
~ 1 ~ 
 

はじめに 

 

 今年度は４年生１名、２年生２名の上級生３名というメンバーでのスタートとなりまし

た。上級生の人数も少なく経験的に浅い部分もあることから、各学年で目標を持ちながら

一つ一つの合宿を確実にこなすことを全体での指標として合宿に臨んだ１年間でした。１

年間を通して目標に達した者、達せなかった者、また新たな目標を見つけた者、成長は様々

でした。様々ではありましたが、その結果が決算合宿である春山合宿の成功という成果に

結びついたことを素直に嬉しく思います。 

今年度の合宿で学んだこと、身を持って経験したことは、全員の今後に繋がる大きな財

産となりました。来年度は今年度での経験を振り返り、糧として活かしていってもらえれ

ば幸いです。 

監督、コーチを始め、ＯＢ、ＯＧの方々の御指導、御鞭撻があってこそ、１年間を無事

に終えることができました。厚く御礼申し上げます。 

 

主将 渡邊葉月 
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１．新人歓迎合宿 

 

期 間：２０１３年５月２日～５月４日 

 

場 所：上越 巻機山 

 

参加メンバー：ＣＬ 西出広平 

４年 渡邊葉月 

２年 岩附正樹 小野寺央峻 

１年 江花みのり 大山洋平 森山光 

ＯＢ 大貫俊彦 豊島義明 村田岳 廣瀬健太 長久保浩司 吉田裕一 

安済共 山村武史 小林新平  

 

行動概要：５月２日 離京 入山 清水バス停～巻機山麓キャンプ場（ＢＣ） 

３日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

４日 ＢＣ～雪上訓練～巻機山頂上～ＢＣ 下山 

 

５月２日 雨 

 清水バス停（１３：４０）～巻機山麓キャンプ場（１４：００） 

 清水バス停に着いた時点で雨が強かったため雨具を着て出発する。九十九折りの林道を

進み、巻機山麓キャンプ場へ向かう。例年よりも雪が多くバス停近くまで雪があったが、

林道は除雪されており歩きやすい。雨が降っている中でも１年生は元気よく付いて来る。

２０分程で巻機山麓キャンプ場に到着すると、キャンプ場周辺も雪で覆われていた。雪面

を整地してテントを設営する。初めての合宿でのテント設営に１年生は戸惑った部分もあ

るようだった。その後は雨が降ったり止んだりとぐずついた天気が夜まで続いた。この日

に村田監督、長久保ＯＢ、山村ＯＢが入山された。                                 

 

５月３日 雨のち晴 ３℃ 

ＢＣ（７：００）～五合目（８：１５）～六合目付近（８：４５） 

～八合目付近（１１：３０）～六合目付近（１２：３０）～ＢＣ（１５：１０） 

朝から雨が降り天気が悪かったため、３０分程天気待ちをし雨具を着て出発する。１年生

は、慣れない雪道や急な斜面に手間取りながらも懸命に登っていた。ここ最近で積もった

新雪のようで辺りに踏み跡はない。五合目付近から次第に雪が深くなり、六合目付近のな

だらかな斜面では膝下まで雪で埋まった。六合目付近の急斜面を使って雪上歩行訓練、滑

落停止の雪上訓練を行う。１年生は一つ一つの動作を真剣に繰り返し体に覚え込ませてい
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た。雪上歩行訓練後は急な斜面を尾根まで登り、しばらく行くと道がなだらかになった。

前巻機への急登の手前でガスが掛かり、次第に視界が悪くなり始める。４日は好天に恵ま

れるという天気予報もあったことから、雪上訓練をした六合目付近まで引き返して巻機山

登頂は明日に見送ることにする。時間もあることから、その後は山村ＯＢよりツェルトを

使ったセルフレスキューやビーコンとゾンデによる雪崩埋没者捜索訓練の指導をして頂き、

訓練終了後はＢＣまで駆け下る。この日に大貫ＯＢ、廣瀬ＯＢ、吉田ＯＢ、安済ＯＢ、小

林ＯＢが入山された。 

 

５月４日 晴 ２℃ 

ＢＣ（７：００）～六合目付近（８：２０）～前巻機（１０：２０） 

～巻機山頂上（１１：１０）～六合目付近（１２：１５）～ＢＣ（１４：３０） 

 天気は良く、快晴の中を出発する。１年生は昨日よりも雪が溶けたため、滑りやすくな

った斜面に足を取られて進み辛そうだった。六合目付近で昨日と同じく雪上歩行訓練を行

う。１年生は昨日よりも歩行が安定し上達していた。訓練の途中で豊島ＯＢが入山された。

雪上歩行訓練後に頂上へ向かう。前巻機までの急登は例年に比べて雪が多く、藪が埋まっ

ていたためほぼ直登することができた。天気は良かったが前巻機では風が強いため、直下

のコルへと移動して休憩する。その後は巻機山頂上までダッシュで向かい、頂上にて記念

撮影をして、小休憩後すぐに駆け下る。六合目付近で休憩を挟み、再びＢＣまで駆け下る。

悔いの残らないように力を出し切り、新人歓迎合宿は終了した。 

 

左上から 小林 安済 小野寺 岩附 渡邊 西出 山村 廣瀬 

江花 大山 森山 
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２．岩登り合宿 

 

期 間：２０１３年５月２４日～５月２６日 

 

場 所：御坂 三ツ峠 

 

参加メンバー：ＣＬ 淀川裕司 

４年 渡邊葉月 

２年 岩附正樹 小野寺央峻 

１年 江花みのり 大山洋平 

ＯＢ 内田龍也 西出広平 

 

行動概要：５月２４日 入山 三つ峠駅～達磨石～屏風岩付近（ＢＣ） 

～屏風岩登攀～ＢＣ 

２５日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ 

２６日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ～三ツ峠グリーンセンター 下山 

 

５月２４日 晴  

三つ峠駅（８：００）～達磨石（９：０５）～馬返し（１０：００） 

～屏風岩付近（ＢＣ）（１１：００）～登攀開始（１２：３０）～ＢＣ（１８：００） 

 三つ峠駅に到着後、西出ＯＢと共に三ツ峠登山道へと向かう。達磨石までのコンクリー

ト道の傾斜が徐々に増してくると、次第に１年生の息が荒くなる。達磨石で着替えをデポ

し、ここから本格的な登山道である。初めての重荷での行動だが、１年生はよく付いて来

る。馬返しを過ぎて最後の急登を抜け、八十八大師まで来ると傾斜は緩くなり歩きやすく

なった。水場の沢は連日の晴天で水が出ていないのではないかと危惧していたが、特に問

題なく出ている。屏風岩付近にテントを設営し、ここをＢＣとする。夕食分の水汲みなど

を終えて休憩後、屏風岩への登攀に向かう。屏風岩は人も少なく、貸切りで登ることがで

きた。上級生、１年生共に一般ルートを登り込む。２年生は初めてのリードではあるが、

快調に登っていた。１３時半頃に内田ＯＢが入山される。１年生は途中からトップロープ

で登り込むが、こちらも比較的すんなりと登れていた。一通り登攀形式の基本が身に付い

たところで、１６時頃よりナチュラルプロテクション、ハーケンやリングボルトの打ち方、

回収の仕方などの講習をする。講習後帰幕し、この日の行動は終了した。 
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５月２５日 晴 １１℃ 

ＢＣ（６：５０）～登攀開始（７：００）～天狗の踊り場（１２：３０） 

～ＢＣ（１２：５０）～屏風岩（１４：３０）～ＢＣ（１７：３０） 

朝から天気が良く、気温も高い。屏風岩に到着すると、すでに２、３パーティが取り付

いていた。午前中は９時３０分頃まで一般ルートを登り込み、そこから岩附＝江花＝西出

ＯＢパーティ、小野寺＝内田ＯＢパーティ、渡邊＝大山＝淀川ＯＢパーティに分かれて頂

上を目指す。岩附パーティはリーダーピッチからＮＯ．１０．５クラック、小野寺パーテ

ィは地蔵左ルートからオープンサンド、渡邊パーティは一般ルート左からサンドイッチを

登攀する。その後Ⅱ～Ⅲ級の岩場を登り天狗の踊り場へ向かう。天狗の踊り場で少し休憩

し写真を撮影した後に、食当の小野寺と江花は昼食の準備のため先に帰幕する。ＢＣで昼

食を食べ、再び屏風岩まで戻り登攀する。内田ＯＢは昼食後に下山された。渡邊＝岩附パ

ーティは地蔵左ルートとリーダーピッチ、小野寺＝江花＝西出ＯＢパーティは一般ルート

中央とＴ字クラック、淀川ＯＢ＝大山パーティは一般ルート左とクーロワールを登攀する。

全員の登攀が終了した後、アブミを使った人工登攀の講習を行い帰幕した。 

 

 

  一般ルート右を登る大山 
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５月２６日 晴 １３℃ 

 ＢＣ（６：１０）～登攀開始（６：２０）～講習会（１２：３０）～ＢＣ（１５：２０） 

           ～達磨石（１６：３０）～三ツ峠グリーンセンター（１７：１０） 

 ＢＣを出発し、屏風岩に向かい登攀を行う。最初は一般ルート右と中央、リーダーピッ

チに分かれて２年生と４年生がリードで登り、早く登り終えたパーティから草溝ルート、

地蔵左ルートの取り付きへと向かう。一般ルートは登攀３日目で慣れてきたのか、皆スム

ーズに登れていた。草溝ルート、地蔵左ルートでは、１年生は頑張って登っていた。岩附

＝大山パーティは草溝ルート登攀後、そのまま上部の第一クラックを登攀し、他のパーテ

ィは一般ルートを登り込む。一通り登り終えた後に、集合して講習会に移る。最初はリー

ダーピッチ付近で肩絡み懸垂の練習を行い、休憩後は左フェース下部の階段状の岩場にて、

ザイル、スリングを用いて自己脱出、空中停止、セカンドリリースの練習を行った。講習

会終了後にＢＣを撤収し、下山に移る。八十八大師までのトラバースは慎重に行き、そこ

からは達磨石まで駆け下る。１年生は息を切らしつつも必死に付いて来る。達磨石で着替

えのデポを回収し、再び三ツ峠グリーンセンターまで駆け下る。そこで整理体操を行い、

岩登り合宿は終了した。 

 

一般ルートをひたすら登りこむ 
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３．六月合宿 

 

期 間：２０１３年６月１４日～６月１８日 

 

場 所：北アルプス 涸沢 

 

参加メンバー：ＣＬ 淀川裕司 

４年 渡邊葉月 

２年 岩附正樹 小野寺央峻 

１年 江花みのり 大山洋平 森山光 

ＯＢ 廣瀬健太 西出広平 

 

行動概要：６月１４日 入山 上高地～涸沢（ＢＣ） 

１５日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

１６日 ＢＣ～北穂高岳東稜～北穂高岳～白出のコル～ＢＣ 

１７日 ＢＣ～前穂高岳北尾根～前穂高岳～奥穂高岳～白出のコル～ＢＣ 

１８日 涸沢～横尾～明神 下山 

 

６月１４日 晴のち曇 

 上高地（５：４０）～明神（６：２０）～徳沢（７：２０）～横尾（８：１５） 

                  ～本谷橋（９：５０）～涸沢（ＢＣ）（１３：１５） 

 上高地バスターミナルから梓川に沿うように林道を進む。横尾までの林道自体は比較的

平坦であるが砂利道が多い。横尾大橋を渡り、しばらく行くと傾斜も強くなってきて本格

的な登山道に変わる。本谷橋の手前で一部雪渓が出ておりトラバースした。本谷橋を渡っ

てから時折残雪が見られるが問題なく進む。樹林帯の斜面をトラバースして進み、傾斜が

急になってきた辺りから雪渓を直登して涸沢ヒュッテを目指す。涸沢ヒュッテが見えるが

なかなか辿り着けない。結局１時間程掛かって涸沢に到着した。涸沢に到着してからは気

温が急に下がり、夜には雨が降り始めた。 

 

６月１５日 曇のち雨 ８℃ 

 ＢＣ（６：００）～Ⅴ・Ⅵのコル下部（６：１０）～Ⅴ・Ⅵのコル（１１：４５） 

                               ～ＢＣ（１２：５５） 

 前穂高岳北尾根Ⅴ・Ⅵのコル下部の急勾配に差し掛かった所で雪上訓練を行う。ＯＢと

上級生の指導の下、最初に雪上歩行訓練、続いて滑落停止訓練を行う。その後はスタカッ

ト、コンティニュアスの訓練へ移る。シッティングビレイでの確保訓練も行った。最初は
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上手く決まらずに引きずられてしまっていたが、最後には滑落を止めることができるまで

になった。また休憩中に落石がこちらに向かって転がってきたが、上級生が早く気付いた

おかげで余裕を持って回避することができた。常に上方を警戒しておくことの重要性を身

を持って実感させられた。訓練終了後はⅤ・Ⅵのコルまで登った。コルに到着後、弱い雨

が降り出したので雨具を着用してから雪渓を駆け下る。この雨は夜遅くまで降り続いた。

ＢＣ帰幕後しばらくして廣瀬ＯＢ、渡邊が入山した。 

 

 

 

６月１６日 晴 ８℃  

ＢＣ（６：００）～東稜の最低コル（８：００）～東稜のコル（１０：１０） 

  ～北穂高岳北峰（１１：１５）～最低コル（１３：２０）～白出のコル（１４：３０） 

                               ～ＢＣ（１４：５５） 

 快晴の中を元気良く北穂沢カールに向かって出発する。昨晩の雨のせいか雪渓は軟らか

かった。雪渓の途中でハイマツ帯の夏道が出ていたため、北穂沢カールの下まで夏道を進

む。北穂沢カールに着いて一旦休憩した後、東稜の最低コルへ向かい急な雪渓を登る。傾

斜がかなり強いのでキックステップで一歩一歩確実に蹴り込みながら進む。最低コルから

は横尾谷に回り込むが、所々シュルンドやクレバスがあるため気を付けながら進む。ゴジ

ラの背の手前で涸沢側へリッジを上り、安定した所から岩附が先行しＦｉｘを張る。中間



~ 9 ~ 
 

支点は残置ハーケンやハイマツで取った。終了点はピナクルで取り、回収は小野寺が担当

する。稜上を進んだ先に東稜のコルへの懸垂支点となるピナクルがあり、ここに捨て縄１．

８５ｍを２本使用して懸垂支点を作る。しかし１．８５ｍでも足りたが余裕がなかったた

め２ｍの方が適当である。横尾谷側寄りに５ｍ程懸垂下降しコルへと下りる。東稜のコル

からは斜度のある雪稜と岩稜が続く。浮き石が多いため落とさないように慎重に登る。３

０分程で北穂高小屋の真下に着き、小屋から石段を上がると北穂高岳北峰に着く。頂上は

晴れていたが、ガスが掛かり遠くの山を見ることはできなかった。北峰からは白出のコル

を目指し南峰に向かって岩稜帯を下る。南峰に向かう途中、松濤岩の涸沢側に切れ落ちた

雪面が出てきたため、スノーバーとピナクルを支点にして１ピッチＦｉｘを張り通過する。

涸沢岳に向かう縦走路を行く途中、ドームの頭付近で滝谷ドーム中央稜を登攀する予定で

あった岩附と淀川ＯＢは、取り付きまでのルート確認に向かう。涸沢岳手前の最低コルに

て森山が膝の痛みを訴えたため、廣瀬ＯＢと西出ＯＢが付き添い最低コルからＢＣに下り

た。他のメンバーはそのまま白出のコルを目指し縦走路を進む。涸沢岳までは何度かクサ

リ場や雪付きの稜線が出てきたが、慎重に通過し問題なく進んだ。白出のコルにて休憩し、

ＢＣまで駆け下った。 

 

 

北穂高岳山頂にて 

奥左より 渡邊 西出 小野寺 岩附 

手前左より 森山 大山 江花 
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６月１７日 晴 ８℃ 

＊前穂高北尾根 

小野寺（２）＝大山（１）＝西出（ＯＢ） 渡邊（４）＝江花（１） 

岩附（２）＝淀川（ＯＢ） 

ＢＣ（５：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（５：４０）～Ⅲ・Ⅳのコル（８：３０） 

 ～Ⅲ峰頂上（１０：４０）～前穂高岳（１１：４５）～吊尾根最低コル（１３：１０） 

     ～奥穂高岳（１４：１０）～白出のコル（１５：２０）～ＢＣ（１５：４０） 

 朝食後森山が膝の不調を訴えたため、大事を取ってテントキーパーとする。ＢＣを出発

しⅤ・Ⅵのコルへと向かう。昨夜の放射冷却のため雪渓は硬く蹴り込み辛い。Ⅴ・Ⅵのコ

ルにてスパッツ、オーバー手袋を外し、登攀具を着けⅤ峰へ向かう。Ⅴ峰へは、何度か涸

沢側を巻きながらリッジを忠実に登る。程なくしてⅣ・Ⅴのコルへ到着する。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き、正面に見えるガリーを

登り稜上に出る。稜上を忠実に進むとⅣ峰頂上に到着する。Ⅲ・Ⅳのコルへ下り、コルか

ら少し上がった所にある残置スリングが掛かっている支点で自己確保を取る。小野寺パー

ティが先行し、続いて渡邊パーティ、岩附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トラバース気味

に左上する。クラックが多数あり、カムデバイス、ナッツがよく決まる。岩

壁に突き当たった所でガレ場を少し登り、狭いテラスで支点を取って２５ｍ

でピッチを切る。 

２ピッチ目 涸沢側に一段上がり、顕著なチョックストーンがある凹角から涸沢側にある

凹角を登る。浮き石が多く落石に注意して登る。登りきった所で正面にある

奥又白側の凹角を登る。ピナクルで支点を取り４５ｍでピッチを切る。 

３ピッチ目 緩やかな稜上を忠実に行く。浮き石が多いので注意して進む。凹角手前で支

点を取り、５０ｍでピッチを切る。 

４ピッチ目 幅の広い緩傾斜の凹角を登る。クラックがあるためカムデバイスやナッツが

決まりやすい。登りきった所で、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り２５ｍ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。Ⅱ峰頂上のピナクルで懸垂支点を作成し、５ｍ

懸垂下降する。Ⅰ・Ⅱのコルで小野寺はザイルを回収するために残り、他のメンバーは前

穂高岳に向け先行する。前穂高頂上は昨年よりも雪が少なく、岩が多く露出していた。前

穂高頂上からは紀美子平へ向かう夏道を行き、途中から雪渓を巻くようにガレ場をトラバ

ースして吊尾根へ向かう。程なくして吊尾根の夏道に合流し、奥穂高岳頂上を目指す。こ

こから徐々に岩附が遅れ始める。岩の多い夏道を登って行くと奥穂高岳頂上に辿り着く。

ここで記念写真を撮り、休憩後白出のコルへと向かう。例年クサリ場の手前に雪渓が出て

いるが、今年は雪が少ないためか夏道が出ていた。白出のコルへ下り、ここでスパッツ、
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オーバー手袋、ピッケルを装着しＢＣまで一気に駆け下る。途中、急な雪面で渡邊が２０

０ｍ程滑落した。幸い岩に当たり止まることができたが、背中と腕に裂傷と打撲を負って

いた。ＢＣに帰幕後、応急手当をしたがザックを背負うことができない状態であった。ま

た岩附が帰幕後に体調を崩し、高山病に罹っていることが判明した。以上の点を踏まえ、

合宿の続行は不可能と判断し明日全員下山することとなった。 

 

６月１８日 曇のち雨 １０℃ 

 涸沢（６：４５）～本谷橋（８：４０）～横尾（９：４０）～徳沢園（１０：３５） 

                               ～明神（１１：４０） 

 渡邊、岩附が怪我と体調不良により遅れが見込まれたため、西出ＯＢに付き添われ先に

明神へと向かう。残ったメンバーでテントを撤収し下山に移る。疎林帯の辺りから雪渓を

トラバースし夏道に出る。雪渓は丁度良い硬さで歩きやすく、夏道は入山時よりも多く出

ていた。本谷橋を通過した頃から小雨が降ってくる。横尾にて西出ＯＢと合流し、ここか

ら単調な林道を行く。徳沢までの林道では一部土砂が崩れていたが問題なく通過した。徳

沢にて雨が強まったため雨具を着用する。明神に早く着きたい一心で、全力で進んだ。明

神で先に着いていた渡邊、岩附と合流し、整理体操をして六月合宿は終了した。

 

河童橋にて 

左から 淀川 小野寺 岩附 森山 大山 江花
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４．夏山合宿 

 

期 間：２０１３年８月３日～８月１６日 

 

場 所：北アルプス 剱岳 真砂沢定地～上高地縦走 

 

参加メンバー：ＣＬ 西出広平 

４年 渡邊葉月 

２年 岩附正樹 小野寺央峻 

１年 江花みのり 大山洋平  

ＯＢ 淀川裕司 

 

行動概要：８月 ３日 離京 新宿発（新宿ＶＩＰラウンジ２号館２２：４５発） 

４日 入山 室堂～真砂沢ロッジ（ＢＣ） 

５日 雪上訓練   

６日 ＢＣ～源次郎尾根～剱岳～長次郎谷～ＢＣ 

７日 ＢＣ～八ツ峰主稜下半・上半～八ツ峰の頭～長次郎谷～ＢＣ 

８日 ＢＣ～Ⅵ峰 Ａフェース 魚津高ルート 

中大ルート 

                 Ｃフェース 剣稜会ルート 

９日 ＢＣ～Ⅵ峰 Ａフェース 魚津高ルート 

中大ルート 

                 Ｃフェース ＲＣＣルート 

１０日 真砂沢ロッジ～剱沢キャンプ場 

１１日 ～五色ヶ原キャンプ場 

１２日 ～スゴ乗越小屋 

       １３日 ～薬師峠キャンプ場 

１４日 ～黒部五郎キャンプ 

１５日 ～双六キャンプ場 

１６日 ～明神 下山 
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８月４日 雨のち曇 

室堂バスターミナル（８：００）～雷鳥沢キャンプ場（１０：２０） 

                ～別山乗越（１５：００）～長次郎出合（２０：００） 

～真砂沢ロッジ（ＢＣ）（２１：２５） 

 室堂バスターミナルで雨具を着用し、準備体操をして出発する。かなり雨脚が強いため、

足を滑らせないように注意しながらモルタルの道を進む。途中から大山が大幅に遅れ始めた

ため、雷鳥沢キャンプ場まで岩附、小野寺、江花を先に行かせる。地獄谷は去年と同じく有

毒ガスの噴出のため通れず、雷鳥荘前に通じる道を回って雷鳥沢キャンプ場に到着した。称

名川を渡ったところで先行隊と合流し、剱御前小舎までの急登を行く。急登の途中で１１時

を回り時間が押すことが予想されたため、先程と同じく３人には真砂沢キャンプ場まで先行

させることにする。１１時頃に雨は止んだが、１年生は重荷で辛そうである。別山乗越まで

登りきるとようやく下りとなる。剱沢キャンプ場にてシーバー交信をし、小野寺にテント設

営後に逆ボッカするように指示する。１８時頃に剱沢雪渓手前に着き、ラテルネ、ピッケル、

スパッツ、オーバー手袋、雨具を着用し剱沢雪渓を下る。雪渓を下っている途中から再び雨

が降り始め、疲れもあってかなかなか足が進まない。１８時半頃に暗がりにラテルネの明か

りが見え、手を振ると空荷で上がってきた小野寺だった。ここからは大山は空荷の状態で下

らせる。次第に雪渓が硬くなり始め、ラテルネで足元を照らしながら慎重に下る。長次郎出

合に着いたところで、団装をシュルンドにデポし、明日の雪上訓練終了後に回収することと

する。ナムの滝で雪渓が薄くなっていたため、左岸の夏道を行く。真砂沢ロッジのテント場

の明かりが見えた時には、心底ホッとした。テントにて夕食を食べ、この日は２３時半消灯

とした。 

 

８月５日 曇 １１℃ 

ＢＣ（７：５０）～Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ入口付近（９：００）～ＢＣ（１２：４５） 

前日の就寝が遅かったため、起床時間を２時間遅らせる。ＢＣを出発し剱沢雪渓を登り、

長次郎出合から長次郎谷雪渓に入って行く。雪渓の硬さは丁度良く登りやすかったが、所々

硬く凍っていたため気を付けて進む。熊ノ岩まで行かず、Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ付近で雪上訓練

をする。初めに雪上歩行訓練を行い、続いてスタカット、コンティニュアスの訓練をする。

六月合宿の涸沢とは違い、雪渓が硬くスノーバーが入らず苦労した。訓練後はＢＣまで駆け

下る。今合宿初めての駆け下りで、あまりスピードが出ず下り終えるまでに時間が掛かって

しまった。下る途中で前日にデポしておいた荷物を回収する。この日に西出ＯＢ、淀川ＯＢ

が入山された。 
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８月６日 曇のち雨 １３℃ 

ＢＣ（４：４５）～源次郎尾根取り付き（５：２５）～第２Ｆｉｘ地点（６：２０） 

      ～Ⅱ峰（１０：５０）～剱岳頂上（１２：２０）～熊ノ岩上部（１３：３０） 

～ＢＣ（１５：１０） 

 ＢＣを出発し、源次郎尾根取り付きへ向かう。源次郎尾根の取り付き手前で登攀具を着け

る。淀川ＯＢと岩附、小野寺で先行する。取り付き最初の５ｍ程の大岩の手前からＦｉｘを

張る。大岩を乗り越えてすぐ右側にある踏み跡から薮の中をハイマツで支点を取りながら進

む。どうやら道を間違え正規のルートより下部で右に進んでしまい、木々が鬱蒼としており

ザックが引っかかる。もう少し上部で右に進んだ方が良かった。５０ｍ一杯にＦｉｘを張り、

ユマールを使って通過する。回収は渡邊と西出ＯＢが行った。Ｆｉｘ通過後も木々の中のは

っきりしない踏み跡を辿って登る。しばらく木登りのように道を登って行くと次第に踏み跡

も明瞭になり、２つの連続した大岩に突き当たる。５ｍ程の２つの大岩を越え、安定した所

までザイルを伸ばし５０ｍＦｉｘを張った。ここで雨が降ってきたため、Ｆｉｘの始点で７

時半まで天気待ちをする。ツェルトを出し３０分間雨を凌いだ。雨が止み、天候の回復が見

込めたため、そのまま登攀を続行する。天気待ちをしていた際に６人程のパーティに抜かれ、

Ｆｉｘ通過に時間が掛かった。道は次第に岩稜となり、リッジ上や稜線を巻いてガレ場を登

って行く。Ⅰ峰に到着するまでに先程抜かれたパーティと別のパーティを追い越す。Ⅰ・Ⅱ

峰間のコルへ下り、Ⅱ峰への急登を登る。Ⅱ峰からは４０ｍ懸垂下降をしてコルまで下りる。

懸垂下降の際、ザイルが浮き石に当たり落石があった。懸垂下降後に確認すると１本のザイ

ルの半分辺りが損傷していた。コルからは剱岳頂上に向け、ガレた岩稜をひたすら登って行

く。頂上で写真を撮り、休憩してから長次郎のコルへ向かう。長次郎谷右俣の雪渓は両サイ

ドにシュルンドが開いていたが、雪はザクザクで歩きやすかったため、Ｆｉｘを張らずに慎

重に下る。Ⅵ峰の下部の急斜面まで移動し、様々な体勢からの滑落停止訓練を行う。その後

ＢＣまで駆け下った。ＢＣに着いた頃には、雨が強くなっていたためテントの周りに側溝を

掘った。  

 

剱岳山頂にて 

奥左より  

渡邊 淀川 岩附 西出 

江花 大山 小野寺 
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 ８月７日 快晴 １２℃ 

ＢＣ（４：４５）～Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ取り付き（５：４０）～Ⅰ・Ⅱのコル（７：４０）    

～Ⅴ・Ⅵのコル（１１：００）～八ツ峰の頭（１４：１５）～池ノ谷乗越（１４：４０）                                        

～熊ノ岩（１５：５０）～ＢＣ（１６：４０） 

２年生と西出ＯＢが先行し、ＢＣを出発する。長次郎谷雪渓を詰めていき、程なくしてⅠ・

Ⅱ峰間ルンゼに取り付く。ここでオーバー手袋、ピッケルをしまう。先日の偵察で雪渓を繋

いで行くことは不可能であると判断していたため、ルンゼ右岸のシュルンドからルンゼ内に

入る。ルンゼ内に入るまでは急傾斜の凹角があるため、小野寺がリードしＦｉｘを張る。ル

ンゼ右岸に沿って最初の浅い凹角の壁をカムデバイスで支点を取りながら乗越し、バンドを

ルンゼ中央に向かってトラバースする。正面の壁を再び乗越し安定した所まで行き、ハーケ

ンを打って支点を取る。そのままザイルを伸ばしてクラックにカムデバイス２つで支点を取

って４０ｍでピッチを切った。１年生はユマールを使用し素早く登らせた。実力が揃ってい

るパーティであれば、このＦｉｘはいらないだろう。ルンゼ下部は所々雪渓が残っており雪

溶け水の水量は多くはないが、岩が濡れているため滑らないように注意して進む。２年生が

先行し、右岸のスラブ帯を経由しつつ登り詰めて行く。ルンゼ中間辺りから水量は少なくな

り、浮き石の多い草付きのガレ場となった。所々苔が生えている岩場を慎重に通過し、ルン

ゼを忠実に登って行く。ルンゼ上部は完全に藪に覆われており、不明瞭な踏み跡を辿って右

岸のスラブ帯に移る。スラブ帯からはすぐにⅠ・Ⅱのコルへ出ることができた。ここでスパ

ッツをしまう。Ⅰ・ⅡのコルからⅡ峰へは、２年生と４年生の３名が先行しリッジを忠実に

進む。しかしコルからは直接リッジに行くより、長次郎谷側へ一度巻いてからリッジに出る

方がやさしいように思われる。懸垂支点までは明瞭な踏み跡を辿って行く。ハイマツで支点

を取り、長次郎谷側の岩壁に沿って２５ｍ懸垂下降をしてⅡ・Ⅲのコルへ出る。Ⅲ峰へは稜

上を忠実に進み、すぐにⅢ峰頂上へ辿り着く。残置ハーケンに捨て縄を通して懸垂支点を取

り、リッジに沿うように２５ｍ懸垂下降をする。Ⅲ・Ⅳのコルからは、踏み跡が明瞭に付い

ており迷うことは無い。Ⅳ峰はスラブ状の岩場を登るより、三ノ窓谷側のハイマツ帯の踏み

跡を辿って行く方がやさしい。Ⅳ峰頂上から大岩で支点を取り、三ノ窓谷側のルンゼに沿っ

て５０ｍ懸垂下降をする。ルンゼ下部は浮き石が多いため、落石を起こさないように慎重に

下りる。Ⅴ峰へは三ノ窓谷側の明瞭な踏み跡を辿って行き、すぐに顕著なピナクルに出る。

ピナクルの手前で長次郎谷側に移り、残置ハーケンで懸垂支点を作る。すぐ下に見えている

テラスには下りず、Ⅴ・Ⅵのコル側へ岩壁を伝っていき、バンドまで５０ｍ懸垂下降をする。

明瞭な踏み跡があるハイマツ帯には行かず、岩壁にある残置ハーケンを支点にして下のバン

ドまで２５ｍ懸垂下降をする。踏み跡を辿って別のテラスを三ノ窓谷側に進み、ハイマツで

支点を取って２０ｍ懸垂下降をし、Ⅴ・Ⅵのコルへ下りる。 

 Ⅴ・Ⅵのコルからは三ノ窓谷側の簡単なガリーを登り、テラスから岩附がＦｉｘを張る。

カムデバイスで支点を取り、三ノ窓谷側のフェースを登る。スタンスは細かいがそれほど難

しくはない。ハイマツで支点を取り、１ピッチ５０ｍでピッチを切る。回収は西出ＯＢが行

った。明瞭な踏み跡を辿って行き、Ｂ、Ｃ、Ｄフェースの頭を過ぎてⅥ峰頂上に到着する。
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Ⅵ峰頂上からハイマツに支点を取り、三ノ窓谷側へ５０ｍ懸垂下降をする。その後傾斜のあ

る草付きを登って行き、小ピークまで登り詰める。ピナクルで支点を取りⅥ・Ⅶのコルまで

２５ｍ懸垂下降をする。Ⅵ・Ⅶのコルからクレオパトラニードルへ続く明瞭な踏み跡がある

が、途中で稜上へ移ってリッジを忠実に行くとⅦ峰頂上へ到着する。ハイマツで支点を取り、

２５ｍ懸垂下降をしてⅦ・Ⅷのコルへ下りる。クレオパトラニードルへ続く踏み跡を辿って

もⅦ・Ⅷのコルへは行くことはできるようだ。Ⅷ峰への登りは、ホールド、スタンス共に豊

富な三ノ窓谷側のガリーを直上する。Ⅷ峰頂上の狭いリッジから２５ｍ懸垂下降をして一度

下りてから、再び大岩で支点を取って２５ｍ懸垂下降をしてコルへ到着する。大山が足の痛

みを訴えたため、靴を脱がせて足の状態を診たところ、足の裏全体が白くふやけていた。こ

のため急遽西出ＯＢが靴下を貸し、厚手の靴下を２重にして登らせた。八ツ峰の頭へは小野

寺がＦｉｘを張る。コルから長次郎谷側にトラバースし、登りやすい階段状の岩場を行く。

そのまま忠実に登り稜線に出る。上部のハイマツで支点を取り５０ｍＦｉｘを張る。簡単な

岩場を登ると八ツ峰の頭へ辿り着く。八ツ峰の頭からは池ノ谷側へ５０ｍ懸垂下降をする。

浮き石が多いため落とさないように慎重に下る。バンドまで下り、そこから池ノ谷乗越まで

トラバースする。池ノ谷乗越でスパッツ、オーバー手袋、ピッケルを装着する。今年は雪が

多く、雪渓が途切れることなく池ノ谷乗越まで繋がっているため、左岸のシュルンド内を行

かずに長次郎谷雪渓を下る。傾斜がきつく、シュルンドが内部に向かって開いているところ

もあったため慎重にクライムダウンする。シュルンド地帯を過ぎた辺りから熊ノ岩まで一気

に駆け下る。休憩後、一気に駆け下り帰幕した。  

 

８月８日 快晴 １１℃ 

ＢＣを出発して長次郎出合へと向かう。雪渓を登り始めてから大山のペースが遅れ始め、

長次郎出合付近にて足の痛みを訴えた。このため今後に備えて大山はそのままＢＣに引き返

させ、今日はテントキーパーとする。長次郎谷雪渓を詰め、各々のパーティの取り付きへと

向かう。 

＊Ａフェース魚津高ルート 

 小野寺（２）＝淀川（ＯＢ） 

 ＢＣ（６：００）～魚津高ルート取り付き（８：３０）～Ａフェースの頭（１０：００） 

 長次郎谷雪渓を詰めてＡフェース魚津高ルートに向かう。顕著な浅い凹角が取り付きであ

る。ここで登攀具を着ける。魚津高ルートにはすでに他パーティが取り付いていたため１０

分程待機してから登攀を開始する。 

１ピッチ目 浅い凹角を被り気味の岩場まで直上する。そこから右上し浅い凹角に移る。凹

角に移る時は足場が無く難しいが、クラックの中にあるホールドを見つければ

簡単である。凹角を登り、途中でカンテへ移る。カンテを忠実に登り、残置ハ

ーケンが豊富なレッジでピッチを切る。 

２ピッチ目 カンテ沿いを登り、右の凹角に入る。スタンスが細かいため慎重に登る。再び

カンテに移り、忠実に登って行くとテラスに出る。テラスには他のパーティが
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いるため、テラス脇の狭いレッジでピッチを切る。 

３ピッチ目 レッジから階段状の岩場を行く。ホールド、足場も豊富にあるため全く問題な

い。途中でハイマツとの境目を進み、程なくしてＡフェースの頭に到着する。 

 Ａフェースの頭からはハイマツの中の明瞭な踏み跡を辿って懸垂支点まで向かう。危険な

箇所も多いため慎重に行く。残置スリングが掛かっているハイマツで支点を取り、５０ｍ懸

垂下降をしてⅤ・Ⅵのコルへ下りた。 

 

＊Ａフェース中大ルート 

小野寺（２）＝淀川（ＯＢ） 

中大ルート取り付き（１１：１５）～Ａフェースの頭（１２：３０） 

                 ～Ⅴ・Ⅵのコル（１３：００）～ＢＣ（１４：４０） 

Ⅴ・Ⅵのコルから長次郎谷側へガレ道を下って中大ルートの取り付きに向かい、再び登攀

する。 

１ピッチ目 クラック沿いの浅い凹角を忠実に進み、途中で左のフェースに移る。スタンス、

ホールドが非常に細かく、またランナウトするため怖い。ハーケンで支点を取

り、再びクラックのある浅い凹角へ移る。凹角を忠実に登っていき、途中スタ

ンスが全く無い場所に出る。ここからＡ０を交えて登り、程なくして比較的新

しいリングボルトが打たれたレッジでピッチを切る。 

２ピッチ目 ホールド、スタンスの細かいフェースを登る。途中で魚津高ルートの２ピッチ

目と合流し、そこからは魚津高ルートを辿ってＡフェースの頭に到着した。 

 Ⅴ・Ⅵのコルまで５０ｍ懸垂下降をして剣稜会パーティが来るまで待機する。 

 

＊Ｃフェース剣稜会ルート 

 岩附(２)＝江花(１) 渡邊（４）＝西出（ＯＢ） 

ＢＣ（６：００）～取り付き(８：２０)～登攀開始(９：００)              

～Ｃフェースの頭(１２：３０) ～Ⅴ・Ⅵのコル(１３：３５)～ＢＣ（１４：４０） 

ＢＣから長次郎谷雪渓を登る。取り付きに着いた時には、登攀中のパーティと待機中のパ

ーティがいた。 

１ピッチ目 取り付きからはスラブ状になっていたが、ホールド、スタンスともに多く、登

りやすい。ランニングビレイも豊富に取れる。２５ｍ登った途中のリッジ上の

テラスでピッチを切る。 

２ピッチ目 テラスからは右に少しトラバースして凹角を登る。足の置き場所がはっきりし

ないが、ツイストすると上のホールドに手が届く。階段状のリッジを登り、ハ

イマツ帯を抜け、大きなテラスに出る。２５ｍでピッチを切る。 

３ピッチ目 正面の広いスラブ状のフェースを左側に向かって登る。ホールドが少なそうに

見えるが、登ってみると意外と多く見た目よりもやさしい。ザイルを３０ｍ伸

ばし、左の小テラスでピッチを切る。 
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４ピッチ目 左の階段状のリッジ沿いを登る。簡単だが浮き石が多い。ザイルを３０ｍ伸ば

し、リッジ上の小バンドでピッチを切る。 

５ピッチ目 ナイフリッジを右へとトラバースする。途中の垂直に切れ落ちている箇所は、

かなり高度感がある。トラバースが終わった所からは正面の浮き石に注意しな

がら登る。ザイルを一杯まで伸ばし、テラスでピッチを切る。しかしＣフェー

スの頭までは後５ｍ程ある。 

６ピッチ目 簡単な岩場を登り、Ｃフェースの頭に到着した。 

下降は踏み跡を辿ってⅤ・Ⅵのコルへ向かう。急なガリーなど、慎重に下らなければなら

ない箇所もあり気が抜けない。道は分かりにくいが長次郎谷側を意識しながら下る。長次郎

谷側へと張り出したハイマツで支点を取り、５０ｍ懸垂下降をする。真下の八ツ峰の縦走路

に合流した後、ガリーをクライムダウンしてⅤ・Ⅵのコルまで下りる。Ⅴ・Ⅵのコルにて小

野寺パーティと合流する。ガレた道をＡフェース沿いに注意しながら下り、雪渓に移ってＢ

Ｃまで駆け下る。 

 

 

 

剣稜会ルートにて   
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８月９日 晴 １１℃ 

 ＢＣを出発し登攀に向かう。Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ付近の岩場で休憩している際に、左岸上部

の雪渓が大きな音と共に崩壊し、雪塊が自分たちの方に転がってきた。早急に回避したため

当たりはしなかったが危ない場面であった。その後は長次郎谷雪渓を登っていき各フェース

の登攀へと移った。 

 

＊ＣフェースＲＣＣルート 

 渡邊（４）＝小野寺（２） 

ＢＣ（５：１０）～Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ（５：５０）～ＲＣＣルート取り付き（７：２０） 

 ～登攀開始（８：１０）～Ｃフェースの頭（１１：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（１３：１０） 

～ＢＣ（１４：３０） 

ＢＣを出発しＣフェースＲＣＣルート取り付きへ向かう。ＲＣＣルート取り付きは雪渓に

埋まっていたため、剣稜会ルート取り付きからトラバースして行くことにする。１、３、６

ピッチ目を渡邊が、２、４、５ピッチ目を小野寺がリードした。 

１ピッチ目 剣稜会ルートの１ピッチ目の途中からＲＣＣルート側にトラバースする。プロ

テクションは無いが、傾斜は緩くスタンスも豊富なため怖くはない。２５ｍで

ピッチを切る。 

２ピッチ目 目の前のガリーに入りＲＣＣルートの１ピッチ目に合流する。ガリーを左上し、

広めのテラスでピッチを切る。 

３ピッチ目 テラスから上部のハイマツに向かって登り、ハイマツを避けるように右へトラ

バースする。やがて灌木があるバンドに出て、そこから階段状の岩場を直登し

テラスに出る。終了点にハーケンを１枚打ち足しピッチを切る。 

４ピッチ目 目の前の浅い凹角は行かず、左のハイマツの基部を沿うように登る。ホールド

が豊富なため難しくはない。上部のテラスでピッチを切る。 

５ピッチ目 テラスから右の凹角に入り、忠実に登って行く。プロテクションが少なくラン

ナウトするため怖いが、難しくはない。凹角を抜けた所で、左のハイマツ帯を

巻くように行く。簡単な岩場を登り、ハイマツで支点を取りピッチを切る。 

６ピッチ目 明瞭な踏み跡を辿り、最後に大岩を登りきるとＣフェースの頭へ到着する。 

 Ｃフェースの頭からは踏み跡を辿ってⅤ・Ⅵのコルへ向かう。前日は行わなかったが途中

の危険なガリーはクライムダウンせず、２５ｍ懸垂下降をする。回収の際にザイルがハイマ

ツに引っ掛かったため小野寺が空身で登り返して回収した。再び踏み跡を辿って行き、コル

手前のハイマツ帯からガリーへと２５ｍ懸垂下降をする。前日はクライムダウンで下りたが、

このガリーは急なため懸垂下降は必ずした方が良い。さらに下ると大量にスリングが掛かっ

た灌木があり、これを支点として５０ｍ懸垂下降をする。コル付近のガリーから慎重にⅤ・

Ⅵのコルまで行き、中大ルートパーティと合流した。 
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＊Ａフェース魚津高ルート 

岩附(２)＝大山(１)＝淀川(ＯＢ)   西出（ＯＢ）＝江花（１） 

ＢＣ(５：１０)～Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ付近(５：５５)～取り付き(７：０５) 

～登攀開始(８：３０）～Ａフェースの頭(１０：３０)～Ⅴ・Ⅵのコル(１１：００) 

ＢＣを出発し、長次郎谷雪渓を詰めて魚津高ルート取り付きに向かう。顕著な浅い凹角が

取り付きである。西出ＯＢ＝江花パーティが先行する。 

１ピッチ目  取り付きからは最初に凹角を左上し、１０ｍ程先にある小ハングを右に乗り越

す。そこからさらにチムニーを右上し、フェースを左上する。少し登ると左側

にカンテ、右側に凹角が並んでいるのが見える。右側の凹角から取り付いて、

途中から左のカンテへと移る。４０ｍザイルを出したところでクラックの中央

にあるレッジに着き、ここでピッチを切る。ジグザグに登るためザイルの流れ

が悪くなりやすく、ランニングビレイを取る際には注意が必要である。 

２ピッチ目  傾斜のあるフェースとなる。足は置きやすいが切れ落ちている箇所もあるため

慎重に登る。残置支点の数は多いが高度感があり緊張する。しばらくすると傾

斜も緩くなり、ハイマツが目立つ簡単な階段状のフェースとなる。フェースを

登りきってリッジを忠実に登る。右に浮き石地帯、左に鬱蒼としたハイマツ帯

が出てくるが、右に進み、浮き石地帯を越えたリッジ上を登る。ザイルを５０

ｍ出した所のハイマツで支点を取り、Ａフェースの頭に着いた。２ピッチで登

攀を終えることができたが、無理にザイルを伸ばさずに３ピッチで登攀したほ

うがスムーズに登れただろう。 

 Ⅴ・Ⅵのコルにて１年生は先に淀川ＯＢと共に熊ノ岩まで下り、雪上訓練を行って帰幕し

た。 

 

＊Ａフェース中大ルート  

岩附（２）＝西出（ＯＢ） 

Ⅴ・Ⅵのコル（１１：００）～登攀開始（１１：４０） 

～Ａフェースの頭（１３：１０）～ＢＣ（１４：２０） 

Ⅴ・ⅥのコルからＡフェース中心を左上する顕著な凹角の下を目指し、中大ルートに取り

付く。 

１ピッチ目 取り付きから左側へ一段上がり、右側に小さなクラックのあるフェースを小テ

ラスに向かって左上気味に登って行く。ホールドとスタンスは共に豊富で簡単

だ。しかし多少ランナウトするので緊張した。 

２ピッチ目 支点から右側へトラバースし、クラックを左上する。ホールド、スタンスが乏

しくＡ０を繰り返しながら登る。ハングを乗越して新しいリングボルトの打た

れたレッジにてピッチを切る。 

 

 



~ 21 ~ 
 

３ピッチ目 レッジからはハーケンがベタ打ちされた右のフェースを登る。１０ｍ程登った

地点で正面にハイマツ帯が現れたため左にトラバースする。ここで魚津高ルー

トと合流した。簡単なフェースを越え、リッジ上に出てから少し進むと、Ａフ

ェースの頭に着き登攀を終了した。 

下降はＡフェースの頭からⅤ・Ⅵのコルへ踏み跡を辿る。ハイマツで支点を作り５０ｍ懸

垂でⅤ・Ⅵのコルに下りた。Ⅴ・ⅥのコルからはＡフェースの下部までガレた道を下り、雪

渓に移ってＢＣまで駆け下った。 

 

８月１０日 晴 １５℃ 

真砂沢ロッジ（５：５０）～剱沢キャンプ場（９：００） 

テントを撤収し急いでパッキングをする。重荷での雪渓登りは歩きにくく、体力的にも辛

かった。２時間程登ると雪渓が終わり、ガレた夏道になるためスパッツ、オーバー手袋、ピ

ッケルをしまう。ここで小雨が降り始め、周囲にガスが掛かってきたため雨具を着用した。

１時間程で遅れていた大山が来たが、肩がザック擦れしており、その後も遅れることが予想

されたため岩附、小野寺、江花、西出ＯＢが剱沢キャンプ場まで先行する。ガレた登山道を

ひたすら登り詰めると剱沢キャンプ場に到着する。テント場にはすでに多くのテントが張ら

れていた。場所を探して整地しテントを設営する。この日、西出ＯＢと淀川ＯＢが下山され

た。 

 

８月１１日 曇のち晴 １５℃ 

 剱沢キャンプ場（５：３０）～一の越山荘（９：２０） 

～鬼岳（１０：５０）～獅子岳（１１：５０）～ザラ峠（１２：５０） 

～五色ヶ原キャンプ場（１３：４０） 

別山からの吹き降ろしの風を受けながらテントを撤収し、剱沢キャンプ場を出発する。別

山までの道はガレた急坂となっている。別山のピークを巻き、立山に向かう稜線沿いの道へ

と進む。富士ノ折立へは再び急登となり、大汝山を巻いて雄山へ辿り着く。雄山では記念撮

影をし、その後一ノ越へ向かう。お盆の時期であったためか登山者が非常に多く、特に一の

越山荘までの下りは大渋滞となっており、下るのに時間を要した。一の越山荘で休憩し、龍

王岳に向かって進む。龍王岳のピークを右に巻いて進んだ後、鬼岳の登りとなる。狭い鬼岳

のピークを通過し、コルへ下ると木道となる。少し進むと木道は終わり、残雪に覆われた斜

面をトラバースする。前年度よりも早い時期のためか、かなり雪が残っている。またクサリ

場やハシゴ場もあり、注意しながら下る。トラバースを終えるとすぐに獅子岳への登りが始

まる。ガレた急坂をひたすら登っていき、獅子岳のピークに辿り着く。ザラ峠から五色ヶ原

まで登ると緩やかな木道に入り、しばらく進んで五色ヶ原キャンプ場に到着した。 
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８月１２日 晴 １２℃ 

 五色ヶ原キャンプ場（６：００）～鳶山（６：５０）～越中沢岳（８：２０） 

～スゴノ頭（１０：３０）～スゴ乗越（１１：５０）～スゴ乗越小屋（１２：４５） 

 五色ヶ原キャンプ場からしばらく木道を進んだ後、鳶山まで登る。山頂からはすでにスゴ

乗越小屋が見えていた。緩やかなアップダウンを繰り返しながら広い尾根を進み、越中沢岳

を越える。ここからの下りは岩の目立つ狭い道となっており、注意して足を置いていく。大

きな岩を残置ロープを使ってクライムダウンする場所もあったが、１年生が下る際には上級

生が下に付いて対応した。下り終えるとスゴノ頭までは急登となり、そこからまたアップダ

ウンを繰り返してスゴ乗越へ進む。お盆の時期ということもあって、すれ違う登山客が多い。

道はハイマツ帯から樹林帯へと変わり、最後に急坂を登ってスゴ乗越小屋に到着した。テン

ト場は混雑しており設営可能なスペースは残り僅かであった。 

 

８月１３日 晴のち曇 １１℃ 

 スゴ乗越小屋（６：００）～間山（７：２０）～北薬師岳（８：３０） 

～薬師岳（９：５０）～薬師岳山荘（１０：３０）～薬師峠キャンプ場（１１：２０） 

 スゴ乗越小屋を出発し、間山へと向かう。樹林帯の急登を登って稜線に出る。稜線を忠実

に進んで間山を越え、そこから北薬師岳まではガレた岩稜帯の道を伝って登って行く。岩稜

帯ではバランスを取るのが難しく、岩の形状を見ながら足を置いていった。程なくして北薬

師岳のピークに着き、そこからは痩せた尾根上の道を進む。最後に急登を登り、ようやく薬

師岳に辿り着く。山頂で写真を撮り、薬師峠へと下り始める。薬師岳山荘までは緩やかな九

十九折りのザレ道となっており、転倒に注意しつつスムーズに下る。薬師岳山荘を通過し、

さらに下り続けると狭い木道になり、薬師平からはガレた樹林帯の道となる。小川が流れて

いる所もあり、道が濡れていたためスリップに注意して下って行く。最後には沢沿いの道に

なって、しばらく進むと薬師峠キャンプ場へ着いた。この日は天気が良く時間にも余裕があ

ったので、テントのビニールシートや本体に付いた土を洗い落とした。 

 

薬師岳への稜線 
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８月１４日 晴 １１℃ 

薬師峠キャンプ場（６：２０）～北ノ俣岳（８：３０）～中俣乗越（１０：１５） 

～黒部五郎キャンプ場（１３：３０） 

テントを撤収し、太郎平小屋まで木道を歩く。太郎山を越え、北ノ俣岳まで長く緩やかな

道を行く。中俣乗越から少し進んだ所で大山が遅れ始め、このままのペースで行くと黒部五

郎キャンプ場に着く時間が大分遅くなると判断した。連日の様子から黒部五郎キャンプ場も

非常に混み合うことが予想されたため岩附、江花が先行した。黒部五郎岳の肩への登りはガ

レているために歩きにくく、ペースが落ちた。黒部五郎の肩からは、稜線ルートでなくカー

ルルートを行く。そこからは九十九折りの急なガレた下りとなる。下り終えると緩やかだが

歩きにくい道が続く。途中に小川が流れており、水を補給できた。黒部五郎キャンプ場まで

の道は想像していたよりも長く、また小屋が全く見えなかったため辛く感じた。黒部五郎キ

ャンプ場に着くと急いで整地し、テントを設営する。お茶の準備をしている時に渡邊、小野

寺、大山が４０分程遅れて到着した。お茶を飲み、明日に備えて身体を休めた。 

 

８月１５日 晴 １１℃ 

 黒部五郎キャンプ場（６：１０）～三俣蓮華岳（８：５０） 

～双六キャンプ場（１１：４５） 

 黒部五郎キャンプ場から三俣蓮華岳に向かって登りが続く。樹林帯を過ぎるとザレ道にな

り、ハイマツの間の狭い道を進む。三俣蓮華岳を登りきった後、双六小屋までは巻道ルート

を使うことにした。しばらく緩やかな狭い道が続く。植生が豊富で、山腹にはお花畑も見ら

れた。緩やかなアップダウンの道をひたすら進み、途中の急登を登り終えると程なくして分

岐に到着する。ここから双六キャンプ場までは下りとなる。双六キャンプ場は見えているが、

なかなか近づけずもどかしい。双六キャンプ場に到着後、差し入れのゼリーやポップコーン、

生姜紅茶などを作り、夕食もたっぷり食べて翌日の長時間行動に備えた。 

 

８月１６日 晴 １０℃ 

双六キャンプ場（４：４０）～千丈沢乗越（７：２０）～槍ヶ岳（９：００） 

～槍沢キャンプ場（１１：５５）～横尾山荘（１３：１０）～徳沢（１５：１０） 

                               ～明神（１６：１５） 

計画では槍沢キャンプ場に泊まる予定だが、行程を１つ飛ばして下山する。一気に下山す

るため早朝に出発しようとしたが、朝飯を食べ終えるのが遅く、またパッキングに時間が掛

かったため出発が遅くなる。樅沢岳への九十九折りの急坂を登り、硫黄乗越を経て千丈沢乗

越まで緩やかな道を行く。途中のクサリ場は慎重に通過する。槍ヶ岳までの登りは九十九折

りの急坂で辛いが、合宿最後の登りなので競争しながら一気に登る。槍ヶ岳の肩にザックを

降ろし、空身で頂上に向かう。頂上にはすでに多くの人がいたためより狭く感じた。頂上の

祠の前で写真を撮り下山を開始する。槍ヶ岳からはガレた九十九折りの道をひたすら下る。
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ババ平手前で休憩を取り、そこから一気に横尾山荘を目指す。横尾山荘までは比較的平坦な

道が続く。途中で一ノ俣、二ノ俣の橋を渡る。思っていたよりも長く、なかなか横尾山荘に

辿り着かない。横尾山荘から明神まで歩きやすく平坦な道を最後の力を振り絞って進む。全

員が明神に着いてから整理体操を行い、合宿を終了した。 

 

 

 

 

 

 

槍ヶ岳山頂にて 
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５．秋山合宿 

 

期 間：２０１３年１０月１０日～１０月１４日 

 

場 所：南アルプス 三伏峠～広河原 

 

参加メンバー：ＣＬ 渡邊葉月 

       ２年 岩附正樹 小野寺央峻 

       １年 江花みのり 大山洋平 片岡寛明 

 

行動概要：１０月１０日 離京 新宿（新宿駅西口高速バスターミナル７：００発） 

～松川バス停留所～鳥倉登山口 

入山 鳥倉登山口～三伏峠 

１１日 三伏峠～北俣岳分岐周辺 

１２日 北俣岳分岐周辺～北荒川岳～熊ノ平小屋 

１３日 熊ノ平小屋～北岳～北岳肩ノ小屋 

１４日 北岳肩ノ小屋～広河原 下山 

 

１０月１０日 晴のち曇 

 鳥倉林道ゲート（１２：００）～鳥倉登山口（１２：２５） 

～豊口山分岐（１７：００）～三伏峠小屋（１７：２０） 

 鳥倉林道ゲートを出発し、平坦なアスファルトの道を進むと鳥倉登山口に着く。アスファ

ルトの道は平坦であったが歩きにくく、なかなか先頭に付いて行くことができなかった。鳥

倉登山口には大鹿登山口の新しい看板があるため分かりやすい。鳥倉登山口からの道は樹林

帯の急登となり、しばらくすると緩やかな登りとなった。３合目の看板を過ぎてから尾根の

北側の平坦な登山道を進む。７合目辺りのガレた所で水場があったが水量は少なかった。短

い木製のハシゴを何回か登り、岩が濡れて滑りやすくなっている所を注意して進むと、豊口

山分岐に出る。塩川小屋への分岐にはロープが張ってあり、通行禁止となっていた。分岐を

南東側の三伏峠方面へと進み、木製の階段を登って緩やかな九十九折りの登り坂を行くと、

三伏峠小屋への看板がある。看板から平坦な道を行くとすぐに三伏峠小屋に着く。水は小屋

の水場から汲めたが、煮沸して使用しなければならなかった。 

 

１０月１１日 晴 １０℃ 

 三伏峠小屋（６：２０）～本谷山（８：０５）～塩見岳西峰（１２：１０） 

～北俣岳分岐周辺（１４：２５） 

 三伏峠小屋を出発し、三伏山へと向かう。三伏山手前で森林限界を越え視界が開ける。三
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伏山からハイマツ帯の緩やかなアップダウンを繰り返し、しばらくすると本谷山山頂に着く。

山頂から少し下ると枯木立の目立つ平坦な登山道となり、とても歩きやすい。樹林帯を抜け

て稜線に出るとハイマツ帯の緩やかな登りが続き、程なくして塩見小屋手前の看板に着く。

そこから傾斜の緩やかな坂をしばらく行く。塩見岳西峰手前から岩稜帯となり、また風も強

く吹いてきた。所々手を使いながら登り、足の置き場に注意しながら慎重に登って行く。塩

見岳西峰から東峰までは近く、ガレた道を浮き石に注意しながら進むとすぐに東峰に着いた。

風が強く吹いていたため、東峰からガレた急坂を下る際は滑落に注意して下った。緩傾斜の

岩稜帯を進み、北俣岳分岐を通過する。雪投沢キャンプ場跡へ下る道には踏み跡があり分か

りやすかったが、道がガレていたため途中でハイマツを掴むなどして下る。稜線から真下に

少し下った所にもテントを設営できそうな所があったが、風のことも考慮し樹林帯まで下っ

てテントを設営する。水は雪投沢沿いを５分程下った所で汲むことができた。 

 

 

 

１０月１２日 曇のち快晴 ７℃ 

北俣岳分岐周辺（６：２０）～北荒川岳（７：５０）～熊ノ平小屋（１１：００） 

北俣岳分岐周辺を出発し北荒川岳を目指す。風が強いこともあり、オ－バー手袋と雨具の

上着を着用してから稜線上に出る。稜線に出た所は西側からの吹き上げ風が強く、顔や手が

冷たい。稜線を東側に外れると木々が点在し、落ち葉に覆われ始める。落ち葉をかき分けな

がら緩やかな登りを進むと北荒川岳に着いた。北荒川岳からはハイマツ帯を下り、再び樹林



~ 27 ~ 
 

帯に入り緩やかな道を進む。新蛇抜山ピークを通過し、途中で反対側の斜面に移る。傾斜の

緩やかな尾根を登ると、竜尾見晴という見晴らしの良い小岩峰に出る。西側は崖になってお

り注意が必要だ。ここから再び樹林帯に入ると緩やかなアップダウンが続く。この辺りから

日差しが強くなったため、休憩中にオーバー手袋を外した。３０分程平坦な道を進むと安部

荒倉岳頂上への標識を確認したが、頂上へは行かず登山道を進む。一度稜線上に出た後、樹

林帯の急坂を下ると熊ノ平小屋に着いた。テント場は狭いが、他の登山客がいなかったこと

もあり快適に使えた。熊ノ平小屋は閉まっておりトイレは使用不可能だったが、水場は近く

水量も豊富だった。 

 

１０月１３日 快晴 ３℃ 

 熊ノ平小屋（６：２０）～三峰岳（８：００） 

～間ノ岳（９：２０）～北岳山荘（１０：５５）～北岳（１２：４０） 

～北岳肩ノ小屋（１３：４０） 

前日の夜から気温が急激に下がり、寒かったため雨具の上着を着用して出発した。熊ノ平

小屋を出るとすぐに九十九折りの急登となる。道は所々落ち葉に埋もれており歩きづらい。

次第にハイマツ帯の広く緩やかなザレ道になる。東には雲海から顔を出した富士山が朝日を

受けて輝いている。痩せた稜線を滑落に注意しながら登り、三峰岳頂上に着く。頂上は狭く

尖っていて高度感がある。仙丈ヶ岳への分岐があるコルまで下り、再びガレた広い稜線を登

ると広々とした間ノ岳山頂に着く。北岳が正面に見え、非常に迫力がある。北岳山荘への下

りは緩やかで歩きやすい。途中にある中白根山はほとんど起伏がなく、はっきりしなかった。

北岳山荘を過ぎると北岳への登りとなる。遠くから見たよりも緩やかな坂に感じられたが、

頂上までの道のりは長くなかなか辿り着けない。連休中であったため登山客が多い。頂上付

近ではトラバースする箇所やクサリ場、木で補強された箇所もあり注意して通過する。岩混

じりの道をひたすら登り続けると北岳山頂に着く。しばらく日本第２位の標高に立った喜び

を味わう。北岳肩ノ小屋までは再び緩やかな下りとなる。登ってくる登山客とすれ違いなが

らもスムーズに下っていき、両俣への分岐を過ぎるとすぐに北岳肩ノ小屋に着いた。テント

場は小さく、テントを張るスペースが非常に狭かった。なるべく広い場所を選び、剣スコッ

プで土を切り崩し、石を積み上げて整地をした。北岳肩ノ小屋から水場までは、滑りやすい

危険な沢筋を３０分掛けて往復しなければならなかった。また晴天が続いていたことや、気

温が低く沢が凍結していたこともあり水量が非常に少なかった。そのため水を確保するのに

かなりの時間を費やした。夜になると冷え込み、標高が高いためか乾燥も激しい。翌日の下

山に備えてセーターと毛下着を着込んで就寝した。
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北岳山頂にて 

 

１０月１４日 快晴 ４℃ 

 北岳肩ノ小屋（７：００）～白根御池小屋（８：００）～広河原（９：１５） 

 朝食の準備に時間が掛かり、出発が遅れる。テント場から少し登るとすぐに稜線に出る。

しばらく浮き石の多い稜線上の緩やかな坂を下って行くと、小太郎尾根分岐に着く。ここか

ら稜線を外れ、白根御池へ向かって草スベリと呼ばれる九十九折りの急坂を駆け下る。ガレ

た道を転倒に注意しながら、ひたすら足を出していく。標高が下がるにつれ、木々が目立ち

始める。木々の間から池が見えるとすぐに白根御池小屋に着いた。ここから広河原へ向かっ

て再び駆け下って行く。しばらく狭い道のトラバースが続き、斜面の切れた危険な箇所は注

意しながら横切る。その後は木の根やハシゴなどが目立つ九十九折りの急坂となる。つまず

いたり、ザックが木の枝に引っ掛かったりして何度もバランスを崩したが、必死に下り続け

る。道が平坦になるとすぐに広河原山荘に着き、広河原橋を渡る。広河原橋は大きな赤い吊

橋で、向こう岸が近づくにつれてこの合宿の終わりを強く実感した。程なくして舗装された

道路が現れ、ゲートを越えるとすぐに広河原のバス停に辿り着く。ここで整理体操を行い、

秋山合宿を終了した。 
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６．耐寒合宿 

 

期 間：三ツ峠 ２０１３年１１月 ２日～１１月 ４日 

    富士山      １１月２２日～１１月２５日 

 

場 所：御坂  三ツ峠 

富士山 御殿場口 

 

参加メンバー：ＣＬ 渡邊葉月 

       ２年 岩附正樹 小野寺央峻 

１年 江花みのり 大山洋平 

ＯＢ 村田岳 廣瀬健太 吉田裕一 小和田和貞 安済共 福留邦晃 

高野優 西出広平 淀川裕司 

 

行動概要：（三ツ峠） 

１１月 ２日 入山 三つ峠駅～達磨石～表登山道～屏風岩付近（ＢＣ） 

～屏風岩登攀～ＢＣ 

         ３日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ 

         ４日 ＢＣ～屏風岩登攀～表登山道～三ツ峠グリーンセンター 下山 

（富士山） 

１１月２１日 離京 御殿場口新五合目 

２２日 入山 御殿場口新五合目～七合目（ＢＣ） 

２３日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ       

        ２４日 ＢＣ～雪上訓練～剣ヶ峰～ＢＣ 

        ２５日 ＢＣ～御殿場口新五合目 下山  

（三ツ峠） 

１１月２日 晴 

三つ峠駅（８：０５）～達磨石（９：２０）～馬返し（１１：１５） 

   ～屏風岩付近（ＢＣ）（１３：００）～屏風岩（１３：５０）～ＢＣ（１７：００） 

 三つ峠駅前で準備体操を行い、達磨石に向かってアスファルトの道をひたすら登る。冬

靴に慣れていないため、道が少しでも凸凹していると体勢を崩しそうになり歩きにくい。

達磨石で休憩を取り、ここから本格的な登山道となる。３連休であったため一般の登山者

が多く、道を譲り合いながら急登を登って行く。八十八大師からは平らな道となるためペ

ースを上げて歩く。屏風岩付近でザックを置き、遅れていた大山の到着を待っている間に

水汲みをする。水場の水量は多く、２箇所で汲むことができた。その後、ＢＣを設営して
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から屏風岩へ登攀に向かう。屏風岩でアイゼンと毛手袋を着けて、一般ルート右と左を登

り込む。毛手袋での登攀は持つことのできるホールドが限られ、またしっかりと掴むこと

ができないため非常に登りにくかった。登攀終了後、帰幕した。 

 

 

 

一般ルートを登攀する１年生 

 

１１月３日 晴のち雨 １０℃ 

ＢＣ（６：１５）～屏風岩（６：３０）～ＢＣ（１３：００） 

～屏風岩（１４：４０）～ＢＣ（１６：５０） 

 前日に比べ風が弱く、日差しは強くなり、登攀中は暑さを感じるほどの好天となった。

この日の午前中に吉田ＯＢ、小和田ＯＢ、安済ＯＢが入山された。前日に引き続き毛手袋

とアイゼンを着けて一般ルート右、左、中央をリードとトップロープで登り込む。一度Ｂ

Ｃに戻り昼食の焼きそばをたっぷり食べる。午後からも一般ルートの登攀をひたすら反復

する。天気予報から翌日は雨が降る確率が高いと判断されたため、この日の登攀が最後と

なるつもりで必死に取り組んだ。夜になると予報通り雨が降り出し、シュラフカバーを使

用して就寝した。吉田ＯＢ、小和田ＯＢ、安済ＯＢはこの日の午後に下山された。 
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１１月４日 雨のち晴 １０℃ 

ＢＣ（６：４０）～屏風岩（６：５５）～ＢＣ（１３：００）～達磨石（１４：００） 

                     ～三ツ峠グリーンセンター（１６：２０） 

 朝から小雨が降っていたが、雨具を着けて登攀に向かう。各パーティに分かれ、トップ

ロープとリードで一般ルートを登り込む。途中から天気が回復し、濡れていた岩も徐々に

乾いてきた。アイゼンの爪にも慣れたためか、初日よりも登れるようになった。また一般

ルート右は足や手の置き場所を把握したため登りやすいが、左と中央はムーブが難しくス

ムーズに登ることができなかった。登攀終了後、ＢＣを撤収して三ツ峠グリーンセンター

へと駆け下る。 

 

（富士山） 

１１月２２日 快晴 －３℃ 

御殿場口新五合目(７：２０)～新五合五勺(８：４０)～六合目（１１：１５） 

～日の出館(ＢＣ)(１４：００) 

前日の夜にタクシーで御殿場口新五合目まで向かい一泊する。朝方は冷え込むが日が昇

ると暖かい。高野ＯＢと合流し快晴の中を元気良く出発する。重荷でのブルドーザー道は

砂利に足を取られ思うように進まない。また今年は旧二合八尺中継小屋が無くなっており、

道のりが長く感じられた。雪が少なく、六合目までは登山道に全く雪が無かった。標高が

上がるにつれ呼吸が苦しくなりすぐに息が上がる。風はほとんどなく日も差しているため

暖かい。六合目手前で廣瀬ＯＢと合流し、さらに登り続ける。六合目を過ぎしばらく行く

と積雪が目立ち始めた。大して積雪はないが斜面がクラストしていたため、アイゼンを着

ける。アイゼンの爪が引っ掛からないように歩幅を大きく取りながら、ひたすら九十九折

りの登山道を進む。やっと日の出館が見えると皆元気になりペースも上がるが、見えてい

てもなかなか辿り着くことができない。小屋に着き急いで整地しここにＢＣを設営した。

場所が狭く雪も所々硬かったため、予想以上に設営に時間が掛かった。またテント場の端

が切れ落ちていたため、後日張り綱を張って滑落しないように配慮した。 

 

１１月２３日 快晴 －７℃ 

 ＢＣ（７：５０）～大タルミ沢（８：２０）～ＢＣ（１３：５５） 

少しだけ肌寒さを感じたが、風が弱く天気も良いため過ごしやすい一日となりそうであ

る。ＢＣにてアイゼンを装着し、大タルミ沢に向かう。大タルミ沢の雪量は少なく、岩の

見えている箇所が多かった。まずはアイゼンを着けずに雪上歩行訓練、滑落停止訓練を行

う。滑落停止訓練では停止する際に足が地面に着いてしまったり、腰で素早く回転したり

することが上手くできなかったが、最終的にはしっかりと停止することができた。その後

アイゼンを装着して雪上歩行訓練、滑落停止訓練を行い、コンティニュアス、スタカット、

シッティングビレイの訓練をする。訓練の途中で西出ＯＢが入山された。シッティングビ
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レイを行う際に廣瀬ＯＢより、ザイルを少し流して止める方法を教わった。雪面が硬い所

ではアイゼンの爪が良く効くため歩きやすいが、軟らかい所では歩きにくく、その点が登

山靴だけでの雪上歩行とは違うと感じた。またコンティニュアスでは、足の置き方やピッ

ケルを体で押さえ付けることが難しかった。コンティニュアスの訓練などを重点的に行っ

たため時間が無くなり、ゾンデやビーコンを用いた雪崩埋没者捜索訓練は明日行うことに

する。１３時頃に廣瀬ＯＢが下山された。訓練を終了しＢＣに帰幕すると村田監督と安済

ＯＢが入山されており、高野ＯＢは帰幕後に下山された。 

 

１１月２４日 快晴 －５℃ 

ＢＣ（７：２０）～大タルミ沢（８：１５）～銀明館（１１：３０） 

～剣ヶ峰（１２：１０）～大タルミ沢（１４：００）～ＢＣ（１５：００） 

この日の朝は風も弱く、好天に恵まれた。ＢＣを出発し、大タルミ沢にて雪上訓練を行

う。ここで入山された福留ＯＢ、淀川ＯＢと合流する。まずアイゼンを着けた状態で雪上

歩行訓練を行う。この日は前日の復習に加えて歩行中にターンをする訓練も行った。次に

雪の硬い斜面で滑落停止訓練を行う。滑落停止訓練を終えた後は、スタカット、コンティ

ニュアスの訓練に移る。１年生はまだスタカットのビレイ準備に時間が掛かったり、コン

ティニュアスで滑落者を止められなかったりと苦戦していた。一通り訓練を終えた後は頂

上へ向かう。登山道手前までコンティニュアスの状態で雪上歩行訓練をしながら、大タル

ミ沢の急坂を詰めていく。登山道に合流してからも道のりは長く、九十九折りの登りが続

く。苦しみながらも深く呼吸することを意識してひたすらに登って行き、銀明館に到着す

る。銀明館に到着した時点で時間に余裕が無かったため、お鉢巡りはせずに剣ヶ峰を往復

することとなった。日本最高峰の剣ヶ峰で写真を撮った後、九十九折りの登山道を下る。

大タルミ沢からは再びコンティニュアスの訓練を行いながら下る。大タルミ沢の下部まで

下った後、ビーコン、ゾンデを使用した雪崩埋没者捜索訓練を行う。ゾンデを組み立てる

のに少し手間取ったが、ビーコンの反応から素早く遭難者を見つけ出すことができた。訓

練後ＢＣに帰幕し、この日の行動を終了した。１３時頃に安済ＯＢ、福留ＯＢは下山され

た。夜になると急激に風が強まり、吹き付ける風の音を聞きながら就寝した。
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オオタルミ沢での雪上訓練 

 

１１月２５日 曇 －５℃ 

 ＢＣ（８：００）～旧二合八勺中継小屋跡（９：００）～御殿場口新五合目（９：２５） 

 朝方に風が一段と強くなったためテントのポールを押さえながら朝食を取った。前日の

天気図やラジオの情報などから、天候の回復が見込めないことが予想されたため、計画し

ていた雪上訓練を中止し下山することにした。１年生は風が強い中でのテント撤収に手間

取っていた。テント撤収後、アイゼンを装着し御殿場口新五合目に向け出発する。風は上

部ほど強くはなかったが、時折吹く突風に注意しながら慎重に下る。宝永山への分岐でア

イゼンを外し、大砂走りを勢いよく駆け下る。例年よりも砂利が固まっていて走りにくい。

旧二合八勺中継小屋跡で休憩し、御殿場口新五合目まで一気に駆け下る。御殿場口新五合

目の駐車場に到着後、整理体操を行い、耐寒合宿を終了した。 
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７．冬山合宿 

 

期 間：２０１３年１２月２０日～１２月２７日 

 

場 所：北アルプス 杓子岳双子尾根～白馬岳 

 

参加メンバー：ＣＬ 淀川裕司 

４年 渡邊葉月 

２年 岩附正樹 小野寺央峻 

１年 大山洋平  

ＯＢ 西出広平 

 

行動概要：１２月２０日 離京 新宿～白馬八方～二股  

入山 ８５０ｍ取り付き （Ｃ１） 

２１日 Ｃ１～１６５０ｍ付近        荷上げ 

２２日 Ｃ１～１６５０ｍ付近   （Ｃ２）   移動 

２３日 Ｃ２～樺平（２１２０ｍ）         荷上げ 

２４日 Ｃ２～樺平（２１２０ｍ）（ＡＣ）   移動 

２５日 ルート工作 

２６日 白馬岳 アタック 

２７日 樺平（２１２０ｍ）～二股         下山 

 

 

１２月２０日 曇のち雪 

二股発電所（１３：３０）～８５０ｍ付近取り付き（Ｃ１）（１３：４０） 

朝早く新宿バスターミナルから高速バスに乗り白馬八方に向かう。白馬八方のバスター

ミナルに１３時頃到着し、そこからタクシーを利用して二股発電所まで行く。除雪された

道路の脇にはすでに雪が高く積もっており、連日の降雪が窺えた。送水管脇より尾根へと

上がり、近くの樹林帯の中にテントを設営できるスペースがあるのを確認し、そこをＣ１

とした。渡邊と岩附は偵察へ向かい、送水管上部の貯水池までの足付けを行った。偵察隊

は１５時半頃に帰幕した。夜中、降雪のため何度かテントラッセルをすることとなった。 
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１２月２１日 雪 －２℃ 

Ｃ１（７：００）～１２４４ｍ（９：２０）～１６００ｍ付近（１３：００） 

～Ｃ１（１４：３０） 

夜から雪が降り続き膝下位まで積もっている。ワカンを着け九十九折りの夏道を登る。

新雪のため、トレースを踏んでも簡単に雪が崩れてしまい歩きづらい。３０分程登ると送

水管上部の貯水池に出る。貯水池から先の藪はほとんど雪で埋まっており、あまり気にな

らない。１２４４ｍは広い台地状になっており、どこにでも幕営ができそうである。また

迷いやすいためテープを頻繁に付けながら進む。ピークから先はなだらかな斜面だが、雪

が深く腰まで埋まる。先頭が空身になって交代でラッセルを繰り返していく。尾根上を忠

実に歩くことを意識しつつ、木々の間を縫うようにして進む。１５０８ｍピークは経由せ

ず西へと向かい、傾斜の緩やかな稜線を進んでいく。急登の手前で時間が予想以上に掛か

っていたので、Ｃ２の設営予定地より１００ｍ程下の地点で荷物をデポしＣ１へと戻った。

戻る際にテープの間隔を確認しつつ、しっかりとトレースを踏んで明日の移動に備えた。 

 

１２月２２日 雪のち曇 ０℃ 

 Ｃ１（７：１０）～１２４４ｍ（８：５０）～１６５０ｍ付近（Ｃ２）（１３：００） 

 トレースは夜間の雪と風によってほとんど埋まっており、薄っすらと跡が見える程度に

なっていた。それでもしっかりとトレースを辿っていけば昨日よりは歩きやすい。ひたす

らにラッセルを繰り返して登って行く。９時頃には僅かに日が差すこともあったがまたす

ぐに曇り、その後は風が強くなった。新雪が吹き付けると前が見えづらく非常に冷たい。

雨具のフードと目出帽をしっかりと被って進む。１１１０ｍ手前の急坂に差し掛かった所

で、西出ＯＢと合流した。順調にデポ地点まで進み、そこから１６００ｍ付近までは急坂

となる。胸まで埋まるラッセルで非常に辛い。登りきるとなだらかな疎林帯の雪原が広が

っている。なるべく平坦な場所を選びＣ２を設営した。設営後は岩附、小野寺、淀川ＯＢ

の３名が逆ボッカに向かい、３０分程で帰幕した。夜になると雪は止んだが、冷え込みが

厳しくなり震えながら就寝した。 

 

１２月２３日 快晴 －８℃ 

Ｃ２（６：３０）～小日向山頂上手前１８００ｍ付近（７：４０） 

～小日向のコル（９：３０）～２１００ｍデポ地（１２：５５）～Ｃ２（１５：１５） 

今日は朝からよく晴れている。すぐに暑くなることが予想されたためカッターシャツを

脱いで行動する。テント場を一歩離れると深い雪で腰まで埋まる。長くなだらかな道をラ

ッセルを交代しながら進む。雪が深いところでは先頭がザックを置いて空身でラッセルを

する。小日向山までは疎林帯を木を縫うようにして登って行く。尾根は次第に北向きから

西向きに変わり、傾斜が無くなっていく。３６０度景色が見渡せるようになると小日向山

の頂上である。小日向山頂上付近は広く平坦であったため、悪天候時を考えテープを頻繁
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に付けフラッグを立てる。頂上からは杓子岳と白馬岳の頂上や下部の双子岩を眺めること

ができた。やっと姿を現した山の全貌に皆息を呑んだ。杓子岳山頂へ伸びる稜線は美しく、

士気が高まる。しばらく平坦で広い雪原を行く。急登でのラッセルも辛いが、平坦地での

ラッセルもかなり辛く、前日までの疲れと単調な道のためかペースが上がらない。頂上か

ら小日向のコルまでは北西に真っ直ぐ下ればコルにすぐ下りることができる。しかし斜面

が急で雪崩が起きそうであったため、迂回して西のなだらかな尾根を下り、コルへ下りた。

コルから見てみると、北西の斜面には案外木も多く生えていたため、雪付きによっては問

題なく下れるだろう。コルは頂上と同様に平坦で広かったためフラッグとテープを頻繁に

使用した。コルからは正面にある明瞭な広い雪稜を進む。次第に尾根は細くなり、左右が

切れ落ちてくる。１９００ｍ付近のナイフリッジは１５０ｍＦｉｘを張った。中間支点は

木が無いためＦｉｘバーを埋めて確保した。Ｆｉｘ工作は２年生が行ったが、慣れない本

番でのＦｉｘ工作のため時間が掛かった。ナイフリッジを過ぎてしばらく進んだ所の急な

斜面には、Ｃ２への帰幕時に８０ｍ程Ｆｉｘを張った。過去の記録には岩が露出している

との記載もあったが、雪付きが良く岩肌は見られなかった。急登のＦｉｘ地点を過ぎ、尾

根が南西に少し曲がった所で時間が１３時近くになった。そのため樺平手前の南東から伸

びる尾根と交わる２１００ｍ付近に荷物をデポし、Ｆｉｘの支点やフラッグの位置を確認

しながら帰幕した。 

 

小日向山へのなだらかな雪原 
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１２月２４日 曇のち雪 －７℃ 

Ｃ２（７：００）～小日向山ピーク手前（８：００）～２１００ｍデポ地（１２：００） 

 ～樺平（ＡＣ）（１３：２０） 

 曇り空の中を出発する。昨晩少し降雪があったため、トレースが所々埋まっていたが昨

日よりも格段に早いペースで進む。小日向山のピーク周辺などの広く平坦な箇所では、風

によってトレースが消えていた。しばらく進むと雪がチラつき始め視界が悪くなり、降雪

のため非常に寒い。Ｆｉｘを回収しながら慎重にデポ地を目指す。デポ地で昨日デポした

アイゼンとハンマー、フラッグのみを回収し先に進む。デポ地からすぐ先のナイフリッジ

に１００ｍＦｉｘを張る。木が無いため中間支点はＦｉｘバーで確保する。全員が通過す

るのを待っている間に、岩附と淀川ＯＢはザックを置いて空身で先の様子を見にいく。こ

の頃には降雪と風が強まり、視界がほとんど利かなくなっていた。Ｆｉｘ終了点から北東

に５０ｍ程進むと小ピークがあり、西側にコルが確認できた。少し下るとコルの中心に大

きなカバノキが薄っすらと見え、カバノキを目指して急坂を下るとそこはテント場に最適

であった。急いでＦｉｘ地点まで戻り、全員でコルに移動する。皆疲れていたが、強風に

負けないようブロックを作り堅牢なＡＣを設営した。天候が悪く疲れていたため、デポし

た装備と食糧、Ｆｉｘは明日回収することにする。 

 

１２月２５日 快晴 －１℃ 

ＡＣ（６：００）～２１００ｍデポ地点（６：２０）～ＡＣ（６：４０） 

～ＪＰ（１２：３０）～杓子岳頂上直下（１４：３０）～ＡＣ（１６：１０） 

 ワカンを着け、昨日回収できなかったデポを岩附、小野寺、淀川ＯＢで回収に行き、残

った者はＡＣの防風ブロックの補強をする。４０分程でデポ回収隊が戻り、全員でルート

工作へと向かう。樺平から先は平坦な雪稜でフラッグを立てながら進む。奥双子岩手前は

雪崩の危険性があるため、一番近い木を目掛けて斜面をトラバースし尾根上に出た。その

まま基部まで尾根上を行く。岩峰基部からは右側へトラバースし、奥双子のコルへと出る。

奥双子のコルからは急登であるが、Ｆｉｘを張るほどではない。急登を登りきると、すぐ

に連続した岩峰がありＦｉｘを張る。最初の岩峰は稜上を忠実に登った後、八方尾根側へ

トラバースし再び稜上へ戻る。そのままリッジを次の岩峰まで進み、灌木でピッチを切り

４０ｍＦｉｘを張る。そのままＦｉｘを繋げ、次の岩峰は八方尾根側の急雪面をトラバー

スする。雪付きが良いところから稜上へ上がり、ナイフリッジを越えた所にハイマツで支

点を取って３０ｍでピッチを切る。その後ＪＰまでの尾根上を忠実に登る。途中の小岩峰

では下りのことを考え、Ｆｉｘバーを使用し２５ｍＦｉｘを張る。その後は雪付きが良い

ため難しい箇所は無く、ＪＰまでは広い雪稜が続く。ＪＰでワカンを外しアイゼンに付け

替えて進む。ＪＰからすぐの連続した小岩峰は、基部をトラバース気味に左上し中間のリ

ッジに上がる。その後は白馬岳側から右上気味に上がり、リッジを乗越してハイマツで支

点を取りＦｉｘを２５ｍ張る。ここで大山と西出ＯＢが先に帰幕し、上級生と淀川ＯＢで
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残りのＦｉｘを張ることにする。尾根を忠実に登るとハイマツ帯の急雪面が現れ、ここに

Ｆｉｘを張る。ハイマツ帯と雪面の際を縫うように登り、途中からロープを連結して登る。

途中でリッジへ移り、岩峰手前のハイマツで支点を取って７５ｍでピッチを切る。灌木が

豊富なため支点を取るのは容易だが、斜度がきつく恐怖感がある。Ｆｉｘ終了点のすぐ上

にも岩峰が続くため３０ｍＦｉｘを張る。終了点はＦｉｘバーで取った。そこから斜面を

上がると杓子岳頂上直下のルンゼが見える。ハイマツで支点を取り、Ｆｉｘを張る。ルン

ゼまでは稜上を忠実に進み、途中の大岩は右から巻くようにして進む。岩峰手前でハイマ

ツに支点を取りルンゼへと入る。ルンゼ上部の最後の５ｍ程は岩と氷のミックス壁である

が慎重に行けば問題ない。中間支点はハイマツや残置ハーケンで取ることができる。しか

しハイマツは細く、残置されたハーケンも岩が脆いため気休め程度にしかならず、新たに

打つこともできそうにない。終了点はＦｉｘバーで取った。計２ピッチ６０ｍＦｉｘを張

る。ここでＡＣへ引き返す。トレースをしっかりと踏み固めアタックに備えながら帰幕し

た。その日の夜はクリスマスケーキを囲んでアタックへの士気を高めた。 

 

１２月２６日 晴 －５℃ 

 ＡＣ（５：００）～杓子岳頂上（７：００）～白馬岳頂上（８：４５） 

～杓子岳頂上（１０：３０）～ＡＣ（１３：３０） 

 前日の天気予報より午後からの天候の悪化が懸念されていたため、早めに出発する。樺

平付近のトレースは風により埋まっていたため探すのに苦労したが、上部ではトレースが

残っており順調に進む。２時間程で杓子岳頂上に到着し、白馬岳へ向け出発する。稜線は

夏道が出ているがクラストしており、また西風が強いため吹き飛ばされないように進む。

２７６８ｍピーク付近は吹き溜まっており、夏道から外れて東側から巻くように進む。白

馬頂上宿舎に向かって斜面をトラバースし、そこから稜線へ戻る。忠実に稜線を進み白馬

山荘を経て白馬岳頂上へ到着する。頂上は周囲の山々を３６０度見渡せ、雄大な景色を見

ることができた。天候の悪化を懸念しすぐに引き返す。２時間程で杓子岳頂上に着き、Ｆ

ｉｘを回収しながら下る。回収は上級生と淀川ＯＢが担当した。Ｆｉｘの回収は非常に恐

怖感があり、慣れない２年生は恐怖に耐えながら頑張っていた。奥双子のコル手前のＦｉ

ｘ地点で大山と西出ＯＢと合流し、全員で帰幕した。天候も最後まで持ち最高のアタック

日和であった。１６時頃より天候が徐々に悪化し始め、夜は何度かテントラッセルをする

こととなった。 
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１２月２７日 曇のち晴 －３℃ 

ＡＣ（６：００）～小日向山（１１：００） 

～１６５０ｍ付近（１２：００）～二股（１４：３０） 

 前日の天気図より午後から天候が悪化することが懸念されたため、出発時間を早めて下

山する。行きでＦｉｘを張った樺平を上がってすぐのナイフリッジは、雪付きが悪いので

行きよりも１ピッチ伸ばし、３ピッチＦｉｘを張る。ナイフリッジの雪は深く稜上にスノ

ーバーで支点を取ることができた。また２１００ｍデポ地より先の急斜面でも２ピッチＦ

ｉｘを張る。そこから１９００ｍ付近のナイフリッジにも３ピッチＦｉｘを張り直し、よ

うやく合宿最後のＦｉｘ工作が終わった。空は曇り、ガスのため視界が悪い。小日向山ま

での間では、ホワイトアウトのために方向が分からなくなり、フラッグとテープを探しな

がら進む。雪面の硬さや模様からトレースが薄っすらと分かる場所もあるが、雪に足を取

られる。小日向山頂上に着く頃にはガスは次第に薄れ始め、時折青空が望めるようになっ

た。ここからは木々を縫うようにして下り続ける。トレースから外れると膝まで雪に埋も

れるが、予想していたよりも雪は少ない。順調にＣ２設営地である１６５０ｍ付近も通過

し、一気に二股へと下る。二股のデポ袋は雪に埋まっておらず、また雪の状態がぐずつい

ていたことから前日は雨だったことが分かった。整理体操をし冬山合宿を終了した。

 

白馬岳山頂にて  

左から 西出 渡邊 小野寺 大山 岩附
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杓子岳双子尾根 ＡＣ～ＪＰ 詳細概念図 
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ＪＰ～杓子岳頂上 詳細概念図 
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８．春山合宿 

 

期 間：２０１４年３月９日～３月２０日 

 

場 所：北アルプス 大日主稜～立山（雄山） 

 

参加メンバー： ＣＬ 淀川裕司 

４年 渡邊葉月 

２年 岩附正樹 小野寺央峻 

１年 大山洋平 

ＯＢ 西出広平 

 

行動概要：３月 ８日 離京 新宿発（新宿西口ＶＩＰラウンジ２号館 ２２：４５発） 

９日 入山 立山駅～七姫平（Ｃ１） 

１０日 ～雪見平             荷上げ 

１１日 ～雪見平       （Ｃ２）   移動 

１２日 ～早乙女岳            荷上げ 

１３日 ～早乙女岳      （Ｃ３）   移動 

１４日 ～２３５６ｍ           荷上げ 

１５日 ～大日小屋      （Ｃ４）   移動 逆ボッカ 

１６日 停滞 

１７日 ～室堂乗越            荷上げ 

１８日 ～室堂乗越      （ＡＣ）     移動 

１９日 立山（雄山）           アタック  

ＡＣ～大日小屋          移動 

２０日 ～七姫平～立山駅 下山 

 

３月９日 晴のち雪 

 立山駅（６：５０）～七姫平（Ｃ１）（７：５０）～Ｃ１出発（９：３０） 

～１０００ｍ（１２：００）～Ｃ１（１３：００） 

 新宿から夜行バスに乗って電鉄富山駅まで行き、富山地方鉄道を利用して立山駅へ向か

う。立山駅から七姫平までは除雪された車道が続いている。橋を渡って称名川沿いの道を

緩やかに登って行く。藤橋ゲートの脇を通り、ネパール料理店の先の橋を渡って、立山国

立公園との境界を示す標識が現れた所で道の左手の平地へ入る。テント設営を完了させ、
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その後フラッグのみを持ってＣ２設営予定地である雪見平へ偵察に向かう。積雪が多く藪

はほとんど埋まっているが、軟らかい雪質でやや歩きにくい。急斜面を１時間程登り、丸

山を越えて二本杉を通過した所でフラッグをデポして引き返す。下る途中Ｃ１手前の急斜

面で弱層テストを行った。高さ１ｍ程の雪柱を作り、まず断面を触ってみると硬い層が２

層あるのが確認できた。その後コンプレッションテストを行ったところ、スコップで叩い

ただけでは何も起きなかったが、足で２回踏みつけた時に上から１層目の硬い層を境に雪

面がずれた。歩行と変わらない強さの衝撃で雪が滑り落ちる状態であることを認識し、行

動中は気を抜いてはならないと改めて肝に銘じさせられた。弱層テストを終え、Ｃ１へ帰

幕した。またこの日の１５時頃から雪が降り出した。 

 

３月１０日 曇のち雪 －５℃ 

 Ｃ１（５：４０）～丸山（６：４０）～１３５６ｍピーク（１３：５０） 

～雪見平（１４：５０）～Ｃ１（１７：００） 

昨日から降り続いた雪は早朝には止んでいたが、６時半頃になると再び激しく降り出し

た。昨日のトレースは新雪でほとんど埋まっている。急登を進み雪見平を目指す。風はほ

とんど無いが、粒の大きい雪が絶えず降り続けており視界も非常に悪い。テープを付けな

がらひたすらラッセルを繰り返して登っていき、丸山を越える。ここから１３５６ｍピー

クまでは広くなだらかな尾根が続き、木々を縫うようにしてひたすら進む。同じような景

色が続き長く感じる。１３５６ｍピークを通過すると再び長い急登となる。急登を登りき

って雪見平手前の木の根元に荷物をデポし、Ｃ１へと帰幕する。登りのトレースは降雪に

よってすでに埋まっている場所もあった。夜になると雪は止んだが、やや冷え込んだ。 

 

３月１１日 快晴 －８℃ 

 Ｃ１（６：３０）～丸山（７：３０）～１３５６ｍピーク（１２：１５） 

～雪見平（Ｃ２）（１３：３０） 

 朝から穏やかな青空が広がっている。トレースは埋まっているものの、薄っすらと跡が

確認できる。トレースを辿って樹林帯の急坂を登って行く。日差しが強く日中は汗ばむ陽

気である。視界も良く、昨日は見えなかった周囲の様子がよく分かる。８時２０分頃にこ

の日入山された西出ＯＢと岩附が合流する。丸山を越え１３５６ｍピークを通過し、雪見

平に辿り着く。樹木は少なく吹き溜まりによって雪面に凹凸が形成されているのが特徴的

な場所である。この日は遠く鍬崎山の稜線まで見渡すことができた。木のある平坦な場所

を選んで整地し、Ｃ２を設営する。設営後すぐにデポを回収した。 
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３月１２日 晴 －７℃ 

 Ｃ２（６：００）～早乙女岳頂上手前（１０：５０） 

～２１００ｍ付近（１２：００）～Ｃ２（１４：３０） 

 朝から風が吹き続いているが、晴れており視界が良い。ワカンを装着し、元気良く出発

する。Ｃ２から１７７８ｍピークまではなだらかな傾斜が続き、疎林帯となっているため

テープを付けながら進む。尾根がはっきりしているので迷うことはないが、所々広くなっ

ており、ピークにはフラッグを立てながら進む。前大日岳を越えたコルの先の斜面は、雪

面が硬く滑落の危険があるのでＦｉｘを張る。南側には吹き溜まりが見受けられたので北

側の斜面をトラバースするように通過し、９０ｍ程Ｆｉｘを張る。支点は灌木で取ること

ができた。そこから急坂を登りきると尾根が北東に曲がり、早乙女岳頂上の雪原に出る。

尾根は広く、木が全く無く悪天候時には非常に迷いやすい地形をしていた。フラッグを視

界の利く距離に等間隔で立てる。周りに木が無く吹きさらしのため、早乙女岳を越え北東

に少し下った樹林帯をテント場と決めて整地した。荷物をデポしてＣ２へ帰る頃には、早

乙女岳の雪原のトレースは風により埋まっていた。気温が高くワカンに雪が付いて足が重

い。１時間程でＣ２に帰幕した。 

 

前大日の先のＦｉｘ地点 

 

３月１３日 雨 －１℃ 

Ｃ２（６：００）～２１００ｍ付近（Ｃ３）（１０：２０） 

 昨晩の予報で悪天候となることが予想されたため、少し早めに出発する。朝から小雨が

降り、登るにつれ風が徐々に強くなってきた。稜線上では南から吹き付ける強風に体を大

きく煽られ、１年生は何度も転んでいた。途中で昨日張ったＦｉｘを回収した。次第に雨



~ 45 ~ 
 

が霰となり激しく吹きつけ顔がとても痛い。テント場に到着後、急いでテントを設営した。

雨で濡れているのでとても寒く動きが鈍る。その日は濡れているものを乾かすため、３０

分程度ラジウスを焚いてから就寝した。 

 

 

３月１４日 雪 －１１℃ 

Ｃ３（６：００）～２３５０ｍ付近（９：１５）～Ｃ３（１０：４０） 

 昨日の雨は夜から雪に変わり視界がとても悪い。テント場から少し登って尾根上に戻り、

広く傾斜の緩い雪面を進む。登り始めると再び疎林帯となり、テープとフラッグを頻繁に

設置しながら行く。３０分程進み、傾斜がきつくなると次第に雪面がクラストし始め、２

２００ｍ付近でワカンからアイゼンに着け替える。雪面はアイゼンの爪が良く効いて歩き

やすい。雪庇はサンハリ谷側に常に形成されており、木を繋ぐように意識して進む。この

辺りから木々は針葉樹から背の低い灌木に変わり始める。急坂を登りきった２３５０ｍ付

近は視界が悪く、この先の大日岳より先は雪庇の発達が見られるとの記録があったことか

ら、荷物をデポしＣ３へ帰幕することにする。テープを付け足しながら、迷わないように

慎重に下る。北側に伸びる山神尾根への分岐ははっきりと分からなかったが、テープを確

実に付けておけば支尾根に迷い込むことは無いだろう。早目に行動が終わったので明日に

備え十分に休養を取ることにした。またこの日は食糧長の小野寺からのサプライズケーキ

があり、そのクオリティーの高さと甘味に皆癒された。 
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３月１５日 曇のち晴 －９℃ 

 Ｃ３（６：４０）～大日小屋（Ｃ４）（１０：２０） 

～２３５０ｍ付近（デポ地）（１３：３０）～Ｃ４（１４：２０） 

 朝はまだガスが掛かり視界は悪い。昨日のテープを頼りに２３５０ｍのデポ地まで問題

なく進む。大日岳への登りも視界が悪く、頂上では北側に雪庇が形成されている情報があ

ったため、山頂へは行かず南側をトラバース気味に進む。大日岳からの下りも尾根が比較

的広く迷いやすい。フラッグをなるべく頻繁に立て、コンパスで方角を確認しながら慎重

に下る。大日小屋は２４００ｍ付近のコルにあり、小屋からは大日岳の北側に雪庇が張り

出しているのがよく見えた。小屋の近くにテントを設営し、強風に備えてブロックを作る。

テント設営後はデポ回収隊とブロック補強隊に分かれて行動する。デポは岩附、小野寺、

淀川ＯＢで回収に向かう。この頃には視界も晴れ、周囲の山々を見ることができた。回収

時には大日岳の山頂を通過するようにルートを取り、フラッグを立て直しながら進む。大

日岳の山頂からは立山高原ホテルや奥大日岳などを見ることができた。視界が晴れたとき

に見た２３５０ｍ付近の雪原は予想以上に広くのっぺりしており、下山時には注意が必要

であると強く感じた。デポ地で一度シーバー交信を行い、デポを回収して急いで帰幕する。

雪庇は常に北東側に形成されており、非常に大きかった。 

 

３月１６日 雪 －１２℃ 

 停滞 

 早朝から非常に強く吹雪いている。明るくなる６時頃まで待機するが、ホワイトアウト

状態で視界がほとんど無い。また午後から天候がさらに悪化するという予報もあったので

ＡＣへの荷上げを断念し停滞とする。７時からテント周辺に吹き溜まった雪を取り除き、

ブロックの補強をする。また大日小屋の横に小さい雪洞を作った。９時１０分の天気図を

取り、１２時には停滞食のビーフンを食べた。その後はテントラッセルを繰り返しながら

ラジオに耳を傾け身体を休めた。夕方になっても荒天が続いていたが、就寝後にようやく

吹雪は弱まっていった。 

 

３月１７日 快晴 －１６℃  

Ｃ４（５：５０）～奥大日岳（８：３０）～室堂乗越（１０：１５） 

～室堂乗越出発（１２：３０）～奥大日岳（１３：３０）～Ｃ４（１６：００） 

 昨日の悪天候から打って変わって風も弱く快晴である。アイゼンを着けて室堂乗越へ荷

上げに向かう。中大日岳までの急登はクラストしており歩きやすいが、七福園の辺りから

所々膝上位のラッセルを強いられる。緩やかな上り下りが続き、２４５０ｍピークを越え

た先の細いリッジはノーザイルで通過した。その先のコルまでは雪崩斜面のトラバースな

ど危険箇所があったが、間隔を開けて慎重に進んだ。２４０９ｍピークへの登りで現れる

細いリッジは、遠目では危険に思えたが近くで見てみると特に危険ではなくここもザイル
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を付けずに通過する。リッジから２４０９ｍピークまではクラストしているが、クラスト

層が浅く所々踏み抜いてしまい歩きづらい。２４０９ｍピークから先は緩やかな登りが奥

大日岳頂上まで続く。稜線の北側に大きく雪庇が発達しているのが確認できたため、尾根

の南寄りに進路を取る。途中で南側に寄り過ぎたためか斜面に亀裂が走っているのが見え、

雪崩を警戒しながら雪庇を北寄りに上がる。帰りはもう少し北側に進路を取った方が良さ

そうだ。雪庇の境界を見極めながら稜線を進んでいくと、奥大日岳頂上直下の狭いリッジ

と短い急登がある。そこを慎重に登りきると奥大日岳頂上に着く。最高点は主稜線より少

し北側にずれているため経由せず室堂乗越へと向かう。２６１１ｍピークまで雪庇は北側

のみにあり、ここでも南寄りに進路を取って進む。２６１１ｍから室堂乗越近くまではカ

ガミ谷側のみに雪庇が発達している。特に２６１１ｍ先のコルまでは大きく雪庇が発達し

ており、雪庇の境界近くにフラッグを立てながら進む。アップダウンを繰り返し１時間程

で室堂乗越へ到着する。室堂乗越は室堂方面が一望できる大きなコルになっており、どこ

にでも幕営ができそうだが一面吹きさらしになっている。主稜線より南側に少し下がった

所を整地し、ブロックを積み上げてＡＣ設営の準備を済ませてから帰幕する。帰りはトレ

ースが付いているので奥大日岳まではアイゼンを外しツボ足で進む。１時間程で奥大日岳

頂上に到着し、アイゼンを着けて短い急登と狭いリッジにＦｉｘを張る。上部の支点は掘

り出したハイマツで取り、下部の支点はスノーバーを横埋めして取った。しかし雪質が悪

く支点として全く信用できなかったので、上級生がスノーバーの上にスタンディングビレ

イで確保し、３５ｍＦｉｘを張った。また七福園近くの２４５０ｍピークの細いリッジも

悪天候時を想定しＦｉｘを張る。Ｆｉｘは小野寺と西出ＯＢが張り、他の者は先行する。

下部の支点は残置ハーケンのある岩峰にハーケンを２枚打ち足して取り、上部の支点はＦ

ｉｘバーで取って４０ｍＦｉｘを張った。ここでも雪の状態が悪いためスタンディングビ

レイをした状態で通過させることにする。そこからひたすら歩き１６時頃にＣ４に帰幕し

た。 

 

３月１８日 曇のち雪 －６℃ 

Ｃ４（５：４０）～奥大日岳（８：００）～室堂乗越（ＡＣ）（９：３０） 

天気予報によると昼過ぎより荒れた天気になるとのことだったので、出発を早めて室堂

乗越へと向かう。最初の中大日岳への登りですでに南側からの猛烈な風が吹き荒れ、何度

かよろめきながらも必死に進んでいく。幸いトレースが残っていたため昨日よりもペース

は速い。２４００ｍと奥大日岳頂上直下のＦｉｘは張っておいて良かったと心底思った。

奥大日岳を通過し２６１１ｍピークを過ぎた辺りから徐々にガスが出始め雪が降るように

なる。コルに着く頃には完全にホワイトアウトし、吹き付ける大玉の雪粒が顔に当たり非

常に痛い。昨日の快晴がとても恋しくなる。トレースを辿り室堂乗越手前の２４４０ｍピ

ークまでは順調に行くが、その先よりトレースが消えており、コンパスを見ながら進むこ

ととなる。何とか昨日整地した場所を発見し急いでＡＣを設営する。設営後もテントの周
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りはすぐに吹き溜まり、テントラッセルを何回もすることとなった。南側からの猛烈な風

はやがて北側からも吹き荒れ、テントポールを何度も押さえる気の抜けない一日となった。

日没後には徐々に風も弱まり、満天の星空となった。 

 

３月１９日 快晴 －１６℃ 

 ＡＣ（４：５０）～剱御前小舎（５：５０）～雄山（８：１５）～ＡＣ（１１：２０） 

～室堂乗越出発（１２：３０）～奥大日岳（１４：００）～大日小屋（１６：４０） 

 昨日の悪天候が嘘のように雲一つ無い快晴である。アイゼンを着けてＡＣを出発する。

夜間の急な冷え込みのせいか、ラッセルがあると思っていた剱御前小舎への登りも完全に

クラストしており非常に歩きやすい。２４５０ｍ付近までは広い緩傾斜の尾根であるため、

荒天時にはフラッグを多めに立てる必要があるだろう。その後は急登が続き、アイゼンの

爪をしっかりと効かせながら進む。別山尾根とのジャンクション付近は細いナイフリッジ

が１０ｍ程続くが、慎重に行けば特に問題は無くノーザイルで進む。１時間程で剱御前小

舎に到着する。別山頂上までは剱沢からの吹き上げ風が強いが、昨日に比べれば大したこ

とはない。別山の巻道は雪で埋もれていたため山頂を経由して進んだが、真砂岳直下の巻

道は出ていたため巻道を使い富士ノ折立へ向かう。富士ノ折立へは所々夏道が出ているが、

上部は完全にクラスト斜面となり滑落に注意して進む。富士ノ折立から大汝山までは夏道

も出ており、特に危ない箇所は無く順調に進める。大汝山から雄山までは夏道が埋もれて

いたため稜線を忠実に進み、場所によっては尾根の西側を通過した。雄山直下の急登はク

ラスト斜面で慎重に登り雄山神社の直下に出た。夏山では登ることのない雄山神社からの

北アルプス３６０度のパノラマは圧巻の一言に尽き、今年度総決算の合宿のピークとして

申し分のない景色だった。小休憩を挟みすぐに下山に移る。直下の急斜面はザイルを出し

て３０ｍＦｉｘを張る。支点は小屋の柵やピナクルで取った。そこから先はトレースを辿

り順調にＡＣまで辿り着く。翌日から天候が悪化することが分かっており、時間に余裕が

あったので急いでテントを撤収し大日小屋まで向かう。２５１１ｍピークまではクラスト

しており歩きやすく順調に進んだ。２６１１ｍピークへの斜面には亀裂が走っており、１

人ずつ慎重に通過する。奥大日岳頂上直下のＦｉｘは、小野寺と淀川ＯＢが回収し、それ

以外のメンバーは先行する。雪の状態が悪く強度が不十分だったスノーバーは雪に埋まっ

て固まっており、回収に非常に手間取った。奥大日岳からの下りは所々ブレイカブルクラ

ストで体力を消耗する。稜線上では連日の晴天と悪天の繰り返しのためかクラックが頻繁

に走っており、雪崩や雪庇の崩落の危険性が高まっていた。２４００ｍピークへのＦｉｘ

は小野寺と西出ＯＢが回収し、他の者は再び先行する。この辺りから上空に雲が多くなり、

南からの風が強まり始め天候の悪化が懸念された。しかしアタックからの長時間行動のた

めか、なかなかペースが上がらない。何とか大日小屋に到着しテントを設営する。この日

は消灯が２２時半と遅くなり、非常に疲れる一日となった。 
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３月２０日 雪のち雨 －７℃ 

大日小屋（５：００）～２３５０ｍ付近（７：００）～雪見平（９：０５） 

～七姫平（１３：４０）～立山駅（１４：１０） 

朝から風が強い。今日は午後から天候の悪化が見込まれたため時間を早めて行動を開始

する。ラテルネを点けて出発するが、視界が悪く周囲の様子が見通せない。フラッグとテ

ープを頼りに進むが、ガスのために探すのにも時間が掛かる。見つけたフラッグの中には

折れているものもあり、連日の風雪の強さが窺えた。早乙女岳から尾根を下って行くと徐々

に視界は晴れてきた。上部の悪天候に比べると下部は雨こそ降っているものの風は弱い。

雪は膝下程度で湿り気を帯び、アイゼンに付いた雪団子を払いながら下り続ける。Ｆｉｘ

箇所であった早乙女岳の下りは文部科学省登山研修会のトレースでしっかり踏み固められ

ており、Ｆｉｘを張らずに通過することができた。雪見平に着くと木々が剥き出しとなっ

ており、下部での気温の高さが窺えた。ここからアイゼンをワカンに着け替え、七姫平へ

とひたすら下り続ける。行きに付けたテープとトレースが残っているため迷うことはない。

丸山まで上がると立山有料道路が目に入るがなかなか辿り着けない。融け始めた雪は滑り

やすく、急斜面をクライムダウンを交えながら下る。七姫平にてデポを回収し、立山駅ま

ではアスファルト道を行く。雨が強まっていたが、気にせずに必死に走り続ける。立山駅

に到着し、整理体操を行って今年度最後の合宿を終了した。 

 

 

雄山山頂にて 

左から 小野寺 岩附 大山 渡邊 淀川 
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大日主稜Ｃ４～ＡＣ間のＦｉｘ地点 
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９．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）淀川裕司（ＯＢ） 

岩附正樹（２） 

５月１２日 丹沢 丹沢山 小野寺央峻（２）江花みのり（１） 

大山洋平（１） 

６月２日 高麗 日和田山 宮野泰治（ＯＢ）渡邊葉月（４） 

岩附正樹（２）小野寺央峻（２） 

森山光（１） 

７月１９日 

～２１日 

御坂 三ツ峠 屏風岩 村田岳（ＯＢ）岩附正樹（２） 

小野寺央峻（２）江花みのり（１） 

大山洋平（１） 

８月２３日 多摩川流域 水根沢 岩附正樹（２）江花みのり（１） 

大山洋平（１） 

８月３１日 

～９月６日 

国立登山研修所 

大学生夏山リーダー研修会 

渡邊葉月（４）小野寺（２） 

９月４日 

～７日 

茅野 麦草峠～美濃戸口 

 

岩附正樹（２）大山洋平（１） 

片岡寛明（１） 

９月１０日 

～１２日 

奥秩父 小川山 西出広平（ＯＢ）岩附正樹（２） 

小野寺央峻（２） 

９月１８日 

～２１日 

御坂 三ツ峠 屏風岩 岩附正樹（２）小野寺央峻（２） 

江花みのり（１）大山洋平（１） 

片岡寛明（１） 

１１月１６日 

～１７日 

塩原 釈迦ヶ岳 渡邊葉月（４）岩附正樹（２） 

小野寺央峻（２）江花みのり（１）

大山洋平（１） 
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１０．部員所感 

 

４年間を振り返って 

４年 渡邊葉月 

女子は体力では男子には負ける、絶対ではないのだろうが負けやすいことには変わりな

い。ポッと出の１年生男子に馬事公園での外周タイムを抜かれることは毎度だが、追いつ

けないからといって追わないわけにはいかない。罵詈雑言が降ってこようが、落ち込めな

いように明るくいよう。てんやわんやで、様々なことが過ぎ去った４年間だったように思

う。本当によく怒られたし、自分に足りないものや嫌な部分が沢山見えてきた４年間だっ

た。（ついでに言うならば、人様に御迷惑ばかりおかけした４年間でしたが、こちらは書い

ていると収集がつかなくなるので割愛致します。） 

１～２年生はがむしゃらに付いていっただけだったが、３～４年生は体力もなければ際

立った技術があるわけでもない、そんな自分が何かできることはないのかと探していたよ

うに思う。それが興味の方向と相成って、山岳専門の気象予報士を目指して長野へと単身

で渡ることとなるとは、本当に人生わからないものだなと切に実感する今日である。当た

って砕けてはまずいのだが、とりあえずやるだけやってみたら色々な出口が見えてくるの

だというのが良くわかった。やるだけやってみたら後悔しないというのも実感した。山岳

部での４年間が今の自分に繋がるのだとしたら、やはり必要不可欠であったのだと思う。 

山岳部での４年間は、出会った多くの人達のサポートがあってこその時間だった。出会

った人々が軒並み良い人達ばかりだったのも、本当に恵まれていたと思う。歴々のコーチ

やＯＢ、ＯＧの方々と共に時間を過ごせたこと、上級生と下級生と登れたことは一生の財

産となるだろう。そして今度は自分が少しでも、今まで出会った人、これから出会う人達

に、そう思われるように努力を重ねていきたいと思う。 

 

上級生になって 

２年 岩附正樹 

 今、振り返るとあっという間の１年であった。「光陰矢の如し」という諺があるがそれ

以上である。１つの合宿が終われば、また次の合宿の準備が始まり、その繰り返しである。

上級生になって、そのことをより強く感じるようになった。けれども、どの合宿も初めて

自転車を買ってもらったときのように鮮明に覚えている。辛い体験も、テント内でのバカ

話も、危機的状況での判断も合宿中の出来事は一瞬一瞬を映画のワンシーンのように思い

出すことができる。１年生の頃ももちろんよく覚えているが２年生となって合宿を計画す

る立場になると、色々と考える機会が多くなり合宿そのものが濃密に感じられた。また合

宿の計画や反省を通じて改めて監督やコーチ、ＯＢ、ＯＧ方の存在の有難さをより強く感
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じた。私にとって先輩方からの御言葉には、「重み」がある。それはときにプレッシャー

となり私を苦しめるが、同時に先輩方からの熱い期待も感じる。来年度は海外遠征があり、

私も参加させて頂けることになっている。まだまだ、未熟ではあるが、海外遠征後には今

よりも少しだけ「人にやさしく」できる人間になっていたい。 

 

所感 

２年 小野寺央峻 

 この一年間は、昨年度とは違い、全てを楽しむという気持ちを常に持ち続け活動を行え

たと思う。昨年度から常に楽しむ気持ちを持つことは心掛けていたが、やはり全てを楽し

むことは難しく、往々にして辛く感じる時もあった。しかし今年度は辛い状況でさえ楽し

むことができた。これは、農大山岳部に一年間身を置いたことにより精神力がついたこと

も関係しているだろうが、大きな要因はメンバーに恵まれていたことであろう。今年度の

メンバーは良くも悪くも仲が良かったように思える。そのため、長期間の合宿でも互いが

嫌にならずに全力で合宿に臨むことができた。 

 来年度は４年生がいないため、私達２年生が部を引っ張って行かなければならない。正

直な所、昨年度、今年度の様に部を運営して行けるか、そして多くの先輩方が築き、積み

あげてきた合宿のレベルを落としてしまわないかが心配である。だからこそどのような者

がいようと、自分のやりたい内容でも連れて行けるような体力、精神力、判断力が必要に

なるだろう。どんな時も辛いと思わず楽しみながら、この力を身に付けていきたい。 

 

農大山岳部の１年間 

１年 大山洋平 

 高校で山岳部に入っていたからという理由で、入学早々何も考えずに農大山岳部のドア

を叩いた。また新しい景色を見ることができるという期待で頭が一杯だった。ところが最

初の新人歓迎合宿ですぐに、自分は浅はかだったと後悔せずにはいられなくなった。辞め

たいと思った。今思えば合宿が辛かったからではなく、無力な自分を直視するのが嫌だっ

たのだと思う。「とにかく次の合宿までやってみろ。」そう言われてやっと踏みとどまっ

たが、気が付けばそれから口に出して辞めたいと言うことはなくなっていた。合宿はどん

どん厳しくなるが、それを乗り越える度に新しい自分に生まれ変わったような気がしてい

た。今の自分にとって大切なのは辛いか楽しいかではなく、この経験が自身にとってプラ

スかマイナスかである。そう言い聞かせることで、上級生やＯＢの方々の厳しい指導にも、

山が与える様々な困難にも、逃げ出すことなく正面から向かい合おうと思えるようになっ

た。しかし、まだそれらを完全に受け止められているとは言えないのが現状だと感じる。



~ 56 ~ 
 

農大山岳部の１年生を終える段階にきて未だ不安は多いが、少なくとももう自分のことで

人に迷惑は掛けられない。来年度は農大山岳部の上級生として恥ずかしくない部員になり

たいと思う。 

 

 


