカボチャ馬車（５．６）

第４尾根のマッチ箱を懸垂した後のスラブ 
 

太刀岡山左岩稜は高度感のあるナイフリッジが味わえる 
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飛騨位山トレイル完走後。  

左から小菅 井上峻太郎（ＯＢ） 

をリードし、鈴木が残置したクイックドローを回収し

た。日が暮れ始めた頃に帰路についた。 

 

１０月６日 曇時々晴 岐阜県 飛騨 位山 

大会名：第４回飛騨位山トレイル  

参加者：小菅、（コーチ）井上峻 

 懲りずにまたトレイルランニングの大会に出た。今

回は４０キロの部で参加した。リザルトは完走者７４

人中、井上ＯＢは７位で４：３４：０３、小菅は１１

位で４：５７：０９であった。ちなみに優勝者は４：

１３：０６である。今回は前回の反省を生かして、し

っかりとトレーニングをして臨んだため、割に良いタ

イムが出せた。足もつらずに走り切ることができた。

規模は小さいものの地元の中学生が来てくれるなど非

常に暖かみを感じる大会であった。 

 

１月１７日 晴 八ヶ岳 石尊稜 

参加者：Ｌ丸山、石井、小松、橋本、（コーチ）西出 

八ヶ岳山荘駐車場（５：４０）～石尊稜取り付き（１

０：３０）～１ピッチ目（１１：３０）～地蔵尾根の

分岐（１６：００）～行者小屋（１８：００）～八ヶ

岳山荘駐車場（２０：００） 

アルパインクライミングの経験を積むため、西出Ｏ

Ｂに石尊稜へ連れて行っていただいた。八ヶ岳山荘駐

車場から北沢コースを経由して赤岳鉱泉へと進む。赤

岳鉱泉から行者小屋方面に進み、橋を渡ったところで

柳川右俣に入っていく。ここからトレースは無くなり、

ラッセルとなる。取り付きに近づくにつれて、ルンゼ

は細くなり雪も深くなっていく。下部岩壁が目の前に

見えたあたりから、急斜面を登る。ここでのラッセル

に時間を費やしてしまった。急斜面の上部は雪付きが

悪く、危ないと判断した。そのため左方にある小尾根

に乗越し取り付きへと向かう。赤岳鉱泉からのアプロ

ーチに案外時間がかかってしまった。登攀は、＜先行

パーティ＞西出ＯＢ＝橋本＝小松パーティと＜後続パ

ーティ＞丸山＝石井パーティで行った。また、２ピッ

チ目からはロープを出さなくても大丈夫そうなところ

の多い雪稜が２００ｍ以上続くが練習のためにしばら

くはリード、セカンドの形で登った。 

１ピッチ目 

 スラブ壁の草付きのフェースである。昨日降った雪

がフェースを覆っていたため見た目より悪い。はじめ

は手掛かり足掛かりもこれという所がなく、どこにア

イゼンの歯を置くか迷う。丸山は上でセカンドビレイ

してもらい、疑似リードした。灌木でピッチを切る。 

２ピッチ目 

 両パーティとも灌木混じりの雪稜をザイルいっぱい

に伸ばして進んだ。しかし後続パーティがロープを絡

ませて２０分のタイムロス。 

３ピッチ目 

 両パーティとも雪稜をザイルいっぱいに伸ばして進

んだ。しかしまた後続パーティがロープを絡ませ３０

分のタイムロス。 

４ピッチ目 

 両パーティともザイルをいっぱいに伸ばして進むが

また後行パーティがロープを絡ませて３０分のタイム

ロス。 

５ピッチ目 

 中部岩壁までザイルをいっぱいに伸ばした。このピ

ッチの最後は急な雪壁がある。 

 

 中部岩壁を左から巻くと雪稜が続いている。ここか

らはコンティニュアスで上部岩壁基部まで進む。スタ

カットで進んだ場合３ピッチ程の距離だ。途中、切れ

落ちたリッジとなっている箇所があり、ここを慎重に

通過する。その後、上部岩壁の登攀は時間的に厳しい

と判断し、上部岩壁の基部からトラバースして登山道

に合流することにした。コンティニュアスのまま上部

岩壁を中山尾根の方へ巻く形でトラバースする。しば

らくラッセルしながら進むと、左手に８ｍほどのルン

ゼがあらわれるのでそこを登攀する。ここでも後続パ

ーティがコンティニュアスの後にロープを絡ませてタ

イムロスした。登り終わると、登山道が見えてくる。

その後地蔵尾根から下り、行者小屋から駐車場まで駆

け下った。 

石尊稜、上部の雪稜。取付きから雪は多かった。
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１１．部員所感 
 

所感 
３年 小菅悠人 

僕はもともと人前に立つのはあまり得意ではない。一人で黙々とやる

方が性に合っている。もともと山岳部に入ったのも、ちゃんとした実力

がつけば一人で自由に登山ができると思ったからである。 

今年度は３年生が最上級生で、３年生も１人しかいないので必然的に

僕がリーダーになった。自分はあまりリーダーに向いていないことは分

かっていたが、そんな自分にできることは何かと考え、口ではなく行動

で隊をひっぱっていこうと思った。背中で語るリーダーになろうと。そ

んな想いを持ってこの１年間の活動に取り組んできたが、実際はそんな

に簡単ではなかった。全てを自分でやろうとしていく内に、だんだん身

動きが取れなくなっていき、理想のリーダー像があやふやになってく感

じがした。そんな中で何度も周りに迷惑をかけてしまった。一体どうし

ようかと途方に暮れた時期もあったが、後輩たちが自ら進んでサポート

をしてくれて、だいぶ気持ちが楽になった。 

リーダーだからといって何もせずに威張っている奴に、上に立つ資格はないと思うが、逆に、自分のように全て

を一人でこなそうとして破綻してしまうのもリーダーとしては失格である。この１年間リーダーを務めて、理想の

リーダー像は大きく変わった。通常、１年しかできないリーダーという役職を来年度も引き続きできるというのは

幸運であると思う（面倒なこともたくさんあるけれど）。今年度の反省を生かせる機会がまだ残されているからだ。

来年度はいよいよ最後の年になる。いいリーダーになれるように頑張りたい。 

 

 

 

雑記 
２年 鈴木真太朗 

 今年度の自分を振り返ると自分を客観的にみてみると、軽く自己嫌悪に陥り

そうであるがどうあがいても自分はこんな感じだったんだろうと納得もして

しまう。ああなりたいこうなりたいと思っていた自分像はいくつかあったが簡

単にはいかないし落ち込んでしまう。自分の得意分野を持つことで自信を付け

ることがよいのであろうと自分に自己暗示をかけなんとか生き延びている。こ

れは自分にとって一生付き合っていかなければならない課題だと感じている。 

さて、来年度の話をすると新型コロナウイルスのせいで新歓が行われるかど

うかもわからない状況である。（２０/０３/１６）新入生たちの入学式典は中

止となり、勧誘活動も去年のようにはいかないだろう。コロナウイルスのせい

で 3 月はほぼほぼ活動できなかった。そういえば山岳部の合宿におけるパンデ

ミックの対策はあるのかというとないのである。もちろん薬品はあり、ウイル

スを撲滅させる準備はしてある。しかし極限な環境で人間は強靭な免疫力を生

み出しているのではないか？病気よりも合宿の疲れの方が勝ってしまう。人間

の秘めたるパワーはとんでもないものだなと感じます。思い出したが、もやしもんという漫画には SARS ウイルス

という過去に世界中でパンデミックを引き起こしたウイルスがイラストとして残っており、これは今回の新型コロ

ナウイルスと同じコロナウイルスである。けっこうかわいいのでぜひ見てみてほしい。 

自分の気持ちの整理のために所感を書いていたが、全く関係ない話をしてしまった。だが、やはりウイルスの進

化し続けていくことや粘り強く増殖する姿に魅せられる。自分も粘り強く、生きていきたい。 
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ＺＹＯ
̂
 ☆ ＫＹＵ

̂
 ☆ ＳＥＩ 

２年 鎌田諒 

「山岳部１年目」という結晶を粉々に打ち砕いて、濾過していく。そんな１

年間だったと思う。新１年生との顔合わせで「しっかりと支えるから最後まで

ついてきてほしい」的な事を言った。それは山岳部へ入部を決めてくれた後輩

への純粋な願いであると同時に、昨年度の活動で「こうしてほしかった」と感

じた部分を自分達が改善していくという決意表明のつもりでもあった。この１

年間の活動の中でその期待に応え、時に想像を超えてきた後輩の雄姿は私の励

みとなり、同時に下からの突き上げに負けないよう自らを奮い立たせるきっか

けともなった。恥ずかしながら私は主体的に己を追い込むことがあまり得意で

はないので、いい意味での危機感を持つことが出来たと感じている。同期や先

輩からは得られなかった刺激だ。では後輩が与えてくれたものに対して、私は

何が返せたのだろうか。自分が教わったものを後輩に伝えるということはとて

も難しい。何故なら過去の自分が培ってきた経験と、後輩に“今”教えなけれ

ばならない事は似て非なるモノであるからだ。始めのうちは右も左も分からな

い状態の人間にイチから教えるので「自分がもしかしたら間違っているのかも

しれない」とは微塵も疑わなかったし、その程度で「先輩になったのか」と思

ってしまっていた自分がいた。しかし六月合宿辺りから各々の疑問を持ち始め、

次第に本質に迫る質問が増えてくるようになる。私が１年生の頃は「分からなかったら聞け。全て理由があるもの

だから、上級生なら答えられるはずだ」とＯＢ方に教えられてきたので、なんでもかんでも聞くようにしていたが、

いざ自分が聞かれる側になると言葉に詰まる場面が多々あり、一緒に考えることも少なくなかった。夏山合宿では

「上級生なんだから…」という魔法の呪文を何度も耳にし、初めての八ツ峰や源次郎尾根を目前に自分を落ち着か

せることで精一杯だった。こんな事を書くと諸先輩方から「甘い」と一喝されそうだが、夏山合宿の定地期間は朝

食が済む度に憂鬱な気持ちになってしまっていた。この辺りで「支える」などと上から目線の決心は甚だ烏滸がま

しく、いつしか「余計なことを気にせず安心してもらえればそれでいい」という考えで落ち着きかけたことをここ

で告白する。夏休みの残りの時間で苦手意識のある登攀を中心に積極的に個人山行の参加を試みるも、収穫祭文化

学術展示の企画準備やマラソン・クライミング大会に向けてのトレーニングなどであっという間に時が経ってしま

った。「気が付けば耐寒合宿」という段階で、せめてもの悪あがきにと過去１０年分の反省会議事録に目を通し「積

雪期登山における注意点」をまとめ上げた。しかし自然とは予測不能なもので、冬全体を通して高い確率で暖冬と

なった。故に積雪期の合宿は雨の中入山となり、もはや「濡らすな」という次元の話ではなかった。更に冬山合宿

の準備期間中は事実上の現場責任者を任され、遣り甲斐のある立場だったと思う反面、反省や改善点も多かった。

そんな慌ただしい中での積雪期登山でも、臆せず自分の考えや意見をぶつけ、それどころか自然の猛威に果敢に立

ち向かっていく後輩の姿には感心を通り越して敬意さえ覚えた。「果たしてコイツと俺が同期だったとしたら、俺

はやっていけたのだろうか」と。だが二月合宿で無事Ｆｉｘ回収を完遂した時は、若干の不甲斐なさを感じつつも

初めて自分から「これで俺も上級生になれたかな」と言えた気がする。少々弱気に書きすぎたかとも感じるが、今

はまだこれくらいが丁度いい。私が欲しているのは「納得出来る４年間」ではなく、「これぞリーダー」という志

を胸に掲げ誰よりも入山を心待ちにする自分なのだから。 

 

 

コロナウイルスより怖い病気 
２年 齊藤孝太郎 

気づいたら１年経ち所感を書く時期に来た。特に書くこともないのだが、

所感を書くにあたって少し１年を振り返ってみた。振り返ると様々な山行

を越えてきた。その中でも１つ、個人的に異彩を放った山行があった。越

沢バットレスだ。思い返すとこの山行を終えた時、もう一生この場所には

来ない、登攀は一生やらないと思ったほどだ。登山と言うのは前進、後退

を常に判断しながら進んでいかなくてはならない。特にリーダーはその２

つにおいて素早い判断と的確な判断の両方が求められる。当時、この山行

のリーダーを小菅さんから託されて望んだが明らかにその判断力が欠如

していた。雨の中２ピッチ目が終わったあたりで懸垂で帰るべきであった。

３ピッチ目を見たときゴールまで手の届きそうなぐらい近くに見えた。突

如として後退することへの逡巡が生じ、登ることを選択した。この後、雨

で、より滑りやすくなった滑り台で苦戦し、なんとか行けたものの、ザイル回収で失敗した。私の初リーダー山行

は失敗で終わった。登山というのは天候や状況に大きく左右されるがそれを理由に撤退すると、どこか脳裏に単に

自分の実力がないだけという自己嫌悪感があり、やりきれない気持ちになる。そうするとこのままで終われるかと

前進してしまう。そして命を落とすような事故を引き起こす。越沢バットレスはそういった登山する人の習性とも

いえる危険性を肌で体感することとなった。今、もう一度越沢バットレス登りたくないのか?と訊かれれば、意外

にもまた登ってみたいと言うだろう。病気なのかもしれない。 
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所感２ 
２年 丸山瑞貴 

まず、去年と比べて。反省会でのワンシーン。コーチから去年は「まだ君た

ちには任せられない」とか「○○ができてない」という旨のコメントがほとん

どだったが、それが今年の後半になって「これくらいなら学生だけでも任せら

れる」とか「安心してみていられる」というコメントに変わってきた。第三者

の方から見てこういうコメントがでるということは、本当に隊が良くなってい

る証拠だと思う。また、山行内容がとても充実した。個人山行も結構充実した

ものが多かったし、（合宿に来てくださったＯＢ、個人山行に連れて行ってく

ださったＯＢの方々、本当にありがとうございます！）変な個性的な仲間が３

人も増えて（今同期は一人辞めそうだけど。）、来年度に期待できる１年になっ

た。 

次に、来年度について。合宿は、全員で取り組むというスタンスで取り組み

たい。もし人数が増えたら、合宿は分隊ということになりそうだけど、そうい

う応用的なことは結構実力がないと厳しいと思う。だから、２０２０年度の山

岳部としての充実度は新３年生がどれだけガツガツできるかにかかっている。

単純に考えて、新３年がみんな最強だったら新２年はみんなポテンシャルが高いからほんとに強い隊になれると思

う。小菅さんは言わずもがなだ。同期のみんな、みんなもそう思うよね！？ 

最後に、応援してくださる方々がいるということについて。山岳部では直接関わってくれるコーチの方や部長下

嶋先生はもちろんのこと、直接お会いできることは少ないけれど、自分たちの気づいていないところでＯＢの方が

裏方で色々運営してくださっているということが分かった。だから、色々な人のサポートがあって山岳部の活動が

できるということを忘れず、誠実に活動に取り組みたい 

おまけに、個人的な所感。入学式の時の自分の写真を久しぶりに見たら、まるで別人だった。私は山岳部で２年

間を過ごしてきて、体に色々明らかな変化が現れてきている。去年より私は確実に強くなったが、強くなればなる

ほどかわいい服が似合わなくなる。残念。卒業するころにはハンターハンターの本気のビスケみたになっているの

ではないかと思うと悲しい。 

あともう一つ、強い女子２人を入れて、最強の３人組を作りたい！チーム名は、チームマル。 

 

 
「よし、辞めよう。」 

１年 石井壱征 
よし、辞めよう。なんど思った事だろう。 

新歓井戸の壁。登んの早すぎだろこの人たち。置いてかれて惨め極まりな

い。「辞めます。」と１度だけ言ったのはこの時だ。しかし偉大なる先輩、鈴

木さんの「才能あるのに。」のひとことでもう少しやることにした。三つ峠

の帰り、同志名取は「俺は辞めないけどね。」自信満々に言った。極寒の涸

沢、寄生獣梅津は山行中１度も笑わずに辞めた。夏山、山行残り一週間を残

して「辞めない男」名取が突然の辞める宣言。思い出すあの自信に満ちた顔。

え、なんやねんこいつ。夏山を終えて真剣に考えた。名取辞めんのか俺もや

めようかな。辞めてやる事ねぇな。やるか。辞めなかった。小松が途中から

入部した。真っ先に思ったことは、食当から１日免れることだ。感謝。富士

山、いちばん高いところ冬登ったし、もういっかな。しばらくすると、装備

買っちゃったし、もうちょいやってみようかな、と思った。すると冬山と二

月合宿はあまり辞めようとは思わなくなっていた（少しは思った） 。 

今考えるとなぜ幾度も辞めないという選択肢をしたのか、わかる気がする。

色々な理由があるが、「圧倒的な充実感」がいちばんである。その辺の大学生の１００倍は人生を楽しんでいると

いう自信だけはある。 

更なる充実感を求めて、「陸海空を制す」ことを目標にした。ギターを始め、最近では釣りも野宿も始めたし、

自転車すら始めようとしている。サッカーのみの今までから、大学生になって新しいことしかしていない。 

これからは勉学にも励まねば。ますます忙しい日々が俺を待っているが、バッチコイハードライフ。誰にも真似で

きない濃厚な人生を送ってやろうじゃないか。 

 

Ｐ．Ｓ．恋はいつでもハリケーンだよな。 
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登山との出会い 
 1年 小松大貴 

自分は小学 1 年生の時にスキーを始めて以来、山というフィールドで活動して

きたことはあったが、登山はしたことがなかった。大学 1 年の時に同じゼミで齋

藤と出会い農大には山岳部があることを知った。だが、その時点では興味は持っ

たがじゃあ登山してみようかと行動に移すことはなかった。それは、多分以前所

属していた馬術部の活動が忙しかったからだろうなと。でも、少し登山には興味

があったのはまんざらでもない。 

2 年生の夏休みに仙台に帰省した際友人と遊ぶ機会があった。みんなで何をし

ようかとなった。みんなお金があまりなかったので、お金が掛からない遊びにし

ようということになりそこで登山をすることになった。登った山は、仙台市民な

らだれでも知っているであろう泉ヶ岳だ。1172m と標高はあまり高くはないが、

慣れていなかったので登りはなかなかにしんどく結構疲れた。だが、そんな苦し

みを吹き飛ばしてくれたのは登頂後の爽快感と山頂からの雄大な景色だ。登る前

は考えもしなかったが自分は登山に引き込まれた要ははまってしまったのだ。そ

の後、齋藤に頼んで北アルプスに連れて行ってもらった。そこで完全に馬から山

に心移りした。前穂高岳から見た広大な山々のシルエット。こんな高さまで自分の足で登ってきたと考えると達成

感と感動しかなかった。 

そして、自分は 10 月の中旬に山岳部の入部を決めた。山岳部に入ってから、楽しい登山ではなくなった。山岳

部をよく知らない人にはこう言いたい。合宿は修行だ。これまで経験した全部の合宿で経験したことのない「衝撃」

を受けた。耐寒合宿、三つ峠は駆け下り。富士山は雨によって水たまりのテント。冬山合宿、ホワイトアウトのア

タック。2 月合宿、恐怖の全面結氷の主稜線。たくさんキツイことや危険なことがあるけれど、達成感と充実感が

あるし、なにより山では絶景が待っている。来年度は合宿だけではなく、個人山行でいろんな山に行きたいと思っ

ている。そしてアイスクライミングをしてみたい。 

 

Ｐ．Ｓ．バイル買おうかな。でもお金ない・・・。 

 

 

色んな意味で 
  １年 橋本哲 

横尾尾根のＡＣから見える赤沢山西壁に最近心を揺さぶられている。

アルパインがしたいと思ったのは高校の時だったろうか。その頃はアル

パインをやりたいと言う欲望しかなくｖｉｓｉｏｎが無かった。山岳部

に入ってからはＯＢ方の助けもあり飛躍的にアルパインへの第一歩を

踏み出せた一年であった。再来年には、いったいどこまでの実力がつい

ているのか．．．とアルパイン欲求が高まってる近頃なのだが山岳部に入

ってる限りそう好き勝手やってられない。来年からは後輩が入り指導す

る学年になる。今まで先輩に甘えてた仕打ちが後輩から返ってくるのだ。

自分の置かれる立場に責任を持たなくてはいけない。 

そんなこんなでカッコいい先輩になるための今年の目標は「堅実に柔

軟」にした。自分にしたらキメすぎだが、これができたら後輩から慕わ

れる先輩になるんだろう。 

話は変わるが、自分の高校の顧問からは頭が良くないと一流の登山家

にはなれないと常に言われてきた。確かに有名どころのクライマーは国

立卒が多い。その人たちはきっと自分の限界がよく理解出来てるのだ。これは堅実性に値する所もあるだろう。死

ぬのは限界を超えた領域まで無理をしたからと自分は考える。堅実に登る事は大事だか瞬時に対応できる柔軟性が

なきゃ自分は一流には近づけないと思っているのだ。まぁ他にも色んな要素はあるんだろうが。だからこの目標は

自分を大きく成長させてくれる事だろう。色んな意味で。 

 

 

編集後記 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大学からの指導により２月２７日から部活動が中止となりました。また

４月７日には緊急事態宣言が発令され外出自粛となり、登山含め部員同士が会うことも出来なくなりました。発令

は５月下旬の現在も継続されています。入学式は中止され、５月１１日からオンライン授業が始まりました。 

現在は再開後の活動方針や柔軟に対応できるように各自の引き出しを増やしているところです。コロナ禍が収束

した後は、新入生を迎え、仲間とともに、いい山登りを目指して再開していきたいです。今後ともご指導ご鞭撻の

ほどよろしくお願い申し上げます。
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