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はじめに 

 今年度の活動は、ここ 近では異例となる８人の新入部員を迎えました。例年３～４人であったも

のが２倍です。嬉しいとともに忙しい一年が始まるぞと思ったのを覚えています。３年生部員が居な

いので、私には部の伝統や精神、山の楽しさといったものを２年生、１年生に言葉を堅苦しく言えば

伝承する役割がありました。私たちの山登りは新しい風を取り入れつつ、オールドスタイルで登る。

そして仲間と協力し、困難に耐え乗り越えていく。長く一緒に過ごし、共に登ることでその間で絶妙

な距離感やチームワークが生まれる。それが私たち農大山岳部の力だと思っています。 

活動していく中でどの年代でも課題はあります。今年度までは部員数が少なく満足に活動出来ませ

んでした。今年度は学年のバランスが悪く１年生一人当たりにかける指導が不足する場面もありまし

た。登攀をもっとやれば良かったなどキリがないです。その年々に課題があり、より高く、より困難

へ突き詰めても届きません。その面白さが山登りに夢中になる理由かもしれません。 

今年度も事故なく活動できたのは厳しくも私たちを支えて下さった安済監督、村田監督、コーチの

方々をはじめとするＯＢ、ＯＧの方々のおかげです。この場を借りまして御礼申し上げます。そして

今年度の活動を２０１８年度ＮＡＶ報告として報告致します。 

主将  小島 明 
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１．新人歓迎合宿 

 

期 間：２０１８年５月３日～５月５日 

場 所：上越 巻機山 

参加者：ＣＬ 岩附正樹(ＯＢ) 

２年 小菅悠人 

１年 鎌田諒 河野宝 才木一朗 齊藤孝太郎 菅原大幹 鈴木真太朗 丸山瑞貴 

ＯＢ 長久保浩司 小和田和貞 安済共 中洞拓人 西出広平 淀川裕司 

    ＯＧ 渡邊葉月 

行 程：５月３日 離京 入山 清水バス停～巻機山麓キャンプ場(ＢＣ) 

４日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

５日 ＢＣ～雪上訓練～巻機山頂上〜ＢＣ 下山 

 

５月３日 雨 

清水バス停(１３：４５)～巻機山麓キャンプ場(ＢＣ)(１４：２０) 

六日町駅にて中洞ＯＢと合流し、六日町駅からバスに乗り、清水バス停で降りる。そこで長久保Ｏ

Ｂと安済監督と合流し、清水バス停付近で準備体操を行った。準備体操が終わり、そこから舗装され

た道路を１５分ほど登る。その先にある駐車場から林道に入り、橋を渡ると巻機山麓キャンプに到着

した。キャンプ場には雪は積もっていなかったが、周りは霧に覆われていた。またキャンプ場からは

天候の影響により、巻機山の様子は確認できなかった。夕食時に今回の山行のリーダーを務める岩附

ＯＢが合流された。 

 

５月４日 曇のち雨 ８℃ 

ＢＣ(６：３５)～六合目付近(８：００)～ＢＣ(１２：３０) 

出発前、西出ＯＢが合流された。ＢＣから井戸尾根コースを登る。気温は低く天気も悪い。桜坂駐

車場を通ってなだらかな樹林帯を進む。稜線上の道に入り、しばらく進むと急坂となる。１２５０ｍ

地点で休憩を取り、六合目付近を目指す。１２５０ｍ地点を超えた辺りから雪が積もっていた。雪の

量、地形の斜度等において雪上訓練を行うのに適していると判断した１３５０ｍ地点で雪上訓練を開

始した。雪上訓練の途中で淀川ＯＢが合流された。雪上歩行は直登、直降、斜登、斜降を一通り行い、

滑落停止訓練は実際に何度も滑って形を確認した。雪上訓練終了後は、ＢＣまで駆け下った。当初、

雪上訓練の後、巻機山の登頂を計画していたが、天候が優れなかったため翌日に延期することとした。 
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５月５日 曇のち晴 ７℃ 

ＢＣ(６：１５)～六合目付近(７：４０)～前巻機山(９：０５) 

～巻機山頂上(９：３０)〜避難小屋(１０：３０)～ＢＣ(１２：４０) 

昨日から天気が回復し、晴れの一日であった。朝に渡邊ＯＧと合流し、昨日と同じ道を通り、巻機

山山頂を目指した。頂上では粉雪がちらついた。頂上での記念撮影と休憩の後、避難小屋辺りの急斜

面で昨日の雪上歩行訓練と滑落停止訓練の復習をした。その後、標高１５００ｍ辺りから五合目を少

し過ぎた１１００ｍ辺りの所まで藪や広葉樹が生えている雪の斜面を一気に駆け下った。その後昨日

より幾分か乾いた夏道を下り、落ち葉が目立つ平坦な道に出るとそこからＢＣまで、再び息を切らし

ながら駆け下った。整理体操をして合宿を終えた。 

 

 

巻機山山頂での集合写真 

左から岩附ＯＢ、河野、西出ＯＢ、鎌田、齊藤、淀川ＯＢ、渡邊ＯＧ 

丸山、才木、菅原、鈴木、小菅 
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２．三ツ峠岩登り山行１ 

 

期 間：５月２５日～５月２７日 

場 所：御坂 三ツ峠 

参加者：ＣＬ 西出広平(ＯＢ) 

４年 小島明 

２年 小菅悠人 

１年 河野宝 才木一朗 齊藤孝太郎 菅原大幹 鈴木真太朗 藤原健太郎 丸山瑞貴 

ＯＢ 吉田裕一 小和田和貞 福留邦晃 宮野泰治 西出広平 岩附正樹 

行 程：５月２５日 離京 三つ峠駅～達磨石手前 東屋 

２６日 入山 達磨石～屏風岩付近ＢＣ～屏風岩～ＢＣ   

２７日 ＢＣ～屏風岩～ＢＣ～三ツ峠グリーンセンター 下山 

 

５月２６日 晴 

達磨石(６：３０)～馬返し手前(７：３５)～屏風岩付近(ＢＣ)(９：１０) 

～屏風岩(１０：００)～ＢＣ(１７：３０) 

 前日の夜に離京し、三つ峠駅から達磨石付近の東屋まで移動して、そこで就寝する。翌日、達磨石

で西出ＯＢと合流し出発する。途中、馬返しの手前で休憩をとる。屏風岩付近にＢＣを設営して、す

ぐに岩場へと向かう。始めに１年は巨人ルートの下部でビレイや懸垂などの確認を行った。正午過ぎ

に小和田、宮野、岩附ＯＢと合流し、小菅＝岩附パーティで草溝ルートや地蔵ルートを登った。夕方

になり、岩場から人が引いてきたため、一般ルートにトップロープを張って繰り返し登り、皆が岩に

慣れてきた頃に学生はＢＣへ帰幕し、ＯＢは下山された。 

 

５月２７日 晴 １０℃ 

ＢＣ(６：１５)～屏風岩(６：３０)～ＢＣ(１４：４０)～三ツ峠グリーンセンター(１６：００) 

昨日の天気と同様、絶好の登攀日和である。早々に岩場に向かい吉田、福留、西出ＯＢと合流する。

小菅＝小島パーティはリーダーピッチや福留ＯＢのリードで地蔵ルートを登り、福留＝藤原＝菅原パ

ーティもリーダーピッチを登った。その後、小菅＝藤原＝丸山パーティと岩附＝福留＝菅原パーティ

は、頂上を目指し、その他の１年は西出ＯＢのもと、巨人ルートの下部でカムやナッツの使い方の講

習やマルチピッチの練習をした。小菅パーティは一般ルート右からサンドイッチを、岩附ＯＢパーテ

ィは一般ルート中央からＮｏ．１０.５クラックを登った。天狗の踊り場を経て、頂上で記念撮影を

とった後、歩いて屏風岩まで戻る。そこで他のメンバーと合流し、吉田ＯＢから差し入れのスイカを

頂いた。頂上へ行った１年生は右フェイスの下部でカムやナッツの講習を行った。その後、再び一般

ルートを登り込む。しばらく登った後、ＢＣに戻り、すぐにテントを撤収、下山を開始した。達磨石

からの舗装道を走り、三ツ峠グリーンセンターにて合宿を終了した。 
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一般ルートをトップロープで登る河野(左)と才木(右) 
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３．三ツ峠岩登り山行２ 

 

期 間：５月３１日～６月２日 

場 所：御坂 三ツ峠 

参加者：ＣＬ 井上徳孝(ＯＢ) 

２年 小菅悠人 

１年 鎌田諒  

行 程：５月３１日 離京 拝島駅～達磨石 

６月 １日 達磨石～屏風岩付近ＢＣ～屏風岩～ＢＣ 

２日 ＢＣ～屏風岩～ＢＣ～三ツ峠グリーンセンター 下山 

 

６月１日 晴 

達磨石(６：２５)～馬返し(７：１０)～屏風岩付近(ＢＣ)(８：２５) 

～屏風岩(８：５５)～ＢＣ(１６：４５) 

 前日に井上ＯＢの車で拝島駅から達磨石に向かい、達磨石付近の駐車場にテントを張って夜を明か

す。翌日は達磨石から出発し、夏道を通って屏風岩へと向かった。この日はよく晴れており、半袖の

Ｔシャツで充分な陽気であった。馬返しで一旦休憩を挟み、屏風岩付近でＢＣの設営をしてすぐに屏

風岩に移動した。ロープワークや支点確保の基本的な講習を行った後、小菅＝井上＝鎌田パーティで

一般ルート右、中央、左を一通り登り、懸垂下降で降りた。一般ルートの中央からサンドイッチを登

るマルチピッチの練習も行った。 後に一般ルートの右を登攀の準備からロープ撤収までの時間を意

識しながら登り、ＢＣへ帰幕した。 

 

６月２日 晴 ９℃ 

ＢＣ(６：２５)～屏風岩(６：３０)～ＢＣ(１４：３０)～三つ峠グリーンセンター(１６：２０) 

 ＢＣでヘルメットと登攀具をつけて、早々に屏風岩に向かう。小菅＝井上＝鎌田のパーティで一般

ルートの右からサンドイッチを登り、そこから懸垂下降を行った。その後、草溝ルートを登る。この

時間帯から人が増え始める。しばしの休憩を挟み、リーダーピッチから第一バンドに上がり、サンド

イッチを登る予定であったが、第一バンドが混み合っており、足止めを食らってしまったため、思い

の外、時間がかかってしまった。サンドイッチの終了点からトラバースをして権兵衛チムニーの取り

付きに向かい、苦労しながらも登り、天狗の踊り場へ至った。天狗の踊り場と、少し歩いた三ツ峠山

頂上で記念撮影をした。その後、徒歩で下り、その足でＢＣへ戻って、すぐに撤収をして下山を開始

する。早足で夏道を下り達磨石で合宿を終了した。 
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４．体力強化山行１ 

 

期間：６月２２日～６月２４日 

場所：奥多摩 雲取山 長沢背稜 

参加者：ＣＬ 小菅悠人(２年) 

    １年 鎌田諒 河野宝 才木一朗 齊藤孝太郎 鈴木真太朗 丸山瑞貴 藤原健太郎 

行 程：６月２２日 離京～奥多摩駅 

      ２３日 東日原～稲村岩尾根～鷹ノ巣山～雲取山～奥多摩小屋 

      ２４日 奥多摩小屋～雲取山～芋ノ木ドッケ〜長沢山～天祖山～東日原 

 

６月２３日 曇のち雨 

東日原(８：０５)～稲村岩(９：００)～鷹ノ巣山頂(１３：０９) 

～日陰名栗山(１４：３５)～奥多摩小屋(１８：３０) 

 前日の夜に離京し、奥多摩駅でビバークをする。東日原のバス停を西に歩いて行き川沿いに下り、

ペットボトルに水を汲みパッキングを行ったところで出発した。山道に入るとすぐ已ノ戸橋を渡り、

緩やかな坂に入る。しばらく足を進めると急坂にさしかかり、登り切ると稲村岩に到着する。稲村岩

を過ぎると稲村岩尾根の長く苦しい坂を登っていく。浮き石が多く、小石を落とさないよう慎重に登

る。稲村岩尾根を登り切ると鷹ノ巣山頂に到着する。山頂では晴れており雲海が見れて素晴らしい景

色であった。足を進める途中、雨が降り始める。下りと登りを繰り返し日陰名栗山頂に到着する。足

を進めると、高丸山直前の急坂にさしかかる。ここを越えたところで精神の限界を迎える。七ッ石山

で記念撮影を撮り、緩やかな下りと登りを終えるとヘリポートの隣にある奥多摩小屋に到着した。そ

こでテントをたて、就寝した。 

鷹ノ巣谷に流れる川でペットボトルに水を入れる。 
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６月２４日 曇のち晴 １３℃ 

奥多摩小屋(７：０５)～雲取山荘(８：１０)～芋ノ木ドッケ(９：３０)～長沢山頂(１１：００) 

～天祖山山頂(１３：００)～東日原(１４：２８) 

少々肌寒い一日から始まる。この日は午後から天気が崩れると予想されていたが、昨日とは裏腹に

好天に恵まれる。テントを撤収し整理体操をした後、下山を開始する。入山したコースに比べ、今回

のコースは下りが主なルートとなる。奥多摩小屋から出発してから３０分足らずで、雲取山荘に到着。

全員がトイレ休憩をはさみ、再び下る。芋ノ木ドッケまでの山道は登り下りを繰り返したが、続いて

の長沢山山頂までの道のりは長い急坂で、１年生は息を上げた。良好なペースで天祖山に向かってる

途中、何度か山道から外れることがあったが、修正し無事に着く。天祖山から東日原の山道は下りが

主なコースとなる。登りほど体力は削られなかったが、坦々と続く下り道は、１年生の踵と膝にくる。

ようやく東日原に到着し、そこから一気に駆け下りる。山道コースから抜け、一時間近く林道を進み、

無事に東日原のバス停に到着した。 後は全員と握手を交わし、体力強化山行を終了した。 

 

雲取山山頂にて 

左から河野、才木、藤原、鎌田、丸山、齊藤、鈴木 
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５．体力強化山行２ 

 

期 間：７月６日～７月８日 

場 所：南アルプス 鳳凰三山 

参加者：ＣＬ 小島明(４年) 

２年 小菅悠人 

    １年 鎌田諒 才木一朗 齊藤孝太郎 菅原大幹 鈴木真太朗 藤原健太郎 丸山瑞貴 

行 程：７月６日 離京 ～甲府駅 

７日 入山 夜叉神峠～苺平～南御室小屋 

８日 南御室小屋～観音ヶ岳～青木鉱泉 下山 

 

７月７日 雨のち晴 

夜叉神峠登山口(６：１５)～夜叉神峠小屋(７：２０)～杖立峠(８：５０) 

～苺平(１１：００)～南御室小屋(１１：３０) 

前日は甲府駅でビバークをする。甲府駅から夜叉神峠行きのバスが雨の影響で運休のため、急遽、タ

クシーで夜叉神峠登山口に向かうことになった。登山口から夜叉神峠小屋までは九十九折りの斜面を

登る。夜叉神峠小屋からは所々に傾斜のきつい斜面もあったが、基本的には緩やかな登り道であった。

杖立峠で雨足が強くなった為、雨具を着る。少しすると雨足が弱くなったため、すぐに雨具を脱ぐ。

２２００ｍ付近からはゴツゴツした岩で傾斜が急な道が続いた。苺平に着くと南御室小屋まであと３

０分の標識が見え、ゴールが見えたことで皆のペースが上がる。夜に菅原が熱を出したため、早めに

寝かした。 

 

７月８日 曇 １２℃ 

ＢＣ(７：００)～薬師ヶ岳山頂(８：１５)～観音ヶ岳山頂(９：００) 

～地蔵ヶ岳山頂(１０：１０)～青木鉱泉(１５：０５) 

 朝は雨が小降りだったので念のため雨具の上下とスパッツを装着して出発する。菅原は、熱は下が

ったものの体調は優れない様子であったので、重荷の水を抜いて荷物を軽くした。南御室小屋からし

ばらくは樹林帯を進む。薬師ヶ岳手前の砂払の辺りで森林限界に達して木々がまばらになり、黒い大

きな岩と白い小粒の砂が目立ち始める。薬師ヶ岳から岩と砂の稜線をしばらく進み観音ヶ岳に到着す

る。観音ヶ岳からはしばらく下ったのち、赤抜沢ノ頭までの大きな岩と砂の急坂を登り返す。地蔵ヶ

岳で雨具の上下とスパッツをしまった。地蔵ヶ岳から青木鉱泉まではほとんどが下りである。 初は

傾斜のきつい斜面が多く、また地面が雨で濡れていたため、木の根や岩がとても滑りやすくなってい

た。しばらく進むにつれ、雨により涸れ沢に水の流れができており、三度ほど横切らなければならな

かった。舗装された林道を通り、青木鉱泉にて今回の山行を終了する。 
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鳳凰三山の地蔵岳を目指して岩稜帯の稜線を行く 

 

６．体力強化山行３ 

 

期 間：７月１３日 

場 所：丹沢山 塔ノ岳 

参加者：ＣＬ 小島明(４年) 

１年 河野宝 菅原大幹 

 

大倉（９：００）～塔ノ岳（１２：３０）～大倉（１５：００） 

 渋沢駅に集合し、大倉行きのバスに乗る。秦野戸川公園で重荷用に持ってきた空のペットボトルに

水をいれ、大倉から山行を開始した。空は薄い雲に覆われていて晴れる様子はなかった。前日の雨の

影響で山道は濡れており、滑らないよう注意して登る。途中１１時あたりから雨が降ってきたので、

雨具を装着した。花立山荘を越えたあたりから傾斜が緩やかであった。しかし、木道が雨で滑りやす

いため慎重に進んだ。塔ノ岳に到着すると雨が止んでいて、日差しが照りついていたので濡れた雨具

を乾かした。１３時に下山を開始した。１０５０m付近の急登の石の階段は濡れており、転ばぬよう

慎重下りながら、大倉に到着し山行を終了した。  
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７．夏山合宿 

 

期 間：８月７日～８月１６日 

場 所：北アルプス 剱岳 定地～折立 縦走  

参加者：ＣＬ 小島明(４年) 

    ２年 小菅悠人 

１年 鎌田諒 河野宝 才木一朗 齊藤孝太郎 菅原大幹 鈴木真太朗 藤原健太郎 丸山

瑞貴 

    ＯＢ 福留邦晃 高野優 宮野泰治 西出広平 渡邊葉月 岩附正樹 井上峻太郎 

行 程：８月７日 富山駅～室堂～雷鳥沢キャンプ場 

８日 雷鳥沢キャンプ場〜剱御前小舎〜剱沢キャンプ場〜長次郎谷出会〜剱沢キャンプ

場 

９日 剱沢キャンプ場～長次郎谷出会～熊ノ岩～剱岳～ＢＣ 

１０日 ＢＣ～熊ノ岩～長次郎谷出会～ＢＣ 

１１日 ＢＣ～真砂岳～雄山～ＢＣ 

１２日 剱沢キャンプ場～剣御前小舎～雷鳥沢キャンプ場 

１３日 雷鳥沢キャンプ場〜室堂～一ノ越山荘〜鬼岳〜獅子岳〜五色ヶ原キャンプ場 

１４日 五色ヶ原キャンプ場～鳶山～越中沢岳～スゴ乗越～スゴ乗越小屋 

１５日 スゴ乗越小屋～間山～北薬師岳～薬師岳～薬師岳山荘～薬師峠キャンプ場 

１６日 薬師峠キャンプ場～太郎平小屋～折立 下山 

 

８月７日 晴 

富山駅～室堂～雷鳥沢キャンプ場 

前日の夜にバスタ新宿で西出ＯＢと合流した。バスタ新宿から夜行バスで富山駅に向かう。電鉄富

山駅から富山地方鉄道の立山線に乗車し、終点の立山駅で下車する。立山駅からケーブルカーに乗車

し、美女平で下車する。美女平から立山高原バスに乗車し、室堂で下車する。室堂からミクリガ池、

地獄谷を通り雷鳥沢キャンプ場にテントを設営して行動を終了した。 

 

８月８日 晴 １０℃ 

雷鳥沢キャンプ場(６：４０)〜剱御前小舎(８：２０)〜剱沢キャンプ場(８：５５) 

〜長次郎谷出会(１１：４０)〜剱沢キャンプ場(ＢＣ) (１５：１５) 

朝食を済ませ、テントを撤収し雷鳥沢キャンプ場を後にする。いささか肌寒いが天気は良かった。

剱御前小舎へ至る急坂を進んで行く。途中、丸山が遅れるが剱御前小舎で合流した。剱沢キャンプ場

でテントを設営し、その後すぐに剱沢雪渓へ向かう。長次郎谷出合付近にある急坂で雪上訓練を行な

った。雪上訓練を終えＢＣへ帰る途中、入山した後、様子を見に来た高野ＯＢと合流した。 



 12 

 

 

８月９日 晴 １３℃ 

ＢＣ(６：１５)～長次郎谷出会(７：００)～熊ノ岩(８：４０)～剱岳(１２：００)～ＢＣ(１５：４

５) 

 台風が接近し、午後から天気が荒れるという予報であったが、朝は穏やかな陽気であったため様子

を見て行動を開始する。ガレた道を進み剱沢雪渓へ向かう。細かい分岐がいくつかあるが行き着く先

は結局、同じであるので気にせず進む。雪渓の手前でスパッツ、オーバー手袋、ピッケル、サングラ

スを着ける。長次郎谷の出合まで駆け下り、全員が到着したところで長次郎谷を登り始める。途中、

八ツ峰Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ付近にある大岩で休憩をとり、熊ノ岩へ向かう。雪の量は昨年に比べ少ない

ようであったが、ほぼ例年通りと言ってもいいだろう。熊ノ岩到着後、若干、雲が多くなってきたが、

まだしばらく天気が崩れることはなさそうだったのでこのまま全員で剱岳頂上へ向かうことにする。

熊ノ岩の左岸側から登り、熊ノ岩の後部をトラバースして右岸側から雪渓をつめていった。上部では

シュルンドがいくつもあり、雪渓をつないでいくのは危険と判断したので、側面にある岩壁と雪渓の

間を縫うようにして進んでいった。長次郎谷の終わり近くで再び雪渓に上がり、フィックスを張って

進んでいった。尾根に合流し、岩稜帯をしばらく進むと剱岳頂上に到着する。頂上で記念撮影をした

後、別山尾根から下る。鎖場ではＰＡＳでセルフビレイをとりながら慎重に通過した。水ポリの水が

底をつく者も現れ始め、干からびそうになりながらもなんとかＢＣに戻り、行動を終了した。ＢＣで

はこの日入山された渡邊ＯＧが食器を洗って下さっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剱岳山頂にて 左から後列、西出ＯＢ、高野ＯＢ、河野、鈴木 丸山、小菅、小島 

前列、藤原、菅原、鎌田、齊藤、才木 
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８月１０日 晴 １４℃ 

ＢＣ(６：０５)～熊ノ岩(８：１０)～長次郎谷出会(１２：４０)～ＢＣ(１４：００) 

前日同様、長次郎谷の出合から熊ノ岩まで雪渓を登り、熊ノ岩手前で雪上訓練を行った。雪上歩行

訓練や滑落停止訓練などの復習を行った後、スタカットの訓練を行った。訓練終了後、熊ノ岩から長

次郎谷出合までコンティニュアスを行いながら下った。長次郎谷の出会で高野ＯＢ、西出ＯＢ、渡邊

ＯＧが先に下山された。学生も後を追うようにして帰幕する。ＢＣで洗い物やお茶の用意をしている

と、この日入山された福留ＯＢと合流した。 

 

８月１１日 雨 １３℃ 

ＢＣ(６：２０)～真砂岳(７：２５)～雄山(８：２０)～ＢＣ(１０：３０) 

雨だったため雨具を着て出発した。始めの雪渓と坂を一時間上り真砂岳に到着した。大汝山を目指

したが頂上には寄らず、雨の中雄山に到着した。皆で写真を撮ってから少し休憩を取り、巻き道を通

って急いでＢＣを目指す。戻る途中で晴れ始め、真砂岳の前では稜線が見え、一羽のライチョウとも

出会えた。行きに上ってきた雪渓を駆け下り、本日の行程を終了した。その後福留ＯＢが下山され、

お茶の用意が出来た頃に宮野ＯＢが入山され一緒にお茶を飲んだ。 

 

８月１２日 曇 １５℃ 

剱沢キャンプ場(６：４０)～剱御前小舎(７：１０)～雷鳥沢キャンプ場(９：１５) 

この日から縦走に入る。オーバー手袋を着け、キャンプ場近くの残雪を登る。ピッケルをしまい、

そこから別山方向を通じ、分岐から剣御前小舎まで進む。この日はガスが掛かっており視界が悪く、

風が強かったため、剣御前小舎から雷鳥沢キャンプ場を確認できなかった。登山者とすれ違いながら、

雷鳥沢キャンプ場へ下る。雷鳥沢キャンプ場は他の登山者のテントで埋め尽くされてたが、なんとか

場所を確保しテントを設営する。今日は午前中で計画コースを終えた。明日の縦走に向けて、午後は

皆でのんびり過ごし、岩附ＯＢと合流した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劔沢キャンプ場にて濡れた装備を乾かす 
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８月１２日 曇 １５℃ 

剱沢キャンプ場(６：４０)～剱御前小舎(７：１０)～雷鳥沢キャンプ場(９：１５) 

この日から縦走に入る。オーバー手袋を着け、キャンプ場近くの残雪を登る。ピッケルをしまい、

そこから別山方向を通じ、分岐から剣御前小舎まで進む。この日はガスが掛かっており視界が悪く、

風が強かったため、剣御前小舎から雷鳥沢キャンプ場を確認できなかった。登山者とすれ違いながら、

雷鳥沢キャンプ場へ下る。雷鳥沢キャンプ場は他の登山者のテントで埋め尽くされていたが、なんと

か場所を確保しテントを設営する。今日は午前中で計画コースを終えた。明日の縦走本番に向けて、

午後は皆でのんびり過ごし、岩附ＯＢと合流した。 

 

８月１３日 雨 １５℃ 

雷鳥沢キャンプ場(６：３５)〜室堂(７：４５)〜一ノ越山荘(８：１５) 

〜鬼岳(９：４５)〜獅子岳(１０：２５)〜五色ヶ原キャンプ場(１２：０５) 

朝、雨が降ったり止んだりと不安定な中、出発した。整備された石畳の階段を登り室堂に着く。雷

鳥沢キャンプ場の便所が混雑していたために用を足すことが出来なかったメンバーは室堂で済ませ

た。１５分の休憩後出発し、一ノ越で宮野ＯＢが下山された。一ノ越からの山道は滑りやすく切り尖

った岩場が続き、更に強風が吹きつけてきたためなかなかペースが上がらなかったが、丁寧に落ち着

いて歩き続けた。五色ヶ原キャンプ場場手前は木道整備のために道がぬかるんでおり非常に歩きづら

かったが、昼頃に無事に到着した。お茶会では、ミルクティーと共にホットココアを作った。お茶を

済ませた後、余った灯油を使用してラジウスに火を付け、雨で濡れた衣類等を乾かした。 

 

８月１４日 曇 １４℃ 

五色ヶ原キャンプ場(６：３５)～鳶山(７：２０)～越中沢岳(９：１５) 

～スゴ乗越(１１：５５)～スゴ乗越小屋(１３：１０) 

準備運動を済ませた後、岩附ＯＢは先に下山されるということで激励をいただいた。ＯＢ不在の状

態で、五色ヶ原キャンプ場を出発する。木道をしばらく進んだ後、鳶山を登る。鳶山登頂後は、越中

沢岳に向かう。越中沢岳からは、岩稜帯が続く。途中の大岩でロープがある箇所があるなど、やや危

ない道が続く。ここで、丸山、菅原の順で滑落をしたが、両者とも大事には至らなかった。下り終わ

るとスゴの頭まで急登となり、アップダウンを繰り返した後、スゴ乗越に着く。樹林帯を進み、急登

を登りきって、スゴ乗越小屋に到着する。テントを設営し洗い物などをしていると空に虹がかかって

いることに気づき、疲れを忘れて部員同士の会話が弾んだ。 
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８月１５日 晴 １３℃	
スゴ乗越小屋(６：３５)～間山(７：３５)～北薬師岳(８：４０)～薬師岳(１０：３０)	

～薬師岳山荘(１１：１０)～薬師峠キャンプ場(１２：００)	
 この日は明け方から午前中にかけて絶好の登山日和であった。スゴ乗越小屋を出発し、ハイマツ帯

の急坂を登ると登山道に入った。前日の雨の影響で樹林帯の登山道はぬかるんでおり、歩きづらい。

稜線上に出ると視界が開け、間山を通り過ぎる辺りまで快適な道が続いていた。しばらく進むと岩稜

帯になり、北薬師岳まで慎重に登っていった。その後も岩稜帯が薬師岳手前の急登まで続く。薬師岳

山頂で写真撮影をした後、薬師岳山荘までの九十九折りのザレ場を下り、さらに下っていくとガレ道

へと続いていた。薬師岳山荘からの先は木道を進み、薬師平から先は急になっていく。沢沿を下って

しばらく進むと薬師峠キャンプ場に到着し、テントを設営して行動を終了した。 

 

８月１６日 雨 １３℃	
薬師峠キャンプ場～太郎平小屋～折立	
前日の天気図から天気悪化を危惧し、早めに下山することとなった。朝食の時間を１時間切り上げ

出発を急ぐ。すでに雨が降り始めていて、雨具とスパッツを付けての行動となった。薬師峠小屋から

しばらく先は所々木の根があり、足を滑らせる者もいた。樹林帯から抜けると今度はゴツゴツとした

ガレ道となり歩きづらいがすぐに歩きやすい登山道となる。太郎平小屋で休憩していると、この日入

山された井上ＯＢと合流できた。ＯＢの入山で気が引き締まり、太郎平小屋からも元気よく出発する。

初は丸太階段の下り道が続き、２０００ｍ辺りから先は樹林帯の登山道となり分かりやすい。 後

まで気を抜かずに、しかし足早に歩く。 後の折立の登山口ではゴールテープを切るランナーよろし

く駆け足で通過し、全員が揃ったところで 後の集合写真を撮った。それぞれの思いがこみ上げてく

る中、整理体操で隊としての行動を締め括り、合宿を終了した。  
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スゴ乗越より薬師岳を目指す 

	

折立登山口にて	
左から後列、齊藤、河野、小島、丸山、菅原、小菅	

前列、鈴木、藤原、鎌田、才木 
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８．９月個人山行（小川山、八ヶ岳、立山） 

	
期 間：９月１１日～９月１４日	
場 所：小川山（兄岩､父岩、妹岩、マラ岩、屋根岩２峰） 	
参加者：４年 小島明	

       １年 鎌田諒 鈴木真太朗 丸山瑞貴	
ＯＢ 淀川裕司	

行 程：９月１１日 弟岩～兄岩～廻り目平キャンプ場(ＢＣ) 

      １２日 ＢＣ～マラ岩～妹岩～ＢＣ 	
      １３日 ＢＣ～屋根岩２峰～ＢＣ 	
      １４日 ＢＣ～親指岩	

	
９月１１日 晴	
登攀技術向上と､フリークライミングに触れるために小川山に行った。５月の三つ峠以来の岩登り

であった。キャンプ場では晴れた夕方は岩から帰ってきて焚き火をしたり、焚き火で鮎を焼いた。1

年は全員フォローかトップロープで登った。はじめは弟岩にてテーピングの講習をした。その後「春

の雨上がり」（５．８）、「ジョイジャム」（５．８）を登った。弟岩の次は父岩に行き、「小川山

物語」（５．９）を登った。１年生はスピードも遅くルート自体も長いので時間がかかった。行動後、

小島が下山した。 

 

９月１２日 晴	
マラ岩の「ホリデイ」（５．９+）を登った。途中の、レイバックを抜けるところが難しい。その

後、妹岩に行き、「カサブランカ」(１０ａ)と「龍の子太郎」（５．９）に行った。トップロープで、

まずカサブランカを登った後、隣の龍の子太郎を登った。 

	
９月１３日 曇	

屋根岩２峰のセレクション（５ｐ ５．９）へ行った。淀川＝鎌田＝丸山＝鈴木の順で登った。５

ピッチ目のトラバースはこのメンバーでは危険すぎるということで、４ピッチ目を登ったところで懸

垂して降りた。フォローに１年が３人ということで時間がかかった。帰ってくる頃には夕方だった。

自分たちの実力の無さがマルチピッチをすることによって浮き彫りとなった１日であった。	

	
９月１４日 雨 

この日は雨だったので親指岩の「小川山レイバック」（５．９）に一日中いた。ここにトップロー

プを張ってもらい、ジャミング、レイバック、ステミングの練習をした。３人の一年がそれぞれ鎌田

はステミングが得意で、鈴木はレイバックが得意で、丸山はジャミングが得意と、人によって登りや
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すい登り方が顕著に違った。淀川ＯＢに３つの登り方のお手本を見せていただいた。また、淀川さん

は雨なのにクレイジージャムを登っていた。 

	
廻り目平キャンプ場では焚火が可能である	

期 間：９月１６日～９月１７日	
場 所：八ヶ岳	

参加者：ＣＬ 小島明 	
１年 鎌田諒 河野宝	

行 程：９月１６日 離京 美濃戸口～行者小屋～阿弥陀岳～行者小屋(ＢＣ)	

１７           １７日 行者小屋～赤岳～硫黄岳～赤岳鉱泉～行者小屋～美濃戸口 下山	

	
９月１６日 曇	

美濃戸口(９：３０)～行者小屋(１３：００)～阿弥陀岳(１４：００)～行者小屋(ＢＣ)(１５：３

０)	
 早朝に韮崎駅から茅野駅へ向かい、茅野駅より美濃戸口行きのバスに乗る。雲が多いが雨が降る気

配はない。気温も暑すぎず寒すぎず、快適な登山への期待が高まる。美濃戸口前で登山靴に履き替え、

体操を済ませた後行動を開始する。舗装路を道なりに進むと１時間ほどで美濃戸山荘に着き、分岐を

右に行くと行者小屋へと続く登山道に入る。なだらかな道が南沢に沿って続き、苔に覆われた岩はま

るで緑の絨毯のようだ。木漏れ日が心地よく、順調に進んでいく。１時間ほど歩き続けると森から出

るようになり、そこからさらに１時間ほどガレた道を登っていくようになる。顕著な目印があるわけ

ではないが、よく見ると踏み跡があるので迷うことはない。昼過ぎに行者小屋に到着し、テント場に

ダンロップ V６テントを設営する。装備や私物などを整理し、休憩を挟んでから空荷で阿弥陀岳の山
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頂へと向かう。行者小屋より文三郎尾根を登り、途中で出てくる分岐を右に行く。この辺りで霧が出

始め、視界が悪くなってきた。頂上直下の急登は滑りやすくなっていたのでロープを掴みながら登る。

頂上に着いた時にはすでに雲の中で何も見えなかった。記念撮影を行い、小休止の後帰幕する。急坂

は慎重に下り、文三郎尾根を辿って速足で行者小屋まで行く。ＢＣに到着してから暗くなるのはあっ

という間で、急に寒くなった。出来る限りの防寒対策を施し、明日の行動に備えて早めに就寝した。	

	
９月１７日 雨のち晴	
ＢＣ(６：１０)～赤岳(７：２０)～硫黄岳(８：４０)～赤岳鉱泉(１０：４５)	

～行者小屋(１４：００)～美濃戸口(１６：２０)	
 昨日より雲が厚く寒さがまだ残る。小雨が降っていったため雨具の上を着て出発する。文三郎尾

根を登り、分岐を左へと行く。こちらはしばらくするとつづら折りの急登となり、途中に階段や梯子

が出てくる。文三郎尾根を登りきると中岳との分岐に突き当たるので、赤岳方面へと進む。少々ガレ

た稜線を忠実にたどっていき、所々登攀要素があって楽しい。道を間違えないように気を付けながら

赤岳の頂上まで進む。赤岳の頂上でも写真を撮るが展望は無く、風が強まってきたためか寒いと感じ

るようになってきた。１５分ほど進んだ先に赤岳展望荘があり、そこで風をしのぎつつ休憩をとる。

しかし寒いのですぐに出発し、地蔵岳を目指して進んでいく。岩がむき出しになった稜線を下ってい

き、しばらく道なりに歩いていく。ガレた場所が多く痩せた尾根もあったが、注意して歩けば全く問

題ない。順調に三叉峰を通過する。横岳より先は広い尾根が続いているので安心だ。しかし、しばら

くしてから風がさらに強まっていき、寒さが厳しくなってきたため横岳山荘で一度休憩した。かじか

んだ手足の感覚が戻ってきたあたりで行動を再開し、緩やかな尾根を２０分登ると硫黄岳の頂上に辿

り着く。頂上にいた登山客の方に写真を撮っていただき、休憩は挟まずに先へと進む。硫黄岳からの

下り始めは少々急になっているため注意する。登山道に沿って下っていくと徐々に樹林帯に入ってい

き、踏み跡を忠実にたどって赤岳鉱泉まで下る。赤岳鉱泉は多くの登山客でにぎわっていた。少し長

めの休憩を取った後、登山道を辿ってＢＣまで一気に進んだ。帰幕してからしばらくすると天気が回

復し始め、今回の山行で初めて赤岳の姿を目にする。少々駆け下り気味で下山したためか、途中で河

野の登山靴のソールが剥がれてしまった。小島がテーピングで応急処置を施し、何とか下山まで持ち

こたえた。美濃戸口に着いた時には夕暮れ時で他の登山客はほとんどいなかった。各自ストレッチを

行い、山行を終了した。	

	
期 間：９月１６日	
場 所：小川山（兄岩） 	
参加者：２年 小菅悠人 	

ＯＢ 淀川裕司 他１名 
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 クラッククライミングの技術を教えてもらうため、淀川ＯＢと淀川ＯＢの奥さんと小川山に行く。

兄岩２Ｆの「もみじ」（５．１０ａ）を淀川ＯＢと奥さんがリードし、その後セカンドで小菅が登る。

ジャミングのやり方を教えてもらい挑むものの全く登れない。１回目を力ずくでなんとか登りきるも

のの、２回目は１時間程度粘るが登れず敗退する。ジャミングで体を保持できないことと、クライミ

ングシューズで上手く立ちこめないのが原因であると思われる。その後、淀川ＯＢと奥さんは「ウォ

ーリーを探せ」（５．１１ａ）を登る。その後、淀川ＯＢが弟岩の「ジョイフル・ジャム」（５.８）

をリードし、小菅がセカンドで登る。ここもやはりジャミングで上手く体を保持できないため必要以

上に力を使ってしまい上手く登れなかった。何度かジョイフル・ジャムを登る。しばらくすると雨が

降ってきたため、登攀を終了し帰京する。	

	
期 間：９月１５日～９月１８日	

場 所：立山  	
参加者：１年 齊藤孝太郎 他１名	
行 程：９月１５日 室堂～雷鳥沢キャンプ場	

  １６日 雷鳥沢キャンプ場～雄山～雷鳥沢キャンプ場	
  １７日 雷鳥沢キャンプ場～室堂	

 

９月１５日 雨 	
室堂バスターミナル（１１：３０）～雷鳥沢キャンプ場(ＢＣ)（１２：００）	

朝から天候が悪く少し肌寒い。室堂からモルタルの歩きやすい道を下っていく。雷鳥沢キャンプ場に

てテントを設営し、本日の山行を終了する。	

	
９月１６日 曇りのち雨 	

ＢＣ（７：３０）～劔御前小舎（９：００）～雄山(１１：００)～ＢＣ(１４：００)	
朝から天候が悪かったが雨は降っていなかったので雄山に登ることにした。橋を渡り劔御前小屋へ

むけてコンパスと地形図を用いて登っていく。ゆっくりとしたペースで友人と話しながら登っていた

ので劔御前小屋まで到着するのに少し時間を要した。劔御前小屋で休憩をとり、そこからはペースを

上げて進んでいく。真砂岳、大走り分岐を通り雄山に到着。神社でお参りし下山を開始する。一乗越

で雨が降ってきたので雨具をつけた。そのあとは室堂を通りＢＣに到着した。	

	
９月１７日 雨 	
ＢＣ(７：４０)～室堂(８：３０)	

テントを撤収し室堂に向けて登っていく。しばらく登ると室堂に着き、課題山行を終了する。 
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９．１０月課題山行（三ツ峠、丹沢、つづら岩、谷川岳縦走、甲斐駒ヶ岳） 

	
期 間：１０月６日	
場 所：丹沢 	
参加者：１年 鎌田諒 鈴木真太朗 

	
大倉(７：００)～塔ノ岳(１０：００)～丹沢山(１２：００）	

～塔ノ岳（１３：００）～大倉（１４：３０）	

 早朝大倉から出発し、アスファルトで舗装された道を進む。登山道に入ると他の登山パーティが多

く登っており、にぎわっていた。先日の台風の影響で、登山道の状態は悪かった。塔ノ岳山頂に到着

すると、辺りは霧がかかっており雨が降り出しそうだったため、休憩後雨具を装着する。丹沢山まで

道なりを進むが、山頂手前の登山道では大きな倒木があった。また、雨脚が強まっていることと、登

山道の状況の悪さ、また１年生のみでの山行であったため蛭ヶ岳まで進むのは慎重になるべきだと考

え、引き返す。塔ノ岳を通過し、花立山荘まで下ったところで雨脚は弱まっており、晴れ間が見えて

きた。大倉まで下り、山行を終了した。	

	
	
期 間：１０月７日	
場 所：丹沢	
参加者：２年 小菅悠人 

	
大倉（８：３０）〜塔ノ岳（９：３０）〜丹沢山（１０：１０）	

〜蛭ヶ岳（１１：１０）〜丹沢（１２：１５）〜大倉（１４：３０）	

体力強化を目的にトレイルランニングで丹沢に行く。大倉バス停から行動を開始する。天気は良く他

の登山客も多くいる。上りは早歩きで進み、平らな道と下りは駆けた。気温が高く水の消費が激しく、

蛭ヶ岳から塔ノ岳へ戻る途中で水が無くなる。途中に補給できる場所がない為、塔ノ岳の水場まで急

ぐ。水場は塔ノ岳の頂上から下った所にあるが、少し距離があるので、気にとめておく必要があった。

ひからびる寸前で水を補給し、大倉尾根を駆け下る。	

	

	
期 間：１０月７日 晴れ	
場 所：奥多摩 つづら岩	

参加者：４年 小島明	
１年 河野宝 才木一朗 齊藤孝太郎	
ＯＢ 西出広平 
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千足バス停（９：４０）～綾滝（１０：２０）～つづら岩登攀開始（１０：５０） 

～つづら岩登攀終了(１７：１０)～綾滝（１７：３０）～千足バス停（１７：５０）	

小島＝河野＝齊藤パーティと西出＝才木パーティに分かれる。小島パーティは「オケラルート」（Ⅲ）、

西出ＯＢパーティは「つり上げルート」（Ⅴ＋）を登攀する。小島パーティは１ピッチ目で切りそこ

から懸垂をする。その後はトップロープで「右クラック」（Ⅳ）を全員登りきり、河野、齊藤は「無

名ルート」（Ⅳ）をトップロープで挑戦するも登ることが出来なかった。小島は苦戦しながらも登り

きる。才木はつり上げルート登攀後はトップロープで右クラック、無名ルートを登り切る。才木が無

名ルートを登り終えた時には日が暗くなってきたので下山を開始する。来た道を通り千足バス停で課

題山行を終了する。	

	
	
期 間：１０月１２日	
場 所：御坂 三ツ峠	
参加者：２年 小菅悠人	

    １年 才木一朗 丸山瑞貴	
    ＯＢ 淀川裕司 

	
登攀技術向上のために三ツ峠に連れて行っていただいた。上の駐車場から下って行った。まず、淀

川＝丸山で草溝ルートを行った。滞りなく行けた。並行して、小菅＝才木で地蔵ルート左を行った。

次に、淀川ＯＢ＝丸山で地蔵ルート右を行った。丸山は登れず、Ａ０して登った。淀川パーティはク

ライミングシューズを持ってきており、このまま「紅葉おろし」（５．８）を登って、天狗の踊り場

まで出た。小菅＝才木は「草溝ルート」（Ⅳ）を行った。その後、小菅パーティは草溝ルートの真上

にある「オンサイト」（Ⅴ＋）というルートを登り頂上に行った。２パーティが合流した後、小菅と

丸山はトップロープで「大根おろし」（Ⅴ＋）を登った。その間、淀川ＯＢ＝才木は「権兵衛チムニ

ー」（Ⅳ）を登った。暗くなり始めてから、懸垂して取り付きまで降りて下山を開始した。	

	

	
期 間：１０月１２日～１０月１４日	
場 所：富士山 御殿場口 	

参加者：ＣＬ  小島明(４年)	
１年  鎌田諒 河野宝 才木一朗 鈴木真太朗 

行 程：１０月１２日 離京 御殿場口新五合目（ＢＣ） 	

                １３日 入山 ＢＣ～日の出館～銀明水～剣ヶ峰～宝永山～ＢＣ	
                １４日 ＢＣ～四合目～１４５１ｍ台地～ＢＣ	
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１０月１３日 曇	
ＢＣ（６：５５）～日の出館（１０：００）～銀明水（１２：３０）	

～剣ヶ峰（１３：２７）～宝永山（１４：３５）～ＢＣ（１６：２９）	
 空はどんよりとしており、雲の割れ目から太陽が顔をのぞかせる事はなかった。砂利道のブルドー

ザー道は今まで登ってきた山道と違い、足下が滑りやすく歩きにくかった。高度が上がるにつれて気

温が下がり、強風が吹いていた。３０００ｍを越えた辺りから冷え込み霜が下りていた。銀明水に着

いた時、高山病特有の頭痛に河野と鈴木がかかりこたえた。銀明水では強風が吹いていたため、ツェ

ルトを２つ張って休憩をとった。その後、ザックを銀明水にデポし、剣ヶ峰へ向かった。富士山を下

っている途中で分岐から宝永山へ向かった。宝永山は横殴りの強風が吹いており、吹き飛ばされる恐

怖さえ感じるほどだった。宝永山を後にし、分岐からＢＣへ駆け下り帰幕した。	

	
１０月１４日 雨	
ＢＣ（６：３０）～四合目（８：００）～１４５１ｍ台地（１１：２０）～ＢＣ（１２：３０）	
 前日に引き続き銀明水を目指す。雨の影響で砂利が水を含んでいて歩きづらかった。また視界も悪

かった。気温が低く体が濡れた場合、低体温症になる恐れがあったため、予定を変更した。地形図の

使い方を学ぶため、御殿場新五合目周辺で地形図上の１４５１ｍの無名ピークを目指した。意見を交

わしながら目的のピークに到着し、そこでツェルトの用いたビバークの方法を学んだ。	

１４５１ｍの無名ピークを目指して	
 

 

期 間：１０月１９日	
場 所：上越 谷川岳	

参加者：２年 小菅悠人 
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土合駅（３：００）〜白毛門山頂（５：００）〜蓬峠（７：４５）	
〜谷川岳（９：４５）〜西黒尾根（１０：１５）〜土合（１１：１５）	

 午後から天気が崩れる予報であったため、３時にラテルネを付けて土合駅を出発する。土合駅から

しばらく舗装道を進み、白毛門登山口へと向かう。白毛門の急登を一息で登り、５時頃に白毛門山頂

に到着する。その後も休憩をせずに進み、笠ヶ岳、朝日岳に到着する。朝日岳に到着する頃に日が明

けるが、霧がかかっているため見通しが悪く、服が濡れる。	
白崩避難小屋への下りで一瞬太陽が出るがすぐに雲に隠れ、また霧に覆われる。一ノ倉岳の登りで

再び晴れるが、その後、晴れ間が見えることはなかった。谷川岳山頂からは霧が小雨に変わる。雨で

濡れた西黒尾根の鎖場を慎重に下り、再び土合駅に到着し山行を終了する。	
 

 

期 間：１０月２０日～１０月２１日 

場 所：上越 谷川岳 白毛門登山口～清水峠～蓬峠～谷川岳～西黒尾根～土合 

参加者：ＣＬ 小島明(４年) 

１年 鎌田諒 河野宝 才木一朗 齊藤孝太郎 鈴木真太朗 

行 程：１０月２０日 離京 白毛門登山口～清水峠 

２１日 蓬峠～谷川岳～西黒尾根～土合 下山 

 

１０月２０日 曇のち雨 

 土合（８：５５）～白毛門（１２：０５）～笠ヶ岳（１２：５５） 

～朝日岳（１４：１０）～清水峠（１６：２０） 

 前日の夜に離京し、土合駅の待合室で夜を明かす。河野と斎藤は前日の授業の関係で早朝現地集合

であった。２人を待っている間に朝食を済ませ、合流後すぐに出発する。外は早朝なので薄暗く、空

気も肌寒い。カッターシャツは着たままで行動を開始する。土合駅を出て右の舗装路を進み、土合橋

の手前で登山道に合流する細道へと入る。駐車場を通り過ぎ、小さな橋を渡ると本格的な登山道とな

る。白毛門まで続く樹林帯の急登は一段一段が大きく手強い。岩や木の根に足を滑らせぬよう気を付

けて進んでいく。紅葉が綺麗な季節だったが、この日の天気は激しく移り変わり、晴れたかと思えば

霧で先が見えなくなることもあった。樹林帯を抜ける手前辺りで小雨が降り始めてきたので雨具の上

を着用する。樹林帯を抜けてしばらくすると白毛門の山頂に到着するが、展望が悪く風も強かったた

め先を急ぐ。白毛門から先は比較的なだらかな尾根が続き、笹原の踏み跡を辿っていくと笠ヶ岳の山

頂に着く。笠ヶ岳より先は再び登りとなるが、はっきりとした踏み跡が続いているので問題ない。順

調に朝日岳の頂上まで進む。朝日岳頂上では記念撮影を素早く済ませ、その先にあるジャンクション

ピークで休憩を挟む。この頃になると、雨風がさらに強まり寒さによる震えが出始めていた。しかし

テント場にはもうすぐ着くと判断し、雨具の下は履かずに先へと進んだ。だが幕営予定地の清水峠ま

では１時間近くかかり、到着した時には震えで雨蓋のチャックが開けられないほどであった。テント
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が設営出来ず風が弱まる気配もなかったため、このままでは危険だと判断し白崩避難小屋へ避難した。

ズボンが濡れて冷たかったため毛下着の下を履き、靴下の予備を解放した。 

 

１０月２１日 晴 

清水峠（５：１０）～武能岳（７：４５）～茂倉岳（９：１５）～一ノ倉岳（１０：００） 

～谷川岳（１０：５５）～西黒尾根合流（１１：３０）～土合（１６：１０） 

 前日と変わらず雲がかかって見通しが悪い。行動時間が長くなると予想し出発を１時間早める。ズ

ボンは乾いていなかったため、毛下着の下の上に雨具のズボンを履いた状態で小屋の外に出る。外は

まだ暗かったので、ラテルネを点けた状態で出発した。広くなだらかな尾根を下っていき、しばらく

すると蓬ヒュッテが見えてくる。手前に木道があり、前日の雨で濡れていたせいか鈴木が足を滑らせ

る。蓬峠より先は尾根を忠実にたどり、武能岳の頂上で記念撮影を行う。この頃になると天気が好転

して展望も良く、暖かい陽気で疲れが癒されていく。順調に茂倉岳、一ノ倉岳と進んでいくが、それ

より先は登山客とのすれ違いが増え始め思うように進めない。尾根から外れた斜面で休憩をとり、再

び谷川岳を目指す。岩稜帯の尾根を新潟側に巻きつつ、道なりに進んだ先に谷川岳山頂がある。オキ

ノ耳とトマノ耳の２峰があるが、人が多かったため今回はオキノ耳のみ登頂した。谷川岳より先は急

斜面の岩稜帯となり幅員も狭いため渋滞気味であった。すれ違う登山者との接触が起こらないよう注

意しながら慎重に下っていく。ラクダのコブと呼ばれる小ピークの先に鎖場があり、さらに進むと傾

斜の緩やかな西黒尾根に合流する。象徴的なケルンがあるため分かりやすい。西黒尾根に合流してか

らは登山道に沿って１時間程歩く。途中、鈴木の登山靴のソールが剥がれてしまい修繕を試みたが行

動は不可能と判断し運動靴に履き替えさせる。その後も登山道を順調に下っていき、登山指導センタ

ー手前より舗装路へと合流する。舗装路を道なりに進み、土合駅で整理体操をして山行を終了した。 

谷川岳西黒尾根への分岐 
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期 間：１０月２３日 

場 所：甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 

参加者：ＣＬ 井上徳孝(ＯＢ) 

１年 丸山瑞貴 

 

尾白渓谷駐車場（４：３０）～笹ノ平分岐（６：００）～七丈小屋（９：５０） 

～甲斐駒ケ岳（１２：１０）～七丈小屋（１４：００）～尾白渓谷駐車場（１６：４０） 

丸山は１０月の山行時間が足りないということで、体力強化のためにこの日初めての長時間行動を

した。前日は標高差が２０００ｍ以上あると知っていたので結構緊張していた。目標は４：３０駐車

場発、１２：００頂上、１７：００下山であった。出発したときはあたりは真っ暗で、ラテルネ行動

であった。熊注意の看板に、「早朝、夕方は危険ですので通行しないでください」と書いてあった。

刃渡りは、危ないと思っていたが、そうでもなかった。八合目あたりからは雪が積もっていたり、所々

凍ったりしていて、慎重に進んだところもあった。頂上ではお湯を沸かしてラーメンを食べた。頂上

でラーメンを食べるということに憧れていたので、それが黒戸尾根を登りきった後にそれができて達

成感もひとしおであった。下りは雪のある所や、クサリやハシゴは慎重に行った。７丈小屋で休憩を

はさみ、どんどん下った。クマザサが茂ってきたあたりで早歩きをして、 後の方は１７時に間に合

わなさそうだったので走った。走ると、標高差のためか耳がつまった。長時間行動ということを不安

に思ってしまい、上りでペースをあまり上げられなかったのが反省点である。 

甲斐駒ヶ岳山頂直下の登り 
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期 間：１０月２８日 

場 所：御坂 三ツ峠 

参加者：ＣＬ 小島明（４年） 

    ２年 小菅悠人 

    １年 鎌田諒  河野宝 才木一朗 齊藤孝太郎 鈴木真太朗 丸山瑞貴 

    ＯＢ 井上徳孝 

 

達磨石(５：００)～馬返し(６：００)～取り付き(７：００)～登攀開始(７：２０) 

～天狗の踊り場(１５：００)～三つ峠山頂(１５：１５)～登攀終了(１６：００)～達磨石(１７：３

０) 

前日の夜に拝島駅で、部員全員の荷物を井上ＯＢの車に乗せて三つ峠を目指す。達磨石に向かう途

中にある憩いの森駐車場に車を止め、付近でビバークする。 

翌朝、駐車場を出発し達磨石を通過して、取り付きへ向かう。馬返しで休憩し、取り付きに向けて

出発する。途中、飲み水を携帯していない者がいたため水場で水を補充する。取り付きに到着し、一

般ルートを登りこむ。１年生は全員が一般ルートを登ることができた。その後３隊に分かれて、マル

チピッチで三ツ峠山頂を目指す。 

パーティ編成は小島＝齊藤＝鈴木、井上＝才木＝丸山、小菅＝鎌田＝河野とした。 

小島パーティは小島リードで１ピッチ目を一般ルート左を登り第一バンドをトラバースする。２ピ

ッチ目はサンドイッチ、３ピッチ目は No.１６クラックを登り、一気に天狗の踊り場まで登った。小

菅パーティは小菅リードで１ピッチ目は草溝ルートを登り左へトラバースする。２ピッチ目はホット

ドックを登り、３ピッチ目は No.１６クラックを登り、一気に天狗の踊り場まで登った。井上ＯＢパ

ーティは井上ＯＢリードで１ピッチ目を一般ルート中央を登り第一バンドをトラバースする。２ピッ

チ目はジャムトースト、３ピッチ目はＮo.１６クラックを登り、一気に天狗の踊り場まで登った。天

狗の踊り場には小島パーティ、小菅パーティ、井上ＯＢパーティの順番で到着した。 

天狗の踊り場から登山道を登って行き、三ツ峠山頂に到着する。記念撮影後、取り付きまで登山道

を下って行った。取り付きに到着後、再度トップロープで一般ルートを登りこむ。登攀終了後、登攀

具類やザイルを整理し、荷物をまとめる。達磨石を目指して取り付きを出発し、素早く下山に移る。

達磨石を通過し、憩いの森駐車場に到着して山行を終了した。 
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１０．１１月課題山行（富士山） 

 

期間：１１月２２日～１１月２５日 

場所：富士山 御殿場口 

参加者：ＣＬ 小島 明(４年) 

２年 小菅悠人 

１年 河野宝 鎌田諒 才木一朗 齊藤孝太郎 鈴木真太朗 丸山瑞貴   

ＯＢ 高野優 岩附正樹 

 

行 程：２２日 離京 千歳船橋駅～御殿場駅～御殿場口新五合目 

２３日 御殿場新五合目～日の出館(ＢＣ) 

    ２４日 ＢＣ～大タルミ沢～(雪上訓練)～頂上～ＢＣ 

    ２５日 ＢＣ～大タルミ沢～(雪上訓練)～ＢＣ～御殿場口新五合目 下山 

 

１１月２３日 晴 ０℃ 

御殿場口新五合目(６；４３)～二合五尺(７：５０)～四合(９：００) 

～五合(１０：１０)～六合(１１：３５)～日の出館(ＢＣ)(１３：０５)  

 前日、タクシーで御殿場駅から御殿場新五合目のバス停に到着しテントを張って就寝した。普段、

この時期はバス停まで行く道の途中で通行止めとなっているが今年は２６日まで通行可能であった。

次の日の朝、岩附ＯＢと合流し新五合目を出発し日の出館に向かう。朝の冷え込みにより、登山道は

砂が凍りザクザクしていた。ブルドーザー道の途中で高野ＯＢと合流した。ブルドーザー道の途中で

雪渓が出現し、六合目辺りでアイゼンを装着した。例年より雪の量が少ないが、高度を上げていくに

つれ雪の量が増えていった。九十九折りの坂道を登っていき、七合目にある日の出館に到着し幕営し

た。ここをＢＣとする。 

 

１１月２４日 晴 －８℃ 

ＢＣ(７：１５)～大タルミ沢(７：４０)～九合目(１１：１０)～銀明水(１２：４０) 

～剣が峰(１３：１０)～大タルミ沢(１４：３０)～ＢＣ(１４：４５) 

 昨晩から強風が吹きつけていたが、朝には落ち着いていた。朝食後、大タルミ沢へと向かい、雪が

多くなってきたところでアイゼンを装着した。そこで 初は傾斜の緩い斜面で雪上歩行の復習を行い、

その後急な斜面での雪上歩行訓練にも取り組んだ。アイゼンの刃が靴やスパッツに引っかからないよ

う歩幅を意識した。次に滑落停止訓練を行った。雪上歩行同様、傾斜の緩い斜面でフォームを確認し

てから急な斜面に移り、確実に止まることが出来るようになるまで繰り返した。その後、コンティニ

ュアス、スタカットの訓練を行いつつ大タルミ沢を登った。九合目手前でＦｉｘロープによる掛け替
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えを教わった後、銀名水、剣ヶ峰へと向かい、山頂で記念撮影をした。その後、九合目手前に張った

Ｆｉｘロープを回収し、大タルミ沢出会いでアイゼンを外した後、帰幕した。 

	
１１月２５日 晴 －９℃	
ＢＣ(６：３５)～大タルミ沢(７：０５)～ＢＣ(１２：２０)～御殿場口新五合目(１３：３０)	

天候は雲一つない晴れで、穏やかな風が吹いていた。砂走館を通り過ぎた後、夏道をぬけて大タル

ミ沢へ向かう。大タルミ沢に到着後、昨日の復習を兼ねて雪上訓練を行った。主に雪上歩行とコンテ

ィニュアス、スタカットの練習を行った。その後雪崩埋没者捜索訓練を行い、雪崩埋没者救命の一連

の流れを学んだ。終了後、アイゼンを外しＢＣへ向かう。ＢＣに戻り、テントを撤収した。その後、

荷物をパッキングし、日の出館から出発した。下山路は深い砂利道が続く大砂走りを進んだ。途中で

雪が無くなったためアイゼンを外して駆け下った。御殿場口新五合目に到着し、山行を終了した。 

プローブを使ってビーコンが入ったツェルト袋を捜す 
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１１．冬山合宿 

	
期 間：２０１８年１２月２８日～２０１９年１月１日	
場 所：北アルプス 蓮華岳東尾根～蓮華岳・針ノ木岳 	
参加者：ＣＬ 井上徳孝（ＯＢ）	

４年 小島明	
２年 小菅悠人	
１年 河野宝 鎌田諒 才木一朗 齊藤孝太郎 鈴木真太朗 丸山瑞貴	

ＯＢ 西出広平 岩附正樹	
行 程：１２月２７日 離京 バスタ新宿 １５時０５分発 白馬行バス～信濃大町駅	

２８日 入山 信濃大町駅 タクシー～日向山ゲート	

～蓮華岳東尾根取り付き(１０５０ｍ)～１７００ｍ(Ｃ１)	
       ２９日 ～２４５０ｍ(ＡＣ)	
       ３０日 停滞	

       ３１日 ～蓮華岳～針ノ木岳～２４５０ｍ	
     １月 １日 ～下山	

	

	
１２月２７日  

バスタ新宿（１５：０５）～信濃大町駅（１９：２５） 

  新宿バスタで小笠原さん、井上峻コーチに見送れて出発した。信濃大町では引間さんに晩御飯をご

馳走になった。そしてタクシー会社の厚意で屋内に泊めさせていただいた。 

 

１２月２８日 曇りのち雪  

日向山ゲート(５：４５)～渡渉（６：４５～８：００）～１２５０ｍ(９：３０) 

～１４２０ｍ（１１：３０）～１７２０ｍ（１３：３０）～２０５０ｍＣ１（１６：１５） 

 前日の夜の駅前は雪がなかったが、朝起きると年末寒波のため、駅前でも５センチほど積もってい

た。  

５時に先発隊の７人がタクシーで日向山ゲートへと向かった。後発隊の小島、鎌田は西出ＯＢと合流

後、６時にタクシーで出発した。 

 ゲートに着いた時には雪がちらつき始めていて、まだ暗かったのでラテルネを点けて行動を開始す

る。ゲートの柵は左側の雪を巻き、舗装路を道なりに進む。スノーシェッドを通過した後２００ｍ程

先に「九十九折あり」の道路標識が立っているので、その手前から雪原へと入り、幅３ｍほどの小川

を超えて河原へ向かう。篭川は長靴を履いて渡渉し、長靴の受け渡し用にＦｉｘロープを張った。水

量は膝くらいだった。  
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蓮華岳東尾根は向かって左の末端から取り付く。渡渉したものから、順次、尾根に取付いた。 初の

急登と露岩はアイゼンを使用すれば、通過可能と判断し、ロープは使わず通過した。下山時は５０ｍ

懸垂降下で通過した。 

１２００ｍ付近から先は膝下辺りまで雪が積もっていたが、トレースが付けば問題なく進める程度で

あった。１７００ｍ付近の急登は右側を巻くよう５０ｍＦｉｘロープを張り、アッセンダーを使って

１０ｍほどの傾斜の強い雪面を通過した。その後は幅の広い急登が続き、テント設営適地を探しなが

ら登り、日没も迫る中、２０５０ｍ地点で休憩中、なんとか６人用テントを１張りずつ設営できる場

所を探し出し、急いで設営した。 

取り付きの渡渉 Ｆｉｘロープで確保しながら渡る	

	
１２月２９日 雪 －１０℃	

Ｃ１(７：１５)～２２００ｍ（９：３０）～２３５０ｍ（１１：３０）～２３９０ｍＡＣ（１２：３

０）	
 昨日に引き続きの悪天候であった。空は分厚い雲に覆われ、晴れ間は見えそうにない。雪は新雪ば

かりで締まった雪がなくラッセルで十分踏み固める必要がある。標高が高くなるにつれ雪が深くなり、

急な斜面では腰まで埋まるほど積もっていた。また、雪を踏抜く箇所が多々あり、ワカンが木の根に

引っかかるなどの苦戦を強いられた。また、標高が高くなるにつれて徐々に気温が下がり、風が強く

なっていった。２３００ｍ辺りから木々が少なくなり、尾根が細くなっていく。２３９１ｍ手前に急

登で、足を取られ、時間がかかった。２３９１ｍを越えた後、南側が広い台地になっており、風を凌
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げる絶好のテント場であったためＡＣとした。全員で６人用テント２張り分の整地を行い、テントを

設営した。１３時３０分頃、今朝入山された岩附ＯＢと合流した。お茶の際、鈴木の右頬が少し黒く

なっているのを確認した。明日のアタックに向け、ヘッドライトの電池交換など個人装備の点検をし

っかり行った。	
 

１２月３０日 雪 －１２℃ 	
ＡＣ（６：４５）～２５５０ｍ（８：２５～８：５０）～ＡＣ（９：３０）	
前日の天気図から天候が悪いことを予想していたが、予想通り朝方から雪が降ると同時に風が強く

なっていた。ワカンを装着しＡＣを出発した。ＡＣを出発して、すぐの南側の斜面で小さな新雪雪崩

が発生したので、稜線を北側に巻いて通過した。ＡＣから２５５０ｍまでの道のりは樹林帯であった

ため、北から風の影響はさほど受けなかった。２５５０ｍの樹林帯で、ワカンからアイゼンに付け替

え、ゴーグルを装着した。 

風雪の中、２５５０ｍからアイゼンを効かせながら登る。１００ｍほど少し進んだところで齊藤の

頬が白くなっていたので、引き返した。テントに帰幕し、齊藤の頬をみると色が通常に戻っていたの

で安心する。みんなで整理体操をし、明日のアタックに備えて装備を整え、テント内で１年生の頬が

赤くなっていたものに軟膏を塗って対処した。そして、お楽しみのお汁粉を飲み、身体を休めること

ができた。 

	
１２月３１日 晴 －１４℃	
ＡＣ（５：３５）～蓮華岳（７：３０）～針ノ木小屋（８：４５）～針ノ木岳（１１：００） 

～針ノ木小屋（１２：３０）～蓮華岳（１３：５０）～ＡＣ（１５：００）	
 朝、風は収まっており、星空と大町の夜景が見えたので、晴天を確信する。朝食を済ませ、慌ただ

しく出発の準備をする。前日のトレースが残っているため、出発からアイゼンを装着し、ワカンを置

いて出発する。樹林帯で昨日、デポしたフラッグを探したが発見できなかった。気持ちを切り替え、

天候に注意し、頂上を向かうことにした。 

順調に樹林帯を抜け、急登を越えた２７００ｍ付近に岩陰で休憩を取る。ここは風もなく、６人用

テント１張りなら設営可能だろう。そこから蓮華岳までは雪が飛ばされて積もっておらず、夏道を進

んだ。蓮華岳を通り過ぎると緩やかなクラスト斜面で九十九折りの夏道が出てきた。針ノ木峠手前で、

足元が悪い下り１５ｍほどの斜面が現れたので、ロープ１本ＦＩＸし、針ノ木小屋に下った。 

針ノ木小屋からは膝上ラッセルで稜線上を進む。２７６０ｍピーク手前に露岩帯があり、右から巻

くように急斜面を登り稜線上に出た。稜線上からは岩稜帯となり、２０ｍほどのナイフリッジ上にロ

ープを１本固定、そこから左トラバース約２５ｍにさらに１本ロープを固定し、岩稜帯を通過した。 

そこから尾根は広くなり、 後は丸い斜面を登り、針ノ木岳に到着した。 後の登りは降雪時、雪崩

斜面なので、注意したい。頂上から立山、剱岳、黒部湖が正面に見え、遠くには槍ヶ岳、穂高連峰が

堪能できる絶好の登頂日和だった。山頂では写真だけ撮り、素早く下山を開始する。 
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下りでは岩稜帯の２Ｐに加えて、その先の急な下り斜面でも５０ｍ１本ロープを使用した。支点は

全て灌木を掘り出して使用した。西出、小島、小菅がロープを回収し、他の者は針ノ木小屋まで先に

下った。小屋で合流後、蓮華岳へ登り返す。蓮華岳を通過し、２７００ｍ付近の岩陰で休憩し、テン

ト場まで一気に帰幕した。途中、行きに発見できなかったフラッグを見つけた。アタックが成功した

ことは２０１８年大晦日 後を飾る良い思い出となった。 

 	
１月１日 曇り時々晴 －１４℃	
ＡＣ(７：２０)～２１００ｍ地点(８：３０)～１４００ｍ地点(１１：２０) 

～日向山ゲート(１３：０５)	
 ＡＣをワカンで出発してから、３日前のトレースを辿っていった。踏み固められた所もあれば、踏

み抜く場所、体や脚がはまるところもあった。少し歩くと、雪壁になりクライムダウンをした。その

後も、急斜面や雪壁が樹林帯になるまで所々出てきた。樹林帯になってからもトレースを辿ったが、

消えている所もあり、ラッセルをしたところもあった。２１００ｍ地点で休憩した時に、アイゼンに

履き替えた。雪が減ってくる中、落ち葉と土の上にうっすらと雪がついた急斜面が何回も出てきて、

アイゼンの歯を効かせてクライムダウンを行った。露岩帯があったが、Ｆｉｘは張らずに通過した。

下るにつれてうさぎと鹿の足跡が多くなってきた。１７００ｍ辺りの急斜面では途中支点を木にとり

Ｆｉｘを１ピッチ張った。尾根の終わりの急斜面は５０ｍのＦｉｘを１ピッチ張り、懸垂下降をした。

その後篭川を渡渉し、コンクリートの道に出た。スノーシェッド手前で、全員が日向山ゲートを目指

して走り始めた。全員がゲートに着いた後、タクシーの運転手さんに集合写真を撮ってもらい、合宿

を終了した。	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

針ノ木岳までのトレース	



 34 

２０１８年度冬山合宿 装備・食糧方針 

装備方針 

＜幕営具＞	
ＥＸＰ６人用テントは２張持っていくこととし食当テントには５人が入り、もう一つのテントには

６人が入ることとした。また富士山課題山行では介の字でマットを敷いていたが今回の冬山合宿では

夏山と同様に川の字に並べる事に統一した。	
＜炊事用具＞	

底拭きに関しては食当の効率を上げるため、また鍋敷きとしても使用できるため２つ持っていった。

水ポリは５つ持っていった。理由として夜に水ポリ１本を食当以外テントの水飲み用として使い、残

りの４本を融雪用として使うためである。また、こし布は今回、細かい塵は少ないと想定されるため、

洗濯ネットを使用した。	
＜登攀用具＞	

 ザイルに関しては上部斜面でのアンザイレンを想定してコンティニュアス用のザイルは雪上用ザ

イル２５ｍを４本持っていった。また、コンテ用とアタック時等で柔軟に使用する為に８．５ｍｍ×

５０ｍザイルを２本もっていった。Ｆｉｘロープは２０１４年度春山合宿を参考にした。下部３ピッ

チ、上部２ピッチの合計５ピッチ（５本）を張ることを想定した。Ｆｉｘバーは１ピッチあたり４本

として上部２ピッチのみ使用する事とし、予備で２本の合計１０本持っていった。捨て縄は１ピッチ

あたり３本として５ピッチの１５本持っていった。登攀具はクロモリ製ハーケン２枚とアングルハー

ケン１本を持っていった。針ノ木岳への急登の露岩帯で使用した。登攀用具に関しては２０１４年の

春山合宿を参考にした。	
＜燃料＞	

例年の冬山合宿と前回の富士山山行の結果を参考に、行動日、行動予備日の灯油消費量は１人１日

１４０ｃｃ、停滞日は１６０ｃｃとし、予備２０％の計算で持っていった。燃料は１人一日１０７ｃ

ｃ使った。燃料の量は十分であった。またガス缶についても同様にプレヒート、ランタン用をそれぞ

れ５日で１個（ＮＥＴ４５ｇ/日）の計算で持っていった。	
＜その他＞	

フラッグ、蛍光テープは２０１４年春山合宿を参考にした。樹林帯を抜けた先から使用することを

想定して１５本を持っていった。蛍光テープは４ロール持って行った。ストックに関しては渡渉の際

に OB から借用させていただいた。長靴は 1 セットを渡渉の時に受け渡し、取付きでデポした。デポ

袋はデポ用に一つ、団体装備、食糧を入れるために二つ持っていった。スノーソーについては今回森

林限界を超える地点で幕営が想定されたため、ブロックを作る用途で持っていった。しかし、ブロッ

クは作成しなかった。 

＜個人装備＞	
 今回の合宿では試験的に防寒テムレスを持っていった。使用する場所としては下部での樹林帯を想

定し、上部、稜線上では毛手袋、オーバー手袋で行動した。試験的に持参したテムレスは防水性、保
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温性、操作性が高く、下部の活動、テント生活において有効だった。軍手は食当時のみの用途である

ため、下級生のみとした。登攀具のハンマー、ハンマーホルスターは上級生２名のみ持っていった。

テレマウスは７個あり、一つはヒトココで代用した。周波数は装備表に記載した。今回稜線上の行動

の際に凍傷予防としてゴーグルを個人装備として持っていった。しかしほとんどの者のレンズが曇っ

てしまい、サングラスに取り替えた。使い方や注意点を事前に把握しておくべきであった。	

	
食糧方針	

＜基本計画＞	

 昨年度の冬山合宿の基本計画を参考にし、前期は 1人１日行動日５９０g、行動予備日５７０g、停

滞予備日５３０ｇ、後期は４１０g、砂糖は 1人１日４０g、ミルク２０gで計画した。カロリーは成

人の 1日摂取カロリーである２４００kcal を目指すが、予備日ではこのカロリーに満たないため足り

ない分をマヨネーズやバター、ラードなどで補うようにする。停滞予備日の昼は小麦粉を使ったすい

とんを作ることとした。今回は日数が少ないが、下りが中心となる下山日は、後期として重量を減ら

した。また、近年では、Ｄ、Ｂ、Ｌをまとめて一つの袋に入れているが、今回は人数が多いので、ま

とめずに一食ごとにパッキングした。	
＜メニュー＞	

 ２０１４年の食糧表を参考にし、初日のＢは各自で食べ、テルモスの紅茶のみを作った。Ｂ２で作

る味噌煮を取り入れた以外Ｂ、Ｌ、Ｄに関しては例年通りのメニューで構成した。行動予備日の夜に

はＳＤで年越しそばと、混ぜご飯を作った。ＳＤのみ多少重量が超過するようにした。	
＜各袋＞	

 各袋、主に例年通りの具材を持って行く。乾物袋には高野豆腐を新しく追加した。また、他の食糧

と混同しないため新たにＳＤ袋を追加した。嗜好品として、今回ココア、お汁粉とおもちを持ってい

くことにした。しかし、ＦＤのおもちは不評だった。調味料については味覇と中華味といった、味の

似ている調味料を省略した。今回は味覇を採用した。	
＜フリーズドライ＞	

 フリーズドライは例年のメニューを参考にして

作成した。新しく野菜類ではナメコ、肉類では鶏

団子、調味料ではチーズを作成した。たまねぎ、

卵、トマト缶の水分が抜け切らなかった。たまね

ぎ、パプリカ、に関しては、あらかじめ火を通し

ているため、食べても衛生上問題ないと考えた。

重量を考慮して、合宿前半であれば使用できると

考えた。カボチャは皮が硬く、不評であった。今

後は除去して持っていくこととする。 

ＦＤ作成の様子            



 36 

２０１８年度冬山合宿 装備表	
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２０１８年度冬山合宿 食糧表 
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概念図 
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１２．１月課題山行（名張 御在所岳） 

	
期 間：１月１８日～１月２０日	
場 所：名張 香落渓 御在所 藤内壁 	
参加者：ＣＬ 井上徳孝（ＯＢ）	

    ２年 小菅悠人	
    １年 丸山瑞貴	
    ＯＢ 中洞拓人 淀川裕司	

行 程：１月１８日 名張 香落渓 奥壁	
      １９日 御在所 藤内小屋～第３ルンゼ～御在所岳頂上	
      ２０日 御在所 藤内小屋～第１ルンゼ～第２ルンゼ	

	
１月１８日 晴	
クラックの経験をするためと、アイスクライミングの体験、登攀技術の向上、生活技術の向上のた

め三重県の名張と、御在所に連れて行ってもらった。今日は名張の岩場に行った。ここはクラックが

たくさんある場所であり、まず壁にたどり着いたときに圧倒された。そして、慣れない外岩の様々な

クラックに丸山は苦戦しているようだった。なお、奥壁に行くには冬山合宿を彷彿とさせる渡渉があ

った。まさか冬山合宿後にもう一回渡渉するとは思わなかった。「ゴールデンボンバー」（５．８ １

０ｍ）を登った。初めすぐはハンドサイズですいすい行けたのだが、ワイドになったとたん手も足も

出なくなった。次は「Golden Jam」（５．９）を行った。途中のかぶっているところは木を使わない

と行けなかった。その後に「ムササビ君の休暇村」（１０ｂ １５ｍ）を登ったのだが、ワイドクラ

ックが続き、全然登れず、何回もテンションをかけた。実際に頭上をムササビが飛んでいった。 後

は、「蔦屋」（１０ｃ ３０ｍ）を登った。クラックが２本あって、上手に使いたいところでだった

が丸山は２本あるうち右ばかり使ってしまい、途中で困ったようだった。この日は、暗くなるまで登

り、御在所へ移動した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 蔦屋を登る井上ＯＢ 
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１月１９日 曇	
朝に中洞ＯＢと合流した。この日は、藤内小屋近くにテントを張り、第３ルンゼを目指した。冬山

合宿後に、再び雪山を登ることになるとは思わなかった。アイスクライミングを行うまで、きついア

プローチで第３ルンゼへ向かう。第３ルンゼは間近で氷瀑を見る事が出来た。第３ルンゼでは、始め

学生がＯＢにアックスの打ち方や、アイススクリューの打ち方を一通り教えてもらい、第３ルンゼの

左側と中央をトップロープで登った。その後、小菅＝井上＝淀川パーティと丸山＝中洞パーティで第

三ルンゼを登った。第３ルンゼを登り切った後は、御在所岳頂上に向かった。頂上で記念撮影した後

は、テントへ向かう。はじめは夕日が出ていたが、テントに到着するころにはあたりはすっかり暗く、

ラテルネを点けながらテントへ戻った。	
 

１月２０日 晴	

朝から雨だった。少し天気待ちをしてから、雨具を着て第１ルンゼに向かった。雨のために氷が昨

日より大分減っており、井上ＯＢがリードして様子を見に行った。しかし、氷が薄くて危ないため、

第２ルンゼを目指すことにした。第２ルンゼは登れる状態だったので、淀川＝小菅＝丸山パーティと

井上＝中洞パーティで登った。登り始めは岩と氷の比が７対３くらいだったのだが、少し登るとナメ

滝が現れた。ナメ滝の表面はツルツルに凍っていたがその下で水が流れているのが目で見て分かった

ので怖かった。第２ルンゼを登り終え、第３ルンゼへ向かった。その後、前日と同じ道を通りながら

テントへ戻った。 

	 第３ルンゼ 

左上から 淀川 丸山 小菅 井上 
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１３．２月課題山行（八ヶ岳） 

 

期 間：２月２６日～３月４日 

場 所：八ヶ岳 渋の湯～夏沢峠～行者小屋定着～美濃戸口 

参加者：ＣＬ 小菅悠人（２年） 

１年 鎌田諒 河野宝 才木一朗 齊藤孝太郎 鈴木真太朗 丸山瑞貴  

    ＯＢ 井上徳孝 西出広平 淀川裕司 

 

行 程：２月２６日 渋の湯〜天狗岳～夏沢峠 

２７日 夏沢峠～硫黄岳～赤岳鉱泉～行者小屋(ＢＣ) 

２８日 登攀 (赤岳主稜) 

３月 １日 ＢＣ～文三郎尾根～赤岳～横岳〜硫黄岳～ＢＣ 

       ２日 登攀 (阿弥陀岳北稜) 

３日 ＢＣ～大同心稜～ＢＣ 

４日 ＢＣ～美濃戸口 下山 

  

２月２６日 晴  

渋の湯(７：００)～黒百合ヒュッテ(１０：１０)～東天狗(１３：００)～夏沢峠(１４：４５) 

前日は茅野駅で一晩を過ごし、朝にタクシーで渋の湯に向かった。渋の湯の登山口でアイゼンを装

着しクラストした樹林帯の道を進んだ。トレースがついており重荷を背負っていても非常に歩きやす

かった。八方台分岐からは緩やかな道が続いた。黒百合ヒュッテからは大天狗の奥庭を進んだ。大天

狗の奥庭は風が強くガレ場と雪が混じって歩きにくい。 初は勾配が殆ど無かったが稜線に出る手前

で急登になり、そこで美濃戸口から入山した淀川ＯＢと合流した。主稜線に出て東天狗に着いてから

は疲れで才木が隊から遅れ始めた。根石岳山荘からは樹林帯が続いた。根石岳山荘から少し進んだオ

ーレン小屋との分岐で、遅れていた才木と河野を小菅が待ち、軽く休憩をとらせる。他の者は休憩を

とらずそのままテン場へ向かう。夏沢峠手前の樹林帯に幕営に適した場所を見つけテント設営を試み

たが新雪でテント整地が困難であった為、あきらめて進む事にした。夏沢峠の小屋の前で良い場所を

見つけ幕営した。 
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東天狗岳から夏沢峠への下り 左側が切れ落ちていて危ない 

 

２月２７日 曇 －６℃ 

夏沢峠(７：００)〜硫黄岳(８：００)〜赤岩鉱泉(９：０５) 

〜行者小屋(ＢＣ)(１０：００)〜中山乗越(１１：４５)〜ＢＣ(１４：４０) 

夏沢峠から硫黄岳への急斜面を登っていく。硫黄岳への道は岩や石が多くアイゼン着用時では歩き

にくい。硫黄岳頂上は風が強く吹いてとても寒かった。硫黄岳から赤岩の頭まで緩やかに下り、そこ

から九十九折りの坂を下り赤岳鉱泉へ向かう。九十九折りの坂は道幅が狭く、折れ曲がった木々の枝

が道を遮っていた為ザックに引っかかる者もいた。中山乗越を越えて行者小屋に到着する。そこでＢ

Ｃを設営する。その後、中山乗越に戻りアイゼンからワカンに履き替える訓練を行った。２パーティ

に分かれて中山尾根をスタカットしながら進む。中山尾根の取付近くまで行き、斜面でマルチピッチ

での懸垂下降の方法を練習した。その後、ＢＣに帰幕した。  

 

２月２８日 雪 －４℃ 

ＢＣ(７：００)～赤岳主稜取り付き(８：００)～登攀開始(８：２０) 

～登攀終了(１０：３０)～ＢＣ(１２：３０) 

＊西出ＯＢ 鈴木 美濃戸口(２：５０)～行者小屋(６：１０) 

途中入山の鈴木と西出ＯＢは、当日の朝美濃戸口を出発してＢＣである行者小屋にて合流した。出
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発前、齊藤がヘルメットを前後逆にかぶっており、西出ＯＢに注意される。気を取り直してＢＣを出

発し、文三郎尾根を登る。文三郎尾根の登山道を外れた所から取り付きまでのトラバースは雪崩そう

であったため慎重に通過する。淀川ＯＢ＝鎌田＝才木、西出ＯＢ＝齊藤＝河野、小菅＝鈴木＝丸山の

３パーティで赤岳主稜を登った。 

１ピッチ目 取り付きは、正面に岩がせり出しており体の向きをうまく変えながらでないといけず、

苦戦する者もいた。凹角を抜けると雪のかかった階段状のフェースを登り、安定したと

ころでピッチを切った。西出＝齊藤＝河野、小菅＝鈴木＝丸山の２パーティは登攀を終

了し懸垂下降を行なった。 

２ピッチ目 淀川＝鎌田＝才木のパーティのみ登った。左巻きのルートで登攀した。取り付きは１ピ

ッチ目と同じく岩がせり出していたので、避けながら登る。取り付きを超えると急な傾

斜があり少し登ると垂直な壁が現れる。これを登るとちょっとしたテラスに着き、ここ

でピッチを切る。ここで登攀を終了し、懸垂下降を行なった。 

１ピッチ目の取り付きに戻り、トラバースではＦｉｘを張って通過した。登りと同様に文三郎尾根

を下ってＢＣに帰幕した。帰幕後、行者小屋付近でＦｉｘ工作の練習を２パーティに分かれて行った。 

行動後、西出、淀川ＯＢが下山された。 

 

３月１日 －６℃ 曇のち晴 

ＢＣ (７:２０)～赤岳頂上(９:２０)～横岳頂上(１２：１０) 

～硫黄岳頂上(１３:３０)～赤岳鉱泉(１４:２５)～行者小屋(１５:００) 

昨日の降雪により、美濃戸口から行者小屋までのトレースが埋まっており、井上ＯＢの入山が予定

よりも遅くなった。学生はテント周りを除雪していた。井上ＯＢと合流後、行者小屋を出発し、昨日

と同じ文三郎尾根を行く。赤岳主稜取付き手前で、鈴木が膝の痛みを訴えて井上ＯＢと共にＢＣへ戻

る。鈴木は消炎鎮痛剤を塗り、翌日の行動に備えた。赤岳頂上山荘で休憩をとり、登り返した井上Ｏ

Ｂと合流する。この後は稜線上を進むが、横岳周辺では、ところどころ岩場のトラバースやハシゴが

あり、緊張を強いられた。地蔵尾根や大同心などの概念を確認しながら進む。岩場では、晴れて雪が

溶けているところもある。硫黄岳までは、石と雪の単調な道を進む。硫黄岳からの下り道は、樹林帯

に入るとしばらく九十九折りの道を進む。その後、赤岳鉱泉から行者小屋まで行き今日の行程は終了

する。 

 

３月２日 晴 －７℃ 

ＢＣ(６：３０)～阿弥陀岳北稜取り付き(８：５０)〜阿弥陀岳頂上(１２：１５)～ＢＣ(１５：００) 

行者小屋から中岳沢新道を少し進むと看板と分岐があり、右に折れて中岳沢左俣を歩いて行く。ト

レースが無くラッセルをしながら尾根を登る。だんだんと傾斜がきつくなる。樹林帯を抜けると、次

第に草と岩が混じり、背の低い灌木を掴みながら急登を登りジャンクションピークに着く。少し登る

と取り付きに着く。パーティは小菅＝河野＝齊藤、鎌田＝井上＝鈴木、丸山＝才木。 
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１ピッチ目  第一岩峰の手前でザイルと登攀具を出して、左上のクラックに取り付く。クラックか

ら稜上に出て岩と草付のミックスを登り、安定したテラスに出る。 

２ピッチ目  左に簡単な巻道があるが、正規ルートは直登である。雪に埋もれてなかなか支点が見

つからない。注意しながら簡単な岩壁を登ると、両側が切れ落ちたリッジが現れる。

長さは５ｍも無いが、幅が肩幅ほどしかなく緊張する。ここにはハンガーボルトがあ

るが雪に埋もれていたため、小菅は気が付かずランナウトしてしまうが、親切な他パ

ーティがナイフリッジのハンガーボルトにかかったクイックドローに私たちのパー

ティのロープをかけてくれた。 

２ピッチ目の終了点でロープをしまう。雪稜を少しばかり登ると阿弥陀岳頂上に到着する。頂上直

下から中岳のコルまでに２ピッチＦｉｘを張って慎重に下る。２ピッチ目は練習も兼ねて懸垂で降り

た。正規の下降ルートは文三郎尾根であるが、中岳の尾根から行者小屋まで下るようであったので、

尾根上を行くことにする。尾根上を沢へ行かないように注意しながらラッセルをして下っていく。 ト

レースはなく、腰まで埋まる程の深いラッセルで、下りにも関わらず、なかなか前へ進めなかった。

尾根の末端の看板のある分岐のあたりに出て、文三郎尾根の登山道のトレースに合流し、それに沿っ

て行者小屋に帰幕した。 

中岳の尾根からの下り 右に行き過ぎると沢へ入り込んでしまう 
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３月３日(日) 曇のち雪 －１２℃ 

ＢＣ(６：１０)～赤岳鉱泉(６：３０)～大同心基部(７：３０) 

～主稜線手前(１０：３０)～大同心基部(１１：４５)～ＢＣ(１４：００) 

 朝食後、空は雲で覆われていたが風は少なかった。ヘルメットとハーネスはザックに入れ、アイゼ

ンを装着した状態でＢＣを出発した。赤岳鉱泉を経由して大同心ルンゼより大同心稜に取り付く。ト

レースが残っていたため隊の足取りは順調であった。樹林帯を抜けてからは風が強く吹き付けるよう

だったので、樹林帯を出てすぐの平坦地でヘルメットとハーネスを装着し休憩をとる。疎林帯の雪面

をしばらく進むと大同心基部手前の岩場にたどり着き、そこから大同心ルンゼ側をトラバースする。

その後明瞭な踏み跡を辿って大同心沢の左岸を詰めていった。沢を通過する箇所でトレーニングも兼

ねてＦｉｘを１ピッチ張り、すぐ後の岩場も難しかったためＦｉｘをもう１ピッチ張って通過した。

程なくして横岳に続く主稜線が目視できる位置にたどり着くが、強風に加えて視界も悪くなっていた

ため、当初の計画であった地蔵尾根からの下降をやめ、懸垂下降で引き返すこととなった。２５ｍと

５０ｍの懸垂下降を行い、大同心基部のトラバースにＦｉｘを１ピッチ張った。樹林帯に入る手前の

平坦地で休憩をとり、アイゼンとハーネスを外す。樹林帯に入ってからしばらくはクラストした斜面

に雪がかぶっていて滑りやすかったので慎重に下っていたが、大同心ルンゼ手前辺りからは傾斜が緩

く歩きやすくなったので休憩は挟まずに素早く帰幕した。行動後、井上ＯＢが下山された。 

 

３月４日 雪 －５℃ 

ＢＣ(７：２０)～雪上訓練(７：２０)～ ＢＣ(９：３０) 

～美濃戸山荘(１１：１０)〜美濃戸口(１２：００) 

雪は夜通し降り続き、夜が明けても空は暗い。テントを撤収し、荷物をパッキングした後、荷物を

置いて行者小屋下すぐの雪深い場所で雪上訓練を行う。雪上歩行、コンテニュアス、スタカットとい

った今までに習った内容を確認し、それに加えて埋没訓練を行なった。一通りの訓練を終えた後、荷

物を持って下山を開始する。雪はうっすらと積もっているものの地面は完全に凍り付いていた。アイ

ゼンを着けずにいったため、皆よく滑っていた。美濃戸山荘についてから、目出帽と毛手袋を取る。

美濃戸山荘を少し進んだ辺りで雪から雨に変わる。ビショビショになりながら林道を進み、美濃戸口

で合宿を終了する。 
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１４．春山合宿 

 

期 間：３月１８日～３月２１日 

場 所：北アルプス 爺ヶ岳東尾根〜鹿島槍ヶ岳 

参加者：ＣＬ 高野優(ＯＢ) 

２年 小菅悠人 

１年 鎌田諒 才木一朗 齊藤孝太郎 鈴木真太朗 丸山瑞貴  

    ＯＢ 西出広平 

 

行 程：３月１８日 鹿島山荘～～１６５０ｍ～１７７０ｍ(Ⅽ１) 

１９日 Ｃ１～１９７８ｍ～２１９８ｍ〜２４５０ｍ(ＡＣ) 

２０日 ＡＣ～冷地山荘～布引山～鹿島槍ヶ岳南峰～冷地山荘～ＡＣ 

２１日 ＡＣ～１７７０ｍ～鹿島山荘 下山 

 

３月１８日 晴  

鹿島山荘(６：１０)～１２３０ｍ(７：１０)～１６５０ｍ(９：１０) 

～１７７０ｍ(Ⅽ１)(１０：５０) 

前日バスで新宿駅を出発し、信濃大町駅付近でビバークする。冬山合宿同様、タクシー会社のご厚

意で事務所の隣にある倉庫に泊まらせてもらい、次の日の午前５時にジャンボタクシーで鹿島山荘に

向かう。鹿島山荘の駐車場に到着したが、鹿島山荘がどれかわからなかった。駐車場とバス停の間に

存在する小道を進み鹿島山荘を確認してから、小道を進むと看板と石碑が現れ、石碑付近の大木の根

元に着替えなどをデポし、爺ヶ岳東尾根の取り付きに向かう。前日の降雪によりうっすらと雪が積も

っているが、踏むと地面が見える程である。道なりに進むと１３３１ｍのピークから降りてきたであ

ろうトレースが現れるが、そこを右に曲がり、正しい取り付きに向かう。正しい取り付きから登り始

めたものの、直後に正規のルートより東寄りの道に進んでしまう。その後、１２３０ｍ付近で正しい

ルートに合流した。その後は緩やかな傾斜の樹林帯を登っていく。トレースがあり、順調に登って行

く。樹林帯を抜けた１７７０ｍ地点でテントを張り、ここをⅭ１とする。 

 

３月１９日 －３℃ 晴 

Ｃ１(５：５０)～１９７８ｍ(６：５０)～２１９８ｍ(８：２０)～２４５０ｍ(ＡＣ)(１１：１０) 

Ｃ１を撤収し、尾根上を進んでいった。２１９８ｍ付近で両側が切れ落ちた道になり、張らなくて

も進める道であったが練習も兼ねて４０ｍのＦｉｘを小菅のリードで１ピッチ張る。その後少し進む

と、両側が切れ落ちている道を進まなければならない危険箇所があったため小菅のリードで４０ｍの

Ｆｉｘを１ピッチ張った。中間支点は木で一箇所とった。ＡＣまではトレースがあり、２３００ｍ付

近まではあまり雪に沈むこともなくサクサク進む者もいたが、体重やザックが重い者は雪に沈んだ。
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２３００ｍ付近の急登を登り、登り切ると白沢天狗尾根と合流して斜度が無い稜線上に出た。そこか

ら爺ヶ岳側に少し進んだところにテントを建てた。設営後にブロックを切り出して、２時間ほどかけ

て風を防ぐように北側に雪壁を築いた。しかし翌日の朝になると風向きは真逆になっていた。壁建設

中に高野ＯＢが入山された。 

 

 

２１９８ｍ付近での４０ｍＦｉｘ 

３月２０日 晴 －８℃ 

ＡＣ(５：２０)～冷池山荘(７；２０)～布引山(８：４０) 

   ～鹿島槍ヶ岳南峰(９：４０)～冷池山荘(１１：２０)～ＡＣ(１３：１５) 

 今日は朝から快晴でアイゼンを着けて行動を開始する。日が出始めた頃に出発となった。ＡＣを出

てからの急登を少し行くと爺ヶ岳に登頂する。雪は程よくクラストしており歩きやすい。爺ヶ岳では

写真を撮らず、すぐに鹿島槍ヶ岳に向かった。爺ヶ岳からはクラストした夏道が出ており、鞍部にあ

る冷池山荘まで見えた。主稜線の東側は雪庇が発達しておりあまりそちらに寄らないように注意しな

がら進む。赤岩尾根分岐からは樹林帯に入り、冷池山荘まで膝上程度の雪の中のラッセルを強いられ

た。冷池山荘で休憩をした後、布引山まで一気に登る。布引山直下から九十九折りの急登となりバテ

る者もいた。布引山で少し休憩し、鹿島槍ヶ岳南峰に向けて出発する。布引山からはしばらく傾斜の

緩い道となり、鹿島槍ヶ岳南峰直下で再び急登となる。急登を登りきると鹿島槍ヶ岳南峰に到着する。

今日は良く晴れており山頂からは北アルプス一帯が良く見渡せる大パノラマであった。集合写真を撮

り下山する。昼前で気温が高くなってきたため布引山で雨具を脱いだ。冷池山荘で目出帽子とカッタ
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ーシャツを脱いで 後の登りに備える。暑さと登りでなかなかペースが上がらなかったが、爺ヶ岳に

到着する。写真を撮り頂上から見えるＡＣまで一気に下った。 

 

３月２１日 雪 －６℃ 

２４００ｍ台地(６：１０)～１７５０ｍ(８：４０)～鹿島山荘(１０：５０) 

 夜から風が強くなり、明け方にはあられが降り注ぐ。あられが外張りに跳ね返る音がテント内に響

き、その音で目を覚ました者も少なくないだろう。朝食を食べ終える頃には既に５ｃｍほど積もって

いた。雨具上下、スパッツ、テムレス、ハーネス、ヘルメット、ラテルネを装着してテントを出る。

テント撤収とパッキングを素早く済ませアイゼンを装着する。放射冷却で締まった雪の上に新雪が積

もっているため急斜面ではクライムダウン等で足元を確かめながら慎重に下る。ナイフリッジのＦｉ

ｘは全員が通過後、小菅と丸山が回収した。この時丸山は低木で支点をとっていることを知らず、存

在しない竹ペグを探していた。その後にある急斜面のＦｉｘも小菅と丸山が回収した。その直後には

クラストした急斜面があったため、クライムダウンで慎重に下った。往路で付けられたトレースはほ

とんど埋もれてしまっていたが、注視すれば追える程度であった。Ｃ１を設営した１７５０ｍ地点で

一旦休憩を挟み、下山を続ける。ここまで下がると、雪はみぞれに変わっていた。樹林帯に入ってか

らはトレースがはっきりとし、雪も柔らかくなり始めていたため所々駆け下る者もいた。１２５０ｍ

から取り付きまでの急傾斜の下りでは、雪がほとんど残っておらず土と落ち葉がむき出しになってい

たが、アイゼンが良く効いたためＦｉｘは不要と判断し慎重に下っていった。取り付きでデポの回収

と整理体操を行い、春山合宿を終えた。 

爺ヶ岳から見た鹿島槍ヶ岳（左奥） 
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ＡＣに風よけのブロック塀を作る  

鹿島槍ヶ岳山頂にて 

左上から 高野ＯＢ 小菅 鈴木 丸山 

左下から 齊藤 鎌田（河野は風邪のため不参加） 
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２０１８年度春山合宿 概念図 
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２０１８年度春山合宿 装備・食糧方針 

 

装備方針 

 

＜幕営具＞ 

ＥＸＰ６人用テントは２張持っていくこととし、マットは２月課題山行と同様に川の字で並べた。

また外張りのスカートを固定するため、１テントにつきプラペグを１２本、竹ペグを１８本持ってい

った。今後もこの本数で統一する。 

＜登攀用具＞ 

 ザイルに関しては緊急時用として８．５ｍｍ×５０ｍザイルを２本、コンテ用のザイルは雪上用ザ

イル２５ｍを３本持っていった。Ｆｉｘロープは１９９４年明治大学春山合宿、２０１５年冬山合宿、

今年の明治大学冬山合宿、１９９０年東洋大学冬山合宿を参考にして考えた。１年生が多く上級生が

少ない、例年より比較的気温が温かいといった事を過去の記録の選定基準とした。取り付きの急登は

全ての大学がＦｉｘロープ無しで通過していたため、同じようにＦｉｘロープ無しで行った。２１９

８ｍ直下と２２２０ｍナイフリッジで２本、また予備として１本を加え合計３本を持って行った。Ｆ

ｉｘバーは１ピッチあたり４本として予備を含め３ピッチ張ることを想定し合計１２本持っていっ

た。捨て縄は１ピッチあたり２本として予備を含め３ピッチの６本持っていった。非常時用の登攀具

はクロモリ製ハーケン１枚と軟鉄製ハーケン１本を持っていった。どれも本数に問題はなかった。 

＜炊事用具＞ 

水ポリに関しては食当以外テントの水飲み用として１本、融雪用の水として３本の合計４本持って

いった。 

＜燃料＞ 

前回の冬山合宿、２月課題山行の結果を参考に、行動日の灯油消費量は１人１日１４０ｃｃ、予備

２０％の計算で持っていく。プレヒート用のガスカートリッジ(小)についてはそれぞれ５日で１個

（ＮＥＴ４５ｇ/日）の計算で持っていった。実際の使用量は１６５ｃｃであった。 

＜その他＞ 

フラッグは２０１５年冬山合宿を参考にした。爺ヶ岳のピークに３本、赤岩尾根と冷尾根の分岐に

各３本、白沢天狗尾根との分岐に３本、Ｆｉｘ箇所に３本、予備３本の合計１５本持っていった。Ｓ

ＰＯＴは今回の山行でも持って行った。ガスランタンに関して今回は持っていかなかった。理由とし

ては八ヶ岳でも冬山合宿でも使っておらず、必要性が感じなかったためである。ＬＥＤランタンに関

しては２月課題山行から新調したものを持って行った。また、装備表にピッケルをまとめる為のバン

ドを追加した。 

＜個人装備＞ 

冬山合宿で試験的に持って行ったテムレスはリーダーの判断の下で使用することとした。着替え等

は鹿島山荘にデポした。 
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食糧方針 

 

＜基本計画＞ 

基本計画として、行動日は学生１人１日５００ｇ、行動予備日は４５０gとした。また、成人の

平均摂取カロリーは 1 人１日約２４００kcal であるため足りない分はラード、バターやマヨネー

ズで補った。今回の山行では例年の合宿通り、一つのテントで全員の食当を行った。α米、フリー

ズドライされた肉、野菜を持っていった。 

＜各袋＞ 

２月課題山行の反省から調味料の種類、量を改めた。２月課題山行で使い切ってしまった基本調

味料である、コンソメや本だしなどは量を増やして持っていった。コンソメは顆粒タイプと比べて

どちらが便利かを調べるために試験的に固形のものを持っていき、容器がいらない為、今後も使用

する。前回合宿同様、各α米の袋にメニューに書いている調味料や棒ラーメンを同封した。α米の

袋はその日の晩、翌日の朝で一セットにしてまとめた。牛肉で焼いたものと茹でたものを作ったの

は、油分の量が味にどう影響するのかを調べるためであった。しかし、違いを検証する機会がなか

った。今回の山行では、カボチャなど単位当たりの重量が大きくて、使用できるメニューが限られ

る野菜を減らし、汎用性が高く単位当たりの重量の小さいミックスベジタブルを増やした。冬山合

宿では卵のフリーズドライが乾かず持っていけなかったため、今回はあらかじめ火を通したものを

フリーズドライにしてもらった。好評だったため今後も持っていく事とする。 

＜メニュー＞ 

冬山合宿の反省から、高野豆腐、チーズなど使わない食材が無いようにメニューに組み込んだ。し

かし、乾燥ワカメを一度も使わかった為今後はメニュー表に記載し使用を促す。例年だと朝食には海

鮮雑炊と鶏白湯を取り入れていたが、何方も味付けが同じなため味付けの違うおでん風鍋を取り入れ

た。 
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２０１８年度春⼭合宿装備表 

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～幕営用具～ 17,270

＜ＥＸＰ6人用テント①＞ 7,140 学生、ＯＢ用テント

本体 1 3,300 3,300

外張り 1 2,400 2,400

ポール 1 1,440 1,440 予備ポール3本

＜ＥＸＰ6人用テントペグ袋①＞ 1,470

ぺグ 30 25 750 プラペグ12本、竹18本

張り綱 3 50 150

テント箒 1 50 50

ガムテープ 1 150 150

缶メタ 1 320 320

ファイヤースターター 1 缶メタ着火用

テント拭き 1 50 50 結露取り用

＜ＥＸＰ6人用テント②＞ 7,140 学生テント

本体 1 3,300 3,300

外張り 1 2,400 2,400

ポール 1 1,440 1,440 予備ポール３本

＜ＥＸＰ6人用テントペグ袋②＞ 1,520

ぺグ 30 25 750 プラペグ12本、竹18本

張り綱 3 50 150

テント箒 1 50 50

ガムテープ 1 150 150

缶メタ 1 310 310

ファイヤースターター 2 30 60 缶メタ着火用
テント拭き 1 50 50 結露取り用

～炊事用具～ 15,500

コッフェルセット 1 2,300 2,300 大・中メンツ１２枚入り

コッフェル大 1 1,500 1,500 大　メンツ６枚入

メンツ 18 80 1,440 1人2枚　予備2枚

ラジウス 2 2,200 4,400 灯油満タン

鍋敷き 2 220 440 アルミ

水ポリ 4 195 780

テルモス 5 485 2,425 1ℓ

やかん 1 1,210 1,210 10ℓ　蓋はブキ袋

雪袋 2 90 180 雪取り用
＜ブキ袋＞ 825

ブキ 9 30 270 予備1本

やかんの蓋 1 80 80

ガスヘッド 1 200 200

菜ばし 1 40 40

しゃもじ 1 50 50 黒、プラ

おたま 1 55 55 黒、プラ
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品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

コッフェル掴み 1 50 50

こし布 1 50 50 洗濯ネットを切ったもの

じょうご 1 30 30 プラ

底拭き 1 50 50 セームタオル

～登攀用具～ 17,367

ザイル8.5m m ×50m 2 2,800 5,600 緊急用

雪上用ザイル 3 1,500 4,500 コンテ用　

Ｆｉｘロープ 3 1,900 5,700

＜スリング・登攀具袋＞ 745

テープ10㎜×600㎜ 5 45 225
カラビナ 10 30 300

ハーケン 2 70 140 内 軟鉄製とクロモリ製１本ずつ

アングル 1 80 80
＜捨て縄・Ｆｉｘバー袋＞ 822

捨て縄 6 65 390 7m m ×200ｃｍ

Ｆｉｘバー 12 36 432 竹製　約2.5×22ｃｍ

～燃料～ 5,420

灯油（５日分） 2 2,000 4,000 行動140cc予備20%

灯油（ハンパ） 1 1,040 1,040

ガスカートリッジ(小） 1 380 380 プレヒート用5日で1個　４５ｇ／日　ブキ袋の中

～その他～ 10,530

ツェルト 3 530 1,590 3人用

修理具箱 1 1,300 1,300 温度計、予備電池入り

薬品箱（大） 1 840 840

薬品（小） 1 290 290

ラジオ(天気図用紙入り） 1 340 340 天気図用紙１６枚入　予備電池1セット

ラジオ 1 190 190 予備電池1セット

デジタルカメラ 1 500 500 予備電池2個

トランシーバー 2 425 850 予備電池１セット入、もう1セットは修理具箱

ＬＥＤランタン 2 380 760 アルカリ以上の新品電池入り、電池3日で1セット

蛍光テープ 3 45 135 上級生、O B分

デポ袋 4 360 1,440 ナイロン製3つ　布製1つ
フラッグ 15 80 1,300

スノーソー 2 270 540 鞘付き

携帯電話（部） 1 240 240 非常時用

バンド 1 65 65 ピッケル用

ＳＰＯＴ 1 150 150 予備電池1セット(リチウムイオン電池)

合計総重量 66,087

下山総重量 60,667



 56 

２０１８年度春⼭合宿⾷糧表 

 

期間 日程 Ｂ Ｌ Ｄ 入山ＯＢ

1 3月18日 L1×7 D1×7 西出

2 3月19日 B1×7 L2×7 D2×8 高野　西出

3 3月20日 B2×8 L3×7 D3×7 高野　西出

4 3月21日 B3×7 L1×6 高野　

5 3月22日 B1×8 L2×7 M D×8 高野　西出

[基本計画]

砂糖１人１日40ｇ

ミルク１人１日10ｇ

全日程平均重量　　　１人１日493ｇ

全日程平均カロリー　１人１日1920ｋｃａｌ

行動日　　　　1人1日500ｇ  （Ｂ：140g　Ｌ：180g　Ｄ：180g）

行動予備日　1人1日450ｇ（B：140ｇ　L:180g　M ：130g）

行動予備日

ＡＣ～爺ヶ岳南峰～鹿島槍ヶ岳～ＡＣ

～下山

行程

入山　爺ヶ岳東尾根取り付き～１７６０ｍ(Ｃ１)

　～２４７０ｍ(ＡＣ)
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Ｂ１：海鮮雑炊 　 L1 Ｄ1：チゲ鍋

重量 重量 重量

ｇ ｇ当 計　 ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計

α米 110 3.9 425.7 フルグラ 100 3.3 330.0 α米 140 3.9 541.8

スープ素 5 3.4 17.2 グミ 40 4.0 160.0 スープ素 5 2.1 10.5

乾燥魚介類 8 6.7 53.8 サラミ 20 5.0 100.0 乾燥肉 8 6.7 53.8

乾燥野菜 2 4.9 9.9 アメ・チョコ 10 4.7 47.0 乾燥野菜 4 4.9 19.7

乾燥卵 5 6.7 33.7 砂糖 10 3.8 38.4 高野豆腐 3 5.2 15.6

砂糖 10 3.8 38.4 合　計 180 - 675.4 砂糖 20 3.8 76.8

計 140 - 578.6 合 計 180 - 718.3

Ｂ2：ラーメンライス L2 Ｄ2：カレー

重量 重量 重量

ｇ ｇ当 計　 ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計　

α米 70 3.9 275.1 バウムクーヘン 100 3.2 430.0 α米 140 3.9 541.8

棒ラーメン 40 2.0 80.0 煎餅 30 4.3 129.6 カレールー 10 5.3 52.7

スープ素 5 1.0 5.0 かりんとう 30 4.3 129.0 乾燥肉 4 6.7 26.9

乾燥野菜 8 4.9 39.4 アメ・チョコ 10 4.7 47.0 乾燥野菜 3 4.9 14.8

乾燥肉 7 6.7 47.1 砂糖 10 3.8 38.4 チーズ 3 3.5 10.5

砂糖 10 3.8 38.4 合　計 180 - 774.0 砂糖 20 3.8 76.8

計 140 - 485.1 計 180 - 723.5

L3 Ｄ3：シチュー

重量 重量 重量

ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計

α米 110 3.9 425.7 ドーナツ 100 4.4 440.0 α米 140 3.9 541.8

スープ素 5 2.4 11.8 芋けんぴ 40 5.1 204.0 シチュールー 10 5.3 52.7

乾燥肉 10 6.7 67.3 チーズ 20 3.4 68.0 乾燥肉 4 6.7 26.9

乾燥野菜 5 4.9 24.7 アメ・チョコ 10 4.7 47.0 乾燥野菜 3 4.9 14.8

砂糖 10 3.8 38.4 砂糖 10 3.8 38.4 チーズ 3 3.5 10.5

計 140 - 567.8 合　計 180 - 797.4 砂糖 20 3.8 76.8

合 計 180 - 723.5

ＭD：すいとん

重量

ｇ ｇ当 計

すいとん粉 100 3.4 340

スープ素 5 2.35 11.75

乾燥野菜 5 4.93 24.65

乾燥肉 10 6.73 67.3

砂糖 10 3.84 38.4

合計 130 - 482.1

カロリー

品目
　カロリー

　カロリー

カロリー

　カロリー

　カロリー

品目

品目

品目

　カロリー

品名

　カロリー
品名

カロリー

カロリー

品名

品名

品目

品目

Ｂ３：おでん風鍋
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１５．部員所感 

 

「あぁ、農大山岳部ね」 

４年 小島明 

 今年度、私は主将として活動していました。なかなかうまくいかないもので、あれが出来なかった、

あれすれば良かったと思うことはあります。しかし、昨年までは消えてしまいそうな山岳部の活気が

こんなにも戻ったことにうれしく感じます。夏までは部員が二人から十人と実に五倍です。そのため、

家テンが遂に復活し使えることに山岳部の復活を感じました。オールドスタイルで登る山登りは自分

たちの強さを示す証であり、意地でもあるのかもしれません。他の人が見たら驚くような伝統やスタ

イルも今となっては誇りに思います。 

 「より高く、より困難に」のスタイルである山岳部において途中で辞めてしまう部員がそこそこい

ます。厳しい合宿を乗り越えてその先にあるものはより厳しい合宿があります。山を越えた先にまた

山があるように精神をへし折られそうにもなります。まぁ、不平不満はあれど、合宿が終わって温泉

につかればケロっと忘れてしまう人の方が山岳部に向いているでしょう。いつも引き留めるばっかり

で寂しかったですが、その分残った仲間との絆は強まります。家族より一緒にいる時間が長く厳しい

環境で協力しあうのかもしれませんね。そして山岳部に残って活動してきた方々にあるのは優しさで

あると今、思います。厳しさの中に優しさがある。そう思うと私はまだまだ足りなかった。でも出来

る限りの事は後輩へ伝えました。心技体揃ってこそ農大山岳部です。後輩たちには農大の歴史ととも

に続いてきた山岳部を繋いで欲しいと思います。一年生の時の所感に自分なんてそうそう変わらない

と書きました。無我夢中で四年間やって来て、きっと変わっているでしょう。身近にいると成長に気

付かないようにいつも側にいる自分自身の成長に気付かないのは当然であり、そうであると思ってい

ます。いやそうありたい。 

 

所感 

２年 小菅悠人 

ふと気がついたけど「後悔」という言葉は実に理に適っていると思う。後で悔やむと書いて後悔。

書いて字の如く、後悔とはその時を過ごしている時には気が付かないものである。後になって、後ろ

を振り返って初めて気がついて悔いるものなのである。 

この一年間は実に難しい年であったと思う。１年の頃はただただ体力的にきついだけで、自分のこ

とだけを考えれば良かった（これはこれで、こんなに簡単な話ではないけど）。しかし、２年ではそ

ういうわけにはいかない。後輩のことや部のこと、合宿の計画の作成にも携わるようになり、様々な

ことを考えなくてはいけなくなった。考えるのにあまり慣れていない僕の頭は当然フリーズする。結

果、目の前にある合宿をこなすのにいっぱいいっぱいになってしまい、合宿の体系がはっきりせず、

グダグダとただ山行をこなしているような時期もあったし、冬山、春山も例年に比べて非常に短いも

のとなってしまった。今のメンバー構成や実力、部の体制の変化などからある程度は仕方のない事で
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あったとは思うが、僕がもう少し要領が良かったらもう少し様々なことが円滑に進んだことだろう

（１年生のみんな、ごめんね）。そんなわけで、僕たちは歴代の山岳部と比べて、山に入っている日

数が圧倒的に少ないし、その分、実力も劣っている。そういったところに、引け目を感じるというか、

どこか、これでいいのかと感じることがあった。その反面、自分は本当にきつい事や面倒な事から逃

げずに、一切の妥協をしなかったのかと問われると疑問に残るところがある。もっと頑張れたのでは

ないかと。 

２０１８年度を振り返ると実に多くの後悔がある。だが、この不完全燃焼的な一年がただ無駄にな

ってしまうのか、それとも次年度に繋がる一年だったと思えるのかはこれからの活動で分かることだ。

幸い、僕の山岳部での活動はまだ後二年ある。この一年を生かすか殺すかは自分次第である。妥協せ

ず、全力でやろう。山岳部を卒業するときに四年間を振り返って、後悔がないように。 

 

宝くじ当たらないかな、買ってないけど。 

１年 鎌田諒 

新人歓迎合宿の帰り道、農大通りから続く閑静な住宅街のその先、「東京農業大学」の看板が掲げ

られた丁字路を見て齊藤は「ニセ巻機だァ」と情けない声をあげた。目的地は既に見えているのに、

回り道をしなければたどり着けない。ついでに荷物が重い。そんな心情を表現した一言であった。当

初は拍子抜けて思わず「何だお前」と口走ってしまったが、気が付けば合宿の帰りにあの丁字路を通

る度に(心の中で)「ニセ巻機」と呼んでいた。数多くの農大生が通るであろうあの道を「ニセ巻機」

と呼べるのは、同じ山を登った仲間である証のように感じられてなんだか気に入ってしまったのだっ

た。初めての岩登りは訳あって井上さん(監督の方)と小菅さんの３人で行った。金曜日の三つ峠は貸

切状態で、消防式の登攀訓練？はとても濃密な時間に感じられた。「ここに足をのせるんだよ」とア

ドバイスされても中々理解出来ず、「今まさに落ちそうだ！」という恐怖が私を支配していた。緊張

しっぱなしであったためか、夕飯のカレーライスを作っている途中に何度も手がつってしまった。体

力強化山行では一人当たりの重量が足りなかったので、水を入れたペットボトルを何本も担いで重さ

を稼いだ。私の足は動かなくなり、土砂降りの雲取山で何度も立ち止まってしまった。膝をついてし

まいたいと葛藤しながら、目の前にいる才木が黙々と進む姿を見て「他者と比べてしまう」という心

の本質を辿っていた。そして「なんであいつが前にいるんだ」という競争心が私を苦しめていたこと

に気が付いた。私は黙って才木の後ろに続いた。この山行はしばらくの間「一番きつかった山行」と

して記憶され続けることとなる。それに比べて鳳凰三山では荷物の重さを気にせず、山歩きを楽みな

がら上手い体の使い方を探っていた。比較的周りを見る余裕もあり、景色を見て元気が湧いてくるの

を感じた。では夏山はどうだったかというと実はあまり覚えておらず、縦走中の風景と共に脳内再生

されていた音楽が蘇る程度である。こんなことを書くと自分でもなんだか適当な人間に見えてしまう

が、山での生活が日常化して物足りなさを感じる自分がいたことは確かである。 

長々と無雪期の山行について書いてきたが、積雪期に突入してからは新しい装備が必要となり、山

行スタイルも大きく変化した。プラ靴は少し重いが、アイゼンと組み合わせればクラスト斜面も何の
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その。雨具にスパッツ、毛手、オーバー手の三拍子を加えてあら無敵。寝るときは分厚いダウンを身

にまとい、たらこのようなシュラフに入るととても暖かい。ラッセルで思うように足場が決まらず顔

から雪に埋もれてみたり、間違えて藪に足を取られたりと大変なこともあるが、痛くないのでまたや

りたくなる。さすがにテント内で凍った結露が強風によって顔に当たってきたときは「誰かがテント

のチャックを開けっ放しにしたのか⁉」と焦ったが、チャックはちゃんと閉まっていたし新しい発見

なので良しとする。それだけじゃない。夜中トイレに行けば満天の星空と月明かりに照らされた稜線

の印影を独り占めできるし、行動後のミルクティーは冬の方が美味いに決まってる。出発前のテント

内は「急げ早く出ろ」とピリピリしているが、私は装備がしっかりと一体になり、無敵になっていく

過程に胸を躍らせていた。急に登ってきた山の話から脱線して何が言いたいかって、また雪山に登り

たいから来年も頑張るということだ。 

 

通学がだるい 

1 年 河野宝 

私は埼玉県の鴻巣市の実家から通っている。実家から３Km 以上離れた鴻巣駅から湘南新宿線に乗り

1時間かけて新宿へ。小田急線の急行に乗り換え１５分後に経堂駅、１５分歩いてやっと農大に到着

する。どんなに速い電車に乗っても１時間５０分も通学にかかってしまうのだ。また、部活終わりが

夜１０時になると家に着く間に日をまたいでいる時だって珍しくない。また、部員内で帰路が同じな

のは経堂駅までであり、そこからは一人で帰るのが当たり前である。入部当初は浦和まで一緒だった

同期の菅原がいたが、夏合宿を終えた後、部活を辞めてしまった。帰りの新宿の帰宅ラッシュの苦し

みを分かち合える友がいなくなってしまったのだった。また、後期は前期以上に忙しく帰りが遅くな

ることが度々あった。新宿、高田馬場が定期券内ということもあってか、帰りに装備の買い物を頼ま

れた事だってあった。来年度の 1 年に埼玉、新宿方面から通う者がいてほしいと心から願っている。 

 

山岳部の一年間 

１年 齊藤孝太郎 

 私自身二浪を経験しやっと大学デビューを果たした。これから夢に描いたメルヘンチックなキャン

パスライフを送るのだろうと思っていた。色々なことに挑戦しようと決めて農大山岳部に入部した。

新歓合宿は鮮明に今でも記憶に残っている。気づいたら異臭漂う１２０リットルザックを背負ってい

た。それを背負って巻機山に向かうのだ。カルチャーショックであった。それ以上にショックだった

のが自分の体だった。６２ｋｇから受験で７５ｋｇまで太った。それにも関わらず「高校の時、山岳

部だからいけるっしょ」という慢心で鍛錬もせず山岳部の合宿に臨んでしまったのだ。もちろんつい

ていけず、隊から遅れヘトヘトで登っていた。周りが６合目にいるのに私だけ４合目辺りにいた。や

っとの思いで休憩している隊に追いついたと思えば、もう出発するらしい。サラミを１つ食べ、水を

飲み、登った。何とか頂上に登った。そして駆け下りでＢＣに戻った。岩登り合宿でも岩場の取りつ

きに着いた時には岩に登る体力が残っていなかった。体力回復のためレーションを食べていると「食
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いすぎだ」と言われ、ずっと岩にへばりついていた。「なんなんだこの部活は？」と１００回ぐらい

思ったかもしれない。その後もなんとか、夏山、冬山を越えて今に至っている。大学を入りたての頃

は先程も述べたがメルヘンチックなキャンパスライフを送ることを決意した。しかしメルヘンを求め

すぎたせいか、２月は北八ヶ岳のメルヘン街道を４０キロ背負って歩く計画を立てていた。その頃に

は体重は１０キロ痩せ、そして筋肉で太り始めていた。 近このまま自分はどこを目指しているのだ

ろうかと思うことがある。頑張れば何とかなるのではないかと思っている。 後に書店で読んで共感

した松下幸之助の文を添えて終わろうと思う。自分には自分に与えられた道がある。 

天与の尊い道がある。 

        どんな道かは知らないが、他の人には歩めない。 

      自分だけしか歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道。 

広いときもある。 

狭いときもある。 

のぼりもあれば、くだりもある。 

坦々としたときもあれば、 

かきわけかきわけ汗するときもある。 

この道が果たしてよいのか悪いのか、思案にあまるときもあろう。 

なぐさめを求めたくなるときもあろう。 

しかし、所詮はこの道しかないのではないか。 

あきらめろと言うのではない。 

いま立っているこの道、 

いま歩んでいるこの道、 

とにかくこの道を休まず歩むことである。 

自分だけしか歩めない大事な道ではないか。 

自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。 

他人の道に心を奪われ、 

思案にくれて立ちすくんでいても、 

道は少しもひらけない。 

道をひらくためには、 

まず歩まねばならぬ。 

心を定め、懸命に歩まねばならぬ。 

それがたとえ遠い道のように思えても、 

休まず歩む姿からは 

必ず新たな道がひらけてくる。 

深い喜びも生まれてくる。 
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理解され難きもの 

  １年 鈴木真太朗 

  山岳部一年間続けて友人や、親戚または家族からすごいねとか頑張っているんだねと言われるこ

とが多いのだが羨望の眼差しで見られたことは一度もない。高校山岳部の同期たちは登山をやめて

（中には山小屋サークルなるものに所属する者はいるが…）新しい趣味を見つけているようである。

農大山岳部で過ごした一年間は振り返ると、充実していたものの他人にお勧めするような気軽さは兼

ね備えていない。もちろん、冬山合宿や春山合宿の山頂アタック後の景色や夏山縦走中に見える美し

い山脈など感動するものは多い。しかし、新人勧誘期間はとても複雑であった。自分の感覚として隣

のテニスサークルと並んで勧誘するようなことは如何なものかと思ってしまった。されど、そのよう

な理解され難き姿に魅了され入部してしまった自分もいる。そのような魅力が原動力となり、この先

も未熟な自分や多くの人を奮い立たせてくれるのだと思う。 

 

所感 

１年 丸山瑞貴 

山岳部に入って、山登りの仕方は沢山あるということを知った。今までは登山道を歩いて頂上へと

いう概念ばかり頭にあった。しかし、岩を登って頂上へ、雪渓を登って頂上へ、沢を登って頂上へと

色々な方法で今年は頂上まで行けた。…………私はそこに魅力を感じている。 

もう一つ知ったことがある。それは事務作業の多さだ。…………私はそこに魅力は全く感じない。

準備あってこその安全な山行というのはとてもよく分かるが、作業している時間をあわせたら余裕で

山に行けたなということを結構思った。なんとかしたい。 

話は変わるが、私が大学山岳部を初めて見たのは、７年前の夏、雷鳥沢でだった。異様なザックの

大きさで、全員が重さに耐えかねて下を向いていた。晴れた、気持ちの良い立山であったのだが、そ

のパーティの部分だけは遠くからでも分かるほどの異様な雰囲気で、まるでうなだれた捕虜だった。

私はそのときに、「絶対に、大学山岳部には入りたくない。何であんなことをするのだろうか。」と思

った。 

しかし、私は大学山岳部に入ってしまったし、一年間続けてしまった。冬の初めにになってふと「そ

ういえば昔大学山岳部を見たことがある。」と思い出した。人間、どうなるか分からないものだなと

思った。 

来年は､今年以上に山行日数を増やしたい。経験を積んで、仲間と色々なところに行ってみたい。 


