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はじめに 

 

 今年度は４年生の代が空いているため、３年生が最上級生として部活動の指揮を執らな

ければなりませんでした。その上、夏には山岳部創部９０周年記念事業の海外遠征があり、

上級生３名が参加したことにより１年生は規模を縮小した夏山合宿をすることになりまし

た。また普段の合宿も悪天候に見舞われることが多く、計画を遂行し切れないことも多々

ありました。このように今年度の活動自体を省みると、決して納得がいくような成果を上

げられていないと感じます。それは上級生として力不足を感じるところであり、１年生か

らしてみれば、例年よりも少ないカリキュラムの中で年度目標を達成し、来年度を迎える

ことになり、負担が大きいものだったと思います。ですがそのような状況でも入部した３

名の新人全員が３月の春山合宿まで続け、誰一人欠けることなく１年間を終えることがで

きました。ぜひこの新人には山岳部、山岳会の中枢を担えるような大きな人物に成長して

もらいたいと思います。 

現在、部員のレベルは非常にバラつきがある状態です。そこをいかにまとめ、隊全体の

レベルを上げることができるかは来年度の課題として残ってしまいましたが、山に対する

向上心はしっかりしているこの部員たちならば、課題の克服とレベルの向上は決して不可

能なことではないと思います。この経験を胸に来年度の活動に尽力していきたいと思いま

す。 

日頃よりご指導ご鞭撻を頂いているＯＢ、ＯＧの皆様に感謝の意を込め、２０１４年度

の活動記録をＮＡＶ報告としてご報告致します。 

 

主将 小野寺央峻 
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１．新人歓迎合宿 

 

期 間：２０１４年５月１日～５月３日 

 

場 所：上越 巻機山 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

３年 岩附正樹 

２年 大山洋平 

１年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃  

ＯＢ 豊島義明 村田岳 廣瀬健太 長久保浩司 吉田裕一 

安済共 西出広平 淀川裕司 

 

行動概要：５月１日 離京 入山 清水バス停～巻機山麓キャンプ場（ＢＣ） 

２日 ＢＣ～雪上訓練～巻機山頂上～ＢＣ 

３日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 下山 

 

５月１日 雨 

 清水バス停（１３：４０）～巻機山麓キャンプ場（ＢＣ）（１４：１０） 

 六日町駅で西出ＯＢと合流する。雨が降り出したため、雨具を着てバスに乗る。清水バ

ス停に到着するときには雨は一段と強くなっていた。体操後、すぐに歩き始める。声を掛

け合いながら傾斜の緩い舗装された道路を歩き、残雪のある道を抜け、橋を渡ると巻機山

麓キャンプ場に到着する。すぐに剣スコップ、ピッケルを使って雪を整地し、ＢＣを設営

する。短い行動であったが、１年生は初めての合宿でなれない荷物のため付いていくのが

精一杯であった。 

 

５月２日 雨のち曇 ６℃ 

ＢＣ（７：０５）～六合目付近（８：３５）～前巻機山（１１：３５） 

～巻機山頂上（１２：００）～ＢＣ（１４：１０） 

 昨日から雨が降り続いており雨具を着て出発する。桜坂駐車場を抜け、井戸尾根コース

に入る。三合目から夏道に入るが雨の影響でぬかるみがあり、靴を濡らさないように進む。

ここで雨は止んだが太陽は顔を出さない。井戸の壁の急坂に苦労しつつも上級生に付いて

いく。六合目付近の急傾斜で雪上歩行訓練と滑落停止訓練をした。慣れない雪上歩行に戸

惑いながらも、上級生の指導の下しっかり行った。雪上訓練後、頂上を目指して出発する。

六合目の急坂を登り切ると、緩やかな坂が続く。雪渓の切れ目から夏道に入り、足を取ら



~ 3 ~ 
 

れないよう気を付けながら前巻機山へ登った。休憩後、巻機山とのコルを経て巻機山頂上

まで行く。頂上で記念写真を撮りすぐに六合目まで駆け下る。再び六合目の急坂にて雪上

訓練をし、終了後ＢＣまで駆け下った。 

 

５月３日 晴 ３℃ 

 ＢＣ（７：１５）～六合目付近（８：５０）～前巻機山手前急斜面（１０：４０） 

～ＢＣ（１３：１５） 

 昨日とは打って変わって朝からよく晴れているが気温は低い。六合目付近まで進み、雪

上歩行訓練と滑落停止訓練を行う。ここから前巻機山手前の急斜面まで登る。六合目付近

より急な斜面で再び雪上歩行訓練をする。日差しが強く眺望もとても良かった。その後六

合目付近まで一気に駆け下り、滑落停止訓練をする。終了後、井戸の壁の急坂までは危険

なため全員で下り、そこからＢＣまで全力で下る。全員が帰幕した後、整理体操をして新

人歓迎合宿を終了する。 

 

 

 

 

 

 

左から 小野寺 岩附 大山 淀川（ＯＢ） 西出（ＯＢ） 

関根 井上 中村 
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２．岩登り合宿 

 

期 間：２０１４年５月１６日～５月１８日 

 

場 所：御坂 三ツ峠 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

３年 岩附正樹 

２年 大山洋平 

１年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃 

ＯＢ 村田岳 小和田和貞 西出広平 淀川裕司 渡邊葉月 

 

行動概要：５月１６日 入山 三つ峠駅～達磨石～屏風岩付近（ＢＣ） 

～屏風岩登攀～ＢＣ 

１７日 ＢＣ～屏風岩登攀～三ツ峠山頂～ＢＣ 

１８日 ＢＣ～屏風岩登攀～三ツ峠グリーンセンター 下山 

 

５月１６日 晴 

 三つ峠駅（７：３０）～達磨石（８：２５）～馬返し（９：３５） 

～屏風岩付近（ＢＣ）（１０：５０）～屏風岩（１１：３０）～ＢＣ（１７：４５） 

 晴れて気温が高い中、三つ峠駅を出発する。舗装された道をしばらく行くとやがて本格

的な登山道になる。達磨石で休憩を取り、大曲りの辺りで西出ＯＢ、淀川ＯＢと合流した。

途中から富士山の眺望がとても良い。馬返しの急坂を登り切り、程なくして八十八大師に

到着する。そこからトラバース道を進み、屏風岩付近にＢＣを設営する。荷物を整理し、

すぐに屏風岩へ登攀に向かう。１年生はザイルの結び方、ビレイの仕方などを改めて確認

し、一般ルートを登り込む。最後にハーケン、アングル、カムデバイス、ナッツの使い方

と回収方法の講習をして、ＢＣに帰幕した。 

 

５月１７日 晴 ７℃ 

 ＢＣ（６：５０）～登攀開始（７：０５）～ＢＣ（１２：００）～屏風岩（１３：２０） 

～ＢＣ（１７：３０） 

出発前に渡邊ＯＧが入山される。屏風岩に着くと複数のパーティが登攀していた。小野寺

＝井上＝渡邊ＯＧ、岩附＝関根＝西出ＯＢ、大山＝中村＝淀川ＯＢの各パーティに分かれて

それぞれ登攀を始める。登攀開始直後、村田監督が入山された。各パーティが一般ルートを

登った後、小野寺パーティと岩附パーティはリーダーピッチ、草溝ルート、地蔵ルート左を
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登攀する。大山パーティはトップロープで一般ルートを登り込む。昼食後、小野寺パーティ

は地蔵ルート左からＮＯ．１０．５クラック、Ⅱ～Ⅲ級の岩場を登り天狗の踊り場を目指す。

岩附パーティはリーダーピッチ、Ｔ字クラックを登り、そこから小野寺パーティと同様にⅡ

～Ⅲ級の岩場を行く。第一バンドから上は非常に混み合っていたため、登攀に時間が掛かっ

た。大山パーティはサンドイッチから第二バンドまで行く。１７時頃に渡邊ＯＧが下山され

た。登攀者が多く落石も多かったため、周りに気を配りながら登攀を行った。最後は懸垂下

降して取り付きまで戻り、ＢＣに帰幕した。西出ＯＢ、淀川ＯＢは１８時頃に下山された。 

  

５月１８日 晴 ８℃ 

 ＢＣ（７：２０）～登攀開始（７：３０）～ＢＣ（１２：３０）～達磨石（１４：３０）

～三ツ峠グリーンセンター（１５：１０） 

早朝、小和田ＯＢが入山される。ＢＣを出発し、すぐ屏風岩に到着する。既に４、５パ

ーティが取り付いていた。小野寺＝関根、岩附＝中村、大山＝井上＝小和田ＯＢの各パー

ティに分かれ、一般ルート右、左、中央、リーダーピッチを登り込む。１年生は合宿３日

目ということもあり、落ち着いて登ることができた。１０時半頃に全員集合し、中央カン

テ下部にて講習会を行う。Ｆｉｘ通過、肩がらみ懸垂の訓練をする。初めての肩がらみ懸

垂は首や太ももの裏が痛くとても辛かった。講習会終了後、ＢＣに帰幕する。ここで村田

監督、小和田ＯＢが下山された。ＢＣを撤収し下山に移る。八十八大師までは慎重に通過

し、そこから達磨石まで一気に駆け下る。九十九折りの山道に苦労しながら全力で下った。

達磨石で休憩を取り、三ツ峠グリーンセンターまで再び駆け下った。三ツ峠グリーンセン

ターで整理体操を行い、岩登り合宿を終了した。 

 

左から 井上 小野寺 岩附 関根 渡邊（ＯＧ）
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３．六月合宿 

 

期間：２０１４年６月６日～６月１１日 

 

場所：北アルプス 涸沢 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

３年 岩附正樹 

２年 大山洋平  

１年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃 

ＯＢ 西出広平 淀川裕司  

 

行動概要：６月 ６日 入山 上高地～明神～徳沢～横尾～本谷橋～涸沢（ＢＣ） 

７日 ＢＣ～雪上訓練～Ⅴ・Ⅵのコル～ＢＣ 

８日 ＢＣ～北穂高岳東稜～北穂高岳～涸沢岳～白出のコル～ＢＣ 

        ９日 ＢＣ～前穂高岳北尾根～前穂高岳～奥穂高岳～白出のコル～ＢＣ 

       １０日 ＢＣ～雪上訓練～白出のコル～ＢＣ 

       １１日 涸沢～本谷橋～横尾～徳沢～明神 下山 

 

６月６日 雨のち曇 

上高地（７：２０）～明神（７：５５）～徳沢（８：５０）～横尾（１０：００） 

～本谷橋（１１：４５）～涸沢（ＢＣ）（１４：４０） 

新島々バスターミナルから始発のバスに乗り上高地へ向かう。上高地に到着した際、雨が

降っていたため雨具を着て出発する。４０分程で明神に到着し、着替えなどをデポしてすぐ

に徳沢へ向かう。徳沢に着く手前で雨が止んだ。アップダウンの少ない林道が続いていたが、

横尾から先は緩やかな登りとなり道幅も狭くなる。本谷橋までに１箇所残雪がある道をトラ

バースする。橋を渡ると雪渓が現れるようになり、道も急坂となる。１年生は重荷での雪上

歩行に苦労しており、危険箇所は上級生が下に付き慎重に通過させる。涸沢ヒュッテまでの

最後の雪渓を全力で登り、テント場に到着後すぐにＢＣを設営した。 

 

６月７日 曇のち雨 ４℃ 

ＢＣ（６：００）～雪上訓練開始（６：２０） 

～Ⅴ・Ⅵのコル（１０：４０）～ＢＣ（１１：５０） 

 ＢＣからⅤ・Ⅵのコルへ続く雪渓を登る。安定した位置にザックを置き、近くの急斜面に

て雪上訓練をする。最初に直登、直降、斜登、斜降のフォームを確認し、上級生と１年生で

二人一組となって雪上歩行訓練を始める。足をしっかり雪に蹴り込むことに注意しながら訓
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練に取り組む。続いて雨具を着て滑落停止訓練を行う。ピッケルのブレードを鎖骨の下から

離さないことを意識し、完全に止まれるようになるまで何度も練習をする。休憩を挟み、登

攀具を装着してスタカット、コンティニュアスの訓練に移る。相手が滑落する衝撃に耐えら

れず一緒に引きずられてしまうことが何度かあったが、危険な場面を想定して訓練に取り組

むようにした。訓練終了後、大山が足の痛みを訴えたため、明日以降の行動を考慮しＢＣに

帰幕させる。他の者は偵察を兼ねてⅤ・Ⅵのコルまで全力で登る。コルにて休憩後、一気に

ＢＣまで駆け下る。夜中に激しい雨が降り始めた。 

 

６月８日 曇のち雨 ３℃ 

 ＢＣ（５：５０）～北穂沢カール（６：５０）～東稜の最低コル（７：３０） 

～ゴジラの背（８：２０）～東稜のコル（１１：００）～北穂高岳（１２：００） 

～最低コル（１４：０５）～涸沢岳（１５：１０）～白出のコル（１５：３０） 

～ＢＣ（１５：５５） 

 激しく降り続いていた雨は止み、予定通りに出発することができた。雪渓はそれほど硬く

なく登りやすい。北穂沢カール手前の急斜面では上級生が１年生の下に付いて登る。北穂沢

カールから東稜の最低コルまでも同じように雪渓を詰めていく。東稜の最低コルからは横尾

谷側へ回り込み、岩稜を巻くように斜面をトラバースする。所々にシュルンドが開いている

ため注意して進む。稜上は例年よりも非常に雪が多く、途中の急斜面では４５ｍＦｉｘを張

って慎重に通過する。Ｆｉｘ終了点から直登しリッジに上がる。ゴジラの背の取り付き手前

にナイフリッジがあり、１０ｍＦｉｘを張る。ゴジラの背は大山が先行しＦｉｘを張る。中

間支点はピナクル、ハイマツ、残置ハーケンなどで豊富に取ることができ、終了点はハイマ

ツで取った。しかしロープの流れを十分に意識できていなかったため時間が掛かってしまっ

た。懸垂支点までのリッジも雪が多かったため、涸沢側に２５ｍＦｉｘを張って通過する。

東稜のコルへは大岩に捨て縄を４ｍ使って支点を作り、５ｍ懸垂下降する。例年山肌が見え

ている東稜のコルも雪に覆われており、上部の残雪の多さが窺えた。東稜のコルにて西出Ｏ

Ｂと合流した。北穂高岳へは急傾斜の雪稜と岩稜を登る。北穂高小屋の下のガレ場を登り、

ハシゴ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

み涸沢岳を目指す。松濤岩付近で北穂沢カールへ大きく切れ落ちた雪面が出てきたため、上

級生が１年生の下に付きしっかりと通過する。南稜から直接南峰へ登り夏道に合流する。

所々夏道が雪に埋もれているため、ルートを見失わないように注意して進み、程なくして最

低コルへ到着する。ここで雨が降り始めたため雨具を着る。涸沢槍へのクサリ場とハシゴ場

が入り混じる急登を登り切ると涸沢岳に辿り着く。ガレた急坂を下り白出のコルへ到着する。

そこから一気にＢＣまで駆け下る。ＢＣ到着後、連日の雨で雪が融けていたためテントを張

り直した。 
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６月９日 晴 １℃ 

＊前穂高北尾根  

岩附（３）＝井上（１）＝関根（１） 大山（２）＝淀川（ＯＢ）  

小野寺（３）＝中村（１）＝西出（ＯＢ) 

ＢＣ（５：０５）～Ⅴ・Ⅵのコル（５：５５）～Ⅲ峰取り付き（８：３０） 

～Ⅲ峰頂上（１０：１５）～前穂高岳（１１：５５）～吊尾根最低コル（１３：１５） 

～奥穂高岳（１４：４０）～白出のコル（１５：３５）～ＢＣ（１５：５５） 

 昨晩から降っていた雨は明け方には止み、ガスの掛かる中をⅤ・Ⅵのコルへと出発する。

雪渓はあまり硬くなく順調に登りコルに着く。ここでスパッツ、オーバー手袋を外し、登攀

具を着け、大山の先行でⅤ峰へ向かう。Ⅴ峰へは忠実にリッジを登るが、岩は少し湿ってい

るため登りづらく、またハイマツの水滴で衣服が濡れて冷たい。Ⅴ峰頂上には残雪があった。

程なくして Ⅳ・Ⅴのコルへ到着する。この頃から天候が回復し、晴れ間が見えるようにな

った。Ⅳ峰へは稜上を忠実に登り、上部の岩峰に突き当たった所で奥又白側に巻く。ここは

少し身を乗り出すため緊張した。易しいガレ場から再び稜上へ戻り、すぐにⅣ峰頂上に到着

する。Ⅲ・Ⅳのコルへはザレ場を明瞭な踏み跡を辿り下って行く。Ⅲ・Ⅳのコルから少し上

がり、残置スリングが掛かっている支点で自己確保を取って各パーティに分かれ登攀を開始

する。岩附パーティが先行し、後続に大山パーティ、小野寺パーティの順で登攀した。 

 

１ピッチ目 大岩を一段乗越し、幅の広い凹角を越えた所から奥又白側を２５ｍトラバース

気味に登る。支点は豊富にあるがトラバースのため、ザイルの流れを意識して

登る。岩壁からガレ場を少し登った所にある狭いテラスで支点を取る。 

２ピッチ目 涸沢側に一段上がり凹角を登る。顕著なチョックストーンの手前で奥又白側に

ある大岩を乗越し、簡単な岩場を１０ｍ登る。凹角は湿っており、登りづらか

った。登り切った所にある凹角手前の支点でピッチを切る。 

３ピッチ目 凹角を５ｍ登り、浮石の多い緩やかな稜上を４５ｍ登る。凹角手前の残置ハー

ケンとピナクルで支点を取る。凹角には雪が途中まで詰まっていた。 

４ピッチ目 幅の広い緩傾斜の凹角を登るが、雪が脆いため足を取られた。登り切った所で

奥又白側にある大岩を乗越し、Ⅲ峰頂上へ到着する。ピナクルで支点を取って

２０ｍでピッチを切る。ここで登攀を終了する。 

Ⅱ峰頂上へは涸沢側を巻くように進む。小野寺パーティが最終ピッチを登っている最中に

雨が降り始めた。Ⅱ峰頂上のピナクルで懸垂支点を取り、５ｍ懸垂下降する。Ⅰ・Ⅱのコル

で岩附が回収のために残り、後続の中村、西出ＯＢ以外は前穂高岳に向け先行した。前穂高

岳頂上は昨年よりも雪が多い。後続を待つ間、雨を凌ぐためツェルトを使用する。 

前穂高岳からは奥穂高岳へ向かう。まず紀美子平へ向かう夏道を行き、途中からガレ場を

トラバースし吊尾根に向かう。吊尾根には例年より多くの残雪があり、崩れやすい雪質と浮

き石のため慎重に行動する。程なくして吊尾根の夏道に合流し、最低コルにて休憩を取る。

１年生はまだまだ元気いっぱいである。奥穂高岳頂上を目指し、夏道を登っていく。頂上で
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記念写真を撮り、すぐに白出のコルへと下る。クサリ場の手前に急な雪渓が現れたため、大

山が先行してＦｉｘを張る。支点はスノーバーと滑落防止用ネットの支柱で取る。雪が締ま

っておらずスノーバーで取った支点が弱かったため、小野寺がスタンディングアックスビレ

イをする。白出のコルに到着後、スパッツ、オーバー手袋、ピッケルを装着してＢＣまで一

気に駆け下った。 

 

６月１０日 晴のち曇 ３℃ 

ＢＣ（６：０５）～白出のコル下部（７：００）～白出のコル（１１：２５） 

～ＢＣ（１２：４５） 

ＢＣを出発し、白出のコル下部にて雪上歩行訓練、滑落停止訓練をする。これまでよりも

傾斜が急なため、滑落停止を上手く決めることができなかった。訓練終了後、小野寺＝中村、

岩附＝井上、大山＝関根の各パーティに分かれて、スタカット、コンティニュアスをしなが

ら白出のコルへ向かう。白出のコル到着後、ＢＣまで一気に駆け下る。帰幕後に西出ＯＢ、

淀川ＯＢが下山された。１５時頃より雨が降り始め、明日の下山に不安を抱きながらも就寝

した。 

 

６月１１日 曇のち雨 １０℃ 

 涸沢（６：４０）～本谷橋（８：００）～横尾（９：２５）～徳沢（１０：２０） 

～明神（１０：５０） 

 夜通し降っていた雨は朝には止んでいたが、今にも降り出しそうな天気である。雨が降る

前にＢＣを撤収して下山を開始する。涸沢の雪渓を下り、途中の疎林帯からトラバース気味

に進んで夏道に合流する。登山道は連日の雨で濡れて滑りやすくなっているが、１年生は転

びそうになりながらも必死に付いてくる。本谷橋に着いた辺りで雨が降り始める。今合宿中

に１日くらい雨が降らない日があるかと期待していたが、その期待は見事に裏切られた。気

を取り直して一気に明神まで向かう。横尾、徳沢で休憩を挟みつつ全力で進む。全員が明神

に着いたところで整理体操を行い、六月合宿を終了した。 

 

ゴジラの背のＦｉｘ 

右から 大山 中村 岩附 
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４．夏山合宿 

 

期間：２０１４年８月６日～８月１４日 

 

場所：北アルプス 室堂～上高地 縦走 

 

参加メンバー：ＣＬ 小林新平 

１年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃 

              ＯＢ 中洞拓人 

       ＊３年、２年はムスターグアタへの遠征参加のため不参加 

 

行動概要：８月 ６日 離京 新宿 第二佐山ビル４Ｆ高速バス待合所 ２３時２０分発 

７日 電鉄富山駅～立山駅～美女平～室堂 

入山 室堂～五色ヶ原キャンプ場  

８日 ～スゴ乗越小屋 

           ９日 ～薬師峠キャンプ場 
１０日 停滞 

          １１日 ～黒部五郎キャンプ場 
１２日 ～双六キャンプ場 

          １３日 ～槍沢ババ平 

          １４日 ～明神 下山 

 

８月７日 曇のち晴 

室堂（９：１０）～龍王岳（１０：３０）～獅子岳（１２：００） 

～五色ヶ原キャンプ場（１４：１０） 

夜行バスで富山に入り、そこから電車とケーブルカー、バスを乗り継いで室堂に着く。肌

寒い空気の中、室堂を出発する。モルタルの道を標識に従って少し進むと、浄土山への登り

となる。この頃から周りにガスが掛かり景色はほとんど見えない。龍王岳を過ぎた辺りで雨

がぱらつくがすぐに止み、ガスも晴れて日が差してくる。龍王岳と鬼岳の間のコルで中洞Ｏ

Ｂと合流した。途中小さな雪渓を通過して獅子岳に着くと、五色ヶ原キャンプ場が見えたの

で気合が入る。ザラ峠まで下った後、少し登り返して木道を進むと五色ヶ原キャンプ場に到

着した。夕方には槍ヶ岳の穂先まで見えたが、夜には再び雲が出始めた。以降１２日の夕方

まで太陽を見ることができなくなるとは誰も予想しなかった。 

 

８月８日 雨 １４℃ 

五色ヶ原キャンプ場（６：２０）～鳶山（７：２０）～越中沢岳（９：２０） 

～スゴ乗越小屋（１２：４５） 

曇っていて今にも雨が降り出しそうな中、出発する。鳶山に着いた頃に雨が降り出す。越
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中沢岳乗越まで下り、越中沢岳まで緩やかな登りが続く。雨は降ったり止んだりを繰り返し

ていたが、多少は周りの山々を見渡すことができた。越中沢岳からは急坂を慎重に下る。こ

の辺りで少し風が出てきた。休憩時、冷え切った鮭弁当を食べてエネルギーを補給した。ス

ゴノ頭まで登り、そこからスゴ乗越までは大きな岩がゴツゴツした道を下り、樹林帯の道を

登るとスゴ乗越小屋に到着した。テント場がぬかるんでいたので設営に苦労した。 

 

 

越中沢岳頂上にて  左から 中村 関根 井上 

 

８月９日 雨 １０℃ 

スゴ乗越小屋（６：３０）～間山（８：００）～薬師岳（１０：３０） 

～薬師峠キャンプ場（１２：３０） 

 早朝、スゴ乗越小屋で中洞ＯＢが下山される。朝から雨が降り続き、予報では明日台風１

２号が直撃するため、急いで薬師峠を目指す。スゴ乗越小屋から間山まで急登となる。急登

を過ぎガレた稜線を進む。雨が続き滑りやすくなっているので足元に気を付けながら岩稜帯

を進み、北薬師岳の登りを過ぎる。薬師岳への急登を登り切り、山頂で急いで写真を撮って

下り始める。ここから緩やかな九十九折りのザレ場を下る。体が揺すられる程の強風が吹き、

横殴りの雨となる。とても寒く薬師岳山荘横の風が当たらない場所で休憩を取る。暖かそう

な薬師岳山荘に入る一般登山客を横目に見ながら、薬師峠へ向かう。薬師平の平坦な道を過

ぎ、沢沿いの急なガレ場をしばらく下ると薬師峠キャンプ場に到着する。台風を通過に備え

風の当たらない場所を探すが、あまり良い場所がないので仕方なく小さな茂みの横にテント

を設営する。家型テントの耐久力を信じ、台風の接近に備える。 
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８月１０日 雨 １１℃  

停滞 

 早朝から雨風共に強く、雲の流れも速い。台風による天気の悪化が予想されたため停滞を

余儀なくされた。１０時頃久々に雨が止み、雨具を干した。風は相変わらず強く、テントが

揺すられている。１７時頃から雨風共に強まり始め、テントを締め切ってもラジウスの火が

消えるほどだった。また、強風のためテントの紐が数箇所引き千切られた。気象予報による

と夜中に台風が抜けるということなので、明日は台風一過を期待して、気を張りながら就寝

する。夜中何度もテントチェックを行った。 

 

８月１１日 雨 １４℃ 

 薬師峠（６：３０）～北ノ俣岳（９：００）～黒部五郎岳の肩（１２：００） 

～黒部五郎岳（１２：３０）～黒部五郎キャンプ場（１４：３０） 

台風は夜中に通り過ぎたが、雨が降り続いている。連日の雨で薬師沢が増水し危険なため、

黒部五郎岳方面へルートを変更した。太郎平小屋まで緩やかな登りを進み、北ノ俣岳までは

急登ではないがペースが上がらず長く感じた。黒部五郎岳の肩までは長い登りを進んでいく。

霧が掛かっていて先が見えず果てしなく感じた。肩にザックを置き空身で頂上を往復した。

肩からはカール側のルートを通り黒部五郎小屋を目指す。すぐに着くと予想していたが、１

年生のバテが激しく、小屋も一向に見えず、登山道を延々と歩き続ける。ようやく黒部五郎

キャンプ場に到着する。期待していた台風一過の晴れ間もなく、予想以上に長い行動で疲れ

た。 

 

８月１２日 雨 ８℃ 

 黒部五郎キャンプ場（６：１０）～三俣蓮華岳（９：０５） 

～双六キャンプ場（１１：００） 

黒部五郎キャンプ場から樹林帯の狭い急登となる。急登を登り切るとハイマツ帯となり、

傾斜が緩い道をひたすら進む。巻道の手前から三俣蓮華岳までは細い稜線となる。雨が降っ

ていて視界が悪く、風もあった。三俣蓮華岳からは三俣山荘へ向かう道を進むが、分岐点で

巻道ルートへ入る。緩やかなアップダウンのある道を進むと双六岳からの急な下りと合流す

る。行く手に双六小屋が見えたことにより気が緩んだためか転倒が目立つ。すれ違う登山者

や浮石に注意しながら下ると、双六キャンプ場に着く。この日は特に風が強くテント設営に

苦労する。あまりの強風でテントを半分にしなければ立てられなかった。雨と風と寒さと重

荷が身に沁みる一日だった。 

 

８月１３日 晴 ９℃ 

双六キャンプ場（５：１０）～樅沢岳（５：５０）～千丈沢乗越（８：１０） 

～槍ヶ岳の肩（９：２０）～ババ平（１３：３０） 

 双六キャンプ場を出発し、九十九折りのザレ道を登っていく。今合宿初めての晴天に恵ま
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れ１年生の掛け声にも気合が入る。樅沢岳からは短い急な下りを行き、すぐに緩やかなアッ

プダウンを繰り返す道となる。硫黄乗越から先は狭いガレた道が続き、クサリ場を過ぎると

千丈沢乗越に着く。そこから槍ヶ岳の肩まで九十九折りの道を一気に登っていく。肩に着く

と荷を置いて、岩場を１００ｍ程登り槍ヶ岳の頂上へ行く。頂上からは今まで縦走してきた

山々が一望することができ、今合宿最初で最後の山頂からの絶景に感動した。槍ヶ岳からは

ババ平に向けてガレ場をひたすら下っていく。明神まで一気に下山する予定だったが、なか

なか足が前に進まない。緩やかな道になってもペースが上がらないため、計画通りババ平で

一泊することにする。ババ平で嗜好品のプリンをたらふく食べ、明日に備えて疲労回復に努

めた。 

 

８月１４日 雨 ８℃ 

槍沢キャンプ場（６：１０）～横尾（７：２０）～徳沢（８：３０）～明神（９：２０） 

ババ平から横尾までは平坦な道をひたすら下る。雨で滑りやすくなっていたため、転ばな

いように注意する。横尾まで順調に進み徳沢を目指す。なかなか徳沢に着かず疲労が感じら

れる。途中、中村の登山靴の底が剥がれたため補修した。上高地に近づくにつれて登山者が

増える。明神まで全員でまとまって歩いた後、夏山合宿を終えた。  

 

 

 

 

槍ヶ岳西鎌尾根にて
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５．秋山合宿 

 

期間：２０１４年１０月２日～１０月８日 

 

場所：北アルプス 剱岳周辺 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

３年 岩附正樹 

２年 大山洋平 

１年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃 

ＯＢ 小林新平 

 

行動概要：１０月 ２日 離京 新宿ワシントンホテル本館 １Ｆ  

トラベルウィズ カウンター（２２：４０分発） 

３日 富山駅～電鉄富山駅～立山駅～美女平～室堂 

入山 室堂～剱沢キャンプ場（ＢＣ） 

４日 源次郎尾根 

５日 雪上訓練 

６日 停滞日 

７日 雪上訓練 

８日 剱沢キャンプ場～室堂 下山 

 

１０月３日 雨 

室堂バスターミナル（８：３０）～雷鳥沢キャンプ場（９：３０） 

～別山乗越（１１：５０）～剱沢キャンプ場（ＢＣ）（１２：３０） 

～別山の岩場（１４：００）～ＢＣ（１５：３０） 

 電鉄富山駅から電車、ケーブルカー、バスを乗り継いで室堂バスターミナルに到着する。

すでに小雨が降り始めている。室堂からなだらかなモルタルの道を下っていく。ガスが掛か

っており視界が悪い。雷鳥沢キャンプ場まで下り、称名川を渡って雷鳥坂の登りに差し掛か

る。ハイマツ帯の急登をひたすら登っていくが、道はガレており非常に歩きにくい。風が強

く吹いており寒かった。別山乗越まで登り切り、剱御前小舎に着く頃にはさらに風雨が強く

なる。防寒のためオーバー手袋を着け、剱沢キャンプ場を目指してガレた道を一気に下って

いく。岩が濡れており歩きづらい。３０分程で剱沢キャンプ場に到着し、ＢＣを設営する。

小野寺と大山はその後すぐに登攀訓練を行うため、別山の岩場へ向かった。別山の岩場へは、

登りやすいガレた道を直登していき取り付きに到着するが、岩が濡れていたため支点構築や

Ｆｉｘの講習のみを行った。その後稜線上の明瞭な踏み跡を辿ってＢＣに帰幕した。 



~ 15 ~ 
 

１０月４日 晴 ４℃ 

ＢＣ（４：５０）～源次郎尾根取り付き（６：１０）～Ⅰ峰（１０：３０） 

～Ⅱ峰（１１：２０）～剱岳頂上（１２：４０）～ＢＣ（１５：４０） 

 昨日から降っていた雨は止んだが、防寒のため雨具の上着を着て源次郎尾根へ向かう。Ｂ

Ｃから登山道を下り、降りやすい場所から剱沢雪渓に入る。雪渓は硬く滑りやすいため、ス

プーンカットに足をしっかり置いていく。シュルンドやクレバスが所々大きく開いており、

雪渓の端に寄り過ぎないよう注意して進んだ。しばらく下ると平蔵谷出合に着き、源次郎尾

根の取り付きで登攀具を着ける。大岩を乗り越えた先まで小野寺がリードしてＦｉｘを５０

ｍ張り、１年生はアッセンダーを使って通過する。回収は大山が行った。雨の影響で岩が濡

れており登りにくい。Ｆｉｘ終了点からは鬱蒼としたハイマツ帯の中を木の枝や根を掴んで

登っていく。しばらく登ると道が開け、連続した２箇所の岩場に出る。安定した所まで小野

寺がリードし、Ｆｉｘを４０ｍ張って通過する。回収は小林ＯＢが行った。浮き石に注意し

て岩稜帯を進む。途中の細いリッジは乾いており問題なく通過する。稜線を忠実に登り、ル

ンゼルートとの合流点まで行く。合流点からはハイマツ帯を進み、徐々に稜線の幅が広くな

る。岩が湿っていて登りにくい凹角を越え、踏み跡を忠実に辿り稜線上に出ると、程なくし

てⅠ峰に辿り着く。Ⅰ・Ⅱ峰間のコルへと下り、Ⅱ峰の登りに差し掛かる。短いが急であり、

浮石も多いため注意して登る。程なくしてⅡ峰に着き、クサリの支点に捨て縄を巻いて４０

ｍ程懸垂下降をしてコルに下る。コルから山頂まではガレ場の中の踏み跡を辿り、一気に剱

岳頂上まで登る。周囲は雲海に覆われていた。また昨年壊れていた山頂の祠が修復されてい

た。 

小休止後、別山尾根を下る。カニのヨコバイからは高度感のあるクサリ場が連続し、慎重

に下っていく。平蔵のコルへ下ると、平蔵の頭まで約２０ｍのクサリ場の登りとなる。平蔵

の頭の切り立った岩稜を越え、クサリ場を通過、しばらく緩やかな岩稜帯を下っていく。前

剱の手前から再び急登となり約２０ｍのクサリ場を登る。前剱を越えてガレた道を下り、一

服剱に向かう。一服剱から剣山荘までは近く、剣山荘を通過すると程なくしてＢＣに着く。

剱沢キャンプ場には出発前よりも多くのテントが立っていた。この日の１１時に岩附が入山

した。 

 

１０月５日 曇のち雨 ６℃ 

ＢＣ（５：００）～Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ取り付き（６：１５）～Ⅴ・Ⅵのコル（７：１０） 

～敗退（８：２０）～Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ（１０：１５）～ＢＣ（１４：００） 

台風の接近により悪天が懸念されていたが、朝の剱沢キャンプ場は厚い雲が広がっている

ものの、かろうじて雨は降っていない。長次郎雪渓を詰めていき、Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼで右岸

の岩場へ移って小休止を取る。長次郎雪渓上部は雪渓が薄く、繋いで行くことができないた

め、ここからⅤ・Ⅵのコルまでは明瞭な踏み跡を進む。草付きの中の踏み跡を辿っていき、

沢を渡った先から次第にガレ場の急登へ移っていく。一度大きな落石があり危険な場面もあ

った。急坂を登り切り、Ⅴ・Ⅵのコルへ辿り着く。岩附のリードでコルからＦｉｘを５０ｍ
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張り、Ⅵ峰の岩稜を登っていく。このＦｉｘ通過中に雨が降り出したため撤退を決め、安定

した場所で雨具を着て引き返すことにする。２５ｍ懸垂下降と５０ｍ懸垂下降を各１回行い、

Ⅴ・Ⅵのコルへ下りる。２回目の懸垂下降は意識してⅤ・Ⅵのコルに下りなければ、危険な

岩壁を降りなければならなくなるため注意した。行きと同じ道を辿り、Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼか

らは雪上歩行訓練をしながら下っていく。その後スタカット、コンティニュアスの訓練を行

う。雪渓は非常に硬く、ピッケルやスノーバーが決められず苦労した。訓練後、剱沢雪渓を

登り返し帰幕した。ラジウスを焚いて濡れた衣類を乾かすなどして保温に努めた。 

 

１０月６日 雨のち雪 ６℃ 

停滞 

 台風１８号が接近しており今後も天候の回復が望めないため、この日は停滞とする。朝食

後、早下山する大山と中村は小林ＯＢに付き添われ下山する。昼頃から次第に風が強くなり、

時折テントに雨が吹き付けてバタバタと音を立てている。台風の通過後寒気が流れ込んだた

めか、午後から夜にかけて気温がグッと下がった。かなり冷え込んだので毛下着を着てシュ

ラフに入る。２２時頃に雨から雪に変わり、目が覚める度に凍ったテントに積もる雪を叩い

て落としながら、夜が明けるのを待った。 

 

＊早下山パーティ 大山 中村 小林（ＯＢ） 

ＢＣ（６：００）～雷鳥沢キャンプ場（７：００）～室堂バスターミナル（８：００） 

 台風の影響で朝から雨が降っており、風もあった。荷物をパッキングして室堂バスターミ

ナルに向けて出発する。雷鳥沢キャンプ場で休憩を取った後、室堂バスターミナルまで止ま

らずに進む。最後の階段では競争しながら進み、室堂バスターミナルに到着する。 

 

１０月７日 快晴 －５℃ 

 ＢＣ（６：００）～長次郎出合（７：００）～熊ノ岩（７：５０） 

～Ⅴ・Ⅵのコル（９：００）～ＢＣ（１２：４５） 

前日の夜、台風の影響で剱岳では５ｃｍ程積雪があり、周辺の山々は一面冬景色となって

いた。日が昇ってから行動をした方が良いと判断し、１時間朝食を遅らせる。快晴だが気温

が低いため、毛下着、セーター、毛手袋、目出帽子を着けて八ツ峰へ向かう。夏道は雪が付

いているため滑らないよう慎重に進み、途中から剱沢雪渓へ入る。クレバスに落ちないよう

ルートを確認しながら長次郎出合へ向かう。剱岳の稜線も雪が多く付いている。長次郎出合

の標高では雪が降らなかったためか、積雪がなく雪渓が硬くなっている。日が昇り気温が上

昇すると考えられたため、長次郎出合にてセーター、毛手袋を外す。長治郎出合からⅤ・Ⅵ

のコルへ向かい長次郎雪渓を登る。途中で右岸に移り、川を渡るが、連日の大雨により水量

が増しているので気を付ける。そこから浮石に気を付けながら踏み跡を進む。途中で八ツ峰

上半の取り付きが見え、雪が付いているのが確認でき、登攀できる状態ではないと判断した。

日が当たり雪が溶けるのを待つため、熊ノ岩横の急登で１時間程雪上訓練を行い、Ⅴ・Ⅵの
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コルへ向かう。Ⅴ・Ⅵのコルで壁の状態を確認すると、八ツ峰上半の取り付きの壁には氷柱

やベルグラが張り付き、それらが溶ける見込みもなく登攀を断念した。Ａフェース、Ｃフェ

ースの登攀の可能性も考え、取り付きへ向かう。これらの岩場にも雪が付き、氷柱も張って

いるので登攀できそうにない。取り付きの位置だけ確認し、出合まで下る。出合からは、夏

道までコンティニュアス、スタカットを交えながら登り返し、ＢＣへ帰幕する。 

 

１０月８日 晴 －２℃ 

ＢＣ（５：３０）～別山乗越（６：２０）～雷鳥沢キャンプ場（７：１５） 

～室堂（８：１０） 

 氷点下まで冷え込む中、震えながらパッキングを済ませＢＣを出発する。気温は低いが快

晴である。一昨日の雪が凍って滑るため、別山乗越の手前は慎重に通過した。別山乗越に着

くと入山時には全く見えなかった立山や地獄谷の火山ガス、室堂までの道が一望できた。ま

た風や日当たりの影響のためか、室堂側にはほとんど雪がなかった。雷鳥坂の上部の岩場は

凍っているため慎重に下るが、やがて道が広くなると氷や雪はほとんどなくなり、雷鳥沢キ

ャンプ場まで一気に下る。所々に現れる霜柱をザクザクと踏み、雪化粧した山々を眺めると、

下界より一足早く冬の訪れを感じられた。雷鳥沢キャンプ場から全力で登り返し室堂に向か

う。室堂バスターミナルに到着した所で整理体操をし、秋山合宿を終了した。 

 

剱岳頂上にて  

左から 小林（ＯＢ）大山 関根 井上 中村 小野寺 
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６．耐寒合宿 

 

期 間：三ツ峠 ２０１４年１１月１４日～１１月１６日 

富士山 ２０１４年１２月 ４日～１２月 ７日  

  

場 所：御坂 三ツ峠 

富士山 御殿場口 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

３年 岩附正樹 

２年 大山洋平 

１年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃 

ＯＢ 村田岳 廣瀬健太 西出広平 

 

行動概要：（三ツ峠） 

     １１月１４日 離京 三つ峠駅～達磨石～馬返し～屏風岩付近（ＢＣ） 

～屏風岩～ＢＣ 

        １５日 ＢＣ～屏風岩～ＢＣ～屏風岩～ＢＣ 

        １６日 ＢＣ～屏風岩～ＢＣ～屏風岩～ＢＣ～達磨石 

～三ツ峠グリーンセンター 

（富士山） 

     １２月 ４日 離京 御殿場駅～御殿場口新五合目 

         ５日 入山 御殿場口新五合目～日の出館（ＢＣ） 

         ６日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

         ７日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ～御殿場口新五合目 下山 

 

（三ツ峠） 

１１月１４日 快晴 

三つ峠駅（７：０５）～達磨石（８：０５）～馬返し（９：２０） 

 ～屏風岩付近（ＢＣ）（１０：４５）～屏風岩（１１：３０）～ＢＣ（１６：００） 

 三つ峠駅で体操をした後、アスファルトの道を登っていく。達磨石からは本格的な登山

道に変わる。１年生は初めての冬靴で登山道を歩くためか、足がなかなか前に進まない。

九十九折りの登山道をひたすら登っていき、屏風岩付近でテントを設営する。少し休憩し

た後、登攀具を持って屏風岩へ向かう。屏風岩にてこの日入山された西出ＯＢと合流した。

毛手袋とアイゼンを着けて一般ルート右、左、中央をトップロープで登り込む。初めはア
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イゼンの前爪で立ち込むことや、毛手袋で岩を掴むことに慣れておらず、ザイルにテンシ

ョンをかけてしまうことが多々あった。しかし何度も同じルートを登って足の置き場を覚

えていくうちに、テンションを掛けずにすばやく登れるようになった。この日は天候に恵

まれ、入山から登攀まで目一杯行動することができた。この日の２２時頃に岩附が入山し

た。 

 

１１月１５日 晴 －３℃  

ＢＣ（７：００）～屏風岩（７：１０）～ＢＣ（１２：３０）～屏風岩（１３：４０） 

～ＢＣ（１５：００） 

 屏風岩に移動し、一般ルートをリード、トップロープで登り込む。気温が低く、手先が

冷え登りにくい。何度も登っているうちにアイゼン登攀に慣れきたため、昨日よりもスム

ーズに登ることができた。一般ルート中央はアイゼンを使った方が登りやすく感じた。昼

食の後は、リーダーピッチにトップロープを張り登り込む。核心部を越えるのに苦労する

が、互いに登り方を教え合いながらより上手く登る方法を模索し、次第に安定して登れる

ようになった。ＢＣ帰幕後、西出ＯＢが下山された。 

 

１１月１６日 快晴 －３℃ 

 ＢＣ（６：３０）～屏風岩（６：５０）～ＢＣ（１３：３０）～達磨石（１５：１０） 

～三ツ峠グリーンセンター（１５：３０） 

 ＢＣを出発し、すぐに屏風岩にて登攀を開始する。前日までの復習も兼ねて一般ルート

を登り込む。１年生も合宿３日目ともなるとアイゼン、毛手袋での登攀に慣れてきており、

しっかり一般ルートを登ることができた。途中から各パーティに分かれ、一般ルートやリ

ーダーピッチ、草溝ルートを登った。それぞれしっかりと登り込み最後にアブミの講習を

行う。簡単そうに見えたが実際にやってみるとバランスを取るのが難しく、一年生はなか

なかうまく登ることができなかった。講習終了後、ＢＣを撤収して三ツ峠グリーンセンタ

ーへ向かう。八十八大師までのトラバースは慎重に通過し、そこから達磨石まで一気に駆

け下る。達磨石で休憩を取り、三ツ峠グリーンセンターまで駆け下った。ここで整理体操

を行い耐寒合宿の三ツ峠を終了した。次の富士山に向けてまだ集中しなければならない。
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（富士山） 

１２月５日 晴 －４℃ 

御殿場口新五合目（７：３０）～旧二合八勺小屋跡地手前（８：３０） 

～六合目中継小屋（１１：００）～日の出館（１３：００） 

 前日の夜に出発し、御殿場駅からタクシーで御殿場口新五合目手前のゲートまで向かう。

ここから１時間程歩き御殿場口新五合目でテントを設営し、入山に備えた。テント撤収に

苦戦し出発に時間が掛かった。撤収中に村田監督が入山された。長い真っ直ぐな傾斜がひ

たすら続くが、砂利が凍っているため例年に比べ歩きやすい。前方には他のパーティが見

え、追い抜く気持ちで登っていく。天気も良く富士山の裾野から山頂までが一望でき、今

までの山とは異質で驚いた。六合目中継小屋横でアイゼンを付ける。六合目中継小屋にテ

ントを設営している法政大学山岳部に挨拶をしつつ日の出館に向かう。アイゼンに引っか

からないように歩幅に気を付け、ひたすらに九十九折りの道を進む。登るにつれて空気が

だんだん薄くなっていくのが分かった。日の出館まではクラスト斜面となり、しっかりア

イゼンを効かせながら登る。日の出館に到着すると急いで整地をするが、吹き溜まりが多

いため時間が掛かった。風が強いためテントを張るのにも苦労したが、しっかりＢＣを設

営した。 

 

１２月６日 晴 ―１８℃ 

ＢＣ（８：３０）～大タルミ沢（９：１０）～ＢＣ（１４：３０） 

 昨日に引き続き気温が非常に低く風も強い。日の出前の行動は危険と判断し、朝日が出

るまでテントで待機する。日が出始めると風も弱まり始めたが、昨日の行動で歩行がおぼ

つかない中村はタイトロープで確保し雪上訓練に向かう。大タルミ沢に到着後、滑落を防

ぐためにバケツを掘りロープを張った上で、雪上歩行訓練を行う。最初は傾斜の緩い斜面

でフォームをしっかりと確認し、急な斜面に移る。アイゼンが靴やスパッツに引っかから

ないよう足の間隔を空けて歩くことを意識する。次に滑落停止訓練を行う。同様に傾斜の

緩い軟雪の上で行った後、クラストした急な斜面に移る。クラスト斜面ではピッケルをし

っかり刺さないと全く止まることができず、確実に止まれるようになるまで何度も繰り返

す。その後コンティニュアス、スタカットの訓練をする。実践で使用することを意識し、

緊張感を持って練習した。ＢＣに帰幕する途中で廣瀬ＯＢと合流した。 

       

１２月７日 晴 －１９℃ 

ＢＣ（７：００）～雪上訓練開始（７：０５）～ＢＣ（１０：００） 

～御殿場口新五合目（１２：３０） 

昨晩から強風が時折吹いていたが、朝になると弱まっていた。朝食後、ＢＣ上部の斜面

にて雪上訓練を行う。昨日の雪上訓練の復習も兼ねて、初めに滑落停止訓練をする。軟ら

かい雪面では何とか止められたが、クラスト斜面になると止めることができずに苦戦する。
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次にコンティニュアスの訓練を行う。昨日より確実に滑落を止められるようになった。そ

の後、雪崩埋没者捜索訓練を行う。素早く埋没者を救出するのが大変だった。一連の流れ

を再度確認した後ＢＣに帰幕する。この日の午後からは悪天が予想されたため直ちにテン

トを撤収し、下山に移る。日の出館から六合目中継小屋まではクラスト斜面のため、アイ

ゼンを効かせて慎重に下る。六合目中継小屋を少し下った所から雪が少なくなり砂利道と

なったため、アイゼン、スパッツを外し、御殿場口新五合目まで一気に駆け下る。御殿場

口新五合目で整理体操を行い、耐寒合宿を終了した。 

 

 

 

 

 

 

大タルミ沢での雪上訓練 
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７．冬山合宿 

 

期間：２０１４年１２月１９日～１２月２９日 

 

場所：北アルプス 涸沢岳西尾根～奥穂高岳 北穂高岳 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

       ３年 岩附正樹 

       ２年 大山洋平 

       １年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃 

       ＯＢ 小林新平 西出広平 

 

行動概要：１２月１９日 離京 平湯～新穂高温泉 

入山 新穂高温泉～穂高平小屋～柳谷付近 

        ２０日 ～１６５０ｍ取り付き（Ｃ１）  移動 

～１８００ｍ          偵察 

        ２１日 ～２２００ｍ          荷上げ 

        ２２日 ～２４００ｍ          移動 逆ボッカ 

        ２３日 ～２９００ｍ          ルート工作 

        ２４日 ～白出のコル          荷上げ 

        ２５日 停滞 

        ２６日 ～白出のコル（ＡＣ）      移動 

        ２７日 ～奥穂高岳           アタック 

        ２８日 ～北穂高岳           アタック 

白出のコル～２４００ｍ     移動 

        ２９日 ～新穂高温泉          下山 

 

１２月１９日 快晴 －６℃  

新穂高温泉（９：００）～穂高平避難小屋（１４：２０）～柳谷沢付近（１６：００） 

 昨晩は平湯で一夜を明かし、７時発の新穂高温泉行のバスに乗る予定であったが、バス

が臨時運休のため急遽タクシーを呼ぶことになり出発が遅れる。新穂高温泉到着後、着替

えをデポしワカンを着けて出発する。トレースは無く、雪も膝から腰まであり、最初から

かなりきついラッセルとなる。全員でラッセルを交替しながら全力で進むが、穂高平避難

小屋に着いた時点で今日中に取り付きまで辿り着くのは難しいことが分かる。小屋から１

時間ほど進んだ地点でできるだけ先に進むために一部団体装備をデポする。柳谷沢から少
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し進んだ所にテントを設営し、大山、小野寺、小林ＯＢが逆ボッカに向かった。天候には

恵まれていたが、予想よりハードな行程となったため夕食後は早めに就寝し明日に備える。 

 

１２月２０日 曇のち雨 －３℃  

柳谷沢付近（８：００）～１５５０ｍ（Ｃ１）（９：２０） 

 空模様はどんよりとしているが、気温が高く暖かい。昨日は深いラッセルのため目標と

していた１５５０ｍのＣ１予定地まで到達できなかったが、皆士気は落ちず元気が良い。

沢筋で短いコンクリートの橋を渡り、しばらくすると白出沢に到着する。トレースは無い

が、対岸のテープは見える。沢を堤防に沿うように慎重に通過し、そこから尾根に上がっ

てすぐの１５５０ｍ付近の平坦地にＣ１を設営する。 

＊偵察隊 岩附 小野寺 小林ＯＢ 

Ｃ１（１０：３０）～１８５０ｍ付近（１１：４５）～Ｃ１（１２：１０） 

Ｃ１を設営後、すぐに岩附、小野寺、小林ＯＢは上部の偵察に向かう。膝上のラッセル

だが軽荷のため１時間程で１８００ｍの平坦地に到着する。ここにも幕営はできそうであ

る。平坦地の終了地点である１８５０ｍ付近まで進み、Ｆｉｘロープをデポして帰幕する。

帰幕後、天気が次第に悪くなり１６時頃から雨が降り始め、夜遅くまで降り続いていた。 

 

 

右俣林道でラッセルに苦しむ
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１２月２１日 晴 －５℃ 

 Ｃ１（６：４０）～１８００ｍデポ地（６：５５）～２１００ｍ露岩（８：００） 

～２２００ｍ露岩（９：４０）～２２１０ｍデポ地点（１３：００） 

～Ｃ１（１５：００） 

 昨日降り出した雨は深夜２時頃雪に変わったが、明け方には止んでいた。依然として積

雪は深く、ワカンを着けて出発する。前日の偵察時のトレースが残っており、デポ地まで

は快調に進む。デポ回収後は樹林帯の急登をラッセルしながら登っていく。積雪は膝下か

ら腰程の深さであったが、急斜面では頭上近くまでありラッセルが大変であった。木の根

や枝を掴みながら奮闘して登る。標高が上がるにつれて徐々に露岩が目立つようになって

いき、アイゼンに履き替えて行動する。２０００ｍ付近の特に傾斜が急な場所では、先に

上級生が登ってからザイルを約２０ｍ下ろした。しかし１年生は雪に足を取られてなかな

か登ることができず、結局左から巻いて進むこととなる。続けて２１００ｍの露岩帯は、

左側の雪面は雪崩の危険性があったため、尾根上の露岩帯を迂回するように登りＦｉｘを

張る。木の根混じりの露岩を登り切って左にトラバースし、ルンゼ状の急雪面に移る。ル

ンゼを直登し、５０ｍザイルを伸ばし立木でピッチを切った。２２００ｍ付近は露岩に加

え尾根が切れ落ちているため、安定した所までＦｉｘを張る。尾根上を忠実に進み、４０

ｍでピッチを切る。露岩帯を過ぎると尾根は次第に痩せて細くなっていき、北側には雪庇

の発達も見られるようになる。雪庇を避けるように意識して尾根を南側寄りに歩く。予想

以上に行動時間が長くなったため、Ｃ２設営予定地より少し下の２２１０ｍ地点で荷物を

デポして引き返す。下りは２０００ｍ付近の急坂に約３０ｍＦｉｘを張って慎重に通過す

る。その後は登りのトレースをしっかりと踏んで順調に下り帰幕した。 

 

１２月２２日 曇のち雪 －１０℃ 

Ｃ１（７：１０）～２２００ｍ（９：４５）～２４００ｍ（Ｃ２）（１３：１０） 

 テントを素早く撤収した後、ワカンでは登りづらい場所が出てくるためアイゼンを着け

て出発する。Ｃ１からは樹林帯の急登をひたすら登っていく。最初の急登は昨日のラッセ

ルで付けたトレースが消えかかっており、思うように前に進まず苦しんだ。程なくしてト

レースが明瞭となりペースが上がる。２０００ｍ、２１００ｍ、２２００ｍ地点は前日張

ったＦｉｘロープにアッセンダーを付けて慎重に登っていく。最後のＦｉｘ箇所を終えた

先のヤセ尾根でデポを一部回収する。そこから再び樹林帯の急登を進み、狭い平坦地に到

着する。この先も偵察したが幕営適地が無いため、ここが２４００ｍ地点の幕営地と判断

しＣ２を設営した。テント設営後に岩附、小野寺、小林ＯＢがデポの回収に向かい、１時

間程で帰幕した。この日は昨日よりも気温が下がり寒さが強く感じられ、冷えた身体を温

かいお茶を飲んで癒した。 
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１２月２３日 雪のち晴 －１０℃ 

＊ルート工作隊 岩附 小野寺 小林ＯＢ 

 テントキーパー 大山 井上 関根 中村 

Ｃ２（６：２０）～２６００ｍＪＰ（７：４０）～最終Ｆｉｘ地点（１２：３０） 

～Ｃ２（１４：３０） 

ワカンを着けてＣ２を出発し、目の前の急登を登る。上部に上がると所々クラストして

いたためアイゼンに着け替える。西尾根南稜とのＪＰに近付くにつれ、徐々に尾根は細く

なり、木々は低木へと変わる。南稜とのＪＰはトレースが無ければ迷いそうなのでフラッ

グを立てる。この辺りから雪が止み晴れ間が見え始めた。狭い尾根を忠実に行き岩場が出

始めた所からＦｉｘを張る。２ピッチ目のみ小野寺が、他のピッチは岩附がリードした。 

１ピッチ目 ハイマツで支点を取りリッジを忠実に行く。途中の小岩峰は白出沢側を巻き、

残置ロープが掛かっている大岩の手前まで行く。大岩の手前の灌木で支点を

取り、５０ｍでピッチを切る。このＦｉｘは力が揃っているパーティであれ

ば必要ないだろう。 

２ピッチ目 稜上を忠実に行く。岩稜手前から白出沢側の岩稜基部を行く。途中で灌木掘

り出し、４０ｍでピッチを切る。雪が非常に深く胸までのラッセルとなった

ため苦労した。 

３ピッチ目 前のピッチとロープを連結する。再び岩稜の基部を目の前の岩峰を目指して

忠実に登る。岩峰の手前にある残置ロープの掛かっている大岩で支点を取る

ことができる。岩峰は白出沢側を巻き、核心部の小ルンゼを登る。ホールド、

スタンスは多いが、雪が被っているため注意して登る。このピッチには残置

ロープが豊富に掛かっていた。ルンゼの先の平坦な場所にてハイマツで支点

を取り５５ｍでピッチを切る。 

４ピッチ目 上部の雪稜まで３０ｍＦｉｘする。特に危ない箇所はなく、途中の平坦地で

休憩ができる。支点はハイマツで取ることができる。このＦｉｘも力が揃っ

ていれば必要ないだろう。 

 Ｆｉｘの終了点より雪稜を忠実に行く。クラストしており、アイゼンを良く効かせなが

ら進む。１０分程進むと蒲田富士に到着する。雪庇は北側に発達しているが、そこまで大

きくはない。Ｆ沢のコルまではリッジを忠実に行く。計画ではこのリッジにＦｉｘを張る

予定であったが、状態が良かったため張らずに進む。Ｆ沢のコルまでの下りは、重荷での

行動を考え帰幕時に４０ｍＦｉｘを張った。Ｆ沢のコルは滝谷側に亀裂が走っていたため

警戒して、白出沢側のハイマツに沿って進む。ここは完全にクラストしており歩きやすい。

岩峰の手前で正面に見えるルンゼからＦｉｘを張る。リードは全て小野寺がした。 

１ピッチ目 ピナクルで支点を取り、ルンゼを忠実に進む。傾斜はきついが、アイゼンの

前爪が良く刺さるため登りやすい。途中の灌木で支点を取り、そのまま岩稜

の基部を進む。大岩にハーケンを打ち４０ｍでピッチを切る。 
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２ピッチ目 ロープを連結し、岩稜の基部を忠実に行く。支点のハイマツを掘り出し、５

０ｍでピッチを切る。 

３ピッチ目 ロープを連結し、基部から外れ直接稜上に向かって登る。急雪壁なのでダブ

ルアックスでリズムよく登る。ロープが一杯になった所で、ハイマツで支点

を取り５０ｍでピッチを切る。 

４ピッチ目 上部の安定する所まで稜上を忠実に登り、３０ｍでピッチを切る。 

 ここでルート工作を終了し、岩陰にＦｉｘロープや荷上げした荷をデポして帰幕する。

Ｃ２に到着すると西出ＯＢが入山されていた。 

 

 

 

 

図１ 涸沢岳西尾根 全体概念図 
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図２ ＪＰ～蒲田富士詳細図 
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図３ 蒲田富士～涸沢岳詳細図 
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１２月２４日 雪 －１０℃ 

 Ｃ２（６：３０）～Ｆｉｘ終了点（２９００ｍ）（１０：００） 

～白出のコル（１０：５０）～Ｃ２（１４：００） 

 中村が体調不良のため、中村以外のメンバーでＡＣへ荷上げをする。前日のルート工作

のトレースを辿り急登を登っていく。Ｆｉｘでは、アッセンダーを使用し全身を使って登

る。蒲田富士より先は稜上の南側を忠実に進む。途中でナイフリッジに上がり、腰までの

ラッセルをしながらＦ沢のコルに向かう。白出のコルまでは所々岩が出ている場所や急斜

面でクラストしている所もあり、さらに西風が強くなり天候も悪化してきたため集中して

進む。白出のコル到着後、荷物をデポしＣ２へ引き返す。Ｆ沢のコルまでのいやらしい箇

所に余ったＦｉｘロープで３ピッチＦｉｘを張る。下りは軽荷だがクラスト斜面と強風の

ため焦らず慎重に下る。トレースを辿りＦｉｘ地点はクライムダウンを交えながら下る。

Ｃ２に帰幕後、クリスマスイブということでクリスマスケーキと差し入れのチキンでクリ

スマスパーティーをする。明日の移動に備えて力を蓄える。 

 

１２月２５日 雪 －１１℃ 

 停滞 

 明け方から風が強く、吹雪いている。７時まで天候の回復を待つが、今後も良くはなら

ないことが予想されるため停滞とする。各自明日の移動に備えてストレッチや濡れたシュ

ラフを乾かしたりした。時折太陽が少し見えることもあったが、視界は悪く風は一日中強

かった。 

 

１２月２６日 雪時々晴 －１５℃ 

Ｃ２（１０：００）～２７００ｍＦｉｘ終了点（１１：３０） 

～２９００ｍＦｉｘ終了点（１３：００）～白出のコル（ＡＣ）（１５：００） 

 前日に引き続きガスが掛かっており、朝から雪が降っている。８時半頃に天候回復の兆

しが見られたため、白出のコルへ移動することにする。薄く残ったトレースを辿り登って

いく。行動中は風が強いが、晴れ間が時折見られた。荷上げ時と同様にＦｉｘ地点はアッ

センダーを使用しクラスト斜面はアイゼンをしっかり刺す。途中のいやらしい箇所に１ピ

ッチＦｉｘを追加する。強風が吹き荒れているため凍傷に注意しながら進み、無事白出の

コルに到着する。行動時間は荷上げ時とさほど変わらないが皆とても疲労し、到着した時

はハイタッチをするほど喜んだ。その後、急いでテントを設営しここをＡＣとする。明日

のアタックに備えて就寝するが、風が強く寒さでなかなか休めなかった。 
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１２月２７日 晴 －２０℃ 

ＡＣ（６：３０）～３０５０ｍＦｉｘ終了点（７：５０）～奥穂高岳頂上（９：３５） 

～ＡＣ（１１：００） 

天気は良いが、朝方は風が強く顔が痛い。岩附と小野寺が先行し白出のコルから稜線上

までルート工作をする。他の者はテント周辺のブロックを補強し、先発隊が出発してから

１時間程経ってから出発した。夏道の傾斜が急になる所から１ピッチ約４０ｍＦｉｘを張

る。支点は残置ハーケンやハシゴ、クサリで取る。ハシゴは一部凍りついており、使用す

ることができなかったため、右側の氷壁を回り込むようにして登った。また、クサリ場の

終了点からロープを連結して、稜線への急な雪面に１ピッチ約６０ｍＦｉｘを張る。中間

支点と終了点はピナクルで取る。全員がＦｉｘ地点を通過後、アンザイレンして山頂を目

指す。稜線上は非常に風が強く、雪面も硬く凍っているため、アイゼンを効かせながら慎

重に登る。山頂までは距離が短く、あっという間に到着した。祠の周辺は風がとても強い

ため写真を撮りすぐに下り始める。ハシゴ場のＦｉｘ地点は懸垂下降し、岩附と小野寺で

Ｆｉｘロープを回収する。 

＊偵察隊 岩附 小林ＯＢ 

ＡＣ（１１：００）～涸沢岳山頂（１１：１５）～ＡＣ（１２：３０） 

 帰幕後、すぐに岩附と小林ＯＢは北穂高岳への偵察に向かう。涸沢岳の山頂から少し北

側へ進んだ地点で涸沢側へ約４５ｍ懸垂下降する。小林ＯＢが先行し、岩附は始点にて待

機する。支点は残置されたハンガーボルト２個で確保した。クサリはあるが所々雪で埋ま

っている。１０ｍ程涸沢側へ真っ直ぐ下り、その後は北穂高岳側へトラバース気味に下り、

主稜線上へ懸垂下降する。懸垂下降した場所にＦｉｘを張り、ここで帰幕する。北穂高岳

への稜線は、雪はしっかり付いているが、涸沢側は雪崩に注意する必要があり、滝谷側は

切れて落ちているためザイルを出し慎重に通過した方が良いように思えた。 

 

奥穂高岳頂上にて 

左から  

西出（ＯＢ） 大山  

岩附 関根 中村  

井上 小林（ＯＢ） 

撮影：小野寺 
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１２月２８日 快晴 －１５℃ 

＊北穂高岳アタック隊 岩附 小野寺 小林ＯＢ 

 テントキーパー 大山 井上 関根 中村 西出ＯＢ 

ＡＣ（５：１０）～最低コル（７：２０）～北穂高岳頂上（９：１０） 

～最低コル（１０：３０）～ＡＣ（１１：３０）～白出のコル出発（１２：３０） 

Ｆ沢のコル（１４：３０）～Ｃ２（１５：３０） 

 テントキーパーのメンバーに見送られながら満天の星空の下ＡＣを出発する。涸沢岳か

ら先の懸垂支点は、昨日作成しているためすんなり稜上に下りることができた。懸垂下降

点より涸沢側の急雪壁の下降に１ピッチザイルを出す。スタンディングアックスビレイで

確保し、クライムダウンで慎重に下りた。下りた先より少し登ると涸沢槍の下降に移る。

大岩で支点を取り涸沢側へ５０ｍ懸垂下降する。このＦｉｘロープは帰幕時のために残置

した。途中の安定した所からザイルを出し、滝谷側に見えているクサリに向かって２５ｍ

Ｆｉｘを張る。クサリを支点に夏道のハシゴまで再び２５ｍ懸垂下降をする。ハシゴは奥

穂高岳と違い容易に氷を剥すことができた。ハシゴ場から先は夏道のクサリを掘り出しつ

つ最低コルまで下りる。最低コルからはリッジを忠実に行き、途中から滝谷側へと回り込

む。涸沢側も行けそうではあったが、雪が深く雪崩の心配がありそうだ。滝谷側は常に西

から強風が吹き荒れ、クラストした急雪壁となっている。ここからザイルを出し４ピッチ

で夏道と合流した。夏道は比較的傾斜は緩いが滑落に注意して慎重に進む。リッジを越え

涸沢側に回り込んだ平坦地で休憩を取り、ＡＣとシーバー交信をする。そこから松濤岩へ

はリッジを忠実に行くが、途中の切れ落ちている箇所は涸沢側のルンゼ状の雪壁を下り回

り込んだ。松濤岩は滝谷側より巻き、ルンゼを下降する。ここに１ピッチＦｉｘした。こ

こから頂上までは易しい雪面で問題なく行くことができた。北穂高岳の頂上は、昨日のア

タックとは打って変わり風も比較的弱く快適であった。 

帰幕時には、松濤岩より先はリッジを忠実に行き、滝谷側の急雪壁はノーザイルで通過

し、速いペースで最低コルに到着する。行きでは夜が明けていなかったため分かりづらか

ったが、涸沢槍は滝谷側を巻いた方が易しいことに気付く。滝谷側を巻き、帰りのために

残していたＦｉｘロープを回収したところで時間に余裕があったため、Ｃ２まで本日中に

移動することを決定し、ＡＣとシーバー交信をする。１年生達にＡＣを撤収してもらい、

最後の涸沢岳の登りに向かう。Ｆｉｘロープで確保されているとはいえ、すぐに踏み抜い

てしまうような雪質を登っていくのは非常に恐怖感がある。やっとの思いで稜上に辿り着

き、すぐに小野寺は先行しＡＣに帰幕する。Ｆｉｘの回収は岩附と小林ＯＢで行った。Ａ

Ｃに到着すると撤収の最中であったため、休む暇もなく撤収作業に移った。 

１時間程で撤収し白出のコルを出発する。Ｆｉｘの回収は全て小野寺と小林ＯＢがした。

順調にＣ２に到着しテントを設営する。小野寺と小林ＯＢは先頭から１時間程遅れて到着

した。 
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１２月２９日 雪 －６℃ 

２４００ｍ（８：３０）～２０００ｍ付近（１０：００）～１６５０ｍ（１１：３０） 

～穂高平避難小屋（１２：３０）～新穂高温泉（１３：３０） 

昨日から南岸低気圧の影響を受けて、雪がしんしんと降っている。深夜にテントラッセ

ルし、降り積もった雪を払う。朝になっても雪はまだ降り続いている。テントを素早く撤

収し新穂高温泉に向かう。ひたすら樹林帯の急斜面を慎重に下っていていく。トレースは

しっかりできているものの、気の緩みのせいか思わぬ穴にはまって転倒する場面が何度か

見られた。危険箇所は上級生が先行してＦｉｘを張り、倒木や露岩にも注意しながら下っ

ていく。取り付きでデポを回収し、アイゼンからワカンに着け替える。右俣林道からは入

山時に付けたトレースが弾丸道路になっていた。他の登山者と何度もすれ違いながら進ん

で行く。新穂高温泉まで順調に進んで行き、整理体操をして冬山合宿を終了した。全員無

事に合宿を終えたことに喜びを感じた。 

 

 

北穂高岳頂上にて 

左から 小野寺 岩附 
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図４ ＡＣ～北穂高岳詳細図
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冬山合宿 装備食糧 方針・反省 

 

装備 

 

＜登攀用具＞ 

 ザイルに関しては奥穂高岳アタック時のコンティニュアスを想定して雪上用ザイルを２

本、８．５ｍｍ×５０ｍザイルを２本持っていき、Ｆｉｘロープは１５ピッチ（１）を想定し

て１５本を持っていった。またＦｉｘバーは１ピッチあたり４本の計算で５２本、捨て縄

は１ピッチあたり２本の計算で３０本を持っていった。登攀具に関してはハーケン３本、

アングルハーケン２本を持っていった。 

その結果、Ｆｉｘロープの本数自体は足りたが、当初予定していない場所に多く張った。

このルートでＦｉｘを張る場合は最低１１本あれば良いだろう。Ｆｉｘバーは下部、上部

共に雪が浅く使用する場面がなかった。唯一蒲田富士からのナイフリッジで使用すること

はできそうであったが、ここでＦｉｘを張る場合を考慮しても１４本あれば十分であると

思われた。捨て縄に関しては、Ｆｉｘを連結することで余った捨て縄も中間支点に回すな

どして最終的に全て使用し、適当な本数であった。登攀具に関しては５枚の内２枚をＦ沢

のコル先のルンゼと涸沢岳へのＦｉｘ３ピッチ目で使用した。奥穂高岳では残置支点が見

つけられたため使用しなかったが、残置支点が見つからない場合を考慮すればこの本数は

適正であった。 

 

＜燃料＞ 

例年の冬山合宿を参考に、行動日、行動予備日の灯油消費量は１人１日１３０ｃｃ、停

滞日は１５０ｃｃとし、これに予備２０％を加えた計算で持っていった。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個の計算で持っていった。ラン

タンマントルは予備を含めて４個持っていった。その結果、この計算で特に問題はなかっ

た。 

 

＜その他＞ 

蛍光テープは３年生２名とＯＢ２名が持つことにして４ロールを持っていったが、実際

には多くテープが付けられており、１ロールのみしか使用しなかった。またフラッグは今

回のルートの長さや地形を考慮して２０本を持っていったが、この本数で適切であった。 

 
（１） 蒲田富士への登りで３ピッチ   Ｆ沢のコルまでのリッジで６ピッチ 

Ｆ沢のコルからの登りで４ピッチ 奥穂高岳のハシゴ場で２ピッチ 

Ｃ２以下のＦｉｘは回収して上部で使用 
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食糧 

 

＜基本計画＞ 

例年の冬山合宿の基本計画を参考にし、前期と中期は１人１日行動日５９０ｇ、行動予

備日５７０ｇ、停滞予備日５３０ｇ、後期は１人１日４１０ｇ、砂糖は１人１日４０ｇ、

ミルクは１５ｇで持っていった。カロリーは成人の１日摂取カロリーである２４００ｋｃ

ａｌを目指す。しかし予備日ではこのカロリーに満たないため、足りない分はラードやバ

ターなどで補うようにした。 

 

＜メニュー＞  

 Ｂ、Ｌ、Ｄに関しては例年通りのメニューで構成し、１２月３１日にＳＤとして年越し

うどんを入れた。停滞予備日のメニューはすいとんに加え、前年度好評であったビーフン

を入れた。後期のＢについてはパッキングがしやすく、腹持ちの良い棒ラーメンのみでメ

ニューを構成した。 

反省点として、Ｄ４の親子丼の味付けに使うスープ素が１回分にしては少し多かったこ

とがあげられた。 

 

<各袋＞ 

 お茶袋に関してだが、昨年度は緑茶、ほうじ茶、ジャスミン茶を持っていっていったが、

部員の中にジャスミン茶が嫌いなものがいるため、代わりに麦茶を持っていった。麦茶は

少ないパック数でもよく味が染み出すため、非常に好評であった。調味料袋の塩に関して

は、成人男性が１日に必要な量が１．５ｇであるため、合宿日程分に当たる２００ｇを持

っていった。また乾物袋に鰹節を追加したが、汁物に入れるだけで味に深みが増したため、

好評であった。 

 

＜フリーズドライ＞ 

 フリーズドライを例年に沿って作成した。反省点として、牛肉はサイコロステーキのみ

を作製していたが、メニューに関して応用が利く一般的な加工されていない牛肉も作製す

るべきだった。鶏肉に関しては油が匂うことを考慮して皮を剥いで持っていったが逆に味

が落ちてしまったため、次回からは皮付きのままフリーズドライにしたい。今回新たに冷

凍食品のインゲンを持っていったが非常に美味しく、また色合いも良く好評であった。 
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２０１４年度冬山合宿 装備表 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～幕営用具～ 14,120

＜EXP6人用テント＞ 7,035 学生テント

本体 1 3,230 3,230

外張り 1 2,350 2,350

ポール 1 1,455 1,455 予備ポール3本

＜EXP6人用テントペグ袋＞ 1,375

ぺグ 28 30 840 プラ12本、竹16本

張り綱 3 50 150

テント箒 1 75 75

ガムテープ 1 100 100

缶メタ 1 210 210

＜EXP4人用テント＞ 4,690 OB用

本体 1 2,330 2,330

外張り 1 1,545 1,545

ポール 1 815 815 予備ポール3本入り

＜EXP4人用ぺグ袋＞ 1,020

ぺグ 20 30 600 プラペグ8本、竹ペグ12本

張り綱 2 50 100 予備

テント箒 1 60 60

ガムテープ 1 60 60

缶メタ 1 200 200  

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～炊事用具～ 13,080

コッフェルセット 1 2,660 2,660 大・中・小、メンツ、底拭き入

メンツ 18 80 1,440 1人2枚　予備2枚

底拭き 1 50 50

ラジウス 2 2,200 4,400 灯油満タン

鍋敷き 2 220 440

水ポリ 2 195 390

テルモス 4 485 1,940 1ℓ

やかん 1 1,030 1,030 8ℓ　蓋はブキ袋

雪袋 2 70 140 雪取り用

＜ブキ袋＞ 1,630 メンツ5枚入

ブキ 8 20 160 予備1本

やかんの蓋 1 80 80

ガスカートリッジ（小） 1 380 380 プレヒート用5日で1個

ガスヘッド 1 200 200

菜ばし 1 30 30

しゃもじ 1 50 50 黒

おたま 2 55 110 金、プラ

コッフェル掴み 1 40 40

こし布 1 50 50

じょうご 1 30 30

ゴム手袋 1 100 100 厚手  
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品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～登攀用具～ 38,555

ザイル8.5mm×50m 2 2,700 5,400

雪上用ザイル 2 1,300 2,600

Ｆｉｘロープ 15 1,700 25,500

スノーバー 6 345 2,070 カラビナ付

＜スリング・登攀具袋＞ 1,035

テープ10㎜×600㎜ 5 45 225

カラビナ 10 30 300

ハーケン 5 70 350 内 軟鉄製1枚

アングル 2 80 160

＜捨て縄袋＞ 1,950

捨て縄 30 65 1,950 7mm×200ｃｍ  

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～燃料～ 20,150

灯油（18日分） 9 2,000 17,870 行動130cc 停滞150cc 予備20%

ガスカートリッジ(小） 7 380 2,280 ランタン用5日で1個  

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～その他～ 12,262

ツェルト 3 530 1,590 3人用

修理具箱 1 1,405 1,405 温度計、電池、マントル3枚入

薬品箱（大） 1 885 885

薬品（小） 1 290 290

ラジオ(天気図用紙入り） 1 415 415 天気図用紙64枚入　予備電池1セット

ラジオ 1 215 215 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 予備電池各2セット入

ランタン 1 280 280 マントル2枚入

ＬＥＤランタン 1 380 380 電池3日で1セット

蛍光テープ 4 45 180 上級生、OB分　直径約5ｃｍ

デポ袋 4 360 1,440 布製1個　ナイロン製3個

フラッグ 15 80 1,200

スノーソー 2 260 520 鞘付き

Ｆｉｘバー 52 36 1,872 竹製　約2.5×22ｃｍ

携帯電話（部） 1 240 240 非常時用  

 

 

合計総重量 98,167

下山総重量 77,294  
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日程 行程 Ｂ Ｌ Ｄ 入山ＯＢ

1 12月19日 新穂高温泉～取り付き Ｌ１×7 Ｄ１×7 小林
2 12月20日 ～２４００ｍ　　　　荷上げ Ｂ１×7 Ｌ２×7 Ｄ２×7 小林

3 12月21日 ～２４００ｍ　　　　移動 Ｂ２×7 Ｌ３×7 Ｄ３×7 小林

4 12月22日 ～白出のコル　　ルート工作 Ｂ３×7 Ｌ４×７ Ｄ４×7 小林　西出

5 12月23日 ～白出のコル　　荷上げ Ｂ１×8 Ｌ１×8 Ｄ１×8 小林　西出
6 12月24日 ～白出のコル　　移動 Ｂ２×8 Ｌ２×8 Ｄ２×8 小林　西出

7 12月25日 行動予備 Ｂ３×8 Ｌ３×8 MＤ１×8 小林　西出

8 12月26日 行動予備 Ｂ１×8 Ｌ４×8 MＤ２×8 小林　西出
9 12月27日 行動予備 Ｂ２×8 L１×8 ＭＤ３×8 小林　西出

10 12月28日 奥穂高岳　アタック Ｂ３×8 L２×8 Ｄ３×8 小林　西出
11 12月29日 北穂高岳　アタック Ｂ１×8 Ｌ４×8 Ｄ４×8 小林　西出

12 12月30日 行動予備 Ｂ２×8 Ｌ３×8 MＤ４×8 小林　西出

13 12月31日 行動予備 Ｂ３×8 Ｌ1×8 SＤ×8 小林　西出

14 1月1日 停滞予備 Ｂ１×8 M１×8 MＤ１×8 小林　西出

15 1月2日 停滞予備 Ｂ３×8 Ｍ２×8 MＤ２×8 小林　西出

16 1月3日 下山 Ｂ2×8 Ｌ２×8 小林　西出
17 1月4日 行動予備 B2×8 Ｌ３×８ D1×８ 小林　西出
18 1月5日 行動予備 B2×8 L４×８ D2×８ 小林　西出

[基本計画]

201４年度　冬山合宿　食糧表

停滞予備　　１人１日530ｇ　　（Ｂ：160ｇ　Ｍ：170ｇ　ＭＤ：200ｇ）

後期　　平均１人１日410ｇ　　平均１人１日1438kｃａｌ
行動日・行動予備日　　１人１日410ｇ　　（Ｂ：110ｇ　Ｌ：140ｇ　Ｄ：160ｇ）　

成人の一日摂取カロリー２４００ｋｃａｌを目指す。　テルモスは２２日まで３個、２３日から４個で計算する。
砂糖１人１日40ｇ、　ミルク１人１日15ｇ　(前・中後で分けてパッキング）

前期・中期　　平均１人１日563ｇ　　平均１人１日2347ｋｃａｌ
行動日　　 　１人１日590ｇ　　（Ｂ：160ｇ　Ｌ：210ｇ　Ｄ：220ｇ）
行動予備　　１人１日570ｇ　　（Ｂ：160ｇ　Ｌ：210ｇ　ＭＤ：200ｇ）

6

後
期

7

5

3

中
期

4

2
前
期

1

期間

 

乾燥肉袋 乾物袋 調味料袋 各袋に配布

乾燥牛肉 乾燥ワカメ 塩 α米
乾燥豚肉 乾燥キクラゲ コショウ 小麦粉

乾燥鶏肉 乾燥シイタケ 七味 棒ラーメン

乾燥魚介類 お茶づけ コンソメ ビーフン
フリカケ 中華味 コンソメ

乾燥野菜 鰹節 本ダシ 中華味
乾燥野菜 ニンニク 乾燥卵

片栗粉 乾燥味噌汁

お茶・嗜好品袋 粉生姜 春雨

砂糖前期　2650ｇ カレー粉 キムチの素

砂糖後期　2720g マヨネーズ スープ素

ミルク前期　1020ｇ ラード シチュールー
ミルク後期　960ｇ バター カレールー
紅茶200Ｐ（テルモス68P、Ｌ用132Ｐ） マッシュポテト

マルチビタミン・ビタミンＥ　各132個 緑茶・ほうじ茶・麦茶１回２Ｐ

お茶パック２Ｐ（予備）　 乾燥うどん

コーヒー きつね
ポップコーン
ホイップ

各袋
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Ｂ１：鶏清湯 Ｂ２：ラーメンライス Ｂ３：海鮮雑炊

ｇ当 ｇ当 ｇ当
α米 3.9 前 後 前 後 α米 3.9
中華味 2.4 α米 80 0 3.9 314.4 0.0 コンソメ 3.4
乾燥肉 6.7 棒ラーメン 40 85 2.0 80.0 170.0 乾燥魚介類 6.7
乾燥野菜 4.9 スープ素 5 5 1.0 5.0 5.0 乾燥野菜 4.9
粉生姜 0.4 乾燥野菜 10 5 4.9 49.3 24.7 乾燥卵 6.7
砂糖 3.8 乾燥肉 15 5 6.7 101.0 33.7 砂糖 3.8

計 - 砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 計 -
計 160 110 - 588.1 271.7

Ｌ１： Ｌ２： Ｌ３：

ｇ当 ｇ当 ｇ当
前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後

ロールケーキ 100 100 4.4 440.0 440.0 ドーナツ 140 100 5.9 830.2 593.0 菓子パン 130 100 4.1 533.0 410.0
クッキー 60 0 5.0 300.0 0.0 煎餅 30 0 4.3 129.6 0.0 柿ピー 30 0 4.8 144.0 0.0
チーズ 20 0 3.4 67.8 0.0 サラミ 15 0 5.0 75.0 0.0 羊羹 20 0 3.0 60.0 0.0
アメ・チョコ 20 30 4.7 94.0 141.0 アメ・チョコ 15 30 4.7 70.5 141.0 アメ・チョコ 20 30 4.7 94.0 141.0
砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4

計 210 140 - 940.2 619.4 計 210 140 - 1143.7 772.4 計 210 140 - 869.4 589.4

Ｌ４： Ｍ１：ビーフン Ｍ２：すいとん

ｇ当 ｇ当 ｇ当
前 後 前 後 ビーフン 3.4 小麦粉 2.0

フルグラ 100 100 4.5 450.0 450.0 スープ素 2.35 乾燥肉 6.7
クッキー 60 0 5.0 300.0 0.0 乾燥野菜 4.93 乾燥野菜 4.9
チーズ 20 0 3.4 68.0 0.0 乾燥肉 6.73 スープ素 2.4
アメ・チョコ 20 30 4.7 94.0 141.0 砂糖 3.84 砂糖 3.8
砂糖 10 10 3.8 38.4 38.4 計 - 計 -

計 210 140 - 950.4 629.4

品目

品目
重量

ｇ
130

重量
ｇ

　カロリー
計

カロリー
計

442
11.75

重量
ｇ

130
5

ｇ
重量

　カロリー
計

計
　カロリー

品目

品目

品目

品目

重量
ｇ

重量
ｇ

170 460.4

　カロリー
計

5 11.8
10 38.4

　カロリー
計

15 101.0
10 49.3

260.0

170 633.4

15 73.95
10 67.3
10 38.4

160 679.2

5 24.7
10 67.3
10 38.4

120 464.4
5 17.2

10 67.3

ｇ 計　
品名

重量 カロリー
品名

重量 　カロリー
ｇ 計

5 2.2
10 38.4

160 633.3

5 11.8
10 67.3
10 49.3

ｇ 計
120

品名
重量 カロリー

464.4

 

Ｄ１：シチュー Ｄ２：キムチ鍋

品目

ｇ当 ｇ当

前 Ｍ 後 前 Ｍ 後 前 Ｍ 後 前 Ｍ 後
α米 160 150 110 3.9 619.2 580.5 425.7 α米 160 150 110 3.9 619.2 580.5 425.7

シチュールー 25 15 15 5.3 131.8 79.1 79.05 キムチの素 5 5 5 2.1 10.5 10.5 10.5
乾燥肉 5 5 5 6.7 33.7 33.7 33.65 乾燥肉 15 10 10 6.7 101.0 67.3 67.3
乾燥野菜 5 5 5 4.9 24.7 24.7 24.65 乾燥野菜 15 15 15 4.9 74.0 74.0 73.95
マッシュポテト 5 5 5 2.4 11.8 11.8 11.75 春雨 5 0 0 3.8 19.2 0.0 0
砂糖 20 20 20 3.8 76.8 76.8 76.8 砂糖 20 20 20 3.8 76.8 76.8 76.8

計 220 200 160 - 897.8 806.4 651.6 計 220 200 160 - 900.6 809.1 654.25

　カロリー

計

重量

ｇ品目

重量 　カロリー

ｇ 計

 

Ｄ３：カレー 　 Ｄ４：親子丼 ＳＤ：年越しうどん

重量
ｇ当 ｇ当 ｇ ｇ当 計

前 Ｍ 前 Ｍ 前 M 前 M α米 60 3.9 232.2
α米 160 150 3.9 619.2 580.5 α米 160 150 3.9 628.8 589.5 乾燥うどん 90 4.4 396.0
カレールー 15 15 5.3 79.1 79.1 スープ素 5 5 2.4 11.8 11.8 スープ素 5 2.4 11.8
乾燥肉 10 5 6.7 67.3 33.7 乾燥肉 10 10 6.7 67.3 67.3 きつね 30 2.3 70.2
乾燥野菜 10 5 4.9 49.3 24.7 乾燥野菜 10 5 4.9 49.3 24.7 乾燥肉 10 6.7 67.3
マッシュポテト 5 5 2.4 11.8 11.8 乾燥卵 5 5 6.7 33.5 33.5 乾燥野菜 5 4.9 24.7
砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8 乾燥味噌汁 10 5 3.4 34.3 17.2 砂糖 20 3.8 76.8

計 220 200 - 903.4 806.4 砂糖 20 20 3.8 76.8 76.8 計 220 - 878.9
計 220 200 - 901.8 820.7

カロリー重量
品名 品　目

品目
重量 カロリー

ｇ 計
カロリー

ｇ 計　
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８．春山強化合宿 

 

期間：２０１５年２月４日～２月１０日 

 

場所：八ヶ岳 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

       ３年 岩附正樹 

       ２年 大山洋平 

       １年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃 

       ＯＢ 村田岳 安済共 小林新平 西出広平 

 

行動概要：２月 ４日 離京 入山 美濃戸口～行者小屋（ＢＣ） 

        ５日 雪上訓練 

        ６日 登攀（赤岳主稜、中山尾根、石尊稜） 

        ７日 登攀（赤岳主稜、小同心クラック） 

           ＢＣ～赤岳～ＢＣ 

        ８日 ＢＣ～文三郎尾根～ＢＣ 

ジョウゴ沢 

        ９日 登攀（中山尾根） 

           ＢＣ～大同心稜～横岳～ＢＣ 

       １０日 行者小屋～美濃戸口 

 

２月４日 快晴 

美濃戸口（１０：００）～美濃戸山荘（１０：５０）～行者小屋（１３：３０） 

 茅野駅に８時半に到着し、ジャンボタクシーで９時半に美濃戸口に到着する。出発前に

中村のザックの肩紐が切れたため、補修により出発が遅れた。入山の５日前頃から雪が降

っていなかったため雪は締まっている。美濃戸山荘まではタイヤ痕が残る緩やかな林道を

登って行き、美濃戸山荘からは柳川南沢の本格的な登山道に入る。登山道には途中まで目

印としてロープが張ってあり、トレースもしっかりとしているため快適であった。林道途

中で小休止し、行者小屋まで一気に登った。ここにＢＣを設営する。明日からの登攀に期

待し、この日は行動を終えた。 
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２月５日 雪 －１２℃ 

 ＢＣ（６：００）～赤岳鉱泉（６：４５）～ＢＣ（１１：３０） 

 朝から降雪があり登攀を断念する。各登攀ルートの概念を確認しつつ、雪上訓練のため

に赤岳鉱泉手前の平地に向かう。途中で中山尾根への分岐点、大同心ルンゼへの入り口を

確認後、赤岳鉱泉手前の平地にて雪崩埋没訓練と雪崩埋没者捜索訓練をした。雪崩埋没訓

練では実際に雪に埋もれたが、圧迫感が強く全身が埋まると５分も生きていられないよう

に感じた。埋まっている人にプローブを刺して体、靴、地面にヒットした際の感覚の違い

を体験した。雪崩埋没者捜索訓練では、木の上にビーコンを隠した際は発見が遅れ、ビー

コンだけに頼らず周囲の環境もよく観察して捜索することが大事だと感じた。雪上訓練終

了後、石尊稜と日ノ岳稜への足付けのため柳沢北沢右俣に入り、小同心ルンゼ、三叉峰ル

ンゼを通過して石尊稜の末端まで行く。石尊稜の末端付近は傾斜が急になり、雪崩れそう

な斜面となる。特に日ノ岳稜の取り付き付近は左右のルンゼからの雪崩を危惧し、小林Ｏ

Ｂと岩附で行く。取り付きの様子を確認後、安全そうなルートを辿り中山尾根へと上がる。

途中でトレースに合流し、程なくして中山乗越に到着する。中山乗越からは一気にＢＣへ

駆け下る。 

 

２月６日 曇のち晴 －１３℃ 

＊赤岳主稜パーティ  

岩附（３）＝井上（１）  

ＢＣ（６：１０）～取り付き（７：２０）～赤岳頂上山荘（１２：２０） 

～ＢＣ（１３：２５） 

 ＢＣを出発し文三郎尾根を登る。樹林帯を抜ける手前で、アイゼンとハーネスを着ける。

道はクラストしており、ハシゴやクサリもほとんどが埋まっていた。取り付きまでの雪渓

のトラバースは雪崩れそうであったため慎重に通過する。ガスで視界が悪く、一段上のチ

ョックストーンのあるルンゼから取り付いてしまった。また６ピッチ目の取り付きを間違

え、それ以降は正規のルートではない所を登った。 

１ピッチ目 チョックストーンをくぐり、細い凹角に手足を突っ張る様にして登る。正面

に岩が張り出していて体の向きを上手く変えながらでないと登れない。凹角

を抜け簡単なフェースを少し登り、テラスに出て４０ｍ程でピッチを切る。

正規のルートでは一段下のチムニーから取り付く。 

２ピッチ目 支点から左へ回り込み岩壁を登る。階段状で登りやすく、途中から雪稜とな

る。４０ｍ程登りピッチを切る。 

３ピッチ目 簡単な雪稜をそのまま進み、中間の岩場に着く。この辺りから時折晴れ間が

見えるようになる。 

４ピッチ目 傾斜の緩い広い凹角の簡単な岩場を１０ｍ程登り、抜けた所から雪稜に出る。

雪稜は両側が切れ落ちリッジになっている。ピナクルでピッチを切る。 
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５ピッチ目 そのままリッジ状の雪稜をひたすら進み、上部岩壁のやや左側の左上するク

ラックの下のテラスでピッチを切る。支点はハンガーボルトで取る。テラス

の下には大きな段差があり、右へ２ｍ程トラバースして乗り越える。 

６ピッチ目 浅くて狭いクラックを左上しながら登る。ホールド、足場共にほとんど無く、

Ａ０で登る。続くフェースを左へ回り込みながら登るがホールドが細かく持

ちにくい。小テラス手前のフェースは一部ハングしておりカムデバイスを使

ってＡ０で乗り越す。小テラスにてピッチを切る。支点はハーケンとピナク

ルで取る。このピッチが終わった後は息が上がった。正規ルートは右俣沢方

面へトラバースし、岩壁を右から巻くように登る。 

７ピッチ目 左の階段状の簡単なフェースを乗り越え雪稜に出る。ピナクルで支点を取り

ピッチを切った。この辺りでガスが晴れて日が出たので若干暖かく感じるよ

うになった。 

８ピッチ目 リッジ状の雪稜から一度ルンゼに入り込み５ｍ程登り、抜けた所でピッチを

切る。 

９ピッチ目 ２ｍ程クラストした斜面を左上し、広い尾根に出る。４５ｍ程傾斜の緩い雪

面を登り縦走路と合流した所でピッチを切った。支点は鉄柵で取った。 

夏道を登り赤岳頂上山荘で休憩する。帰りは文三郎尾根を下る。上部は急で雪が深かっ

たため慎重に進む。樹林帯に入る少し手前でアイゼンとハーネスを外し、一気に駆け下る。

ＢＣに到着後すぐに安済ＯＢが入山された。 

 

赤岳主稜の取り付き 
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＊中山尾根パーティ 

小野寺（３）＝関根（１） 

ＢＣ（６：００）～中山尾根取り付き（６：４５）～登攀開始（７：１０） 

～登攀終了（１１：５０）～ＢＣ（１３：２０） 

 ＢＣから中山乗越までの緩やかな登りは、雪質はさらさらしているが足場は踏み固めら

れている。昨日付けたトレースがあり順調に取り付きまで行く。 

１ピッチ目 下部岩壁手前の木で支点を取り登攀を開始する。下部岩壁沿いに右下へトラ

バースして凹角を左上する。途中で右に顕著な凹角があるが、難しいため左

から回り込む。大岩を乗越し、ホールド、スタンスの少ない傾斜の緩い斜面

を登るとテラスに着く。ハンガーボルト２個で支点を取り４０ｍでピッチを

切る。もう一つ奥にも支点があり、そこでもピッチが切れそうだ。最初の凹

角にザイルが引っ掛かり、アッセンダーで引いたため４０分程時間が掛かっ

てしまった。 

２ピッチ目 右側に凹角があるが左の草付きを上がる。整備されたためかハンガーボルト

が新しく打ってあり、恐怖感が少なくなっていた。しかし雪が薄くホールド

が少ないため木を掴み強引に上がった。その後は易しい雪稜が続くが、３０

ｍ程で声が届かなくなったのでピッチを切った。 

３～ 

４ピッチ目 灌木と岩混じりの雪稜をがっちり登る。途中の支点は木で取ることができた。 

５ピッチ目 ４ピッチ目の終了点からでも上部岩壁分のザイルは足りそうであったが、ザ

イルの流れが悪くなることを考慮し、岩壁基部まで１０ｍザイルを出す。支

点は新しいハンガーボルトが打たれており、そこでピッチを切った。 

６ピッチ目 右側の急な凹角を登る。凹角にはホールドはあるが、スタンスが細かくＡ０

で無理やり登る。その先の核心部である凹角は一見厳しそうだが細かいホー

ルドがあり、しっかり丁寧に登っていけば問題ない。核心の凹角から抜ける

所はＡ０で立ち込み、凹角の上の雪面にピッケルを刺した状態で足を突っ張

って上がる。上がり切るとハンガーボルトの支点が打たれているため、３０

ｍでピッチを切る。 

７ピッチ目 簡単な雪稜が続く。支点は灌木で取ることができる。５０ｍザイルを出した

所でピッチを切る。 

８ピッチ目 稜上を忠実にピナクルまで行く。ピナクルの付近にはハーケンなどが打たれ

ているため、そこで支点を取ることができる。ピナクルから先は日ノ岳稜側

を巻くように簡単な岩場を登る。登り切るとトサカ状岩壁の基部に着き、そ

こでピッチを切る。ここも整備されたためか新しいハンガーボルトが打たれ

ていた。 

９ピッチ目 明瞭なバンドをトラバースし縦走路に合流した所でピッチを切る。途中で支
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点を取らないとザイルが宙に浮いてしまい流れが悪くなりそうだ。ここで中

山尾根の登攀を終了する。 

赤岳方面の縦走路を辿り地蔵尾根を下ってＢＣへ帰幕する。地蔵尾根に入ってすぐのナ

イフリッジの急斜面はハイダガーポジションでトラバースした。ナイフリッジの先は尾根

のジャンクションとなっており、そのまま稜通しで進むのではなく、右側の浅く広い斜面

を下っていく。視界が悪いとルートを間違えそうだ。樹林帯に入るまではハシゴ場とクサ

リ場があり慎重に下る。危険箇所が終わり、樹林帯に入った所でアイゼンを外してＢＣま

で一気に駆け下る。帰幕すると赤岳主稜パーティが先に帰幕しており、１５時頃に石尊稜

パーティも帰幕した。 

 

＊石尊稜パーティ 

小林（ＯＢ）＝大山（２）＝中村（１） 

 ＢＣ（６：３０）～取り付き（７：５０）～終了点（１４：００）～ＢＣ（１５：３０） 

行者小屋から中山乗越、北沢の右俣までラッセルすることなく順調に進む。鉾岳ルンゼ

側に移り、小尾根を登った所でアイゼンと登攀具を着け石尊稜末端に取り付く。小林ＯＢ

がリードし、中村、大山の順に登る。 

１ピッチ目 岩壁中央ルートを直上する。雪がほとんど付いておらずルートは確認しやす

いが、顕著なホールドが少ないため慎重に登っていく。草付きの岩壁を越え、

短い雪稜を上がり樹林帯にてピッチを切る。 

２～ 

５ピッチ目 灌木のある疎林帯の雪稜をひたすら進む。最初は急なヤセ尾根だったが、だ

んだん傾斜が緩くなる。尾根幅は狭く、南側に雪庇が見られるため滑落に注

意しながら登る。 

６ピッチ目 視界が開け、灌木などが無い雪稜となる。岩峰基部に支点が取れないためピ

ッケル２本を使い、スタンディングアックスビレイをする。雪質が軟らかい

ため支点が決まりにくく信用できなかった。 

７ピッチ目 上部岩壁の登攀となる。まず３ｍ程の凹角を登る。岩壁にはアイゼンの爪の

跡があり、急傾斜ではあるもののルートが明瞭なためスムーズに登ることが

できた。クラスト斜面をアイゼンを効かせて登り切り、ピッチを切る。 

８～ 

９ピッチ目 階段状の岩場を登った後、ガリー状の緩斜面を通過した。稜線上の岩を支点

にしてピッチを切った。ここで石尊稜の登攀を終了する。 

稜上は風がやや強いため、中村は小林ＯＢとコンティニュアスで進み、地蔵尾根から慎

重に下る。地蔵尾根の上部で他隊の滑落者がおり、危険箇所であることを再度認識し気を

引き締める。トレースをしっかり辿り帰幕した。 
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２月７日 快晴 －１７℃ 

＊赤岳主稜パーティ 

小野寺（３）＝大山（２）＝関根（１） 

 ＢＣ（６：２０）～赤岳主稜取り付き（７：１０）～赤岳頂上（１１：００） 

～ＢＣ（１２：００） 

 ＢＣを出発し雪上歩行強化パーティと共に文三郎尾根に向かう。樹林帯の中のトレース

を辿り速いペースで進む。樹林帯を抜ける急登手前の広い場所でアイゼンを装着する。中

岳の分岐点から２００ｍ程手前の所から赤岳沢のトラバースに入る。トラバースは途中で

岩の小尾根があり、通過する時に細心の注意を払って取り付きに向かう。概念にあったチ

ョックストーンはそれほど顕著ではなかったが、新しい支点が打たれているので分かりや

すい。支点の下の雪面を削って足場を作り、ここで登攀具を着け登攀を開始する。全ピッ

チ小野寺がリードした。 

１ピッチ目 チョックストーンのある広いチムニーを登る。チョックストーンを乗り越え

る際はホールドが少ないが、足場は分かりやすいためそこまで難しくはない。

越えた所から簡単な雪面を直上しリッジに出る。リッジ通しに行き、赤岳沢

側にあるバンドをトラバースすると広いテラスに着く。そこで支点を取り、

３０ｍでピッチを切る。終了点には新しいハンガーボルトが打たれていた。 

２ピッチ目 １０ｍ程浅い凹角を直上する。残置支点は最初の方は打たれているが上部に

は無い。凹角を抜けた所で簡単な雪稜となる。３０ｍ程ザイルを出した所で

ハンガーボルトとピナクルで支点を取り、ピッチを切った。 

３ピッチ目 中間の岩場基部まで雪稜を行く。特に難しい箇所は無い。中間の岩場基部に

て残置ハーケン２枚で支点を取り４５ｍでピッチを切る。雪稜の途中にも支

点が豊富にあるため中間支点は取りやすいが、実力があれば必要ないだろう。 

４ピッチ目 中間の岩場の登攀となる。正面の浅い階段状の岩場を慎重に登る。難しくは

ないが、支点はほとんど取ることができない。１０ｍ程で岩場を抜け、再び

雪稜となる。途中の小岩にあるハンガーボルトで支点をとり、４０ｍでピッ

チを切る。 

５ピッチ目 上部岩壁基部まで雪稜を行く。最初は傾斜が緩く登りやすいが、基部に近付

くにつれ傾斜が急になる。上部岩壁の右末端に取り付き、４５ｍでピッチを

切る。ここにも新しいハンガーボルトが打たれていた。 

６ピッチ目 核心部の上部岩壁の登攀となる。正面にある階段上の凹角を登る。一段上に

上がり右にある残置ハーケンで支点を取る。そこから大岩を左へ巻くように

移り、ホールドの豊富な簡単なチムニーを抜けると、岩と氷の易しいミック

ス斜面になる。目の前に見える顕著なチムニーを目指し、稜通しに行きチム

ニー内に入る。チムニーの最初にハンガーボルトが打たれており、心なしか

安心だ。チムニーは体をねじ込み、左の岩に腕を乗せると抜けることができ
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る。すぐ上にあるハンガーボルトで支点を取り４０ｍでピッチを切る。 

７ピッチ目 稜上を目の前のチムニーを目指して忠実に登る。所々岩と氷がミックスして

いるが、傾斜が緩いため特に危ない箇所はない。チムニー手前で傾斜が急に

なるが、ダブルアックスで快適に登る。チムニー内の雪を掘り返し、埋まっ

ていたハーケンで支点を取った。４５ｍでピッチを切る。 

８ピッチ目 稜上を忠実に登る。途中岩場があるが、尾根幅が広く簡単なため怖くはない。

赤岳の肩に出る手前の広い斜面にて、大岩で支点を取り４０ｍでピッチを切

る。ここで登攀を終了する。 

 赤岳の肩まで進み、ここで縦走路と合流する。そのまま赤岳の頂上へ向かい休憩を取る。

登攀は止まっていることが多いため疲れにくいが、終わった時の休憩程待ち遠しいものは

ない。赤岳頂上で達成感溢れる大山と関根の写真を撮り、文三郎尾根経由でＢＣに向かう。

文三郎尾根は休日とあってか沢山の登山者がおり、下るのに時間を要した。ＢＣに到着後、

お茶の準備をしつつ他のパーティの帰幕を待つ。この日は終日天気が良く、帰幕した時は

気温が１０℃近くあった。 

 

 

赤岳主稜６ピッチ目のチムニ―を突破する関根 
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＊小同心クラックパーティ  

岩附（３）＝井上（１）  

ＢＣ（６：１５）～取り付き（８：１５）～終了点（１０：３０） 

～硫黄岳（１１：５０）～ＢＣ（１２：３０） 

 ＢＣから赤岳鉱泉方面へ向けて出発する。大同心沢沿いを登り大同心稜の末端から樹林

帯の尾根を登る。樹林帯の終わる少し手前で傾斜が急になったためアイゼンとハーネスを

着ける。雪は締まっていて歩きやすい。大同心基部より少し下の雪面をトラバースする。

雪崩れそうな斜面だったため大同心基部まで登った地点でトラバースするべきであった。

岩壁を小同心ルンゼ側へ回り込み取り付きの支点は残置ハーケンとカムデバイスで取る。

天気はとても良く、風もほとんどない。 

１ピッチ目 左にある顕著な凹角を左上する。ホールド、足場ともに豊富である。概念に

は支点はほとんど無いと記載していたが、新しくハンガーボルトが打たれ、

支点を豊富に取ることができた。４０ｍ程で上部のテラスに出る。 

２ピッチ目 テラスから右のチムニーを登る。チムニーはホールドが多いので登りやすい。

２０ｍ程で一度チムニーから抜ける。ここでも残置支点が豊富にある。その

後再び大同心ルンゼ側のチムニーを１０ｍ程登り、チムニーを抜けた台地で

ピッチを切る。 

３ピッチ目 小同心の頭まで登る。大同心側へ雪面を５ｍ程トラバースし、非常に簡単な

階段状の岩場を登る。左へ一段乗越して稜上に出る。稜上の途中のハンガー

ボルトで支点を取り登攀を終了した。 

 横岳の頂上直下までは踏み跡を進む。縦走路へは大同心側が雪崩れそうであったので、

横岳の岩壁基部を赤岳側へ５０ｍ程トラバースし、草付きの上に雪が薄く積もった斜面を

登り縦走路へ合流した。薄っすらとトレースがありそれほど危険ではなかった。この日は

天気が良かったためか縦走路では多くの人々とすれ違った。硫黄岳山荘で休憩後、硫黄岳

までの緩斜面をひたすら登る。ケルンが多くあるため道ははっきりと分かる。稜線上は夏

道が出ているためとても歩きやすい。赤岩の頭で他パーティとシーバー交信をする。ここ

から赤岳鉱泉までは急な斜面だが、すぐに樹林帯に入るため雪崩の心配はなかった。赤岳

鉱泉まで駆け下った後、中山乗越を登り返し帰幕した。 
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＊文三郎尾根パーティ 

中村（１） 小林（ＯＢ） 安済（ＯＢ） 

ＢＣ（６：３０）～赤岳天望荘（８：３０）～ＢＣ（９：２０） 

～ジョウゴ沢（１０：５０）～ＢＣ（１４：２０） 

ＢＣを出発し文三郎尾根に向かう。樹林帯の中のトレースを辿り、速いペースで進む。

徐々に傾斜が急になり、トレースが滑りやすくなってきたため、樹林帯を抜けた所の広い

場所でアイゼンを装着する。やや急傾斜の登山道をひたすら登っていく。雪が締まってお

り比較的歩きやすい。赤岳主稜パーティが取り付きへ向かうのを横目に見つつ必死に登る。

赤岳と中岳の分岐点から中村は小林ＯＢとコンティニュアスで登る。上部のクサリ場は慎

重に登っていくが、雪が多いためか特にいやらしい箇所は見られなかった。程なくして赤

岳の頂上に着く。風は穏やかで青空がくっきりと見える。その後赤岳天望荘の前で休憩し、

地蔵尾根を下ってＢＣに着く。帰幕後に小林ＯＢが下山された。安済ＯＢと中村は時間に

余裕があるためジョウゴ沢Ｆ２にてアイスクライミングをする。アイススクリューでの支

点の取り方、アイスアックスを使った登り方を教わった。初めてのアイスクライミングは

少し緊張した。１３時過ぎに登攀を終えてＢＣに帰幕する。この日に村田監督が入山され

た。 

 

２月８日 雪 －８℃ 

この日の朝に西出ＯＢが入山された。朝から雪がちらついている。７時過ぎに晴れ間も

見えるが、稜線上で非常に風が強く悪天が予想されるため予定していた登攀を中止する。

大山は雪上歩行の強化とリーダー判断の訓練のために岩附と共に文三郎尾根に行く。他の

者はジョウゴ沢に行きアイスクライミングをすることにした。 

 

＊文三郎尾根パーティ 

岩附（３）＝大山（２） 

 ＢＣ（７：１０）～文三郎道クサリ場（７：４０）～撤退開始（８：００） 

～ＢＣ（８：１０）～ジョウゴ沢（９：１０） 

 降雪はないが風が強いため６時半まで天気待ちをする。明るくなり稜線も見通せるよう

になってから文三郎道から赤岳を越えて地蔵尾根へと下る予定で出発する。トレースが付

いているが硬く踏み固められており、傾斜が強くなると歩きにくい。樹林帯を抜ける手前

でガスが掛かり始めるが、そこでアイゼンを着けて主稜線を目指す。次第に風が強くなり、

雲が広がっていく。階段状クサリ場の手前に着いた所で暴風雪となり視界も２０ｍ程とな

る。クサリ場を他のパーティが下って来ていたためしばらく待機していたが、悪天で稜線

上へ出るのは難しいと判断し、８時にＢＣの村田監督とシーバー交信を取って撤退を決定

する。文三郎道を引き返し一旦帰幕する。その後、村田監督と共にジョウゴ沢へ出発し、

ジョウゴ沢パーティと合流する。 



~ 49 ~ 
 

＊ジョウゴ沢パーティ 

小野寺（３）井上（１）関根（１）中村（１）西出（ＯＢ） 

ＢＣ（７：００）～ジョウゴ沢Ｆ１（７：４５）～ジョウゴ沢Ｆ２（９：２０） 

～赤岳鉱泉（１１：００）～ＢＣ（１２：００） 

ＢＣを出発しジョウゴ沢に向かう。大同心ルンゼ、裏同心ルンゼにもトレースがあり、

概念をしっかりと把握していなければ間違って入りそうだ。登山道のロープを越えてジョ

ウゴ沢に入る。アップダウンの少ないトレースを辿り、Ｆ１に到着する。ここでアイゼン、

登攀具を着ける。Ｆ１にてアイスクライミングの講習を行う。氷壁の登り方、アイススク

リューを使って支点を取る方法などを講習した。またトップロープを張ってＦ１の急傾斜

をアイゼンのみで下降する訓練も行った。落ちないようにアイゼンをしっかりと効かせる

が、太ももが非常に疲れるため大変であった。その後雪上歩行強化パーティと合流する。

先行パーティはＦ１から少し登りＦ２に進む。正面と左にトップロープを２本張り、氷壁

を登り込む。一通り登攀を終えたところで終了し、ＢＣに向かう。途中の赤岳鉱泉で安済

ＯＢ、西出ＯＢが下山された。ＢＣに到着するとテントが雪で埋まっていたため、皆でテ

ントラッセルをした。 

 

 

 

ジョウゴ沢Ｆ２を登攀する岩附 
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２月９日 快晴 －１７℃ 

 朝食を食べ終えた後、ガスで視界が悪かったため１時間天気待ちをする。６時を過ぎて

も晴れることはなかったが、さらに１時間程待つと次第に稜線が見えるようになってきた。

風は強そうだが視界は良いため登攀に行くことにする。 

＊中山尾根パーティ  

岩附（３）＝井上（１）＝関根（１） 

ＢＣ（８：００）～取り付き（８：４５）～終了点（１２：５０）～ＢＣ（１３：５５） 

ＢＣから中山乗越まで登りそこから取り付きまで尾根上を進む。樹林帯を抜けた所でア

イゼンと登攀具を着ける。取り付き手前は細く切れた雪のリッジになっている。 

１ピッチ目 右側から巻くように、左上する凹角を登る。この時ザイルがスムーズに出る

ように注意する。上部は左に巻くようにすると登りやすい。しかしザイルの

流れが悪くなりやすいため注意しながら支点を取る。３０ｍ程登り、凹角を

抜けた所のテラスにてハンガーボルトで支点を取りピッチを切る。 

２ピッチ目 岩場から雪がうっすら積もった草付きを左へトラバースする。雪付きが悪い

ため慎重に進み、少し上がった所の雪稜の木を掴むと一安心できる。雪稜は

岩と灌木混じりで登りにくいが、木が多く生えているため怖くはない。５０

ｍ伸ばし、太い木で支点を取る。 

３～ 

５ピッチ目 １５０ｍ程の岩混じりの雪稜を進む。特に難しい箇所は無いためグリップビ

レイで確保しガンガン登る。上部岩壁基部でピッチを切る。この辺りまで来

ると風が非常に強く寒いため、ビレイ中も手足をこまめに動かし、凍傷に注

意する。 

６ピッチ目 支点から右寄りの凹角を左上して３０ｍ程登る。ホールドが少ないためピッ

ケルを使いながら登り、少し左にトラバースするようにしてテラスに出る。

テラスからの急な凹角の出口は体を乗り出すようにして遠いホールドを取る

ため難しい。 

７ピッチ目 草付きと岩の混ざった雪稜を登る。ハイマツで支点を取り４０ｍ程でピッチ

を切る。         

８ピッチ目 最後の岩場は左を巻くようにトサカ状岩壁まで登る。途中、地蔵尾根を下る

小野寺パーティを確認する。草付きと岩の上に薄っすらと雪が積もっており、

慎重に登り切る。最後は地蔵尾根側に岩を乗越し、広いテラスで登攀を終了

する。 

 ここでザイルを外し、縦走路まで５０ｍ程地蔵尾根方向へトラバースする。稜線上は西

側からよろめく程の強風が吹いており、顔に氷の粒が当たって痛かった。地蔵尾根は前日

の降雪でクサリがほとんど埋まり、雪の状態も悪いため雪崩に注意する。樹林帯に入ると

風が収まり、ここでアイゼンを外してＢＣまで一気に駆け下る。 
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＊大同心稜パーティ 

 小野寺（３） 大山（２） 中村（１） 

ＢＣ（８：００）～大同心基部（１０：１５）～主稜線（１１：００） 

～三叉峰手前（１２：００）～ＢＣ（１３：１５） 

 ＢＣを出発し、大同心ルンゼより大同心稜に取り付く。トレースは見えるが、前日の降

雪で半分程埋まっている。鬱蒼としている樹林の中をかき分けつつ、順調に標高を上げて

いく。途中の硬い雪面が出てくる所でアイゼンを装着する。樹林帯を抜ける手前の平坦地

で休憩し、登攀具を着けコンティニュアスの準備をする。程なくして樹林帯を抜け、広い

疎林帯の雪面を忠実に登る。大同心の基部手前の岩場が出てくる場所で小野寺と中村はコ

ンティニュアスを組む。基部まで進み、そこから大同心ルンゼ側をトラバースする。幅は

１ｍ程だが、雪付きが良く歩きやすい。明瞭な踏み跡を辿り、大同心沢を詰めていく。途

中の岩場は難しくなく、スピードを上げてひたすら主稜線まで向かう。近付くにつれて徐々

に傾斜は緩くなるが、次第に踏み抜くクラスト斜面となるため、思った以上に歩きづらい。

程なくして主稜線に到着する。大同心ルンゼでも風は強かったが、主稜線はさらに風が強

い。硫黄岳付近は風を遮るものが全くないため、顔面凍傷を危惧し、地蔵尾根を下降する

ことにする。横岳手前のクサリ場は一箇所だけ完全に雪に埋もれていたため、クサリで支

点を取りＦｉｘを張ってリッジを通過する。通過中、東斜面で誘発雪崩が起こったため、

巻かずに行ったことは正解であった。そこから先はクサリ、ハシゴが埋もれていることは

なく、順調に中山尾根の終了点まで行く地蔵尾根に向かう途中で８ピッチ目を登攀してい

る中山尾根パーティを見つける。風が強いため苦しんでいるかと思ったが、意外に元気そ

うで一安心する。地蔵尾根は連日の賑わいのためかトレースがしっかりと残っており、順

調に下りていく。ＢＣに到着し、風が強い中の行動で無事に降りられたことに胸を撫でお

ろした。 

 

２月１０日 曇のち晴 －１３℃ 

 ＢＣ（７：２０）～美濃戸山荘（８：３０）～美濃戸口（９：００） 

朝は視界が悪く雪が少し舞っている。計画を全て遂行できていないが、天候の悪化が懸

念されたため、登攀には行かず下山することにする。テントやザックが凍結により撤収に

苦労する。凍りついたザックを背負って美濃戸口に向かう。平坦な道ではラッセルを強い

られたものの樹林帯に入るとすぐにトレースが現れ、そこからは一気に駆け下る。次第に

天気は回復し青空が見え始めた。八ヶ岳山荘前にて整理体操をして春山強化合宿を終えた。
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９．春山合宿ルート変更について 

 

経緯 

 当初、２０１４年度春山合宿は白馬岳突坂尾根で計画していた。過去の合宿の記録を参

考にし、関西電力の冬季歩道を通り、笹平駅から尾根に取り付く計画で進め、３月２日よ

り白馬岳突坂尾根に向かった。 

３月３日に関西電力の冬季歩道を通過中に、職員から「冬季歩道は関係者以外立入禁止

のため、通らないでほしい。」という注意を受けた。そのため、冬季歩道を外れて外の線路

上を歩いていたが、柳橋駅にて再び職員に通行を咎められた。職員によると、冬季歩道に

関わらず、線路内も基本的には関西電力の施設内となり、関係者以外立入禁止であるとの

ことであった。その後、監督、富山県警山岳警備隊と連絡を取り交渉を進めたが、基本的

に立入禁止であること、山岳警備隊も黙認の立場であるということであったため、宇奈月

へ引き返すことに決定した。 

当日中に東京に戻り、３月５日に緊急のコーチ会を開いた。協議の結果、代案として蓮

華岳東尾根で合宿を組むことを決定した。 

 

行動記録 

３月３日 曇のち晴 

宇奈月温泉駅（７：１０）～第４トンネル出口（９：００）～柳橋駅（９：３０） 

～宇奈月温泉駅（１１：００） 

 明朝富山駅に到着し、始発電車で宇奈月温泉駅まで行く。宇奈月温泉駅からは宇奈月駅

前の駐車場を横切り、新山彦鉄橋の歩道から関西電力冬季歩道に入る。しばらく進み、第

４トンネルに入る。しかしトンネルの出口付近で関西電力の職員から、冬期歩道を通らな

いで欲しいという注意を受ける。トンネル外であれば問題ないということであったので、

そのまま歩道には入らずにトンネル外の線路上を歩いていく。雪はある程度硬くなってい

たが、ワカンを履いて進む。柳橋駅に差し掛かった辺りで再び職員に呼び止められ、もし

このまま行動を続けた場合は刑事問題に繋がるので、すぐに宇奈月温泉駅へ引き返すよう

に宣告される。ここで、監督、登山届を提出した富山県警山岳警備隊と交渉を行うが、警

備隊もあくまで黙認という立場であることを聞いたため、諦めて引き返すことにする。帰

りは第４トンネルから尾瀬湯トンネルの前に出て公道を進み、宇奈月温泉駅まで行く。富

山市まで行き、当日中に東京に戻ることにした。 
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白馬岳突坂尾根計画 

 

期間：２０１５年３月２日～３月２２日 

 

場所：北アルプス 白馬岳突坂尾根 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

３年 岩附正樹 

２年 大山洋平 

１年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃  

ＯＢ 小林新平 

 

行動計画：３月２日  離京 新宿ワシントンホテル２２時３０分発 

３日  富山駅北口５時３０分着 電鉄富山駅~宇奈月温泉 

入山 宇奈月温泉～笹平（Ｃ１） 

４日  ～１２４２ｍ（Ｃ２）        荷上げ 

５日  ～１２４２ｍ            移動 

６日  ～１８００ｍ（Ｃ３）        荷上げ 

７日  ～１８００ｍ            移動 

８日  ～２１００ｍ 猫又山手前（Ｃ４）  荷上げ 

９日  ～２１００ｍ            移動 

１０日  ～２５４０ｍ 清水平（ＡＣ）    荷上げ 

１１日  ～２５４０ｍ            移動 

１２日  行動予備日              

１３日  行動予備日              

１４日  行動予備日              

１５日  停滞予備日              

１６日  ～白馬岳              アタック 

１７日  行動予備日              

１８日  停滞予備日              

１９日  停滞予備日              

２０日  ～１２４２ｍ            移動 

２１日  ～宇奈月温泉            下山 

２２日  行動予備日 
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１０．春山合宿 

 

期間：２０１５年３月７日～３月１６日 

 

場所：北アルプス 蓮華岳東尾根～針ノ木岳 

 

参加メンバー：ＣＬ 小野寺央峻 

３年 岩附正樹 

２年 大山洋平 

１年 井上峻太郎 関根孝高 中村慶乃  

ＯＢ 小林新平 

 

行動概要：３月 ７日 離京 新宿駅～信濃大町駅～日向山ゲート 

           入山 日向山ゲート～蓮華岳東尾根取り付き（Ｃ１） 

        ８日 ～１９００ｍ        荷上げ 

        ９日 ～１９００ｍ（Ｃ２）    移動 

           ～２２２０ｍ        荷上げ 

       １０日 ～２３００ｍ（Ｃ３）    移動 逆ボッカ 

       １１日 停滞 

       １２日 ～２６１０ｍ        荷上げ 

       １３日 ～２４５０ｍ（ＡＣ）    移動 荷下げ 

       １４日 ～蓮華岳          偵察 

       １５日 ～蓮華岳～針ノ木岳     アタック 

       １６日 ～日向山ゲート 下山 

 

３月７日 雨 

日向山ゲート（２１：４０）～取り付き（１０５０ｍ）（Ｃ１）（２２：００） 

新宿から電車を乗り継いで信濃大町駅まで行き、そこからタクシーで日向山ゲートに向

かう。大町では雨が降っていたが、ゲートに着いた時には小降りになっていた。ゲートを

左側の雪を巻くようにして乗り越えて、ラテルネを点けて出発する。除雪された舗装路を

進み、スノーシェッドを通過して１００ｍ程先の道路標識の前から雪原に入りＣ１を設営

する。水は篭川の支流から汲むことができたため融雪の必要はなかった。到着が遅かった

ので夕食後すぐに就寝する。 
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３月８日 曇のち雪 １℃ 

Ｃ１（７：１０）～１９００ｍ地点（１２：３０）～Ｃ１（１４：４５） 

 Ｃ２までの荷上げをする。Ｃ１を出発してすぐに渡渉地点に着く。長靴を履いて渡渉し、

長靴の受け渡し用にＦｉｘロープを張る。初めての渡渉は流される不安もあったが、楽し

みな気持ちもあった。水の冷たさに耐えながらしっかりと渡り、尾根に取り付く。最初の

急登と先の露岩で１ピッチ５０ｍずつＦｉｘを張り、アッセンダーを使用して登っていく。

雪はそれほど深くなく締まっていて登りやすい。ヤセ尾根はトレースが付けば問題なく通

過できＦｉｘは不要と判断して進む。ここから先は雪も深くなりラッセルに苦戦しながら

登っていく。１４１２ｍ付近は緩やかだが大きな階段状になっている箇所があり、巻くよ

うに登る。１７００ｍの手前では急斜面に３０ｍ程Ｆｉｘを張って登る。尾根が南西に曲

がる地点から先は尾根幅が広くなり、どの方角にも進めそうで迷いやすい。１９００ｍ地

点にデポし、テープを付けながら帰幕する。帰りの渡渉も冷たく厳しかったが無事に帰幕

することができた。 

 

 

 

 

 

蓮華岳東尾根の渡渉地点と取り付き 
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３月９日 曇 ０℃ 

Ｃ１（６：１５）～１６００ｍ付近（８：４５）～１９００ｍ（Ｃ２）（１０：１０） 

雪は降っていないが、空はどんよりとしている。朝食後素早くテントを撤収しＣ２を目指

す。昨日と同じく黒沢出合で長靴を履き、膝下程度の渡渉を終えてワカンを着け尾根の末端

に取り付く。最初の急登と露岩のＦｉｘは慎重に通過する。その後１４１２ｍ付近まで傾斜

が緩く、昨日のトレースが残っているため、ラッセルはほとんどせずに順調に進む。１７０

０ｍ手前の急登はアッセンダーを使ってスムーズに通過する。足をしっかりきめる最後の急

登を登り切り、１９００ｍ地点の平坦地にＣ２を設営する。 

＊荷上げパーティ 

Ｃ２（１１：１５）～２１５０ｍ付近（１２：４５）～Ｃ２（１３：３０） 

テント設営後、時間があるため荷上げに向かうことにする。調子の悪い大山はテントキ

ーパーとし、他の者で行ける所まで荷上げをする。Ｃ２からは膝上程度のラッセルだが、

木の根や土がむき出しの箇所が見られる。２１００ｍの露岩は篭川側に巻きながら急登を

登る。２１５０ｍ付近の急登は南側に雪庇の張り出しが見られ、また雪崩れそうな斜面で

あった。小野寺が偵察に行ったところ樹林の際を縫うように行けば雪崩の心配はなさそう

であった。その間に手前の平坦地に荷物をデポし帰幕の準備をする。テントキーパーの大

山とシーバー交信しＣ２に帰幕する。Ｃ２に帰幕した頃には。雲行きが怪しくなり、天候

悪化が懸念された。 

 

３月１０日 雪 －４℃ 

 Ｃ２（６：４５）～２１５０ｍデポ地点（８：００）～２３００ｍ（Ｃ３）（９：３０） 

 ワカンを着けて出発する。昨日から降り続いた雪で前日のトレースはほとんど埋まって

おり、Ｃ２から先は膝上まである雪のラッセルを強いられる。尾根幅は広いが両側が切れ

落ちているため、樹木の間を縫うようにして進む。順調に２１５０ｍデポ地点に着き、食

糧や燃料を残してＦｉｘロープなどの登攀具を回収する。再び樹林帯の中をラッセルして

登っていく。主稜線を見失わないように注意しながら、雪崩斜面を避けて木々を繋ぐよう

にルートを選んで進む。８時半頃には僅かに日差しが強くなったがすぐに曇り、それ以降

は北寄りの強い風が吹きつけるようになった。２３００ｍ付近の樹木に囲まれた平坦地に

Ｃ３を設営する。軟らかい新雪は踏み固めにくく、整地に苦労した。Ｃ３設営後に岩附、

大山、井上は逆ボッカ隊として２２２０ｍデポ地点へ向かい、小野寺と関根が足付け隊と

してＡＣ予定地へと出発した。 

＊逆ボッカパーティ 岩附 大山 井上 

 Ｃ３（１０：３０）～２１５０ｍデポ地点（１０：４５）～Ｃ３（１１：４５） 

 登りのトレースを辿って２１５０ｍデポ地点まで下る。依然として雪は降り続き、吹き

溜まりの激しい場所では既にトレースが埋まりかけている。トレースを見失わないように

テープをこまめに付けながら下る。１５分程でデポ地点に到着し、Ｃ３とシーバー交信を
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した後登り返す。下りで尾根の様子を把握できたこともあり、移動時よりも速いペースで

登っていく。滞りなく登り続けてＣ３に帰幕する。 

 

＊偵察パーティ 小野寺 関根 

Ｃ３（１０：３０）～デポ地点（２３５０ｍ）（１２：００）～Ｃ３（１２：３０） 

 ＡＣまでの足付けに向かう。樹林帯の際を縫うように進んでいくが、途中地面まで踏み

抜く箇所や雪壁を崩して進む場所があった。必要であればＦｉｘ工作も行う予定であった

がそのような箇所はなくひたすらにラッセルが必要であることが分かった。２３５０ｍ付

近でガスが掛かり現在地を把握するのが難しくなったため、木の根元にＦｉｘロープをデ

ポして帰幕する。下りは快調であったがトレースはほとんど埋まっていた。 

 

３月１１日 地吹雪 －１７℃ 

停滞 

昨夜から非常に強い風が絶え間なくテントを揺らす。５時の朝食後も天気が回復するこ

とがなく６時半まで天気待ちをするが、風が止まないため停滞とする。昼食を食べ終えた

１２時頃、木がテントの上に倒れそうになっていたため皆で協力して反対側に押し倒す。

１８時過ぎになると丸一日近く続いた風がようやく収まってきた。各自、身体を休めて明

日に備える。 

 

Ｃ３先の雪稜のラッセル 
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３月１２日 雪 －１３℃ 

Ｃ３（６：３５）～２３５０ｍ（７：３５）～２５５０ｍ地点（１０：１５） 

～Ｃ３（１１：２０） 

朝から雪が降り視界が悪い。ＡＣへ直接移動する計画であったが雪が深いため厳しいと判

断し、急遽荷上げを行うことにする。連日の降雪で偵察時のトレースは消えており、腰まで

のラッセルを強いられる。１時間程でデポ地点の２３５０ｍに到着し、Ｆｉｘロープを回収

する。先は雪原となっており、空との境界が分からず、足元を確認しながら慎重に進む。２

３９１ｍピークからは尾根が細くなり南側が切れ落ちているが、雪庇は発達していない。途

中に露岩があり、基部を右から巻いていく。再び痩せた波型雪稜となり、腰までのラッセル

をする。２４５０ｍ付近で台地状の幕営適地があり、その先からは森林限界となりクラスト

斜面が出てくる。ここでワカンからアイゼンに着け替える。徐々に視界が悪くなり、低木な

どが見られなくなった地点で先が分からなくなったため、これ以上の行動は危険であると判

断し、２６１０ｍに荷物をデポして引き返すことにする。帰幕後、温かいお茶で身体を癒し

この日の行動を終える。 

 

３月１３日 雪 －１３℃ 

 Ｃ３（７：４０）～２４５０ｍ台地（ＡＣ）（１０：００） 

 激しい降雪と強風は止まず、６時１５分まで天気待ちする。これまでの風の様子からＡ

Ｃ予定地にテントを設営することは難しいと判断し、ＡＣを２４５０ｍの森林限界地点に

変更して移動することにする。ワカンを着けて出発し、まず連続した急雪壁を突き崩すよ

うにラッセルして乗り越えていく。北側の樹林に沿って進んでいくと、樹木の少ない雪面

に出る。ここから南側の稜線上に移り、膝上程度のラッセルで登っていく。所々樹木や岩

の周囲に空洞ができている場所があり、足が埋まるため登りづらい。２４００ｍ付近から

傾斜が緩やかになり、幕営可能なスペースが現れる。２４５０ｍの平坦地にＡＣを設営す

る。設営開始と同時に岩附と大山は荷下げ隊として２６５０ｍ地点のデポ回収に出発した。

荷下げ隊の帰幕後、雪のブロックでテントの周囲に壁を作り、荒天に備えた。 

＊荷下げ隊 岩附 大山 

 ＡＣ（１０：１０）～２６１０ｍデポ地点（１１：００）～ＡＣ（１１：３０） 

 アイゼンを着けてＡＣから積雪の深い急坂を登っていく。荷上げ時のトレースを辿って

も膝下から腰下までのラッセルを強いられる。灌木帯の斜面を抜け、露岩の目立つハイマ

ツ帯の稜線上に向かって登っていくと、表面がクラストした斜面が現れる。南側に発達し

た雪庇に注意しつつ、フラッグを辿って稜線を忠実に進む。稜線上は常に北寄りの強い風

が吹いており、目出し帽で顔を覆わなければすぐに顔面凍傷を負ってしまいそうである。

風雪を凌いでしばらく進み、デポ地点に辿り着く。前日と同様にここから先は吹雪でホワ

イトアウトしていて視界が悪く、蓮華岳に続く稜線を見ることはできなかった。デポを全

て回収しＡＣへと帰幕する。 
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３月１４日 曇のち晴 －１７℃ 

ＡＣ（７：４５）～蓮華岳（９：５０）～ＡＣ（１０：４０） 

起床後外に出ると月が見えるほど視界は良いが、風が非常に強く雪煙が舞っているため、

天気待ちをする。７時頃に風が弱まり始めたため、蓮華岳まで偵察に行くことにする。荷

上げ時の状態からＡＣからすぐにクラストしていると分かっていたためアイゼンを着けて

出発する。尾根上の平坦な所はクラストしているが、２７００ｍまでの登りの斜面は雪が

吹き溜まっており、深い所で腰上のラッセルとなる。上部は北風が強いため、顔面凍傷に

注意して進む。雪庇は南側にできていたが、さほど発達してはいなかった。２７００ｍピ

ークのすぐ下で風を凌げそうな吹き溜まりがあり、ここで休憩を入れる。このスペースに

幕営もできそうであった。ここから蓮華岳までの登りはクラストしていたため時間は掛か

らなかった。蓮華岳から針ノ木岳へ続く稜線はホワイトアウトしており、見ることはでき

なかった。蓮華岳からＡＣに戻る途中で日差しが強くなり風が収まったため、明け方とは

一転して暑いくらいに感じた。ＡＣに帰幕した時間が早かったため、午後は身体を休める

ことができた。 

 

 

 

 

図１ 日向山ゲートからＡＣまでの詳細概念図 
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３月１５日 晴 －８℃ 

 ＡＣ（２４５０ｍ）（５：１５）～蓮華岳（６：１５）～針ノ木小屋（７：００） 

～針ノ木岳（８：１０）～針ノ木小屋（９：００）～蓮華岳（１０：００） 

～ＡＣ（１０：４５）～２４５０ｍ出発（１２：００）～Ｃ３（１３：３０） 

 針ノ木岳へアタックに向かう。朝から南風が強いが好天である。蓮華岳までは前日のトレ

ースが残っている所も多く、皆も調子が良く順調に進む。蓮華岳から先は緩やかなクラスト

斜面で時折夏道も出ている。針ノ木峠手前の露岩帯は、南側の灌木のある硬い雪面をクライ

ムダウンし夏道に合流する。針ノ木峠付近は急傾斜に加え、膝上から腰までのラッセルがあ

り苦労した。針ノ木峠からは尾根上の小ピークを２つ越え、露岩は雪付きを見ながら巻いて

越えていく。最後の急斜面を慎重に登り切ると針ノ木岳に到着する。好天に恵まれたためか、

予測していた時間よりも早くアタックを成功することができた。急遽決まった蓮華岳東尾根

を無事に登り切れたことは、この１年の集大成としてとても良かった。下りも再び蓮華岳を

越えなければならず時間が掛かると思ったが、トレースが残っていたため予想していた時間

よりも早くＡＣに帰幕する。ＡＣ帰幕後、天候の悪化を懸念しＣ３へテントを下げることと

する。ＡＣからＣ３間は、前回よりも積雪量が多くラッセルもあり地形が全く違うように見

えた。樹林帯では踏み抜きなどに注意しながら慎重に下った。Ｃ３でテントを設営し明日の

下山に備える。 

 

 

 

 

 

図２ ＡＣ～針ノ木岳詳細図 
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３月１６日 晴 －５℃ 

２３００ｍ（６：３０）～１９００ｍ（８：３０）～取り付き（１１：４５） 

～日向山ゲート（１２：１５） 

昨日の夜、風が強く吹き雪が降っていたが、朝になると月が見えるほど晴れていた。今ま

での寒さが一気に緩み暖かく感じられる。朝食後、素早くテントを撤収して下山する。Ｃ２

までラッセルしながら尾根に沿って進む。連日の降雪でかなりの積雪があり、行きとは大分

景色が変わっている。雪庇の発達している箇所や雪崩の危険性がある箇所は特に注意して下

る。雪がずっしりと重く、時折足を取られ穴にはまって苦しめられることがあった。Ｃ２か

らは樹林帯の尾根をひたすらラッセルをして下っていく。１４１２ｍ先付近の急坂は慎重に

クライムダウンする。取り付き手前のＦｉｘ箇所は、雪質が良くなかったこともあり非常に

危険であった。足元が狭く、トレースに一歩一歩慎重に足を置いていくが、集中力が切れて

滑る者もいた。それでも何とか下り、最後の渡渉を終えＣ１に着く。そこから日向山ゲート

まで最後の力を出し切って走る。整理体操をして春山合宿を終える。気が付くと空は青く広

がり無風快晴である。下山後大町からはくっきりと蓮華岳が見えた。 

 

 

針ノ木岳頂上にて 

左上段から 大山 岩附 小野寺 

左下段から 井上 関根 中村
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春山合宿 装備食糧 方針・反省 

 

装備 

＜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８．５ｍｍ×５０ｍザイルを２

本持っていき、Ｆｉｘロープは７ピッチ（１）を想定して７本持っていった。Ｆｉｘバーは１

ピッチあたり４本として２８本、捨て縄は１ピッチあたり３本として２１本を持っていっ

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。 

 その結果、ザイルは２本とも使用しなかった。これは上部の斜面が予想よりも積雪が深

かったためであり、本数は問題なかったと言えるだろう。Ｆｉｘロープは渡渉から露岩の

通過までの３ピッチは計画通り使用し、１７００ｍ手前の急斜面に追加で１ピッチ使用し

た。上部はＦｉｘを張らずに通過することができたため、最終的なＦｉｘロープの使用本

数は４本となった。積雪状況によって露岩の先のヤセ尾根に張る場合を考慮しても、この

時期は最低６本あれば十分だろう。Ｆｉｘバーは渡渉に２本使用したが、以降は灌木で支

点を取った。上部で使用することを想定しても１０本あれば足りると思われる。捨て縄も

Ｆｉｘ数により余ったが、計算としては問題なかった。登攀具は今合宿では使用しなかっ

た。もし使用する可能性があるとすれば、針ノ木岳への急登の露岩帯のみであった。 

 

＜燃料＞ 

例年の春山合宿を参考に、行動日、行動予備日の灯油消費量は１人１日１３０ｃｃ、停

滞日は１５０ｃｃとし、予備２０％の計算で持っていった。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。

その結果、この計算で特に問題はなかった。 

 

＜その他＞ 

 ＬＥＤランタンの電池は昨年度の春山合宿の反省を踏まえ３日で１セットから５日で１

セットに変更したが、電池の不足はなかった。蛍光テープは樹林帯が長いことを考慮して

計８ロールを持っていったが、適切な数であった。フラッグは樹林帯を抜けた先から使用

することを考慮して１５本を持っていったが、この本数で適切であった。 

 

 

 

 

 

 
（１） 下部の沢の渡渉で１ピッチ 取り付きの急登で１ピッチ 

露岩の張り出しで２ピッチ ２３２０ｍ～２４００ｍのヤセ尾根の急登で３ピッチ 
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食糧 

＜基本計画＞ 

今年度の冬山合宿の基本計画を参考にし、前期と中期は１人１日行動日５９０ｇ、行動

予備日５７０ｇ、停滞予備日５３０ｇ、砂糖は１人１日４０ｇ、ミルクは１５ｇ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を目指が、予備日ではこ

のカロリーに満たないため、足りない分はラードやバターなどで補うようにする。 

 

＜メニュー＞  

 Ｂ、Ｌ、Ｄに関しては例年通りのメニューで構成した。ＳＤには春山強化合宿で好評で

あったキーマカレーとうどんを取り入れた。キーマカレーに必要なトマトについてはフリ

ーズドライトマトで代用した。その結果、基本的にフリーズドライにした野菜や肉が砕け

ていても問題なく、酸味があり、非常に美味しかったので今後もメニューに入れていきた

い。レーションに関してだが、柿ピーの味を普通のものだけではなく、梅紫蘇味とわさび

味のものも持っていた。両方とも非常に美味しかったので、無雪期の合宿でも使用したい。 

 

<各袋＞ 

お茶袋に関してだが、冬山合宿時よりも麦茶のパック数を増やし、１回につき２Ｐの計

算で持っていったが、より味が濃く美味しかった。また今回から新たに調味料として乾燥

醤油と乾燥味噌を持っていったが、味のバリエーションが持たせることができ、非常に好

評であった。しかしさらにバリエーションを持たせることを意識すれば、「すしのこ」や「柚

子胡椒」などを取り入れても良いのではないかという意見があった。 

 

＜フリーズドライ＞ 

今回は新たにヤマイモ、トマトを作製した。ヤマイモはオクラやなめこ同様に粘りが出で

美味しかった。またトマトに関しては、フリーズドライにする際に場所を取るため、作製

時には生のトマトではなくホールトマトや缶詰などのものを使用する工夫が必要であった。 
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２０１４年度冬山合宿 装備表 

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～幕営用具～ 14310

＜EXP6人用テント＞ 7055 学生テント
本体 1 3215 3215
外張り 1 2390 2390
ポール 1 1450 1450 予備ポール3本
＜EXP6人用テントペグ袋＞ 1395
ぺグ 28 30 840 プラ12本、竹18本
張り綱 3 55 165
テント箒 1 70 70
ガムテープ 1 100 100
缶メタ 1 220 220

＜EXP4人用テント＞ 4820 OB用

本体 1 2315 2315 底拭き入り

外張り 1 1690 1690

ポール 1 815 815 予備ポール3本入り

＜EXP4人用ぺグ袋＞ 1040
ぺグ 20 30 600 プラ8本、竹12本

張り綱 2 55 110 予備

テント箒 1 65 65

ガムテープ 1 70 70

缶メタ 1 195 195  

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～炊事用具～ 12570

コッフェルセット 1 2650 2650 大・中・小、メンツ、底拭き入り
メンツ 16 80 1280 1人2枚　予備2枚
底拭き 1 50 50
ラジウス 2 2200 4400 灯油満タン
鍋敷き 2 225 450
水ポリ 2 195 390
テルモス 4 485 1940 1ℓ
やかん 1 1030 1030 8ℓ　蓋はブキ袋
雪袋 2 70 140 雪取り用
＜ブキ袋＞ 1280 メンツ3枚入
ブキ 7 30 210 予備1本
やかんの蓋 1 80 80
ガスカートリッジ（小） 1 340 340 プレヒート用

ガスヘッド 1 100 100

菜ばし 1 20 20
しゃもじ 1 40 40 黒
おたま 2 50 100 金、プラ
コッフェル掴み 1 30 30
こし布 1 20 20
じょうご 1 20 20
ゴム手袋 1 80 80 厚手  
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品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～登攀用具～ 22960

ザイル8.5mm×50m 2 2800 5600
Ｆｉｘロープ 7 1920 13440
スノーバー 6 305 1830 カラビナ付
＜スリング・登攀具袋＞ 725
テープ10㎜×600㎜ 5 40 200
カラビナ 10 30 300
ハーケン 2 70 140
アングル 1 85 85
＜捨て縄袋＞ 1365
捨て縄 21 65 1365 7mm×200ｃｍ  

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～燃料～ 12608

灯油（11日分） 6 2000 11088 行動130cc 停滞150cc 予備20%
ガスカートリッジ(小） 5 380 1520 ランタン用 プレヒート用 NET45g/日（5日で1個）  

 

品名 数量 単位重量 総重量 合計 備考

～その他～ 14465

ツェルト 3 525 1575 3人用

修理具箱 1 1350 1350 温度計、電池、マントル4枚入

薬品箱（大） 1 850 850

薬品（小） 1 290 290

ラジオ(天気図用紙入り） 1 320 320 天気図用紙40枚入　予備電池1セット
ラジオ 1 215 215 予備電池1セット
デジタルカメラ 1 270 270 予備電池2個
トランシーバー 2 400 800 予備電池2セット 内1セットは修理具箱
ランタン 1 280 280 マントル2枚入
ＬＥＤランタン 1 380 380 電池5日で1セット
蛍光テープ 8 50 400 上級生、OB分　直径約5ｃｍ
デポ袋 4 360 1440 布製1個　ナイロン製3個
フラッグ 15 81 1215
スノーソー 2 260 520 鞘付き
Ｆｉｘバー 28 35 980 竹製　約2.5×22ｃｍ
長靴 2 1670 3340 渡渉用
携帯電話（部） 1 240 240 非常時用  

 

合計総重量 76913

下山総重量 65138
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日程 行程 Ｂ Ｌ Ｄ 入山ＯＢ

1 3月8日 入山　１０５０ｍ（Ｃ１）～１９００ｍ（C2)　荷上げ Ｌ１×7 Ｄ１×７ 小林
2 3月9日 ～１９００ｍ　　　　　　移動 Ｂ１×７ Ｌ２×7 Ｄ２×７ 小林
3 3月10日 ～２３９１ｍ（C3）　　 荷上げ Ｂ２×７ Ｌ３×7 Ｄ３×７ 小林

4 3月11日 ～２３９１ｍ　　　　　  移動 Ｂ３×７ Ｌ１×7 Ｄ４×７ 小林

5 3月12日 ～２７００ｍ（AC)　　　移動 Ｂ１×７ Ｌ２×7 ＳＤ１×７ 小林

6 3月13日 行動予備日 Ｂ２×７ Ｌ３×7 ＭＤ１×７ 小林

7 3月14日 行動予備日 Ｂ３×７ Ｌ１×7 ＭＤ２×７ 小林

8 3月15日 蓮華岳　針ノ木岳　アタック Ｂ１×７ Ｌ２×7 ＳＤ２×７ 小林

9 3月16日 行動予備日 Ｂ２×７ Ｌ３×7 ＭＤ３×７ 小林

10 3月17日 停滞予備日 Ｂ３×７ Ｍ×7 ＭＤ４×７ 小林

11 3月18日 下山 Ｂ１×７ Ｌ１×7 小林

２０１４年度　春山合宿食糧表

1

2

3

4

5

期間

 

成人の一日摂取カロリー２４００ｋｃａｌを目指す。　

砂糖１人１日40ｇ、　ミルク１人１日15ｇ　

平均１人１日574ｇ  平均１人１日2755ｋｃａｌ
行動日　　 　１人１日590ｇ　　（Ｂ：160ｇ　Ｌ：210ｇ　Ｄ：220ｇ）
行動予備　　１人１日570ｇ　　（Ｂ：160ｇ　Ｌ：210ｇ　ＭＤ：200ｇ）
停滞予備　　１人１日530ｇ　　（Ｂ：160ｇ　Ｍ：170ｇ　ＭＤ：200ｇ）

[基本計画]

 

 

乾燥肉袋 乾物袋 調味料袋 各袋に配布

乾燥牛肉 乾燥ワカメ 塩 α米

乾燥豚肉 乾燥キクラゲ コショウ 棒ラーメン

乾燥鶏肉 乾燥シイタケ 七味 ビーフン

乾燥ラム肉 鰹節 コンソメ コンソメ

乾燥魚介類 お茶づけ 中華味 中華味

フリカケ 本ダシ 乾燥卵

乾燥野菜袋 ニンニク 乾燥味噌汁

ニンジン お茶・嗜好品袋 片栗粉 春雨

カボチャ 紅茶「Ｌ」（予備２Ｐ）72ｐ 粉生姜 キムチの素

サツマイモ 紅茶テルモス40ｐ カレー粉 スープ素

トマト 砂糖　2870ｇ マヨネーズ シチュールー

パプリカ ミルク　1050ｇ ラード カレールー

ミックスベジタブル コーヒー バター マッシュポテト

ゴボウ ポップコーン 乾燥醤油 緑茶・ほうじ茶・麦茶　１回２Ｐ

ヤマイモ ホイップ 乾燥味噌 乾燥うどん

インゲン マルチビタミン70個 きつね

長ネギ ビタミンＥ70個

なめこ お茶予備　２Ｐ

タマネギ

各袋
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Ｂ1：鶏清湯 Ｂ2：ラーメンライス Ｂ３：海鮮雑炊

重量 重量 重量
ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計　 ｇ ｇ当 計　

前 前 前 前 前 前

α米 120 3.87 464.4 α米 80 3.93 314.4 α米 120 3.87 464.4
中華味 5 2.35 11.75 棒ラーメン 40 2 80 コンソメ 5 3.43 17.15
乾燥肉 13 6.73 87.49 スープ素 5 1 5 乾燥魚介類 10 6.73 67.3
乾燥野菜 10 4.93 49.3 乾燥野菜 10 4.93 49.3 乾燥野菜 5 4.93 24.65
粉生姜 2 0.43 0.86 乾燥肉 15 6.73 100.95 乾燥卵 10 6.73 67.3

砂糖 10 3.84 38.4 砂糖 10 3.84 38.4 砂糖 10 3.84 38.4

計 160 - 652.2 計 160 - 588.05 計 160 - 679.2

カロリー 　カロリー カロリー

品名 品名 品名

 

Ｌ１： Ｌ２： Ｌ３：

重量 重量 重量
ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計

前 前 前 前 前 前

ロールケーキ 100 4.4 440 ドーナツ 100 5.93 593 フルグラ 100 4.5 450
クッキー 60 5 300 煎餅 60 4.32 259.2 柿ピー 50 4.8 240
チーズ 20 3.39 67.8 サラミ 20 5 100 羊羹 30 3 90
アメ・チョコ 20 4.7 94 アメ・チョコ 20 4.7 94 アメ・チョコ 20 4.7 94
砂糖 10 3.84 38.4 砂糖 10 3.84 38.4 砂糖 10 3.84 38.4

合　計 210 - 940.2 合　計 210 - 1084.6 合　計 210 - 912.4

　カロリー　カロリー　カロリー

品目 品目 品目

Ｄ１：シチュー Ｄ２：キムチ鍋

ｇ当 ｇ当

前 Ｍ 前 Ｍ 前 Ｍ 前 Ｍ

α米 160 150 3.87 619.2 580.5 α米 160 150 3.87 619.2 580.5
シチュールー 25 15 5.27 131.75 79.05 キムチの素 5 5 2.1 10.5 10.5
乾燥肉 5 5 6.73 33.65 33.65 乾燥肉 15 10 6.73 100.95 67.3
乾燥野菜 5 5 4.93 24.65 24.65 乾燥野菜 15 15 4.93 73.95 73.95
マッシュポテト 5 5 2.35 11.75 11.75 春雨 5 0 3.84 19.2 0

砂糖 20 20 3.84 76.8 76.8 砂糖 20 20 3.84 76.8 76.8

計 220 200 - 897.8 806.4 計 220 200 - 900.6 809.05

Ｄ３：カレー 　 Ｄ４：親子丼

ｇ当 ｇ当
前 Ｍ 前 Ｍ 前 M 前 M

α米 160 150 3.87 619.2 580.5 α米 160 150 3.93 628.8 589.5
カレールー 15 15 5.27 79.05 79.05 スープ素 5 5 2.35 11.75 11.75
乾燥肉 10 5 6.73 67.3 33.65 乾燥肉 10 10 6.73 67.3 67.3
乾燥野菜 10 5 4.93 49.3 24.65 乾燥野菜 10 5 4.93 49.3 24.65
マッシュポテト 5 5 2.35 11.75 11.75 乾燥卵 5 5 6.7 33.5 33.5
砂糖 20 20 3.84 76.8 76.8 乾燥味噌汁 10 5 3.43 34.3 17.15

計 220 200 - 903.4 806.4 砂糖 20 20 3.84 76.8 76.8

計 220 200 - 901.75 820.65

品目

カロリー
計　ｇ

重量

品名

重量

ｇ

　カロリー

カロリー重量
ｇ 計

計品目

　カロリー

計ｇ

重量

品目

 

ＳＤ１：キーマカレー ＳＤ２：うどん Ｍ：ビーフン

重量 重量 重量
ｇ ｇ当 計　 ｇ ｇ当 計 ｇ ｇ当 計

α米 160 3.87 619.2 α米 60 3.87 232.2 ビーフン 130 3.4 442

カレールー 20 5.27 105.4 乾燥うどん 90 4.4 396 スープ素 5 2.35 11.75
乾燥肉 10 6.73 67.3 スープ素 5 2.35 11.75 乾燥野菜 15 4.93 73.95
乾燥野菜 10 4.93 49.3 きつね 30 2.34 70.2 乾燥肉 10 6.73 67.3
砂糖 20 3.84 76.8 乾燥肉 10 6.73 67.3 砂糖 10 3.84 38.4
計 220 - 918 乾燥野菜 5 4.93 24.65 計 170 - 633.4

砂糖 20 3.84 76.8

計 220 - 878.9

品名
カロリー

品　目
カロリー カロリー

品目
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１０．個人山行 

 

期間 場所 メンバー 

５月１０日 富士山 御殿場口 西出広平（ＯＢ）渡邊葉月（ＯＧ） 

岩附正樹（３）小野寺央峻（３） 

６月２１日 丹沢 大倉尾根 岩附正樹（３）大山洋平（２） 

中村慶乃（１） 

６月２１日～２２日 奥秩父 雲取山 井上峻太郎（１） 

６月２７日 富士山 富士宮口 西出広平（ＯＢ）岩附正樹（３） 

大山洋平（２） 

７月５日～７月６日 富士山 富士宮口 淀川裕司（ＯＢ）小野寺央峻（３） 

中村慶乃（１） 

１０月２４日～２６日 御坂 三ツ峠 屏風岩 小野寺央峻（３）岩附正樹（３） 

大山洋平（２）井上峻太郎（１） 

関根孝高（１）中村慶乃（１） 

３月２５日 南八ヶ岳 南沢小滝 西出広平（ＯＢ）小野寺央峻（３） 

井上峻太郎（１） 
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１１．部員所感 

 

ＣＬ（チープ
・ ・ ・

な
・

リーダー） 

３年 小野寺央峻 

 

今年度で山岳部に所属し３年が過ぎた。よく学年によって物の見方が変わってくると言

われているが、今年は改めてその言葉の真意と重さを痛感した年であった。そんな２０１

４年度の所感としてこの１年間リーダーを務めて感じたこと、考えていたことを綴りたい

と思う。正直３年生という山岳部のカリキュラムを終えていない人間が語るべきでない事

柄であるということは重々承知の上だが、それでも今後同じ立場になった人に伝えたいた

めこの場を借りたい。 

今年度は４年生の代が空いているため３年生２名が最上級生として部を引っ張って行か

なければならなかった。そして年度が始まる手前の３月に上級生と直近のＯＢで来年度の

リーダーについての話し合いが行われ、結果的には私がリーダーを務めることになったの

だ。今振り返れば、その頃はリーダーという立場の重さについて非常に安易に考えていた

と思う。 

それを最初に痛感したのは、実は年度も半分を過ぎた９月の辺りであった。秋山合宿が

剱岳の登攀と決まり、今までの剱岳での合宿を思い返した際に何度かヒヤリハットがあっ

たことを思い出した。私自身も１年生で落石に巻き込まれ、２年生では落雪、巨大な岩の

崩壊を目にした。もし同じような状況に１年生が巻き込まれ事故が起きた場合を考えると、

リーダー判断の重さ、決断の苦しさをひしひしと感じた。実際に秋山合宿の２～３週間前

から夜眠ることができなくなった。十分な睡眠がとれない日々が続いている時は、１年生

の能天気な会話を耳にすると、「こっちの気持ちも考えてくれ」と心の中で叫ぶ自分がいた。

しかし自分が１年生、２年生の時は、このような思いを先輩にかけていたのかもしれない

と思うと、これが最上級生としての体力的ではない精神的辛さだと感じた。 

他にも精神的苦しみは意外な場所でも感じることがあった。それは入山、ではなくその

手前の離京の時点である。大型の荷物を背負って北アルプスに行くには、バスが一番楽で

あるが、荷物が大きすぎるため、よく苦情を言われることが多かった。中には好意的に接

してくれる人もいるが、それでも少数である。１年生の時は上級生が矢面に立って苦情を

受けていたのだとしみじみ感じた。 

 そして２０１４年度を振り返ると、やはり私の精神的器はまだまだリーダーに必要とさ

れる水準を満たしていないように思える。合宿に対しての絶対的安心感を１年生、２年生

に与えることはできたであろうか。滞りなく部活動を運営できたであろうか。全合宿を完

璧に遂行できたであろうか。これらはあくまで理想であり、現実にするのは途方もなく難
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しいことだということを今年度の活動で身に沁みて理解できた。 

「リーダーなんてくそくらえ」これは私が１年時のリーダー、淀川さんの所感のタイト

ルである。最初はこの言葉に戸惑いも覚えたが、今年になって少しばかりその気持ちも分

かるようになった。さすがにくそくらえとまでは言わないが、投げ出したくなることは何

度かあった。それでもこの１年間続けることができたのは、村田監督のおかげでもあり、

支えてくれるコーチの方々のおかげでもあり、そして何より付いてきてくれた部員の皆の

おかげである。 

最後に私は高校の時も山岳部でリーダーをやっており、その時に自分のリーダー方針と

して「威あって猛からず」という論語の言葉を引用していた。この言葉は中国の孔子の人

格を弟子が表した言葉であるが、高校生ではこの言葉を実践するのは非常に難しく、結果

的にハリボテのようになってしまった。そして農大山岳部に入部してリーダーとなったが

この言葉を実践できたであろうか。来年度はそうなりたい。 

 

３年生を終えて 

３年 岩附正樹 

 今年度、もっとも印象に残っていることはやはり海外遠征である。登山期間中の体験も

もちろんだか、それ以前に準備や帰国後の報告書のなど様々な面で多くのことを学ぶこと

ができた。山岳部に入部して本当に良かったと思ったのと同時に、日々の合宿も同様だが

多くの人の協力のもとで活動できていることを改めて強く感じた。けれど、一方で遠征に

関して、自分自身では何もできておらず「おんぶに抱っこ」の状況であったことも痛感し

ている。今回の遠征に関しては自ら登ったというよりも、連れて行って頂いたという気持

ちでいっぱいである。１年生の冬山合宿で頂上に立ったときも同じような思いをしたが今

回はそれ以上に感じている。上級生になって少しは成長できていると思っていたが過信し

ていたようだ。けれども、いくら反省しても終わったことはもう変えることはできない。 

「反省しても後悔するな！by 松岡修造」とあるようにこの反省を来年度に活かしていきた

い。来年度は私が４年生になり、多くのことにチャレンジできる年になる。自分達が本当

にしたいことを実践し、この４年間の集大成になるようにしたい。 

今年度は３年生が最上級生で何かと下級生に例年以上の不安や苦労をかけたと思う。ま

た遠征も重なり１年生には特に迷惑をかけたと思っている。しかし、そんな中でも１年生

が全員残ってくれていることは非常に嬉しく、来年度も一緒に行動出来るのを楽しみにし

ている。 
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上級生になるために 

２年 大山洋平 

 

 農大山岳部の２年生以上は「上級生」として１年生とは明確に区別される。新しい１年

生を指導する立場になることは勿論であるが、それ以上に自分自身の部活動への関わり方

をはっきりと示さなくてはならない。教えてもらったことをただ下に伝えるだけならば誰

にでもできる。しかし上級生はそれを体現することができて初めて上級生と認められるべ

きだろう。 

そういう意味ではこの年の私は山岳部２年生ではあっても、上級生と呼ぶには程遠い中

途半端な部員であった。振り返ってみれば、合宿においても部生活においても、また海外

遠征でも、私はどこか受け身の姿勢があった。体力面にしても精神面にしても、明らかに

自分に問題があることが分かっていながら、その解決を自分の周りに求めていた。上級生

であるならば自分の成長は自分で求めなくてはならないし、受け身で得られるような経験

に本当の価値はないだろう。 

３年生となる今、これから上級生らしくなろうと言うようではもう遅い。上級生として

の振る舞いができるかどうかではなく、とにかくやらなくてはならない。辛くても苦しく

ても、平気な顔をしていられるような上級生になりたい。 

 

所感 

１年 井上峻太郎 

 何人残るかなあ？と入部した３人に向かってあるＯＢが言った。その時からこの部での

活動はかなり過酷なものになるだろうと予想はついた。夏山の黒部五郎岳から黒部五郎小

屋までの道は永遠に続くように感じられた。動かない体を無理矢理動かして進む。もう無

理だと思っても意外と動くものである。 

なんでこんなことをしているのだろう、と思うことがある。合宿以外の拘束も多いし、

膨大な犠牲を払って自分を追い込む必要があるのか、と。でも、もし山岳部に入っていな

くても本当に今何をしたらいいかなんて分かりっこないんだなと最近気づいた。あと３年

しかないのだから、とりあえず目の前の山を越えていけばそれでいいじゃないか。越えた

先に何もないかもしれないけれど、何かあるかもしれないという、ほんの少しの希望があ

るので。 
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１年間のつらい
・ ・ ・

い
・

話 

１年 関根孝高 

１年間を山岳部で過ごして、密度の濃い１年だったなと思いました。去年は受験勉強と新

聞屋をやっていて同じくらい忙しかったような気がしますが、自分のやりたいことだけを

やれる環境というだけでこんなに感覚が違うんだなと感じました。正直、去年の思い出は

改めてバナナマンは天才だな。乃木坂４６可愛い。と思ったくらいです。それが大学に入

りさらに山岳部に入部して、夏山が雨ばっかりとか中村がやめたいとかいろいろなイベン

トもありましたが、この１年は僕にとって１つ１つが辛く良い思い出になりました。山を

始めてたった１年間で良い経験をさせていただいて本当に感謝しています。ありがとうご

ざいます。来年度は上級生として恥をかかないように活動し、個人でももっと山に出掛け

たいと思います。 

 

所感 

１年 中村慶乃 

山岳部に入部して一年が経った。思い返せばこの一年は苦しいことばかりだった。積雪

期の合宿が始まるまでは、とにかくがむしゃらにやった。毎合宿色々とミスを犯し、部に

迷惑をかけていると分かっていながら何とかごまかしてやり過ごした。しかしそれが積り

に積もったせいか冬山合宿では小物入れと一緒に大事なものを失くしてしまった。これは

もしかして神様が私はこの部に居てはいけないと警告しているのではないかと思った。そ

の後の八ヶ岳の合宿では寒さがかなり体に答えた。目の前で遭難事故が起こった。そこで

ようやく冬山ではごまかしが利かないのだなと真剣に考えるようになった。当たり前のこ

とだが山に居る間はささいなミスが大きな事故に繋がるのだと思わなければならない。た

だこの先、皆に着いていくのも一杯いっぱいの私が周りを気にしながら山に登っていける

かと思えば自信がなくなってしまった。色々悩んだが、自分が農大の山岳部に何か貢献し

たいと思う気持ちが有る限りは続けていきたいと考えた。一年後は今より一歩でも多くラ

ッセルが出来て、一つでも多くミスを失くし、一つでも多くの山に登れるようになりたい。

少しずつでもここで成長したい。上級生になっても最初のやる気を忘れずに頑張っていこ

うと思う。 

 


