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はじめに 

今年度は上級生が少ないこともあり、１つ１つの合宿を確実に行い次年度へと繋げるこ

とを意識してきました。私個人では高難度のルートや登攀を計画に取り入れた合宿を組み

たいと思っていましたが、今年度のメンバーでは力不足でしょう。そして幸か不幸か今年

度は１年生が５人入部しました。それならいっそ、今年度はこいつらを育てて来年度デカ

いことやろうと意気込み、普段のトレーニングから合宿まで真剣に取り組みました。しか

し結果として１年生３名、２年生１名、３年生１名、計６名もの部員が退部しました。こ

れは完全に私のエゴによるミスだと反省しております。チームスポーツとして部員達の意

見や感情を蔑ろにしてきた結果です。 

その話は所感で綴るとして、今年度は全部員で最終的には春山合宿を成功することがで

きました。今まで積み重ねてきたものの集大成として、部員全員でやり遂げた合宿だとい

うことが実感できた合宿となりました。来年度も良き合宿が行えるように、更なる高みを

目指して頑張って欲しいと思います。 

日頃よりご指導ご鞭撻頂いているＯＢ、ＯＧの皆さまに感謝の意を込め、２０１２年度

の活動記録をＮＡＶ報告としてご報告致します。 

 

主将 淀川裕司 
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１．新人歓迎合宿 

 

期 間：２０１２年５月３日～５月５日 

  

場 所：上越 巻機山 

 

参加メンバー：４年 淀川裕司 

３年 安部晶子 渡邊葉月 

２年 池上圭 

１年 岩附正樹 小野寺央峻 鈴木智大 高橋颯 細貝和寛 

ＯＢ 豊島義明 村田岳 川瀬幸子 廣瀬健太 長久保浩司 吉田祐一 

安済共 内田龍也 小林新平 西出広平 

 

行動概要：５月３日 離京 入山 清水バス停～巻機山山麓キャンプ場（ＢＣ） 

４日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

５日 ＢＣ～巻機山頂上～ＢＣ 下山 

         

５月３日 雨 

 清水バス停（１３：４０）～巻機山麓キャンプ場（ＢＣ）（１４：０５） 

 清水バス停から雨が下り始めていたため雨具を着て出発する。重いザックのためか 1年

生の中にはザックを背負うのに苦労する者もいた。舗装された道路なので初めからスピー

ドを上げて進む。1年生も元気があり、隊の雰囲気が盛り上がる。林道の途中で除雪がされ

ていない道に入り、橋を越えると巻機山麓キャンプ場に到着した。1年生は慣れないテント

整地に手間取りながらも、素早くテントを設営することができた。雪は多いと言われてい

たが、雨の影響で溶けたためか例年並みである。この日に村田監督、吉田ＯＢ、内田ＯＢ、

小林ＯＢ、西出ＯＢが入山された。 

 

５月４日 雨 ５℃ 

 ＢＣ（６：５０）～六合目付近（８：０５）～ＢＣ（１０：５０） 

 昨日からの雨は今日も下り続いているため雨具を着て、巻機山山頂を目指して出発する。

雨の影響のため雪はザクザクで歩きやすいが、林道に入ると水溜りが続き、靴を濡らさな

いように気を付ける。ペースを上げて進み、途中で岩附が遅れ始めるが、他の 1年生は初

めての雪に手間取りながらも間隔を空けずに歩いていた。天気の回復が見込めないと判断

し、六合目付近で雪上歩行訓練と滑落停止訓練を行った。1年生は初めての雪上訓練であっ

たが、飲み込みが早く様になっていた。雪上訓練後、ＢＣまで駆け下り帰幕する。この日
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に川瀬ＯＧ、長久保ＯＢ、廣瀬ＯＢ、安済ＯＢが入山された。 

 

５月５日 雨 ４℃ 

 ＢＣ（７：００）～六合目付近手前（８：０５）～前巻機（９：３０） 

～巻機山頂上（１０：３０）～ＢＣ（１２：２０） 

 今日も雨は下り続いている。気温はそれほど低くないが、雨で濡れているため寒く感じ

る。上部は風も強そうなので毛下着を着て出発する。六合目付近までは昨日と同じルート

で進む。連日の雨で登山道はぬかるみ、足を取られ易い。１年生は元気があり六合目付近

から前巻機までの急登でもガンガン進む。前巻機付近では雪も硬く、滑らないようにしっ

かり蹴り込んで進む。前巻機では風が強いため、ツェルトを使い風を避けながら休憩する。

巻機山頂上まではダッシュで向かう。１年生も全力を出し切って登る。巻機山頂上に着き、

記念写真を撮影後すぐに駆け下る。急斜面ではガッチリと下り、六合目付近で雪上歩行訓

練と滑落停止訓練を行った。この時、豊島ＯＢが登って来られた。雪上訓練後ＢＣまで向

かうが、気が緩んだためか登山道で転ぶ１年生が多く、上級生が下に付きながら下る。合

宿最後の駆け下りなので、悔いの残らないように力を出し切って帰幕し、新人歓迎合宿は

終了した。 

 

左上から 淀川 西出 渡邊 安部 池上 内田 小林 

左下から 鈴木 小野寺 高橋 岩附 細貝 
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２．女子春山合宿 

 

期 間：２０１２年５月６日～５月９日 

 

場 所：上越 中ノ岳～越後駒ヶ岳 

 

参加メンバー：３年 渡邊葉月 安部晶子 

ＯＢ 小林新平 

 

行動概要：５月６日  入山 十字峡登山センター～日向山頂上（五合目） 

        ７日 日向山頂上（五合目）～中ノ岳～越後駒ヶ岳～駒の小屋 

８日  駒の小屋～小倉山～駒の湯 

９日  駒の湯～大湯温泉 下山 

  

５月６日 雨 

三国川ダム横のトンネル（１１：１０）～十字峡登山センター（１２：００） 

 ～日向山頂上（１６：００） 

清水バス停からタクシーで三国川ダム横のトンネル入口まで入り、徒歩で十字峡へ向か

う。十字峡登山センターの目の前にある登山口から登り始める。登り始めてすぐにクサリ

場があり、しばらく急登が続く。三合目までは夏道が出ていたが四合目からは雪の上を歩

く。時間に余裕があったため幕営予定地の二合目ではなく五合目の日向山頂上まで行くこ

とにし、日向山頂上の雨量計測所近くにテントを設営した。 

 

５月７日 晴 ４℃  

日向山頂上（６：００）～中ノ岳頂上（８：４０）～天狗平（１１：４０） 

～越後駒ヶ岳（１３：２０） 

 無風快晴の下、アイゼンを着けて出発する。中ノ岳から八海山に伸びる稜線が左手に見

えたが想像以上に切れ落ちている。中ノ岳へ近づくにつれて広い尾根から徐々に細くなり、

次第に傾斜が急になる。途中夏道が出ている箇所もあるが、雪渓を進む。雪渓の急斜面を

登り切ると稜線に出て、程なくして中ノ岳頂上に着く。中ノ岳避難小屋を過ぎ、中ノ岳か

ら越後駒ヶ岳へ伸びる稜線を下る。雪質が脆く時折足を取られる。荒沢岳側に張り出した

雪庇に気をつけて尾根際を歩き、槍廊下から天狗平までの稜線は夏道を行く。天狗平から

の雪渓は傾斜が急で足が辛い。登り切ると、越後駒ケ岳の頂上まではなだらかな稜線とな

る。駒の小屋は頂上から斜面を５分程下ったところあり、小屋の水場では水も豊富に出て

いた。駒の小屋の後ろにテントを設営し、行動を終了した。 
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５月８日 晴 －１℃ 

駒の小屋（６：００）～雪上訓練開始（６：１０）～雪上訓練終了（１０：４０） 

～駒の小屋（１１：００）～小倉山（１２：００）～駒の湯山荘付近（１５：４０） 

 今日も朝から良く晴れている。下山前に駒の小屋から越後駒ヶ岳への斜面にて、アイゼ

ンでの歩行訓練と滑落停止、スタカットとコンティニュアンスの訓練を一通り行う。雪面

は蹴り込みやすいが、想像以上にふくらはぎにきた。雪上訓練終了後にビーコンとゾンデ

を使用してセルフレスキューの訓練を行った。訓練終了後、駒の小屋に張っていたテント

を撤収し下山へと移る。小倉山までの斜面は最初の急傾斜以外は、なだらかな雪渓の下り

が続いた。小倉山からは雪渓と樹林帯が入り混じり、途中にあるクサリ場では足元を見な

がら慎重に下った。尾根は明瞭で夏道も出ているため特に迷う心配はなく、延々と樹林帯

を下り続ける。午後になると気温も上がり、途中で上着を脱いだ。下部に近づくにつれ沢

の音が大きくなり、段々と雪の量が少なくなってくる。駒の湯山荘の屋根が見え、樹林帯

の緩傾斜を下り切ると駒の湯登山道入口の吊り橋が見えた。吊り橋はワイヤーに板を渡し

ただけの簡素なもののため一人ずつ渡る。吊り橋を渡り切ると近くになだらかな平地が見

えた。連日の行動で全員疲れが溜まっていたため、今日はここでテントを設営して行動を

終了した。   
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５月９日 晴 ９℃ 

駒の湯山荘付近（７：３０）～大湯（９：００） 

 テントを撤収し、すぐ横にある道路を下る。道路自体に雪はないが、所々で近くの斜面

が雪により崩壊しているのが見えた。途中にあった看板で除雪作業のため、駒の湯～大湯

間での道路が通行止めになっていることを知る。道路沿いを１時間半近く歩き、大湯公園

前のバス停にてザックを下ろし合宿は終了した。 

 

 

左より 渡邊 小林 安部 
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３．岩登り合宿 

 

期 間：２０１２年５月１８日～５月２０日 

 

場 所：御坂 三ツ峠 
 

参加メンバー：４年 淀川裕司 

３年 安部晶子 渡邊葉月 

２年 池上圭  

１年 岩附正樹 小野寺央峻 鈴木智大 高橋颯 細貝和寛 

ＯＢ 村田岳 福留邦晃 高野優 宮野泰治 内田龍也  

呉恵芳 西出広平 

 

行動概要：５月１８日 離京 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 

１９日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ 

２０日 ＢＣ～屏風岩登攀～表登山道～三ツ峠グリーンセンター 下山 

 

５月１８日 快晴 

三つ峠駅（８：００）～達磨石（９：００）～馬返し（１０：００） 

～屏風岩付近（ＢＣ）（１１：００）～屏風岩（１３：００）～ＢＣ（１８：３０） 

 快晴の中、三つ峠駅を出発する。達磨石で高野ＯＢと、西出ＯＢと合流する。達磨石か

らは本格的な登山道を行く。初めての重荷での行動のため一年生は辛そうである。屏風岩

付近に着きテントを設営し、夕食分の水汲み等の準備を一通りした後に屏風岩へ向かう。

屏風岩には他の登山者がいないため貸切り状態で登ることができた。全員で一般ルートを

登り込む。一年生は初めての登攀であったがすんなりと登れていた。懸垂下降は、一年生

は初めてなのでトップロープでバックアップを取りながら行う。１４時頃に高野ＯＢが下

山された。その後も１８時過ぎまで登り込んだ後、帰幕する。２３時頃渡邊が入山した。 

 

５月１９日 晴 ５℃ 

ＢＣ（７：００）～屏風岩（７：５０）～ＢＣ（１２：４０）～屏風岩（１２：５０） 

～ＢＣ（１８：３０） 

 午前中に渡邊は西出ＯＢと共に一般ルートを登り込み、他の部員は肩絡み懸垂の練習を

行う。行っている最中に村田監督、宮野ＯＢが入山された。肩絡み懸垂を１人２回程行い、

場所を変えて村田監督からボディビレイの指導を受ける。一通り講習を行い一般ルートへ

向かうと、既に他のパーティが取り付いていた。空いているルートを選びながらトップロ
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ープで一般ルートを登り込む。ＢＣで休憩後、再び屏風岩に向かい２、３年生は一般ルー

トをリードで登攀する。リードになると支点を探すのにも時間が掛かり、登り慣れたルー

トでも手間取る。１年生は西出ＯＢ、淀川と共に草溝ルート、地蔵左ルートを登攀する。

この日も１８時過ぎまで登攀を行い、帰幕した。 

 

 

 

 

５月２０日 晴 ６℃ 

ＢＣ（６：５０）～登攀開始（７：００）～天狗の踊り場（１０：１０） 

～講習会開始（１２：１０）～ＢＣ（１４：２０）～達磨石（１４：５０） 

～三ツ峠グリーンセンター（１５：１５） 

今日は朝からリーダーピッチ、一般ルートから各パーティに分かれて頂上へ向かう。１

年生も３日目とあってビレイ準備などもスムーズになってきた。１ピッチ目以降は、安部

パーティと池上パーティはサンドイッチを、淀川パーティと渡邊パーティはＮｏ．１０．

５クラックへと取り付く。その後、淀川パーティは権兵衛チムニーを登り、それ以外のパ

ーティはⅡ～Ⅲ級の岩場を登り、頂上へ向かった。天狗の踊り場、頂上にて写真を撮った

後、右フェース取り付きまで駆け下る。右フェース到着後は１、２年生は地蔵左ルートや

観音ルート、草溝ルートへ向かい、３年生は一般ルート付近で登り込む。一通り登り込ん

だ後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、回収の仕方等の講習

を行う。講習の後テント場へと戻り下山に移る。下山は一年生のペースが速く、慣れない

重荷での駆け下りにも関わらず、予想より早く達磨石に到着する。達磨石からも車道の下

左上より 西出 淀川 宮野 池上 渡邊 安部 内田 

左下より 高橋 鈴木 岩附 小野寺 細貝 
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りが続くが、１年生同士のデットヒートが三ツ峠グリーンセンターまで繰り広げられた。

到着後の１年生は誰もが疲れ果てていたが満足そうに笑い合っていた。 

 

 

 
一般ルート中央、右を登る１年生達 
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４．六月合宿 

 

期 間：２０１２年６月１５日～６月２０日 

 

場 所：北アルプス 涸沢 

 

参加メンバー：４年 淀川裕司 

       ３年 安部晶子 渡邊葉月 

１年 岩附正樹 小野寺央峻 鈴木智大 高橋颯 細貝和寛 

       ＯＢ 高野優 内田龍也 小林新平 西出広平  

 

行動概要：６月１５日 入山 上高地～涸沢（ＢＣ） 

１６日 ＢＣ～雪上訓練 Ⅴ・Ⅵのコル往復～ＢＣ   （渡邊入山） 

１７日 ＢＣ～北穂高岳東稜～北穂高岳～白出のコル～ＢＣ 

１８日 ＢＣ～前穂高岳北尾根～前穂高岳～奥穂高岳 

～白出のコル～ＢＣ 

              ＢＣ～横尾～徳沢～蝶ヶ岳～横尾～ＢＣ （鈴木下山） 

１９日 ＢＣ～雪上訓練～横尾                        (高橋下山) 

２０日 横尾～上高地 下山 

 

６月１５日 晴 

上高地(５:５０)～明神(６:３０)～徳沢(７:２０)～横尾(８:２０) 

本谷橋（９：４０）～涸沢(ＢＣ)(１２:５０) 

上高地バスターミナルに着き準備体操を行い横尾まで平坦な林道を進む。途中の明神に

て着替えをデポし先を急ぐ。徐々に１年生の中でペースに差が出るが、大きく遅れを取る

者はいなかった。本谷橋は修理中のため雪渓と岩の上を慎重に渡り、ここでスパッツとオ

ーバー手袋を装着した。登山道に残雪が目立ち始め、傾斜が急になると涸沢小屋が見えた。

残雪の涸沢カールと穂高岳の山々のスケールの大きさに１年生は興奮する。１年生は慣れ

ない雪渓に苦しみながらも涸沢ヒュッテに到着する。ＢＣ設営後、お茶を飲んでこの日の

行動は終了した。 

 

６月１６日 雨 １℃ 

ＢＣ（６：００）～Ⅴ・Ⅵのコル下部（６：２０）～ＢＣ（１０：１０） 

朝から雨が降っている。Ⅴ・Ⅵのコルへと向かい、途中の斜面にて雪上訓練を行う。雪

上歩行訓練と滑落停止訓練を行った後、登攀具を着けてスタカット、コンティニュアスを
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練習する。部室での練習よりもスムーズに出来ず、滑落者を止められる様になるまで時間

が掛かった。その後、Ⅴ・Ⅵのコルまで競うようにして登った。Ⅴ・Ⅵのコルで休憩し、

一気にＢＣまで駆け下った。その後内田ＯＢと渡邊が入山し、小林ＯＢが夕食後に入山さ

れた。 

 

６月１7日 雨のち晴 ５℃ 

＊北穂高岳東稜 

ＢＣ（７：５０）～東稜の最低コル（９：１５）～東稜のコル（１０：３０） 

～北穂高岳北峰（１１：４０）～最低コル（１３：２０）～ＢＣ（１４：１０） 

 昨日からの雨が下り続いているため、７時３０分まで天気待ちをする。やがて風と雨が

止み、晴れ間が見え始めてきたため、計画通り東稜へ向かう。ＢＣを出発して、雪渓を北

穂沢カールへ向かって登る。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再び

雪渓を登る。先程まで登ってきた雪渓よりも傾斜があるため、しっかりと蹴り込みながら

登る。東稜の最低コルに着く頃には空は晴れ、稜線からは横尾尾根などが一望できた。東

稜の岩稜帯には東稜の最低コルから横尾谷側に巻いて雪渓を行き、途中から岩稜へ移る。

ゴジラの背の手前で登攀具一式を着け登攀を開始する。渡邊が先行し、Ｆｉｘをする。ゴ

ジラの背は涸沢、横尾谷側の順に巻きながら行く。高度感はあるがスタンスは豊富にある

ため、慎重に行けば問題ない。懸垂支点手前の岩稜にハーケンを２本打ち込み、ピナクル

にスリングを巻きつけて支点を作る。全員が通過した後、回収は安部が行う。稜上を進ん

だ先にハーケンが打ち込まれた懸垂支点があり、ここで捨て縄を２本使って懸垂支点を作

る。横尾谷側寄りに５ｍ程懸垂下降し、東稜のコルへと下りる。東稜のコルからは傾斜の

きつい雪稜と岩稜が続く。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。北峰から岩稜帯を下る。南峰は雪渓を涸沢側に巻くが所々にシュルンドがある

ため、気を張りながら進む。南峰からは岩稜帯を滝谷側へ巻くなどしながら進む。岩に印

が頻繁に付けられているため、迷うことは無い。最低コルで休憩した後、グリセードの練

習を行いつつ下る。斜度が緩やかになると途中からは駆け下り、皆で競い合いながらＢＣ

へ向かった。 
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６月１８日 晴 ７℃ 

＊前穂高岳北尾根パーティ 

 淀川（４）＝岩附（１）＝小野寺（１） 小林（ＯＢ）＝高橋（１） 

西出（ＯＢ）＝細貝（１）＝内田（ＯＢ） 

ＢＣ（４：５５）～Ⅴ・Ⅵのコル（６：１０）～Ⅲ・Ⅳのコル（７：４０） 

～前穂高岳頂上（９：５５）～奥穂高岳（１１：５０） ～白出のコル（１２：４５）

～ＢＣ（１３：１０） 

ＢＣからⅤ・Ⅵのコルへと雪渓を登る。雪はザクザクでⅤ・Ⅵのコルまで素早く行動で

きた。登攀具一式を着けてⅤ峰を登る。奥又白側にガレた踏み跡があるが、危険なのでそ

ちらには行かずにリッジ上を忠実に進んだ。Ⅳ・Ⅴのコルから涸沢側へ巻き、階段状の岩

場をジグザグに進み、リッジ上に出た後は稜上を岩峰まで進む。岩峰下から奥又白側を巻

きながら少し進み、稜上へ向かって伸びるガリーを右上する。リッジ上で涸沢側へと乗越

し、ガレた岩場を登る。稜上を忠実に進み頂上を越えると、Ⅲ・Ⅳのコルが見えるので、

ガレた稜上を下りコルに着いた。 

１ピッチ目 コルから少し上がったテラスでビレイ。支点から奥又白側を巻き、大岩を一

段上がり奥又白側に切れ落ちた岩をトラバース気味に左上する。広めのテラ

スでピッチを切った。 

２ピッチ目 テラスから涸沢側へ右上しリッジ上のガレ場を登り、大きなチョックストー

ンの詰まった凹角を登る。大きな浮石が堆積していたので、慎重に進みフェ

ースの手前でピッチを切った。 

３ピッチ目 支点からフェースを登る。高度感はあるが手足共にしっかりとしたホールド

がある。登り切り、稜上を凹角手前まで行きピッチを切った。 

４ピッチ目 凹角の下部はザクザクの残雪を進む。抜けたところで、奥又白側へ大岩を乗

越すとⅢ峰頂上に着いた。登攀具を整理し登攀を終了した。 

Ⅲ峰頂上からリッジ上を進みⅡ峰へ向かう。Ⅱ峰からコルへ５ｍ程の懸垂下降をした。 

コルからガレ場を少し歩き前穂高岳頂上に着いた。頂上から紀美子平方面へ下りる。紀美 

子平までは行かず、途中吊尾根へ向かう踏跡の１つをトラバース気味に進み吊尾根の夏道 

と合流した。途中の雪渓では淀川とＯＢが１年生の下に付き通過する。１年生は積極的に 

声を出して頑張っていた。天気は良く奥穂高岳頂上からは景色を一望できた。頂上から白 

出のコルに向かう。稜上沿いを行き、ハシゴ場手前で急な雪渓が出てきたが慎重に行けば 

問題無いと判断しトラバースした。白出のコルで小林ＯＢは先に下山され、本隊は休憩後 

ＢＣまで駆け下った。ＢＣにて今日入山された高野ＯＢと合流した。 
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＊ロングランパーティ 

渡邊（３）安部（３）鈴木（１） 

ＢＣ（５：３０）～本谷橋（６：０５）～横尾（６：５０）～徳沢（７：３０） 

～横尾（８：００）～蝶ヶ岳（１１：１５）～横尾（１３：００） 

～本谷橋（１４：３０）～ＢＣ（１６：００） 

 パーティリーダーは渡邊として北尾根パーティの出発後、下山する鈴木と共に涸沢の雪

渓を下り、徳沢へ向かう。３年生の２名は横尾でザックをデポし、徳沢まで鈴木を連れて

いく。徳沢で鈴木と別れ、横尾まで急いで戻る。横尾からは蝶ヶ岳へ向かい、雪の無い登

山道を行く。標高２０００ｍを過ぎたところから残雪が出てきたが、テープやペンキマー

クが頻繁にあったため、迷うことなく進めた。稜線の分岐から蝶ヶ岳へ向かい、無事蝶ヶ

岳に到着する。蝶ヶ岳からの下りは登ってきた尾根を横尾まで戻る。２人共バテたのかス

ピードが上がらず、下りに大分時間が掛かった。横尾に着いた時点で１３時を過ぎており

急いでＢＣに向かう。本谷橋へ向かう途中で下山される小林ＯＢとすれ違い、北尾根パー

ティと高野ＯＢは既にＢＣにいると聞く。本谷橋からはスピードが少し上がり、ようやく

ＢＣに着いた。  

 

奥穂高岳頂上にて 



~ 14 ~ 

６月１９日 曇のち雨 ３℃ 

ＢＣ（５：００）～雪上訓練（５：１５）～雪上訓練終了（７：４５） 

         ～Ⅳ・Ⅴのコル（８：４０）～ＢＣ（９：１０）～本谷橋（１１：５０） 

                                                              ～横尾（１２：５０） 

 この日は安部、渡邊が高野ＯＢと共に前穂高岳北尾根に行く予定であったが、悪天候の

ため予定を変更して、全員で雪上訓練とした。雪上訓練では、雪上歩行訓練、滑落停止、

スタカット、コンティニュアスを行った。雪が軟らかいため雪上歩行は難なくできたが、

シッティングビレイの際に、ビレイを取るのが難しかった。途中、高橋が内田ＯＢと共に

下山した。雪上訓練終了後、Ⅲ・Ⅳのコルを目指して雪渓を登り始めた。しかし辺りはガ

スが掛かって視界が悪く、急登になるとシュルンドが多くなり、雨も強まってきた。登っ

ている途中で雪渓が稜線まで繋がっていないことから、ここがⅢ・Ⅳのコルへの雪渓では

なくⅣ・Ⅴのコルへの雪渓だということに気付いた。Ⅳ・Ⅴのコルまで行くのは危険と判

断し手前で引き返す。傾斜がきついところはクライムダウンし、途中からＢＣまで駆け下

りた。ＢＣ到着後、台風接近を考慮して横尾までテントを移動させた。テントを設営後、

台風対策のため側溝を掘り、悪天候に備えた。夜頃に台風が近畿地方を直撃するコースだ

ったが、谷沿いはあまり影響を受けないのか意外と風も無く安眠できた。 

 

６月２０日 雨のち晴 １１℃ 

横尾（６：３０）～徳沢（７：１５）～明神館（８：０５） 

小雨の中、素早くテントを撤収して下山する。林道を声を出しながら元気に歩き徳沢を

目指す。徳沢に着いたときには天気は回復し、着ていた雨具を脱いだ。ここからは最後の

力を振絞り、走って明神館に向かった。明神でデポしていた着替えを回収し、整理体操を

して六月合宿は終了した。 

 

 

河童橋にて 
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５．夏山合宿 
 
期 間：２０１２年８月９日～８月２４日 

 

場 所：北アルプス 剱岳 真砂沢定着～島々縦走 

 

参加メンバー：４年 淀川裕司 

３年 安部晶子 渡邊葉月 

１年 岩附正樹 小野寺央峻 鈴木智大 高橋颯 

       ＯＢ 安済共 福留邦晃 宮野泰治   

 

行動概要：８月 ９日 離京 さわやか信州号室堂行（新宿２２：３０発） 

１０日 入山 室堂～真砂沢ロッジ（ＢＣ） 

１１日 雪上訓練                  

１２日 ＢＣ～源次郎尾根～剱岳～長次郎谷～ＢＣ 

１３日 ＢＣ～八ツ峰上半～八ツ峰の頭～長次郎谷～ＢＣ  

１４日 雪上訓練                  

１５日 真砂沢ロッジ～剱沢キャンプ場        

１６日 ～五色ヶ原キャンプ場 

１７日 ～スゴ乗越小屋       

１８日 ～薬師峠キャンプ場 

       １９日 ～雲ノ平キャンプ場 

２０日 ～双六キャンプ場 

       ２１日 ～殺生ヒュッテ 

２２日 ～常念小屋 

       ２３日 ～徳本峠小屋 

２４日 ～島々 下山 

 

８月１０日 晴 

室堂バスターミナル（７：２０）～雷鳥沢キャンプ場（８：１０） 

             ～別山乗越（１１：２０）～真砂沢ロッジ（ＢＣ）（１５：１０） 

 室堂バスターミナルで準備体操をして出発する。雷鳥沢キャンプ場までは歩き易いモル

タルの道を進んでいく。地獄谷経由の予定だったが有毒ガスの噴出のため通れず、雷鳥荘

前に通じる道を回り雷鳥沢キャンプ場に到着した。そこから称名川を渡り剱御前小舎まで

は急登となる。１年生の中には重荷のために遅れを取る者もいた。急登を登り切ると剱御

前小舎から剱沢キャンプ場までは下りとなる。剱沢キャンプ場を通過し、剱沢雪渓手前で

ピッケル、スパッツ、オーバー手袋を着用し剱沢雪渓を下っていく。雪渓は硬く歩き難い

ため個人の歩くペースにばらつきが見え始めた。慣れない重荷での雪渓下りのためか何度
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も転ぶ１年生もいた。真砂沢ロッジ手前にはシュルンドが出来ていたため、左岸の夏道を

通る。真砂沢ロッジに到着しテント設営後は、近くの雪渓に穴を掘り食糧を保管する冷蔵

庫を作った。 

 

８月１１日 曇のち晴 ８℃ 

ＢＣ（４：３５）～熊ノ岩付近（６：２０）～雪上訓練終了（９：５０） 

         ～長次郎谷左俣上部スノーブリッジ（１０：５０）～ＢＣ（１２：２５） 

 ＢＣを出発して雪渓を登り、長次郎出合から長次郎谷へと入っていく。今年はⅠ・Ⅱ峰

間ルンゼの中腹まで雪渓が残っていた。熊ノ岩までも雪渓の状態は良く歩き易かった。熊

ノ岩に到着し、そこで雪上訓練を行う。雪上歩行、滑落停止、コンティニュアス、スタカ

ットを訓練する。その後スノーボラードを作っての懸垂下降訓練、スノーバーを使っての

Ｆｉｘ工作練習や、ユマールでの通過訓練を行った。雪上訓練終了後、長次郎のコルへ向

かう。長次郎のコル直下には薄いスノーブリッジができていたため引き返し、熊ノ岩で休

憩を取った後に、長次郎谷雪渓を駆け下りＢＣに帰幕した。この日、福留ＯＢと宮野ＯＢ

が入山された。 

 

８月１２日 晴 ４℃ 

ＢＣ（４：５０）～源次郎尾根取り付き（５：３０） 

   ～ルンゼルートとの合流点（８：２０）～Ⅱ峰（９：４５）～剱岳頂上（１１：２０）

～熊ノ岩（１３：１０）～ＢＣ（１４：３０） 

 ＢＣを出発し、剱沢雪渓を登って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。後方には源次郎尾根を登る他パーティが続々と取り付きに向かっ

てくるのが見えた。淀川と安部、小野寺で先行し、取り付き最初の５ｍ程の大岩に５０ｍ

一杯にＦｉｘを張り、ユマールを使って通過する。回収は渡邊と宮野ＯＢで行った。大岩

を過ぎて木々の中を登ると、連続した大岩に突き当たる。最初の大岩を１０ｍＦｉｘをす

るが、難しい箇所はないので力の揃っているパーティなら張らなくてもいいだろう。続く

１０ｍ程の大岩は、最初が少々難しいが思い切って超えれば後は簡単である。大岩を越え、

安定したところまでザイルを伸ばし２５ｍ程Ｆｉｘを張る。後続パーティが詰まっている

ので先を急ぎ、連続した大岩を過ぎた辺りで後続の回収隊を待つ。Ⅰ峰までは稜線を巻い

てガレ場や切れた岩稜帯を登り、Ⅰ・Ⅱ峰間のコルへ下る。Ⅱ峰への急登を登るが、天気

予報で聞いていた雨の気配は無く晴れており、剱岳や八ツ峰までの雄々しい姿を一望でき

た。Ⅱ峰からは４０ｍ程の懸垂下降でコルまで下りる。コルからは頂上に向けひたすらガ

レた岩稜を登って行く。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

のコルからの雪渓の途中にある昨日見た薄いスノーブリッジを渡らなければならなかった

ため淀川が５０ｍＦｉｘを張り通過した。熊ノ岩で休憩した後ＢＣまで長次郎谷を駆け下

り、福留ＯＢからのメロンを全員で美味しく頂いた。 
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８月１３日 曇のち雨 ８℃ 

ＢＣ（４：１０）～Ⅰ･Ⅱ峰間ルンゼ取り付き（５：３０）～Ⅴ・Ⅵのコル（６：２５） 

          ～Ⅵ峰（７：４０）～Ⅷ峰（９：４０）～八ツ峰の頭（１０：４０） 

～池ノ谷乗越（１１：３０）～長次郎出合（１３：２０）～ＢＣ（１３：５０） 

 雨は降っていないが、朝からガスが掛かり好天は見込めそうにない。取り付きであるⅤ・

Ⅵのコルを目指して長次郎谷雪渓を登る。Ⅰ･Ⅱ峰間ルンゼ取り付き付近の岩場で一度休憩

を取る。ここで安部が前日からの疲れのために大きく遅れ、八ツ峰上半へ連れて行くか判

断に悩むが、とりあえずⅤ・Ⅵのコルまでは全員で行くことにした。Ⅴ・Ⅵのコルは例年

よりも残雪が多く雪が踏跡を覆っているため、Ａフェース側のシュルンドに沿うようにし

てⅤ・Ⅵのコルまで上がった。Ⅴ・Ⅵのコルでも天候は変わらずガスが掛かっているが、

雨は降っていない。登攀具を着け、目の前の岩場を三ノ窓谷側へと少しトラバースして、

切り立ったルンゼ内を詰める。三ノ窓谷側へ伸びるバンドは淀川が先行してリードし、Ｆ

ｉｘを張った。このＦｉｘの通過中に雨が下り始めるが、とりあえずⅥ峰の頭まで向かう

こととする。トラバース気味にバンドを進むと、視界が開けハイマツ沿いの岩場が目に入

った。岩場は簡単そうだが、濡れているため滑り易そうである。岩場から１５ｍ程登り、

しっかりとした灌木で２５ｍＦｉｘをする。岩場は上部で傾斜が落ちるにつれ、草付きの

踏跡へと変わり、途中からは稜線まで九十九折りの登りとなった。雨は降ったり止んだり

を繰り返し、次第に風も強まってきた。稜線からＢ、Ｃ、Ⅵ峰の頭を過ぎ、Ⅵ峰の頭に到

剱岳山頂にて  

奥左より 福留ＯＢ 安部 渡邊 淀川 

手前左より 高橋 岩附 小野寺 鈴木 
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着した。ガスはかかっているが、雨も降っていないため先へと進む。２ｍの捨て縄を２個

連結しⅥ峰の頭から５０ｍ懸垂下降する。小ピークを登り詰め、小ピークから２５ｍ懸垂

下降でⅥ・Ⅶのコルに下りる。Ⅶ峰はクレオパトラニードルへの踏み跡を辿り巻いた。Ⅷ

峰まではルンゼ状の岩場が続く。難しくはないが登る際は浮石を落とさないように慎重に

進む。Ⅷ峰の頭からは２５ｍの懸垂下降を２回行いコルまで下りる。２回目の懸垂下降で

は急傾斜の後、いきなり反った岩壁となるので下り辛い。八ツ峰ノ頭へは淀川がリードし

て、安部がＦｉｘを張り通過する。八ツ峰ノ頭の裏からは池ノ谷乗越へ５０ｍの懸垂下降

する。池ノ谷乗越で休憩を取り、ガレ場を下り長次郎谷雪渓に入る。雪渓下降時は上部が

急でシュルンドも開いているため、福留ＯＢと安部が先行して雪渓に１００ｍＦｉｘを張

る。Ｆｉｘ通過後は八ツ峰側の岩壁に沿うように進み、途中から雪渓に入った後も傾斜が

緩くなる熊ノ岩付近までは慎重に下降した。熊ノ岩からは長次郎出合まで駆け下り帰幕し

た。この日、安済ＯＢが入山された。 

 

８月１４日 雨のち晴 ９℃ 

ＢＣ（６:５０）～熊ノ岩付近（８:２０）～雪上訓練開始（８:３５） 

～雪上訓練終了（１１:３０）～ＢＣ（１２:３５）  

 この日は４時に起きたが強い雨が断続的に下り続いているため、６時半頃まで天気待ち

をして雨が弱くなってから出発した。天気が崩れないうちに剱沢雪渓をどんどん登って行

く。熊ノ岩付近で雪上歩行訓練、滑落停止訓練を行う。その後訓練も兼ね、スタカットで

Ａフェースへ向かう。雪渓途中のガレ場では、中間支点としてスノーバーを使用する実践

的な内容も取り入れた訓練を行った。Ａフェースの取り付きに着くころには雨脚も次第に

強くなってきた。コンティニュアス、グリセードの訓練をして熊ノ岩へ戻り、駆け下りで

ＢＣに帰幕した。 

 

８月１５日 雨 ８℃ 

 真砂沢ロッジ（６:００）～剱沢キャンプ場（８:４５） 

雨が降る中、急いでテントを撤収する。縦走初日で一年生はパッキングに時間が掛かっ

た。重荷の雪渓歩きはとても辛く、何度も滑りそうになりながらも登る。２時間程登ると

雪渓は終り、そこからは歩き易いガレた道をひたすら登り詰める。剱沢キャンプ場に着い

た時には雨風が強くなってきており、急いでテントを設営する。この日は身体をゆっくり

休め、夕食はＳＤの中東風スペシャルディナーを腹一杯食べて明日からの長時間行動に備

えた。 

 

８月１６日 曇 ８℃ 

剱沢キャンプ場(５:５０)～雄山(７:００)～一の越山荘(９:２５)～鬼岳(１０:３０) 

～獅子岳(１１:３０)～五色ヶ原キャンプ場(１３:００) 
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 剱沢キャンプ場から安済ＯＢと別れて別山へ向かう。別山の登りは、傾斜が急な上にガ

レているため、浮石に気を付けながら進む。別山頂上を通過し、そこからは稜線を伝って

立山方面へと進む。この日は曇空だったため、立山の絶景を拝むことはできなかった。富

士ノ折立の急登を登り、大汝山を越え雄山へと着く。雄山神社の前で写真を撮り、すぐに

一ノ越までの下りに入る。観光客がとても多く対向者と譲り合いながら下る。一ノ越での

休憩後は、龍王岳、鬼岳、獅子岳とアップダウンの激しい行程が続いた。鬼岳と獅子岳の

間では途中に雪渓が出てきた。獅子岳からザラ峠までの下りは浮き石が多く、ハシゴもあ

ったため注意して進む。ザラ峠から五色ヶ原までの登りを終えると、程なくして木道とな

り、しばらく進むと五色ヶ原キャンプ場に着いた。 

                                     

８月１７日 晴のち曇 ９℃ 

五色ヶ原キャンプ場(６:００)～鳶山(６:５０)～越中沢岳(８:０５) 

    ～スゴノ頭手前(９:４０)～スゴ乗越(１１:００)～スゴ乗越小屋(１１:４５) 

五色ヶ原キャンプ場からしばらく木道を滑らないように気を付けながら進んでいく。そ

こから、鳶山を過ぎ、越中沢岳への緩やかな登りが見えてくる。越中沢岳からの下りは岩

稜帯が続き、途中の大岩では残置ロープを使いながら慎重にクライムダウンした。スゴノ

頭までの急登を登り切ると樹林帯の下りになる。スゴ乗越からは急登となり、登り切ると

スゴ乗越小屋のキャンプ場に着いた。 

 

８月１８日 晴 １２℃ 

スゴ乗越小屋（６：００）～間山（７：００）～薬師岳（９：３０） 

                         ～薬師峠キャンプ場（１１：２０） 

 スゴ乗越小屋を出発し、まず間山へと向かう。急登を過ぎると徐々に傾斜が緩くなり、

砂利道となったところで間山の山頂に辿り着いた。そこからは薬師岳へと向かう。浮石の

多い岩稜帯を進み、北薬師岳を過ぎ、しばらく稜線を歩くとようやく薬師岳の山頂が見え

た。薬師岳への急登を登り、山頂で写真を撮った後薬師峠へと向かう。薬師岳山荘付近ま

では、傾斜の緩やかな九十九折りのザレ道で歩き易かった。その後薬師平の平坦な道とな

り、沢沿いの道を進む。浮石が多いガレた道を足元に注意しながら下り続けると薬師峠キ

ャンプ場が見えた。テント場に着いてからは天気も良好だったため、テントのグランドシ

ートに付いた泥などを洗い落としてから設営した。 

 

８月１９日 晴 １１℃ 

薬師峠キャンプ場（６：００）～薬師沢小屋（８：３０） 

～雲ノ平キャンプ場（１１：５０） 

 薬師峠キャンプ場から太郎平小屋方面へと出発した。太陽は薬師岳の支稜に隠れて肌寒

い。しばらく歩くと太郎平小屋に到着し、雲ノ平や水晶岳が姿を現す。そこから薬師沢方
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面へ下って行った。下り切るまでは道幅が狭いため何度もザックが木に引っ掛かるが、そ

の後は沢沿いの平坦な木道となり歩き易かった。しばらく歩くと薬師沢小屋に着いた。薬

師沢小屋から橋を渡ると、すぐに急なハシゴ場が２つあった。１つ目を慎重に下りた後、

２つ目のハシゴは使用せずに沢側に巻いて通り過ぎた。そこから少し歩いたところに高天

原方面と雲ノ平方面への分岐が出てきたため、雲ノ平方面へと向かう。雲ノ平への登りは、

苔のついた岩場の急登で、滑らないように注意しながらガンガン登って行った。やがて傾

斜が緩くなり、雲ノ平へと辿り着く。そこからは木道が続き、アラスカ庭園、奥日本庭園、

雲ノ平山荘を通り過ぎるとキャンプ場への分岐点に辿り着く。そこから木道を少し下ると

雲ノ平キャンプ場に辿り着いた。 

 

８月２０日 晴 ７℃ 

雲ノ平キャンプ場（５：５０）～祖父岳山頂（６：４５）～鷲羽岳山頂（８：３０） 

   ～三俣山荘（９：３５）～三俣蓮華岳山頂（１０：２０）～双六岳山頂（１１：２５） 

                          ～双六キャンプ場（１２：１０） 

 雲ノ平キャンプ場を出発し、まずは祖父岳へと向かう。ガレ場の急登を行き祖父岳の山

頂に到着する。頂上で写真を撮りワリモ北分岐へと進み、ワリモ岳の山腹を巻いて鷲羽岳

への急坂を登る。鷲羽岳の山頂に到着し休憩を取り三俣山荘へと一気に下る。三俣山荘を

通過し三俣蓮華岳の山頂へはガレた急坂となる。皆、疲れが見えてきたが声を張り上げな

がら登っていく。山頂からは稜線を進み丸山を経由し双六岳に到着する。双六小屋への下

りを進むと、やがて双六小屋の赤い屋根が見え始めた。気を抜かぬよう慎重に下り、双六

キャンプ場へと到着した。 

 

８月２１日 快晴 ８℃ 

双六キャンプ場（６：００）～硫黄乗越（７：００）～千丈沢乗越（８：３０） 

～槍ヶ岳山荘（９：３０）～槍ヶ岳山頂（１０：３０）～殺生ヒュッテ（１１：１０） 

 双六キャンプ場を出発し３０分程で樅沢岳山頂に着く。そこからは西鎌尾根を進み槍ヶ

岳へと向かう。硫黄乗越から千丈沢乗越まではクサリ場が多いため慎重に進む。千丈沢乗

越からは、槍ヶ岳の肩への九十九折りの急登を１時間程登ると槍ヶ岳山荘に到着した。槍

ヶ岳山荘近くにザックを置き、槍ヶ岳頂上を目指す。槍ヶ岳への登りは登山客で混雑して

おり、また長いハシゴが何ヵ所かあるため慎重に上る。山頂からは穂高岳や薬師岳などの

周囲の山々が一望できた。その後、槍ヶ岳山荘からは槍沢へ続く登山道を下り、２０分程

で殺生ヒュッテに辿り着いた。殺生ヒュッテのキャンプ場は水場が遠いため、テント設営

パーティと水汲みパーティに分かれる。水場はテント場から１５分程下ったグリーンバン

ドという場所にあり、稜線へ上る登山者の水の補給地点となっていた。水を汲み３０分程

でテントに戻ると、設営パーティがお茶を作って待っていた。その後全員でお茶を飲み、

この日の行動は終了した。 
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８月２２日 晴 ８℃ 

殺生ヒュッテ（５：００）～西岳（７：４０）～大天井ヒュッテ（９：４０）                         

～大天井岳山頂（１０：４０）～横通岳（１２：１０）～常念小屋（１２：５０） 

殺生ヒュッテから１０分程急登を上り東鎌尾根に着く。改装中のヒュッテ大槍の横を通

り、いくつものハシゴがある狭い道を慎重に下る。水俣乗越までは両脇が切れ落ちた道を

気を付けながら下り、西岳への九十九折りの急登は途中にある岩壁沿いのクサリ場を慎重

に登る。そこからは稜線に沿うように登山道を歩き、樹林帯を通過し大天井ヒュッテまで

行く。大天荘へのガレた道の登りは暑さに苦しみながら進む。大天荘からは荷を下ろして

大天井岳の山頂まで向かう。大天井岳山頂からは松本の市街を眺めることができた。山頂

から横通岳までは緩やかな道を下り、そこから急な樹林帯を一気に下ると常念小屋に着い

た。近くに水場が無いため往復約１時間かけて水汲みに行った。 

                                  

槍ヶ岳頂上にて 

手前左より 高橋 鈴木 淀川 安部 渡邊 小野寺 岩附 
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８月２３日 晴 ９℃ 

常念小屋(４：３０)～常念岳(５：３０)～蝶ヶ岳(８：１５)～大滝山(９：３０) 

～徳本峠小屋(１３：００) 

左手に松本の町並を見ながら常念小屋を出発し、常念岳に向かう。常念岳までは１時間

程ガレた道が続くため注意して進む。常念岳の頂上からは朝日に輝く絶景を見ることがで

きた。そこから蝶槍までは草地のような平坦な道を進む。蝶槍からは緩やかな稜線歩きが

東鎌尾根ハシゴ場 
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続き、蝶ヶ岳の手前で荷物を置いて空身で頂上まで登った。そして分岐を南東に進み大滝

山に向かう。大滝山北峰を通り過ぎると、すぐに大滝山に着いた。大滝山までは人が通っ

ていないのか、登山道が大分草に覆われている。大滝山から徳本峠までは、展望のきかな

い樹林帯の道となる。風景の変わらない緩やかな登り下りを３時間程行くと、やがて徳本

峠小屋が姿を現す。徳本峠小屋が見えた時は全員が喜んでいた。 

 

８月２４日 晴 １１℃ 

徳本峠小屋（４：３０）～岩魚留小屋（５：３０）～二俣（７：００） 

～島々（８：１０） 

 島々を目指してラテルネを点け徳本峠を出発する。皆気合が入っており足取りも軽い。

急坂を過ぎてから岩魚留小屋までは一気に駆け下る。二俣までの途中に崩壊している箇所

などあったが気を付けながら通過する。湿気により地面が多少濡れており足を滑らせて転

ぶ者もいたが、勢いに任せてひたすら駆け下った。二俣からは約６ｋｍの緩やかな林道を

ノンストップで走り抜け徳本峠入口に到着した。ここで整理体操を行い夏山合宿は終了し

た。皆、心身ともに疲れきり充実感に浸っていた。 
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６．秋山合宿 
 
期 間：２０１２年９月２７日～１０月３日 

 

場 所：北アルプス 剱岳周辺 

 

参加メンバー：４年 淀川裕司 

３年 安部晶子 渡邊葉月 

１年 岩附正樹 小野寺央峻 鈴木智大 高橋颯 

       ＯＢ 西出広平 小林新平 

   

行動概要： ９月２７日 離京 新宿発（新宿駅西口 工学院大学前２３：２０発） 

２８日 富山駅～立山駅～美女平 入山 室堂～剱沢キャンプ場（ＢＣ） 

２９日 ＢＣ～Ⅵ峰 Ａフェース 魚津高ルート 

         Ｃフェース 剣稜会ルート 

ＲＣＣルート 

３０日 ＢＣ～Ⅵ峰 Ｃフェース 剣稜会ルート 

ＲＣＣルート   （岩附下山） 

１０月 １日 ＢＣ～長次郎出合～ＢＣ          （高橋下山） 

ＢＣ～別山乗越～大日岳～別山乗越～ＢＣ 

（ロングランパーティ）  

 ２日 ＢＣ～Ⅵ峰 Ｄフェース 富山大ルート 

          Ｃフェース ＲＣＣルート 

ＢＣ～大汝山～雄山～一ノ越～雷鳥平～別山乗越～ＢＣ 

（ロングランパーティ） 

３日 剱沢キャンプ場～室堂 下山  

 

９月２８日 晴  

室堂バスターミナル（８：３０）～別山乗越（１０：３０） 

～剱沢キャンプ場（ＢＣ）（１１：００） 

室堂へは新宿から夜行バスでＪＲ富山駅まで行き電鉄富山、立山ケーブルカーを使用し、

美女平から立山高原バスを利用した。室堂バスターミナルには多くの登山者がいるが、追

い抜きながら雷鳥沢へ向かう。地獄谷では有毒な火山ガスが発生しているため、みくりが

池温泉の分岐を北東に進み、リンドウ池と雷鳥荘の横を通る。３０分程で雷鳥沢キャンプ

場に到着し、別山乗越への登りに向かう。晴天のため寒さを感じられず、むしろ暑いくら

いである。辺りはかすかに紅葉しており、夏の終わりを感じた。急登の途中で 1 度休憩を

取り、剱御前小屋で再び休憩を取った後に剱沢キャンプ場まで駆け下り、ここをＢＣとす
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る。夏山合宿の時とは異なり、野営場管理所近くの水場のみ使用できた。この日は行動時

間が短かったため、明日に備えて各自しっかりと休養を取った。 

 

９月２９日 晴 ６℃ 

ＢＣを出発し、剱沢雪渓まで夏道を下る。剱沢雪渓までガレ場を下り、雪渓に入ってす

ぐのところでスパッツとオーバー手袋を着ける。雪渓は想像以上に凍っているためよく滑

る。平蔵谷出合と長次郎出合の間は雪渓が薄くなっているのが見えたため、左岸のガレ場

を巻いて通過する。長次郎出合にも出合を塞ぐようにクレバスが横へと走っており、左岸

の雪渓のへりを２０ｍ程通って雪渓に渡り返した。長次郎谷雪渓は剱沢雪渓よりもまだ軟

らかく登り易かった。Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼまで雪渓を登り、そこから雪渓が崩れているため

源次郎尾根側の岩場を通る。再び雪渓に移り、そこから各フェースへ向け雪渓を登る。 

 

＊Ａフェース魚津高ルート 

 小林(ＯＢ)＝小野寺(１)＝高橋(１) 

ＢＣ(４：４５)～長次郎出合(５：４５)～取り付き(７：３０)～登攀開始(７：４０) 

～Ａフェースの頭(８：５５)～Ⅴ・Ⅵのコル(９：２０) 

１ピッチ目 取り付きからは、最初に凹角を登り、抜けたところからは右寄りに進む。途

中の大岩を右にトラバースし、フェースを少し登るとテラスに着き、ここで

ピッチを切った。 

２ピッチ目 ここからはカンテ沿いに登り、少し登ると左側にカンテ、右側に凹角が並ん

でいるのが見えた。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。登り切ると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

る箇所もあったため慎重に登る。残置ピンの数は多かったため、思い切って

登れた。登り切ると左側にテラスが見えた。ここでピッチを切った。 

３ピッチ目 最初に見えるフェースを登った後は、リッジ上を忠実に登った。途中からハ

イマツが出てきて、少し進むとＡフェースの頭に着いた。 

下降はまずⅤ・Ⅵのコルへと下りる懸垂地点までハイマツ帯を慎重に進む。そこから５

０ｍの懸垂下降を行い、Ⅴ・Ⅵのコルに到着した。このあと小林ＯＢと高橋は剣稜会ルー

トへの登攀のためＣフェースへと向かい、その間小野寺はⅤ・Ⅵのコルにて待機となった。 

  

＊Ｃフェース剣稜会ルート 

 安部（３）＝鈴木（１）＝西出（ＯＢ） 

ＢＣ（４：４５）～長次郎出合（５：４５）～取り付き（７：４５） 

～登攀開始（８：００）～Ｃフェースの頭（１２：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（１３：２０）

～長次郎出合（１５：３０）～ＢＣ（１６：４０） 

 長次郎谷雪渓はⅥ峰フェースの５０ｍ程下で途切れており、ガレ場を登ってＣフェース
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剣稜会ルートの取り付きに着いた。１～３ピッチ目は西出ＯＢ、４～５ピッチ目は安部が

リードした。 

１ピッチ目 取り付きからフェースを右寄りにスラブを左上して登って行くとテラスに着

く。そこでピッチを切った。 

２ピッチ目 バンドを右にトラバースし凹角を登る。その後は傾斜の緩いホールドのしっ

かりしたフェースを登る。特に難しいところはないがザイルの流れを考えな

いと登り難い。ハイマツのあるテラスでピッチを切る。ハーケンを１つ打っ

て支点を補強する。 

３ピッチ目 スラブ状のフェースを登る。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易しい。ザイルを５０ｍ一杯に伸ばし浮き石の多いテ

ラスでピッチを切る。 

４ピッチ目 正面の三角形に見える壁を左側から登り、ナイフリッジに出る。ナイフリッ

ジは高度感もあり気が引ける。短いリッジを細かいスタンスを頼りにトラバ

ースし、レッジでピッチを切った。ピッチの途中で後続の小林パーティに抜

かれる。 

５ピッチ目 ガレ場のような岩場を登って行き、Ｃフェースの頭に出て登攀を終了した。 

 

＊Ｃフェース剣稜会ルート 

 小林(ＯＢ)＝高橋(１) 

取り付き(９：５０)～登攀開始(１０：００)～Ｃフェースの頭(１２：００) 

～Ⅴ・Ⅵのコル(１２：３０)～長次郎出合(１４：３０)～ＢＣ(１６：００) 

１ピッチ目 取り付きからはスラブとなっていたが、ホールドも多く登りやすい。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。そこから階段状の岩場

を登り切り、ハイマツ帯を抜けてテラスへと出る。近くの階段状のバンドの

右端で支点を取る。段々と高度感が出てきて、それと同時に緊張感も増して

きた。 

３ピッチ目 最初のハイマツ帯を抜けてからは、左側のフェースを登った。広いスラブを

越えると、そこから凹角状のガレ場に入り、ザイルを目一杯伸ばして、リッ

ジ上の広いテラスでピッチを切った。ここで先行していた西出ＯＢパーティ

に追いつく。 

４ピッチ目 剣稜会ルートの核心部のナイフリッジである。ナイフリッジを右へとトラバ

ース気味に進んでいく。途中の垂直に切れ落ちているところは慎重に進み、

トラバースが終わった所でピッチを切る。ここのピッチで、高橋がカムデバ

イスの回収を忘れるミスを起こした。回収は後方にいた、西出ＯＢパーティ

が行った。 
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５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のコルへと向かう。道が判りづらく、三ノ窓雪渓の方に下

りそうになったが長次郎谷側に下りることを意識していればⅤ・Ⅵのコルに下りられる。

コル手前のハイマツ帯に、前のパーティが作ったと思われる懸垂支点があったので利用し、

２５ｍ懸垂下降を２回行い、八ツ峰の縦走路に合流しガリーをクライムダウンしⅤ・Ⅵの

コルまで下りた。Ⅴ・Ⅵのコルで小林パーティと合流し、長次郎出合まで下り剱沢雪渓を

登り返し、ＢＣに着いた。 

 

＊ＣフェースＲＣＣルート 

 淀川（４）＝岩附（１） 

ＢＣ（４:４５）～長次郎出合（５：４５）～取り付き（７:４０）～登攀開始（８：００） 

～Ｃフェースの頭（９：２０）～Ⅴ・Ⅵのコル（１０：５０） 

1 ピッチ目 浮石の多い浅いルンゼを左上する。ザイルを２５ｍ程出したところでピッチ

を切る。 

２ピッチ目 左のハイマツを避け少し右にトラバース気味に登り、テラスでピッチを切る。 

３ピッチ目 大分高度が上がってきた。右の凹角と左のハイマツ帯の間の急なスラブ状の

フェースを浮石を落とさないように慎重に登り、テラスに出てピッチを切る。 

４ピッチ目 傾斜の緩い凹角を登る。ホールドも次第に増え、登りやすい。ザイルを４０

ｍ程出しテラスに出た。テラスではハイマツで支点を取ることが出来る。 

５ピッチ目 傾斜の緩いフェースを左上気味に藪の中の岩を辿りながら直上すると、剣稜

会ルートの６ピッチ目に出てしまった。そのまま登りＣフェースの頭に着き、

登攀を終了した。 

Ｃフェースの頭から懸垂支点まで行くが下降路を間違えて、三ノ窓雪渓側で５０ｍ懸垂

下降をしてしまった。間違えに気付いたが登り返すよりは下りた方が良いと判断し、もう

一度５０ｍ懸垂下降をしてルンゼ内へと下りる。ルンゼ内で回収の際に落石がザイルに当

たり、片方のザイルの丁度真ん中辺りの芯が剥き出しになってしまった。見たところザイ

ルの剥き出しとなった部分が切れかかり使用できそうにない。ルンゼ内をⅤ・Ⅵのコルま

で登り返し、Ⅴ・Ⅵのコルで剣稜会を登っている小林パーティを待ち、ザイルを受け取り

魚津高ルートへの取り付きに向かう。 

 

＊Ａフェース魚津高ルート 

 淀川（４）＝岩附（１） 

登攀開始（１２：３０）～Ａフェースの頭（１３：３５）～Ⅴ・Ⅵのコル（１４：００）

～ＢＣ（１７：００） 

１ピッチ目 リッジの下の凹角から取り付く。ホールドの豊富な凹角を登り、抜けたところ

で右寄りに進み、狭い凹角へ移る。凹角を抜けたところのハングした大岩を
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右にトラバースし、フェースを登る。左上していくとテラスに着きピッチを

切った。 

２ピッチ目 カンテ沿いに登り途中で凹角に移るが、少し登ったところで再びカンテへと移

る。ホールドの少ない傾斜のあるフェースを登り、テラスに出てピッチを切

った。テラスには残置ピンが多くあった。 

３ピッチ目 フェースを登り、リッジ上を進む。途中にあるナイフリッジを巻き、ハイマツ

混じりのフェースを少し登るとＡフェースの頭に着き登攀を終了した。 

５０ｍ懸垂下降してⅤ・Ⅵのコルまで下りた。Ⅴ・Ⅵのコルで登攀具を整理し、先にＢ

Ｃに向かったパーティを追いかけた。長次郎出合で合流し剱沢を登り返し、ＢＣに帰幕し

た。 
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９月３０日 晴 ６℃ 

台風接近による天候の悪化を懸念していたが、予想に反して空には星も見える。前日か

ら体調不良を訴えていた鈴木は発熱も見られたため、大事を取ってテントキーパーとした。

下山する岩附と別れＢＣを出発する。別山乗越までは淀川が付き添う。空は晴れているが、

雲の流れが速い。長次郎出合にあるクレバスは、前日に比べて広がっていた。順調に雪渓

を登り、長次郎谷雪渓途中で淀川と合流した後、各フェースへと向かった。 

 

＊Ｃフェース剣稜会ルート 

 淀川（４）＝小野寺（１） 

ＢＣ（４：５５）～長次郎出合（５：５０）～熊ノ岩下部（６：５０） 

～取り付き（７：３５）～登攀開始（７：４５）～Ｃフェースの頭（９：３０） 

～Ⅴ・Ⅵのコル（１１：２０）～ＢＣ（１３：１０） 

※ダブルロープが 1本使用不可のため、９ｍｍロープ 1本で登る。 

１ピッチ目 取り付きからスラブを忠実に登りテラスでピッチを切った。 

２ピッチ目 ハイマツ混じりのリッジを登る。階段状の岩場を登りテラスに出てピッチを

切った。この辺りは浮石が多く落石に注意した。 

３ピッチ目 土混じりのフェースを登る。Ｄフェース側が切れ落ちているため高度感があ

る。途中、１ヵ所ハーケンを打ち支点を取った。フェースを左上気味に登り、

傾斜が落ちてきた所でテラスに出てピッチを切った。 

４ピッチ目 リッジを少し登り、そこから右へトラバースした。トラバースした場所は、

ナイフリッジで切れ落ちており、リッジに手を置き慎重に足を運んだ。トラ

バース終了点の狭いレッジでピッチを切った。 

５ピッチ目 その後簡単なフェースを登り、Ｃフェースの頭へと到着し、登攀を終了した。 

 Ｃフェースの頭でＲＣＣルートパーティと合流し、Ⅴ・Ⅵのコルへ下りた。Ⅴ・Ⅵのコ

ルで小林パーティを待ってから共に帰幕した。 

 

＊Ｃフェース剣稜会ルート 

安部（３）＝渡邊（３）＝小林（ＯＢ） 

ＢＣ（４：５５）～取り付き（７：５０）～登攀開始（８：００） 

～Ｃフェースの頭（１１：００）～長次郎出合（１３：００）～ＢＣ（１４：３０） 

 １～２ピッチ目は安部が、３～５ピッチ目は渡邊がリードした。 

１ピッチ目 取り付きから２、３歩バンド沿いを右へとトラバースした後は、スラブを左

上気味に直上する。きちんと見れば足場はしっかりしているので登りやすい。

４０ｍ程登るとテラスに着く。 

２ピッチ目 テラスから右へと伸びるバンド沿いにトラバースし、凹角を登る。凹角を越

えた後は緩傾斜のフェースを登りやすいルートを探しつつ直上し、テラスに
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出て支点を取りピッチを切った。 

３ピッチ目 テラスからスラブ状のフェースを直上する。浮石に気を付けながら登り、途

中のバンドからは左上気味に上部に見えるハイマツ帯を目指す。凹角状の岩

場を直上するとハイマツ帯に出て、ナイフリッジ手前のテラスでピッチを切

った。 

４ピッチ目 テラスから簡単なフェースを直上すると、ナイフリッジが見えた。ナイフリ

ッジを右側へと回り込んでトラバースする。トラバースではあるがスタンス

が遠い場所にあるので慎重に登る。ナイフリッジを抜けて、正面のフェース

を少し登ったところにあるテラスでピッチを切った。 

５ピッチ目 簡単な岩場を直上すると、程なくしてＣフェースの頭へ着いた。 

 

＊ＣフェースＲＣＣルート 

 西出(ＯＢ)＝高橋(１) 

ＢＣ(４：４０)～長次郎出合(５：４０)～取り付き(８：００)～登攀開始(８：１５) 

～Ｃフェースの頭(１０：００)～Ⅴ・Ⅵのコル(１１：００)～長次郎出合(１２：００) 

～ＢＣ(１３：１０) 

１ピッチ目 取り付きの支点が弱かったため、ハーケンを 1本打ち足し、登攀を開始する。

浅いルンゼを左上するが、途中から浮石がかなり多くなるため慎重に進む。

注意しながら登り、ルンゼの途中でピッチを切った。 

２ピッチ目 右のフェースに入り、左上にあるハイマツ帯を避けながらトラバースして進

む。途中のテラスでピッチを切った。 

３ピッチ目 ここから右の凹角と左のハイマツ帯の間の急なスラブ状のフェースを登る。

足場が段々と細かくなってきたため慎重に登る。天気も良かったためスムー

ズに登る。小さなテラスでピッチを切った。ここの支点では、アングルを１

本使い支点の補強をした。 

４ピッチ目 高橋がセカンドで登る際に、アングルの回収にてこずる。ここからは、やや

傾斜が落ち始めた凹角を登る、ホールドも多くなってきたが、岩が脆いため

気は抜けない。抜け口のテラスでカムデバイスとアングルを使い支点を取っ

た。 

５ピッチ目 ハイマツの中の岩を辿りながら直上し、ハイマツを抜けたところで、Ｃフェ

ースの頭に到着した。 

全体的に支点が脆いため、各ピッチの終了点で支点を打ち足した。下降はⅤ・Ⅵのコル

へ下りる懸垂地点まで進む。途中に危険箇所があったため、懸垂地点まで２５ｍ懸垂下降

する。そこから、Ⅴ・Ⅵのコルへ５０ｍ懸垂下降する。Ⅴ・Ⅵのコルからは、浮き石の多

い道を通り、長次郎谷雪渓まで進む。ここから長次郎谷雪渓を下り、剱沢雪渓を登り返し

てＢＣへと帰幕した。テントは台風に備えて、先に帰っていたパーティが野営場管理所の
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脇に移動させる。帰幕する頃には雨は本降りとなり、雨風は夜通し続いた。 

 

 

 

１０月１日 曇 ５℃ 

ＢＣ（６：４０）～長次郎出合（７：３０）～ＢＣ（８：５０） 

 昨夜から台風の影響で雨が下り続いているため、行動を１時間遅らせる。５時に飯を食

べその後、高橋と小林ＯＢは下山された。６時３０分まで天気待ちをして雨が止み始めた

ので出発する。剱沢雪渓は融雪が進み平蔵谷出合付近のクレバスは広がっていた。平蔵谷

出合と長次郎出合の間の雪渓は薄くなっているので右岸の夏道に移る。夏道は、所々Ｆｉ

ｘロープが張られており慎重に長次郎出合まで下る。上部には濃いガスが掛かっており小

雨も降っている。登攀はできそうもないと判断し登攀を諦めＢＣへ引き返す。帰幕後、台

風対策のため野営場管理所の脇に隣接させていたテントを元の位置まで戻した。明日の登

攀に備えて体を休める時間を多く取ることができた。 

Ｃフェース剣稜会ルート ４ピッチ目 ナイフリッジ 
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＊ロングランパーティ（大日岳往復） 

安部（３）渡邊（３） 

ＢＣ（６：４０）～室堂乗越（７：３０）～奥大日岳（８：４０） 

～大日岳（１０：１０）～奥大日岳（１１：５０） 

～別山乗越（１３：３０）～ＢＣ（１４：２０） 

今日は登攀パーティ、ロングランパーティに分かれての行動となる。朝から雨が下り続

いていたため、６時半まで天気待ちをしてからの出発となった。剱御前小屋まで登り、稜

線沿いの登山道を進む。曇り掛かってはいるが下部には雷鳥荘等が見通せる。なだらかな

登山道は次第に浮石の多い下り道へと変わり、室堂乗越まで下り続ける。室堂乗越からは

平坦な登山道が続くが、小ピークが見え始めて登りとなる。小雨が降ってきたため雨具を

着け、小ピークを幾つか越えながら登り下りを繰り返して稜線上を進む。途中で登山道が

分岐し、稜線沿いに数ｍ進むと奥大日岳に着いた。奥大日岳のピークから周囲を見渡すが、

辺りに道らしいものはなくハイマツ帯に囲まれている。稜線を分岐まで引き返し、稜線沿

いの登山道を下る。下りでは途中ハシゴも出てくる箇所もあり、気を付けながら進む。下

り切ると平坦地となり七福園の池塘や木道などが見え始める。平坦地から中大日岳まで登

り切ると、程なくして大日小屋に着いた。大日小屋から１０分程登ると、大日岳のピーク

に着く。せっかく登ったのは良いが、全くもって景色に恵まれない。大日小屋まで戻り、

休憩の後に来た道を戻る。奥大日岳まで一気に登り返し、ここから剱御前小屋までひたす

ら進む。止まっていると小雨のため寒さが堪える。奥大日岳で登攀パーティへシーバーで

交信を入れるが、悪天候のためか繋がらない。室堂乗越から九十九折りを登り返し、剱御

前小屋で休憩後にＢＣへと帰幕する。ＢＣには先に帰っていた登攀パーティがお茶を作っ

てくれていた。 

 

１０月２日 晴 ２℃ 

ＢＣでロングランパーティと分かれ出発しＤフェースへと向け雪渓を登る。取り付きに

到着し休憩を取り登攀を開始する。淀川＝鈴木パーティが先行し、すぐ後に同じ富山大ル

ートを西出ＯＢ＝小野寺パーティが登る。時折ガスが出て岩も若干湿っていたが登攀に問

題は無い。しかし後続パーティの西出ＯＢが富山大ルートの２ピッチ目を登っている途中

で足元の岩が崩壊した。西出ＯＢは５ｍ程滑落し、落石が小野寺に当たった。幸いお互い

に怪我は軽度だったが岩が安定せず、落石が頻発したため登攀を続行することは不可能と

判断した。西出ＯＢがロワーダウンでテラスまで下りて懸垂支点を作り、そこから２５ｍ

懸垂下降で取り付きまで下降した。その後ＣフェースのＲＣＣルートの登攀へと切り替え

た。 
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＊Ｄフェース富山大ルート  

淀川（４）＝鈴木（１） 

ＢＣ（４：５０）～長次郎出合（５：３５）～取り付き（７：００） 

～登攀開始（７：３０）～Ｄフェースの頭（１１：１０）～Ⅴ・Ⅵのコル（１２：５０） 

～ＢＣ（１４：５０） 

１ピッチ目 取り付きのルンゼは日が当たらず岩が冷えており少し濡れているため恐怖感

がある。スタンス、ホールドの細かい凹角を登り右側のレッジへ出る。再度

凹角内に戻るが、大岩を抱きかかえるように越えるため高度感がある。すぐ

にテラスとなりピッチを切った。 

２ピッチ目 左へ弓状にカーブした凹角を登るが、ホールドも少なく岩が濡れている。そ

の上浮石も多いため、途中で一度Ａ０をした。左のフェースに移る手前に大

きな大量の浮石があり踏み落とさぬよう注意しながら登りテラスに出た。テ

ラスから５ｍ程フェースを直上し２人くらい立てる草付きでピッチを切った。 

３ピッチ目 フェースを直上する。支点の上部に大きな岩が浮いており危険なため注意し

ながら登る。ホールドは豊富にあるため登り易く、バンドでピッチを切るこ

とができた。残置ピンはどれも不安定であったが灌木で支点が取れる。 

４ピッチ目 バンドを左にトラバースしてリッジに出る。日も当たり岩の状態も良いため

登りやすい。 

５ピッチ目 傾斜の強いリッジを登っていく。天気も良く高度感があり爽快である。ハイ

マツ帯が現れ、レッジでは頑丈なハイマツも使用して支点を取った。 

６ピッチ目 傾斜も緩くなってきたリッジを安定したテラスまで登った。その後は踏み跡

を辿りＤフェースの頭まで登り登攀を終了した。 

 

＊ＣフェースＲＣＣルート 

 西出(ＯＢ)＝小野寺(１) 

ＢＣ(４：５０)～長次郎出合(５：３５)～取り付き(９：００)～登攀開始(９：３０) 

～Ｃフェースの頭(１１：３０)～Ⅴ・Ⅵのコル(１２：５０)～ＢＣ(１４：４５) 

１ピッチ目 取り付き点の支点が弱かったため、ハーケンを 1 本打ち足し、登攀を開始す

る。浅いルンゼを左上するが、途中から浮石がかなり多くなるため慎重に進

む。注意しながら登り、ルンゼの途中でピッチを切った。 

２ピッチ目 右のフェースに入り、左上にあるハイマツ帯を避けながらトラバースして進

む。途中のテラスでピッチを切った。 

３ピッチ目 ここから右の凹角と左のハイマツ帯の間の急なスラブ状のフェースを登る。

足場が段々と細かくなってきたため慎重に登る。小さなテラスでピッチを切

った。ここの支点では、アングルを１本使い支点の補強をした。 

４ピッチ目 ここからは、やや傾斜が落ち始めた凹角を登る、ホールドも多くなってきた
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が、岩が脆いため気は抜けない。抜け口のテラスでカムデバイスとアングル

を使い支点を取った。 

５ピッチ目 ハイマツの中の岩をたどりながら直上し、ハイマツを抜けたところで、Ｃフ

ェースの頭に到着した。 

Ｃフェースの頭で淀川＝鈴木パーティと合流した。下降は八ツ峰の縦走路を進む。Ⅴ・

Ⅵのコルへ２５ｍと５０ｍの２回懸垂下降した。Ⅴ・Ⅵのコルで休憩を取り、長次郎谷雪

渓を駆け下り長次郎出合から剱沢雪渓を登り返してＢＣに帰幕した。 

 

＊ロングランパーティ 

安部（３）渡邊（３） 

ＢＣ（４：４５）～別山（５：３０）～雄山（７：００） 

～雷鳥沢キャンプ場（８：２０）～別山乗越（９：４５）～ＢＣ（１０：２０） 

 登攀隊と分かれてラテルネを点けて行動する。別山乗越から別山に向かい、途中で大分

明るくなってきたのでラテルネを外す。別山に着き、そこから雄山に向かい稜線上を進む。

晴れていて薬師岳から後立山連峰まで見渡せたが西風が冷たい。なだらかな稜線を進み、

富士ノ折立の手前の急登を登ると、大汝山から雄山までは２０分程で着いた。雄山に着く

頃には冷たい西風も無くなったが空気は冷たく雲も増え始めた。雄山で登攀隊とシーバー

交信をし、お互いの状況を伝え合った。雄山から一ノ越山荘、室堂山荘を通って雷鳥沢に

下りた。雷鳥沢から入山と同じように別山乗越に向け最後の登りを登る。休憩を取らずに

一気に登った。荷物が軽いとこれ程にもペースが違うのかと実感した。別山乗越からＢＣ

へと帰幕する。帰幕後はお茶を飲み、テント整理をして登攀隊の帰りを待った。 

 

１０月３日 曇 ４℃  

剱沢キャンプ場（４：４０）～別山乗越（５：３０）～雷鳥沢キャンプ場（６：２０） 

～室堂バスターミナル（７：１０） 

 素早くテントを撤収して室堂バスターミナルへ向けて出発する。各々ペースにばらつき

はあるが別山乗越までひたすら登っていき剱御前小屋前で休憩を取る。気合を入れ直し一

気に雷鳥沢キャンプ場までガレ場を駆け下った。室堂バスターミナルまでは競争となり最

後の力を振り絞る。モルタルの道が続き階段のアップダウンが辛い。全員が室堂バスター

ミナルに到着したところで整理体操を行い、秋山合宿を終了した。 
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７．耐寒合宿 

 

期間：三ツ峠 ２０１２年１１月１７日～１１月１９日 

富士山      １１月２２日～１１月２６日 

 

場所：御坂  三ツ峠 

富士山 御殿場口 

 

参加メンバー： ４年 淀川裕司 

３年 渡邊葉月 

１年 岩附正樹 小野寺央峻 高橋颯 

ＯＢ 村田岳 廣瀬健太 吉田裕一 小和田和貞 安済共 西出広平 

 

行動概要：（三ツ峠） 

１１月１７日    離京 入山 三つ峠駅～達磨石～屏風岩付近（ＢＣ） 

～屏風岩登攀～ＢＣ 

１８日    ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ 

１９日    ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ～三ツ峠グリーンセンター  下山 

（富士山） 

１１月２２日    離京 御殿場口新五合目 

２３日    入山 御殿場口新五合目～七合五勺（ＢＣ） 

２４日    ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ       

      ２５日    ＢＣ～雪上訓練～お鉢巡り～ＢＣ 

      ２６日    ＢＣ～御殿場口新五合目 下山  

 

（三ツ峠） 

１１月１７日 雨 

三つ峠駅（８：０５）～達磨石（９：０５）～馬返し（１０：１０） 

～屏風岩付近（ＢＣ）（１１：１５）～屏風岩（１２：００）～ＢＣ（１６：００） 

三つ峠駅に着いて体操を始めた時に雨が降ってきたが、小雨のため雨具を着ずに出発す

る。慣れないプラスチック靴で土踏まずが痛いが、我慢しながら車道を達磨石まで進む。

ここで着替え等をデポして登山道をひたすら登り、途中で西出ＯＢと合流する。次第に雨

脚が強くなってきたため雨具を着て最後の急登を行く。急登を登り切り、屏風岩へのトラ

バースはペースを上げて進む。屏風岩付近でテントを設営し、ここをＢＣとして屏風岩へ

の登攀訓練に向かう。屏風岩でアイゼンと毛手袋を着けて一般ルート右、中央、左をトッ
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プロープで登り込む。毛手袋でのアイゼンの装着に一年生は時間が掛った。雨と風が強い

中での登攀は体力をかなり消耗する。また、毛手袋での登攀は指先の感覚が鈍くなるため

登り難かった。 

 

１１月１８日 晴 －５℃ 

 ＢＣ（６：３０）～屏風岩（６：４５）～ＢＣ（１２：００）～屏風岩（１３：１５） 

                               ～ＢＣ（１６：００） 

 前日の雨は昨晩には止み、晴天の中で登攀を開始する。この日に村田監督、小和田ＯＢ、

吉田ＯＢが入山された。午前中は昨日と同様に一年生は一般ルート右、中央、左をトップ

ロープで登り込む。岩窪やクラックには、まだ雨水が残っていたが昨日よりも断然登りや

すい。ＢＣに戻り昼食を取り再び屏風岩へと向かう。午後は一般ルート右、中央、左の他

にも、リーダーピッチをトップロープで登る。下降時に１年生は懸垂支点を作る練習も行

った。小和田ＯＢと吉田ＯＢは登攀指導後、この日に下山された。 

 

 

一般ルート中央、左を登攀する１年生 
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１１月１９日 晴 －２℃ 

 ＢＣ（６：３０）～屏風岩（６：４５）～ＢＣ（１３：５０）～達磨石（１４：３０） 

                      ～三ツ峠グリーンセンター（１４：５０） 

 朝から天気が良く絶好の登攀日和である。各パーティに分かれて一般ルートを一通り登

り、淀川と小野寺は草溝ルートを西出ＯＢと岩附は地蔵左ルートを登った。渡邊と高橋は

一般ルート右をひたすら登り込む。最終日ともあってアイゼンと毛手袋でのロープワーク

にも慣れて登攀スピードも上がってきた。この２日間でアイゼンの前爪で立ち込む感覚は

掴めてきた。また巨人ルート付近にてＦｉｘ通過とユマールでの登攀訓練を行った。最初

はユマールの掛け替えに時間が掛かっていたが、次第にスムーズに掛け替えられるように

なってきた。その後ＢＣに戻りテントを撤収し、三ツ峠グリーンセンターへと下山した。 

 

 

（富士山） 

１１月２３日 雨のち雪 －３℃ 

御殿場口新五合目(８：００)～六合目付近(１２：３０)～わらじ館(ＢＣ)(１５：１５) 

この日の出発はラジウスの不都合により出発が遅れた。朝から霧が掛かっているため視

界が悪い。新五合目の駐車場からなだらかなブルドーザー道を進んでいくが、皆砂利に足

を取られ思うように進まない。途中から砂利に雪が混じり始めて傾斜が急になってくる。

新五合五尺付近で九十九折りの登山道と合流する。九十九折りでは傾斜は緩いが、上を見

ても霞が掛かり何も見えないので延々と果てしなく続くように思える。次第に風が強まり

積雪が目立ち、斜面もクラストし始めたためアイゼンを着けて行動する。例年より積雪量
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が多く、くるぶしまで雪に埋まる。六合目と七合目の途中地点で時間が１４時半を過ぎて

いたため、使用しない登攀具やザイル等をデポし、ペースを上げて日の出館まで進む。日

の出館を過ぎ程なくして、わらじ館に着き、ここにＢＣを設営した。わらじ館には例年よ

りも雪が多く積もっていた。 

 

１１月２４日 雪のち晴 －８℃ 

ＢＣ(９：３０)～砂走り館(１０：３０)～大タルミ沢(１１：３０)～ＢＣ(１３：３０) 

 この日は、朝にデポ回収隊とテント設営隊に分かれて行動を開始する。西出ＯＢと高橋

はデポの回収に向かい、残った部員は入山されるＯＢ用テントを設営する。デポ回収隊が

戻ってきてからＢＣにてアイゼンを着け、砂走り館の横にて雪上歩行の訓練を行う。その

後大タルミ沢に移動してコンティニュアス、スタカット、滑落停止訓練を行った。休憩後

ビーコンとゾンデを使った遭難者救助訓練を行う。１年生は初めての救助訓練に戸惑いも

あったが、一通り形には成っていた。訓練後、ＢＣに帰幕すると廣瀬ＯＢ、安済ＯＢ、渡

邊が入山していた。 

 

１１月２５日 晴 －１２℃ 

ＢＣ（７：００）～大タルミ沢（７：１０）～銀明館（１１：１０） 

～剣ヶ峰（１２：００）～ＢＣ（１５：３０） 

 この日は朝から天気が良く風も穏やかで絶好の登頂日和となる。ＢＣを出発し、大タル

ミ沢にて雪上訓練を行う。まずはアイゼンを着けた状態での雪上歩行訓練を行い、後に上

部斜面に移動して滑落停止訓練を行った。滑落停止訓練を一通り終えた後、淀川と小野寺、

渡邊と岩附、西出ＯＢと高橋に分かれてスタカット、コンティニュアンスの訓練を行い、

そのままアンザイレンの状態で雪上歩行の訓練をしながら頂上を目指す。まずは大タルミ

沢の急坂をジグザグに進み、途中で九十九折の登山道に移り登っていく。この辺りから、

高橋が高山病により徐々に遅れ始める。九十九折の道を足元に注意しながら登っていくと、

銀明館に到着した。ここで休憩を取りつつ高橋が到着するまで待機する。銀明館到着後も

高橋は高山病により体調が悪いため、お鉢巡りをするのは難しいと判断し、廣瀬ＯＢ、安

済ＯＢに付き添ってもらいながらＢＣへ下る。高橋がＢＣに帰幕後、廣瀬ＯＢ、安済ＯＢ

は下山された。銀明館からは１０分程で剣ヶ峰に着き記念撮影をする。その後お鉢巡りを

して、１時間程で銀明館に戻ってきた。ここから再び大タルミ沢を下降しながら雪上訓練

を行い、ＢＣへ向かう。ＢＣに帰幕すると、高橋がお茶を作って待っていた。ここで体操

をして、この日の行動は終了した。その日の夕方から風が強まり、気の抜けない夜となっ

た。 
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１１月２６日 雪のち雨 －８℃ 

ＢＣ（９：００）～旧二合八勺中継小屋（１１：００） 

～御殿場口新五合目（１１：４０） 

 この日は朝から猛吹雪で、朝食前にダンロップＶ６テントを撤収した。撤収中に強風に

よりポールが折れていることを確認した。朝食後のラジオの天気予報から、この先ますま

す酷くなると判断し当初予定していた雪上訓練を中止して下山する。急いでテントを撤収

し、パッキングを済ませ下山を開始する。吹雪により視界が悪く、また雪が顔に当たり目

を開けているのも難しい。登山道は雪がふくらはぎまでの高さまで積もっているところと

クラストしているところがある。また湿雪のためアイゼンに雪団子が付き、ピッケルで払

い落としながら進む。登山道を下っていると、次第に雪は霙、雨へと変わり、西からの強

風も止むことはなかった。旧二合八勺中継小屋で休憩した後、ブルドーザー道を下る。少

し進んだところで地面が見えるようになってきたためアイゼンを外し、そこからは御殿場

口新五合目まで勢いよく駆け下った。御殿場口新五合目の駐車場に到着後、整理体操をし

て耐寒合宿を終了した。 
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８．冬山合宿 

 

期間：２０１２年１２月２１日～１２月２９日 

 

場所：北アルプス 中崎尾根～槍ヶ岳 

 

参加メンバー： ４年 淀川裕司 

３年 渡邊葉月 

１年 岩附正樹 小野寺央峻 

ＯＢ 西出広平 

 

行動概要：１２月２１日 離京 新宿～平湯～新穂高温泉 入山 １１６０ｍ取り付き 

（Ｃ１） 

        ２２日 １１６０ｍ～１６９０ｍ            荷上げ 

        ２３日 １１６０ｍ～１６９０ｍ（Ｃ２）        移動 

        ２４日 １６９０ｍ～２１００ｍ            荷上げ 

        ２５日 １６７０ｍ～２１００ｍ（Ｃ３）        移動 

        ２６日 ２１００ｍ～２３８８ｍ            荷上げ 

        ２７日 ２１００ｍ～２３８８ｍ（ＡＣ） ルート工作  移動 

        ２８日 槍ヶ岳 アタック 

        ２９日 ２４００ｍ～新穂高温泉 下山 

  

１２月２１日 曇 －３℃                      

新穂高温泉（１３：３０）～１１６０ｍ付近取り付き（Ｃ１）（１３：４５） 

新穂高ロープウェイバス停に到着すると、風も無いためか暖かかった。５月から平湯・

新穂高線の路線バスの区間が１つ増設され、新穂高ロープウェイまで続いていた。新穂高

ロープウェイ駅から新設された橋を渡り中崎尾根取り付きへ進む。右俣林道に入ると２０

ｃｍ程の軟らかい雪が積もっていた。ゲートを超えて２つ目のカーブ付近にテントを設営

してここをＣ１とする。テント設営後に淀川、渡邊がＣ２までの道を４０分程偵察に行き

１５時２０分に帰幕した。 

  

１２月２２日 雨 －２℃                       

Ｃ１（５：５０）～中崎の鼻（８：３０）～１６９０ｍ付近（１０：５５） 

～Ｃ１（１３：１５） 

昨夜から降り続く雨の中を出発する。雪は被っているが九十九折の夏道がはっきりと見
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え、藪こぎもラッセルも無く進むことができた。途中で夏道が右俣谷側へ大きくトラバー

スする箇所付近から夏道を外れて直登する。藪もそこまで多くなく快適に進めた。藪の中

をなるべく雪付きの多いところを行く。視界が悪いので来た道を見失わないようにテープ

を付けながら進み、最初のピークである１６５０ｍの中崎の鼻に到着した。中崎山への登

りは二重稜線となっており、中崎の鼻から左俣谷側の尾根を進んだ。藪が無い樹林帯とな

り、膝下程に積もった雪を軽快にラッセルしながら尾根上を木の間を縫うように進む。中

崎山と１６７０ｍの小ピークを超えて１６９０ｍ付近を幕営可能と判断し、ここに荷物を

デポし帰幕に移る。帰幕では行く際に付けたテープを確認しながら下る。全員ずぶ濡れだ

ったのでテント内でラジウスを焚いて衣類を乾かした。 

 

１２月２３日 快晴 －５℃                      

Ｃ１（６：３０）～中崎の鼻（８：２０）～中崎山（９：２０）～Ｃ２（９：５５） 

風のない晴れた天候のもと、昨日のトレース通りにガンガン進む。雨の影響か雪は前日

より溶けていた。途中の藪の中では重荷が木に引っかかり動き辛かった。中崎の鼻を過ぎ

てからは前日のラッセルでトレースがはっきりしていたため、スムーズに進むことができ、

前日より早くテント場に到着する。テントを設営し、ここをＣ２とする。この日はゆっく

り休み明日に備える。日本海低気圧の影響かＣ２周辺は南西の風が吹いていた。明日から

冬型の気圧配置が決まりそうである。 

 

１２月２４日 晴のち曇 －９℃                   

 Ｃ２（６：１５）～２１００ｍ（１０：１５）～キレットの頭（１１：４０） 

～Ｃ２（１３：１５） 

 積雪が深くなると予想されたので、ワカンを着けて行動を開始する。樹林帯の尾根を膝

下位のラッセルをしながら忠実に登っていく。１７５０ｍのピークまでは緩やかな登りが

続き、左俣谷側にトラバースした後は開けた樹林帯の尾根の緩斜面に移り登って行く。１

８１６ｍのピークを過ぎ、北東方向から延びている尾根に入る。コルへ下り１９４２ｍま

では比較的緩やかである。１９４２ｍのピークから西に延びる尾根へ入ると、急な登りが

出始め、足を上げられずラッセルが難しくなってくる。途中の２０２０ｍ付近にＦｉｘを

する予定の岩峰が見えたが、雪で埋まっていたため右俣谷側を難なく通過する。その後再

び急登を登り切ると２１００ｍの台地に辿り着き、そこに荷物をデポした。到着後まだ時

間があったため空荷で上部の偵察に行く。ここからは急な斜面と緩やかな斜面が交互に続

きラッセルしながら進んでいく。１時間程でキレットの頭に着き、その後、キレットの頭

の下りを偵察してからＣ２へと帰幕する。その日の夜はクリスマスイブということもあり、

クリスマスケーキをみんなで食べた。 
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１２月２５日 晴のち雪 －１３℃                  

Ｃ２（６：３０）～２１００ｍ（Ｃ３）（８：５０）～荷物デポ地（１２：００） 

～Ｃ３（１３：２０） 

 本格的なクリスマス寒波の影響からか、かなり冷え込んだ。昨日のトレースがあるため

順調に２１００ｍ地点に到着する。そこをＣ３としてテントを設営する。時間があるため

その後すぐに荷上げを行う。昨日の偵察でキレットの頭までのトレースは付けたが、雪に

埋まっていたため足でトレースを確かめながら登って行き、キレットの頭に辿り着く。こ

の辺りから雪が降リ始めてきた。キレットへの下りにＦｉｘを張る必要はなさそうだが、

練習も兼ねて張ることにした。１年生を待機させ渡邊が先行してＦｉｘをする。まずマツ

の木で最初の支点を取り、そこからコルに向かって左俣谷側の雪庇を避けるように直降す

る。ここの雪庇は左俣谷からの吹き上げ風が雪をめくり上げて形成しているのか、風上側

に発生している。下り切ったところで灌木に支点を取り、右俣谷側を登っていく。樹林帯

に入ると急登が現れ、続く急な登りも下部からのＦｉｘと連結して、合計７０ｍＦｉｘを

張り通過した。そこからは尾根上を登り奥丸山手前の２４００ｍ付近の安定した所で荷物

をデポしＣ３へと帰幕した。帰幕した後も降雪は続き、夜中に何度かテント周辺をラッセ

ルした。 

 

１２月２６日 曇のち晴 ―７℃                    

Ｃ３（６：００）～奥丸山デポ地（７：５０）～２３８８ｍ（１０：５０） 

～２５００ｍの台地（１１：３５）～奥丸山（１３：４０）～Ｃ３（１４：４０） 

 朝から小雪がチラついている。ワカンを着けてＣ３を出発する。キレットのＦｉｘ箇所

を通過し、奥丸山のデポ地まで登る。次第に雪は深くなり、奥丸山頂上に出る頃には膝上

位のラッセルとなった。奥丸山からの下りは、右俣谷側に小さいが雪庇が張り出している

ため、尾根上を左俣谷側にルートを取りながら進む。次第に天候は回復してきたが、疎林

帯では北西風が身体に吹きつける。急な箇所もあるが雪も深いため特に問題なく通過する

ことができた。稜線上からは槍平やＡＣの予定地である２５００ｍの台地も見通すことが

できた。２３８８ｍピークで時間も遅いため荷物をデポし、ＡＣ予定地への偵察に全員で

向かう。しばらく登り下りが続くとリッジ状の尾根が見えてきたが、空荷ということもあ

りＦｉｘは張らずに慎重に進んだ。２３８８ｍから先は奥丸山からの下りとは逆に左俣谷

側に雪庇が若干張り出していた。ＡＣ予定地である２５００ｍの台地に到着すると、台地

は吹き曝しで傾斜があるためテントの設営が困難なように思える。また左俣谷側に１ｍ程

の雪庇の発達も見られた。台地上にある１本の灌木付近にテントが設営できそうだが、２

５００ｍの台地までの道も悪いため、ＡＣの設営地としては不向きであると判断した。２

５００ｍの台地偵察後にＣ３へと引き返す。デポ地に着いてみると、トレースは風で飛ば

された雪にすっかり覆われていた。トレース跡の硬い雪面を探し、膝下ラッセルをしなが

ら交代で進む。Ｃ３に帰る頃には皆すっかり疲れており、帰幕後のお茶が美味しかった。 
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１２月２７日 晴 ―１６℃                      

Ｃ３（６：３０）～キレットの頭（８：００）～２３８８ｍ（ＡＣ）（９：２５） 

～ルート工作出発（１１：００）～ルート工作終了（１４：５０）～ＡＣ（１６：００） 

今日はいよいよＡＣへの移動となる。テントを撤収しワカンを着けて、キレットの頭ま

での登りへと移る。キレットのＦｉｘ箇所は通過後に淀川と渡邊で回収する。前日の風の

ためにトレースは埋まっており、重荷でのラッセルを余儀なくされた。稜線上は好天のた

め見晴らしが良く、中崎尾根のルートがはっきりと見渡せる。前日の偵察でＡＣの予定地

キレットの頭の先のＦｉｘ地点 



~ 44 ~ 

である２５００ｍの台地はＡＣ設営地として適していないと判断したため、ＡＣをデポ地

である２３８８ｍのピークとした。２３８８ｍピーク到着後はＡＣ設営のため、スコップ

でピーク付近の雪面を掘り返した。全員で取り掛かり１時間程でブロックの積まれた立派

なテント場ができた。ブロックは風が一定でないため、四方を囲むように覆う形にした。

ＡＣを設営して時間が早いことから１年生をＡＣに待機させて、淀川と渡邊、西出ＯＢは

アイゼンを着けてルート工作へと向かう。前日に偵察したリッジは灌木を支点として１ピ

ッチ５０ｍＦｉｘを張った。Ｆｉｘ箇所通過後は緩傾斜の登り下りが続き、２５００ｍの

台地へ登ってからはフラッグを立てながら進む。脛位までの雪の深さは変わらないが、次

第に雪表面がクラストし始める。台地からの登りは次第に傾斜が増し、徐々に岩稜帯が近

づいてきた。前日にアタックしたパーティのトレース跡が残っており、ルートは見通しや

すい。ＪＰへの登りは全ピッチ渡邊がリードしてＦｉｘを張った。 

１ピッチ目 支点は雪面を掘り起こし、ハイマツで取った。左右に分かれた雪付きの岩稜

と中央には急な雪壁が見通せる。雪壁中央の灌木で１本支点を取り、左俣谷

側の岩稜下にあるハイマツ帯を目指して登る。雪は膝下程まであり、しっか

りと蹴り込みながら進んだ。ハイマツは完全に雪で埋もれているため、ピッ

ケルで根元まで掘り返してハイマツ数本をまとめて支点を取った。ハイマツ

はどれも細く強度的には不安である。 

２ピッチ目 ハイマツ帯から左俣谷の岩稜寄りに雪壁を登る。岩稜には残置ハーケンが食

い込んでいたが、テープで引くと簡単に動いた。岩は脆くハーケンを打つと

崩れそうである。急登を登り詰めて稜上へと出る。稜上からはナイフリッジ

となり、５０ｍ一杯まで伸ばして、ナイフリッジ上にある小岩にハーケンを

２本を重ねて打って支点を取り、ピッチを切った。 

３ピッチ目 ナイフリッジを進む。途中にある灌木で支点を取りつつ進み、５０ｍ一杯で

雪に埋もれていた灌木を掘り返してピッチを切った。 

ここから先も繋げて千丈沢乗越までの飛騨沢側斜面のトラバースはＦｉｘを張る予定で

あったが、淀川が偵察に向かったところ、慎重に進めば問題ないことが分かった。区切りも

良いため、ルート工作はここまでとしてＡＣまで引き返す。ナイフリッジからの下りでは懸

垂下降やクライムダウンでしっかりと蹴り込みながら下った。２ピッチ目の途中支点をナイ

フリッジ下の灌木で懸垂下降用に取り直すために、淀川は残ることとする。西出ＯＢと渡邊

で先にＡＣへと向かい、淀川とは後で合流することとした。新しい支点はナイフリッジへ出

てすぐの地点で、左俣谷側側面にしっかりとした灌木を掘り起こして取った。今日は一両日

晴れだったが明日はどうだろうか、好天を願うばかりである。 
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１２月２８日 曇のち雪  ―１０℃                  

ＡＣ（５：００）～千丈沢乗越（６：３０）～槍ヶ岳頂上（８：５０） 

～千丈沢乗越（１１：００）～ＡＣ（１２：５０） 

 風もなく月も見えているが、前日の天気図で見た南岸低気圧の影響か空一面には薄く雲

が広がっている。荷物のパッキングを手早く済ませ、アイゼンを着けて出発する。前日の

ルート工作で付けたトレースが残っているため、まだ足取りは軽い。ＡＣからすぐのリッ

ジのＦｉｘ箇所は、通過後に後方にいた淀川が上部のルート工作のために回収した。前日

にルート工作した箇所まで一気に進み、千丈沢乗越までのトラバースではがっちりと全員

で進んだ。千丈沢乗越からは雪付きの夏道を辿った。やがて西鎌尾根上に岩峰と雪斜面が

見え、ここからは淀川が先行してルート工作を行った。当初は夏道沿いに進む予定であっ

たが、雪付きが予想以上に悪く、夏道沿いでは雪崩の危険があると判断し、西鎌尾根岩稜

の飛騨沢側基部をトラバースする。最初の支点はハイマツを掘り起こして取った。その後

２５ｍ間隔でスノーバーを使用し、支点を取りながら登る。岩稜を回り込んですぐ上のと

ころまで１００ｍＦｉｘをする。その後は尾根上までがっちりと進む。尾根上に出るとす

ぐに夏道と合流し、しばらく進むと槍の肩に到着した。槍の穂先までの鎖が出ている箇所

はデイジーチェーンで自己確保を取り、雪で埋もれている箇所から穂先までＦｉｘロープ

２本を繋げ、８０ｍでＦｉｘを張る。所々で夏道は出ているが岩には氷が張り付いている。

頂上に着くと一気に風が吹き付けてきた。天候の悪化を懸念し写真撮影後、早々に頂上を

後にする。下りは淀川が先行し、西出ＯＢと渡邊がロープを回収をした。段々と雲は低く

なり、風も強まってきた。行きに張った西鎌尾根上の岩稜のＦｉｘ箇所までは、下りが少々

危険なので１ピッチ５０ｍＦｉｘを張り足す。また雪斜面での雪質も若干軟らかいためス

ノーバーで取った支点を一箇所ハーケンで打ち直し下った。ＪＰに着く頃には次第に小雪

がちらつき、雲は更に低くなり槍の穂先にもかかるようになってきた。Ｆｉｘを全て回収

し、全員でＡＣへと向かう。行きに回収したリッジのＦｉｘ箇所では再度Ｆｉｘを張り直

しながら進む。最後の急登を登り切るとＡＣのテント場が見え、ようやくホッとできた。

振り返ると槍ヶ岳は雲に覆われていた。テントに入り、お茶と予備日分の行動食を開放し

てアタック成功を祝った。 
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槍ヶ岳頂上にて 

左から 渡邊 淀川 岩附 小野寺 

ＪＰ～槍ヶ岳頂上 詳細概念図 
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１２月２９日 快晴 －６℃                    

ＡＣ（６：４５）～奥丸山（８：４０）～Ｃ３（１０：４０）～Ｃ２（１３：２０） 

～中崎の鼻（１５：１５）～Ｃ１（１７：００）～新穂高ロープウェイ（１７：２５） 

昨夜の荒れた天気から一変し快晴となり、最高の下山日和となる。今日は計画では１６

９０ｍ地点のＣ２まで下る予定であるが、明日から天気が崩れることを考慮して行ける所

まで行くことにし、ワカンを着けて出発した。奥丸山までのトレースは所々残っているが

ほとんど雪で埋まっているためラッセルしながら進んでいく。奥丸山に到着すると太陽が

出てきたためサングラスを着用する。ここから右俣谷側に張り出している雪庇に注意しな

がら下っていき、キレットのＦｉｘ地点に到着する。ここは２５ｍ懸垂下降し、回収は淀

川と小野寺で行った。キレットの頭への登りはＦｉｘを張らずに通過した。この辺りから

雪質が変わり、新雪から水分の多いずっしりとした雪質となった。そのためかワカンに雪

が纏わり付き非常に歩きにくい。キレットの頭を越えてからは下りが続き、順調にＣ３へ

と到着しデポを回収する。ここからは非常に暑くなることが予想されたので雨具の上を脱

いで行動をする。ここからもトレースは若干残っており、登りで付けておいた赤テープを

目印にしながら進む。赤テープの位置や周りの木から、登ってきた時よりも、雪が溶けて

いることが分かった。２時間程下るとＣ２へ辿り着いた。計画では今日の行動はここまで

であるが、まだ時間があったため下山することにした。ここからはワカンを外して行動す

る。ここでも若干トレースは残っていたが、重荷での長時間行動に加え膝下位のラッセル

が続くため、ペースが落ちてきた。樹林帯の道をひたすら進んでいき、中崎の鼻に着く。

ここからは急傾斜の藪漕ぎになり、木に付けてある赤テープを目印にしながら進む。何度

か藪を踏み抜き苦労もしたが、何とか下部にある夏道に合流する。夏道を忠実に下り、中

崎尾根取り付きに到着する。デポを回収してすぐに新穂高ロープウェイに向けて出発する。

長時間行動で疲れてはいるが、皆体力を絞り切って下山した。新穂高ロープウェイにて整

理体操を行い、冬山合宿を終了した。 
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９．春山強化合宿 

期間：２０１３年２月７日～２月１３日  

 

場所：八ヶ岳 

 

参加メンバー： ４年 淀川裕司 

３年 渡邊葉月 

１年 岩附正樹 小野寺央峻  

ＯＢ 村田岳 廣瀬健太 安済共 高野優 西出広平 

 

行動概要： ２月  ７日 離京 入山 美濃戸口～行者小屋（ＢＣ） 

８日 登攀 （赤岳主稜） 

９日 登攀 （中山尾根、石尊稜） 

１０日 登攀 （阿弥陀岳北西稜、小同心クラック）  

１１日 ジョウゴ沢        

１２日 登攀 （石尊稜、中山尾根）               

１３日 行者小屋～美濃戸口 下山 

 

２月７日 晴 

離京 美濃戸口（９：４０）～美濃戸山荘（１０：４０） 

～行者小屋（ＢＣ）（１３：４０） 

 茅野駅で西出ＯＢと合流し、バスで美濃戸口まで行く。美濃戸口周辺は雪が多く真っ白

である。美濃戸山荘までは緩やかな登りが続き、美濃戸山荘からは柳川南沢に入り沢沿い

を登る。雪は硬く滑り易いので気を付けながら進む。時折ラッセルをしながら沢筋を登っ

ていき、行者小屋に着いた。幕営に適した場所を探し、急いで整地をしてテントを張り明

日に備えた。 

 

２月８日 曇 －１４℃ 

＊赤岳主稜 

淀川(４)＝岩附(１)＝小野寺(１) 西出(ＯＢ)＝渡邊(３) 

ＢＣ(６：４０)～取り付き(７：３０)～登攀開始(８：００) 

～赤岳頂上山荘(１３：２０)～ＢＣ(１５：００) 

 空は曇り掛かっているが、稜線は見通せる。明るくなるのを待ち、ＢＣから文三郎道方

面に向けて出発する。雪は膝下位まであるが、前日のパーティのトレースによりしっかり

と踏み固められていたので歩き易い。文三郎道の樹林帯を抜ける手前でアイゼンを着ける。
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緩やかだった傾斜は次第にきつくなり、風が強く吹きつけ始める。文三郎道の途中から赤

岳沢へと進み、岩混じりの雪面をトラバースして取り付きへと向かう。取り付きにて登攀

具を着け登り始める。取り付きは狭いため、赤岳沢のトラバースをする前に登攀具を着け

るべきであった。淀川パーティが先行して登り、渡邊パーティが続いた。先行パーティは

淀川が全ピッチリードし、後続パーティは１～２ピッチ目は西出ＯＢ、３～４ピッチ目は

渡邊がリードし、その後はツルベで登った。 

１ピッチ目 取り付き正面にある顕著なチョックストーンのあるチムニーを登る。チョッ

クストーンの周りにスタンスはあるが意外に細かくアイゼンの爪を置き辛い。

チョックストーンを乗越すと、岩と雪のミックスした斜面となる。上部のフ

ェース手前にあるテラスまで右上してピッチを切った。 

２ピッチ目 テラスより少し左へとトラバースし、フェースを登る。正面から登ることも

できるが、左側へと巻いて登ることもできる。フェースを登り切ると、疎ら

に灌木が生えた雪稜となる。５０ｍ一杯でピッチを切った。途中の支点はカ

ムデバイスやナッツで取ることができる。 

３ピッチ目 緩やかな岩混じりの雪稜が続く。途中の灌木で支点を取りながら登る。近く

のピナクルで支点を取り３０ｍでピッチを切った。 

４ピッチ目 岩混じりの雪稜を進み、中間の岩場の手前でピッチを切る。支点はＲＣＣボ

ルト以外にもスノーバーで取ることができる。 

５ピッチ目 中間の岩場を登る。概念通りホールドも多く正面から登ることはできるが、

途中で支点を取ることが出来ないため怖い。足を慎重に置きながら登り、５

０ｍ一杯まで伸ばしピッチを切った。 

６ピッチ目 中間の岩場を左手に見ながら、上部岩壁手前の階段状の岩場までトラバース

する。階段状の岩場は右から巻くこともできるが中間支点も無く、かなり怖

いので正面から登った方が良い。上部岩壁手前のテラスでピッチを切った。 

７ピッチ目 テラスから正面の上部岩壁を登る。階段状の岩場を登り切り、右手の凹角の

手前ピッチを切る。 

８～     

９ピッチ目 凹角を登り切ると、緩やかな雪稜が続く。途中の灌木で支点を取りながら進

み、北峰頂上の縦走路まで登り切り登攀を終了する。 

 北峰頂上より縦走路を進み、赤岳頂上山荘にて淀川パーティと合流する。赤岳頂上山荘 

からは権現岳方面へと縦走路を進み、途中にある分岐より文三郎道へと入る。文三郎道の 

傾斜は次第に緩くなり、風も徐々に弱まってきた。行きと同じく樹林帯手前にてアイゼン 

を外し、一気にＢＣまで駆け下った。帰幕すると高野ＯＢが入山されていた。いつの間に

か空には青空が見え、明日の好天が期待できそうである。 
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２月９日 晴 －２０℃ 

＊中山尾根パーティ  

淀川(４)＝岩附(１) 高野（ＯＢ）＝小野寺（１）  

ＢＣ（６：００）～取り付き（７：１０）～登攀開始（７：３０） 

～中山尾根終了点（１０：１５）～ＢＣ（１１：４５）   

 中山尾根にはラッセル跡が無く、アプローチはラッセルをしながら進んだ。積雪はかな

り深く、時には腰まで埋まった。樹林間を縫いながら進み、途中から木々は疎らになり取

り付き手前の稜上で登攀具を着けた。 

１ピッチ目  下部岩壁の基部を右に少し下り凹角を左上する。少し登ると被り気味の凹

角に当たる。この凹角を左側へトラバースし、緩い岩壁を登った。緩い岩

壁を越えた後はハンガーボルトがあり、そこで支点を取りピッチを切った。 

２ピッチ目  支点から日ノ岳ルンゼ側へ草付きをトラバースし、中間の枯れ木から雪面

を直上する。急な雪面を登り、途中の木を支点にして４５ｍでピッチを切

った。 

３～ 

５ピッチ目  雪面を少し登ると雪稜上に出る。天候は良くないが風は無く、快適に登れ

る。途中の支点を灌木で取りながら上部岩壁まで進む。３～４ピッチはザ

イルを４５ｍ程出したため、５ピッチ目は２０ｍ程で上部岩壁の取り付き

に到着した。 

６ピッチ目  右寄りの急な凹角から中間のテラスに向かって左上する。スタンスが細か

いが、ホールドは豊富にある。テラスからは短い凹角を乗り越えて、すぐ

にピッチを切った。 

７ピッチ目  草付きと岩混じりの雪稜を４５ｍ程登っていき、小岩でピッチを切った。 

８ピッチ目  小岩から雪付きの階段状の岩場を登るとピナクルに突き当たる。ピナクル

からは日ノ岳ルンゼ側の雪壁を巻いて進み、その上に出る。登り切るとト

サカ状岩壁の前のテラスに着き、ピッチを切った。 

９ピッチ目  夏道へ合流するバンドを進み、夏道との合流点で登攀を終了した。 

縦走路と合流した所でザイルを整理し、小休憩を取った後に地蔵尾根を目指す。ここで

石尊稜パーティとシーバー交信をして、まだ時間が掛かるようなので先にＢＣに戻ること

にした。下りはかなり急な箇所もあり、アイゼンを利かせながら慎重に下った。ＢＣでお

茶を飲んだ後、高野ＯＢは下山された。 

 

＊石尊稜パーティ 

西出(ＯＢ)＝渡邊(３) 

ＢＣ(６：００)～登攀開始(７：３０)～登攀終了(１２：００)～ＢＣ(１３：２０) 

ＢＣから赤岳鉱泉方面に向けて出発する。中山乗越の分岐で中山尾根パーティと分かれ



~ 52 ~ 

て、樹林帯の雪道を下る。下り終えて樹林帯を抜け、平坦となった辺りから小同心方面に

向かって進む。沢沿いを詰めると周囲が開けて、右岸側に顕著な小同心ルンゼが見えた。

小同心ルンゼを過ぎ左上気味に尾根筋を詰める。右岸側の三叉峰ルンゼを過ぎて、すぐの

尾根が石尊稜である。石尊稜を左手に見ながらルンゼを登り、傾斜が強くなり始めた辺り

から石尊稜へと移って稜線上を登る。樹林帯の稜線を登ると次第に木々は疎らとなり、視

界が開けると正面に顕著な岩壁が見えた。岩壁手前で登攀具とアイゼンを着け、簡単なリ

ッジを登って岩壁へと取り付く。 

１、１０ピッチ目は西出ＯＢがリードし、それ以外はツルベで登った。 

１ピッチ目 取り付き正面より少し右側へと回り込み、岩壁を直上する。スタンスは細

かいので丁寧に足を置いて登る。途中より上部の灌木へ向かって左上気味

に登り、上部の灌木でピッチを切った。 

２～ 

９ピッチ目 緩やかな岩混じりの雪稜が続き、途中の灌木で支点を取りながら登る。ピ

ッチを切る際はスノーバー、またピナクル等を利用して支点を取ることが

できる。場所によってはグリップビレイやスタカットも出来るので、使い

分けながら登った。上部岩壁手前ではピナクルで支点を取ることができる。 

１０ピッチ目  上部岩壁の階段状の岩場を登る。難しくはないが気が抜けない。３０ｍ程

登ってピッチを切る。 

１１ピッチ目 正面のフェースを登り切って、雪稜にてピッチを切る。 

１２ピッチ目 岩混じりの緩やかな雪稜を進んで、縦走路との合流点にてピッチを切り登

攀を終了する。 

 縦走路に合流後は稜線を赤岳方面へと進んで横岳を過ぎ、分岐の看板より地蔵尾根を下 

り帰幕した。この日の帰幕後に村田監督と安済ＯＢが入山された。 

 

２月１０日 晴 ―２０℃ 

＊小同心クラックパーティ 

西出(ＯＢ)＝渡邊(３) 

ＢＣ(５：３０)～登攀開始(７：３０)～登攀終了(１０：３０) 

～赤岳頂上山荘(１２：２５)～ＢＣ(１３：３０) 

ＢＣから赤岳鉱泉方面に向けて出発する。赤岳鉱泉より硫黄岳方面へと進み、大同心沢

へと入る。沢沿いを詰めると程なくして大同心稜の末端が見え、ここから取り付く。樹林

帯の急登を１時間程登ると次第に疎林帯となり、正面に大同心と小同心が見えるようにな

る。大同心の基部にてアイゼンを着け、岩壁沿いに大同心ルンゼを過ぎ小同心稜までトラ

バース気味に岩壁基部を進む。岩壁基部にて登攀具を着けて登攀を開始する。リードは全

ピッチ西出ＯＢが行った。 

１ピッチ目 取り付きの岩壁手前のピナクルにて支点を取った。正面にある顕著なチムニ
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ーを登る。チムニー内はしっかりとしたスタンスはあるが、支点は全く無い。

体を突っ張るようにしながら登り、４０ｍ程で上部のテラスに出た。 

２ピッチ目 テラスから右側へと回り込んで正面のフェースを登る。フェースを登り切る

と再度チムニーが見え、これを直上する。チムニー内は足を一杯に開きなが

ら登っていく。チムニーを抜けたテラスにてピッチを切る。 

３ピッチ目 簡単な階段状の岩場を小同心の頭まで登る。難しくはないため、スタカット

でビレイを行った。  

登攀自体は終了であるが、ここから横岳までは危険なためコンティニュアスにて横岳の

基部まで雪稜を進んだ。横岳の基部からは支点を取り、再度１ピッチの登攀となった。横

岳の基部より急な凹角を登る。凹角の出口付近では左足を思い切り投げ出して乗り越すた

め怖い。凹角を登り切ると傾斜の緩い岩場が続き、横岳山頂へと出てピッチを切った。時

間も早いことから、下降路は赤岳頂上を回って文三郎道より下降する。赤岳までは稜上の

登り下りが続き、思うように足が進まない。赤岳頂上からは権現岳方面へと進み、分岐よ

り文三郎道を下降する。文三郎道は連休とあってか登山者が多く、下降中に何度か道を譲

って頂くこともあった。文三郎道の途中にてアイゼンを外して、一気にＢＣまで駆け下っ

た。帰幕後のお茶を飲み終わったところで、廣瀬ＯＢが入山された。 

 

＊北西稜パーティ  

淀川（４）＝岩附（１）＝小野寺（１） 

 ＢＣ（５：４５）～取り付き（７：０５）～登攀開始（７：３０） 

    ～終了点（１１：３０）～摩利支天（１２：００）～阿弥陀岳山頂（１２：３０） 

                               ～ＢＣ（１３：１５） 

 行者小屋から柳川南沢を下り、赤テープ、トレースを頼りに北西稜を目指す。途中の涸

れ沢に出た地点でトレースが消えたためワカンを装着して進む。涸れ沢を詰め、少し開け

た所から急斜面に取り付く。膝下のラッセルだが急傾斜の箇所もあり疲れる。尾根に上が

る所では、木登り状態で何とか尾根上に出た。このまま進みリッジに出た所で岩壁の取り

付きに到着する。天気は快晴で上部岩壁まで見渡せるが、西風が強い。岩の状態は良く、

雪もほとんど付いていない。ここで登攀具、アイゼンを装着し登攀を開始する。 

１ピッチ目 ナイフリッジの雪稜を４５ｍ進む。慎重に進んでいけばザイル無しでも通過

できそうである。木で支点を取りピッチを切る。 

２ピッチ目 草付きの岩を少し登った所から再びナイフリッジとなる。４５ｍ程ザイルを

出して、ピナクルで支点を取りピッチを切る。 

３ピッチ目 ナイフリッジの雪稜を４５ｍ登る。灌木で支点を取り、ピッチを切る。 

４ピッチ目 岩壁基部まで２０ｍ進み、ハンガーボルトで支点を取りピッチを切る。セカ

ンドが登る際に、風でザイルが煽られ北稜側の斜面の木に引っ掛かり外すの

に３０分位要し苦労した。 
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５ピッチ目 明瞭なバンドを摩利支点沢側にトラバースし、その後雪混じりのスラブを登

る。支点がほとんど取れず緊張した。 

６ピッチ目 岩のリッジを登る。ホールドは多いため登りやすいが、傾斜が急なため高度

感は抜群である。所々浮き石もあったため慎重に登る。登り切りハンガーボ

ルト２個で支点を取ってピッチを切る。 

７ピッチ目 明瞭なバンドを北稜側に２０ｍトラバースする。足場が狭く、高度感はある

が難しくは無い。 

８ピッチ目 急壁を登り、そこから右側へ続くバンドをトラバースする。突き当たりで大

きな岩に乗り、ホールドの乏しいスラブを登る。終始ホールドが無いためＡ

０で登る。リッジに出た所で支点を取りピッチを切る。 

 ここで登攀は終了だが、摩利支天までザイルを２ピッチ出して進む。摩利支天からは直

ぐに阿弥陀岳山頂に到着した。休日のためか北稜から続々とパーティが登ってきており、

山頂は随分と賑やかであった。阿弥陀岳から中岳のコル手前までの急雪壁はクライムダウ

ンした。中岳沢は雪の状態が良かったため雪崩の心配はないと判断し、中岳沢を下りＢＣ

へ帰幕した。 

 

 

         北西稜６ピッチ目 

 

２月１１日 曇 －１４℃ 

ＢＣ（７：３０）～乙女の滝（１０：００）～ＢＣ（１４：００） 

 朝から天気が悪くガスっていたため 、朝飯の時間を１時間遅らせた。天気の回復が見込

めないと判断したため、登攀を断念してジョウゴ沢でアイスクライミングを行うことにし
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た。ＢＣ出発時に村田監督、廣瀬ＯＢ、安済ＯＢが下山された。ジョウゴ沢のＦ１で登攀

具を着け、アイスクライミングの基礎練習を行った。そこから沢を詰め、Ｆ２を越えてし

ばらく進む。乙女の滝にトップロープを張り、全員１回ずつ登った。次第に風が強く、天

気も悪くなってきたので赤岳鉱泉まで下り、そこから全力で帰幕した。 

 

 

乙女の滝を登攀する小野寺 

 

２月１２日 晴 ―１９℃ 

ＢＣ（５：４５）～硫黄岳（１２：００）～赤岳鉱泉のヘリポート（１３：００） 

                               ～ＢＣ（１４：００） 

＊中山尾根パーティ  

西出(ＯＢ)＝渡邊(３) 

ＢＣ(５：４５)～登攀開始(６：５５)～登攀終了(１０：１０) 

ＢＣから赤岳鉱泉方面に向けて出発する。中山乗越の分岐にて石尊稜パーティと分かれ

て中山尾根を登る。樹林帯の登りが延々と１時間程続く。樹林帯を抜けると稜上が開けて

疎らな灌木帯と中山尾根の下部岩壁が見える。下部岩壁手前の平地にてアイゼンと登攀具

を着用して登攀を開始する。リードは全ピッチ西出ＯＢが行った。 

１ピッチ目  取り付きの岩壁手前より右側の雪面を回り込み、凹角を登る。細かいがスタ

ンスはあり慎重にアイゼンを置いて、ピッケルを引っ掛けながら登る。その
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まま凹角を抜けると岩壁手前のテラスに出る。 

２ピッチ目 テラスからは正面の階段状の岩場を直上する。スタンスが細かいため、アイ

スハンマーとピッケルの２本を使って乗り越すようにして登る。登り切ると

緩やかな雪稜へと出る。 

３～ 

５ピッチ目 緩やかな岩混じりの雪稜が続く。灌木で支点を取りつつ、上部岩壁手前まで

進む。  

６ピッチ目 上部岩壁の登攀となる。正面の凹角は左側へと体を寄せながら登る。寄せる

際にはアンダーでホールドを掴みながら登ると良い。凹角を抜けるとルート

は左右に分かれるが、左側の凹角を登る。次第に被り気味となるため、体を

突っ張るようにして乗り越しながら登った。凹角を抜けた先の雪稜を少し進

み、近くの灌木でピッチを切った。 

７ピッチ目 岩稜と雪のミックスの斜面が続く。最初は右側の岩稜を回り込みながら登っ

た方が、雪が少ないため登り易い。４０ｍ程登って上部のトサカ状岩壁手前

で日ノ岳側へと回り込み、テラスにてピッチを切った。 

８ピッチ目 トサカ状岩壁のバンドを１５ｍ程トラバースして、登攀を終了する。 

 バンド沿いに稜線まで進み、日ノ岳まで登り切る。日ノ岳からは石尊峰方面へと進み、

先に登攀を終えていた石尊稜パーティと合流した。 

 

＊石尊稜パーティ 

淀川（４）＝岩附（１）＝小野寺（１） 

ＢＣ（５：４５）～取り付き（６：３５）～登攀開始（６：４５） 

～登攀終了（１０：００） 

ＢＣを出発し、赤岳鉱泉へ向かう。途中の開けた所から横岳方面へ続く沢筋に入る。鉾

岳ルンゼと日ノ岳ルンゼの分岐を日ノ岳ルンゼに向かって進み、直ぐに石尊稜に取り付く。

石尊稜のリッジに上がり、安定した所でアイゼンを装着し下部岩壁の取り付きまで行く。

取り付きにハンガーボルトが打たれているが足場が悪いため、５ｍ程下にある灌木まで移

動する。そこで登攀具を着け、支点を取り登攀を開始する。 

１ピッチ目 下部岩壁を登攀する。中央の草付きを三叉峰ルンゼ側に見える灌木帯を目

指して登る。傾斜は緩く、またスタンス、ホールド共に多くて登りやすい

が、所々雪で覆われているため払い除けながら進む。灌木で支点を取りピ

ッチを切る。 

２～ 

７ピッチ目 雪稜を進む。全ピッチ５０ｍ一杯にザイルを出す。２～５ピッチ目は、所々

岩混じりの疎林帯のため支点が取りやすい。６ピッチ目から徐々に雪が多

くなり、雪面を掘ってハイマツや灌木で支点を取った。７ピッチ目は灌木
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もなく支点の取り難い雪稜だが、雪が多いためスタカットが可能であった。 

８ピッチ目 階段状の岩場を進む。ホールドが多いため難しくは無い。ピナクルで支点

を取りピッチを切る。 

９ピッチ目 傾斜の緩い岩稜帯を登る。途中草付き混じりの雪面があるが、雪が締まっ

ていてアイゼンがしっかり刺さるため楽に登れる。残置のハーケンとピナ

クルで支点を取る。 

１０ピッチ目 石尊峰まで５０ｍ程雪混じりの岩稜を登る。簡単で特に難しい箇所は無い。

稜上でピッチを切り、登攀を終了する。 

石尊峰で中山尾根パーティと合流し、硫黄岳を周り赤岩の頭より下降する。台座の頭ま

では岩稜帯でクサリ場、ハシゴなどの危険箇所も多いため慎重に進む。台座の頭を過ぎる

と道は徐々に広がり歩き易くなるが、吹きさらしにより岩が露出しているためアイゼンを

引っ掛けないように進む。硫黄岳に登るにつれジョウゴ沢からの吹上風が強まり、時折風

に煽られることもあった。赤岩の頭からは赤岳鉱泉のヘリポートへと向かう。そこでセル

フレスキューと雪崩埋没訓練を行う。雪崩埋没訓練では、実際に雪の中に埋まり、その苦

しさを味わった。セルフレスキューでは、ザックにビーコンを入れ、ゾンデ、ビーコンを

用いた埋没者捜索訓練をした。終了後、ＢＣへ帰幕した。 

 

２月１３日 雪のち晴 －８℃  

ＢＣ（７：３５）～赤岳山荘（９：３５）～美濃戸口（１０：３５）  

今日は阿弥陀岳北稜と小同心クラックを登攀してから下山する予定だったが、深夜から

明朝にかけて大雪のため天候が悪く、直ぐに下山することにした。朝食後撤収し下山する。

南沢の沢筋を下っていく。沢筋では重荷のためか雪に埋まる事が多かったが、樹林帯の中

では雪が少ないため埋まりにくく歩き易い。赤岳山荘に着く頃には天気も回復し、晴れ間

が見えた。最後に美濃戸口までの林道を駆け下り、整理体操を行って春山強化合宿を終了

した。 
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１０．春山合宿 

期間：２０１３年３月７日～３月１５日 

 

場所：北アルプス 剱岳 早月尾根 

 

参加メンバー： ４年 淀川裕司 

３年 渡邊葉月 

１年 岩附正樹 小野寺央峻  

ＯＢ 西出広平 

 

行動概要： ３月 ７日 離京 新宿発（新宿駅西口 工学院大学前２３：００発） 

８日 富山駅～タクシー 入山 伊折～馬場島（Ｃ１） 

９日 Ｃ１～１９２０ｍ                  荷上げ 

１０日 Ｃ１～１９２０ｍ（Ｃ２）             移動 

１１日 Ｃ２～２４５０ｍ              移動・ルート工作 

１２日 Ｃ２～２４５０ｍ（ＡＣ）      移動・ルート工作 

１３日 停滞 

１４日 ＡＣ～剱岳～ＡＣ 

１５日 ＡＣ～１３００ｍ付近～馬場島 

～剱岳青少年センター  下山 

 

３月８日 曇 ９℃ 

伊折（７：１５）～馬場島（Ｃ１）（１０：２５） 

 上市駅からタクシーで伊折に向かう。林道の脇の林の中に着替えをデポし、気温が高い

ため上着を脱いで馬場島に向けて出発する。林道は除雪されていないが、警備隊の雪上車

が通っているため、雪は締まっておりラッセルもなく歩き易い。３時間程で馬場島に着き、

馬場島荘に滞在していた警備隊に挨拶をしてヤマタンを受け取る。その後、馬場島荘近く

の小屋の軒下にテントを設営しＣ１とした。テント設営後、上級生と西出ＯＢは早月尾根

の取り付き付近の偵察に向かう。１時間程で帰幕しこの日の行動を終えた。馬場島近くの

沢筋の斜面には全層雪崩の前兆のクラックが多数走っており、ここ数日の気温の高さが窺

えた。そのためかテント場近くの炊事場からは水が出ており融雪の必要はなかった。 
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３月９日 快晴 ３℃ 

 Ｃ１（５：４０）～１３００ｍ付近（８：１０）～１７２０ｍ付近（９：３０） 

～１９２０ｍ付近（１０：４０）～Ｃ１（１３：１０） 

Ｃ１を出発し、Ｃ２へ荷上げに向かう。最初の急登を越えるとすぐに松尾平に着いた。

雪質は締まっていてラッセルはほとんど無い。そこからは二重稜線になっており、池ノ谷

側の稜線を進む。松尾平では同じような景色が続き、赤テープが無いと迷い易い。４０分

程平坦な稜線を進むと、徐々に傾斜がきつくなり始めた。スギの巨木が見え始め、早月尾

根特有の波型雪稜になる。平坦な斜面と急な斜面が交互に現れ、急な所は登るのが辛い。

２時間程でＣ２予定地の１３００ｍ地点に着く。時間があるためＣ３予定地である１９２

０ｍまで荷上げすることにした。１３００ｍ地点から先も波型雪稜の急登が続く。風は東

大谷側から吹き、雪庇が形成されている所もあった。しばらく進むと、１７２０ｍ地点の

平坦な場所に出た。この辺りから雪質が変わり、雪面の上にざらめ雪が目立つようになっ

た。１時間程でＣ３予定地の１９２０ｍ地点に到着する。ここに荷物をデポしてテント場

を整地し、Ｃ１へ帰幕した。この日は天気が良く、気温は１９℃まで上がっていた。テン

トの外でお茶を飲み、濡れたものを乾かすことができた。 

  

３月１０日 曇のち雨 ８℃ 

Ｃ１（６：００）～松尾平（７：００）～１９２０ｍ（Ｃ２）（１０：１０） 

前日の天気予報では終日雨であったが、朝はまだ曇っていて雨は降っていない。急いで

テントを撤収し、１９２０ｍ地点に向け出発する。前日よりも雪が融けて軟らかくなって

いるため、足が雪に取られて進み難い。松尾平を過ぎて急登を登り始めると雨が降り始め、

次第に雨足が強まってきたため雨具を着る。１７００ｍを過ぎた位から雨が霙混じりにな

った。１９２０ｍ地点に到着後、直ぐにテントを設営し、Ｃ２とした。 

 

３月１１日 曇のち晴 ―１４℃ 

Ｃ２(６：１０)～早月小屋(７：３０)～２４５０ｍ (９：１０) 

～２４５０ｍ(１２：２０)～Ｃ２(１３：４５) 

昨日と同じく曇空ではあるが風は強くない。ワカンを着けてＡＣ設営予定地である２４

５０ｍ地点に向けて出発する。樹林帯の中、急登を登り続ける。樹林帯は東大谷側に沿う

ように続き、池ノ谷側の斜面には所々で雪庇の張り出しが見えた。なるべく木々の間を縫

うようにして１時間程登り続けると、やがて疎林帯の平坦地となり早月小屋が見えてきた。

早月小屋は半分以上が雪に埋まっており、今年の雪の多さが窺えた。早月小屋の冬季用の

扉は枠が凍りつき開かなかった。早月小屋辺りからは広い斜面の急登が続く。次第に雪質

が変わり、湿り気を帯びて踝まで埋まるような雪から硬く締まった雪になった。木々が無

くなりハイマツが目立つようになると、徐々に斜面がクラストし始めたためワカンを外し

てアイゼンへと着け替える。木々が無いためか、東大谷側からの吹上風が強く感じられる。
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２４５０ｍの平坦地まで登り切ると、他パーティの整地跡が所々にあった。跡地を均して

雪のブロックでＡＣ用に防風壁を作り整地する。整地の途中で淀川、渡邊はルート工作の

ために１時間程偵察へと向かった。偵察隊と合流後に２４５０ｍを後にしてＣ２へと下る。

Ｃ２までの急斜面は所々クライムダウンする箇所もあるため気が抜けない。Ｃ２帰幕後に

温度計を見ると気温が１０℃まで上がっていた。天気も良いため昨日濡れたシュラフを乾

かし、明日に向けて休息を取った。 

 

＊偵察隊  

（淀川 渡邊） 

偵察開始(１０：３０)～偵察終了（１２：００） 

 到着時間も早く、また天候も良いことからルート工作も兼ねて偵察へ向かう。２４５０ｍ

からは平坦地が続き、しばらくすると尾根が細くなり始める。尾根は細くなるがナイフリ

ッジという程ではない。ここに１００ｍＦｉｘをする予定であったが、特に張る必要はな

さそうである。２６００ｍ手前の急登に灌木で支点を取り、急登を過ぎた先の岩峰近くの

ハイマツを掘り出して終了点を取り、１ピッチ５０ｍＦｉｘを張った。稜線上にハイマツ

はあるため、掘り出せば支点を取ることが出来る。ここから淀川が２６００ｍピーク付近

の偵察に向かう。２６００ｍピークまでの登りは特に危険箇所もなくＦｉｘを張る必要は

なさそうである。天候は良いが１年生も待機させているため、ここで２４５０ｍへと引き

返した。 

 

 

 

 

快晴の早月尾根 
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３月１２日 晴 ―４℃ 

Ｃ２(６：２０)～早月小屋過ぎ(７：２０)～２４５０ｍ（ＡＣ） (８：２０) 

～ルート工作開始(９：１０)～エボシ岩(１２：１０)～シシ頭(１３：３０) 

～ＡＣ(１５：２０) 

 手早くテントを撤収してアイゼンを着け、２４５０ｍへ向けて出発する。昨日付けたトレ

ースが残っているため進み易い。早月小屋を過ぎ、２４５０ｍの平坦地に到着後、前日の

整地跡にＡＣを設営する。ＡＣ設営後、１年生をテントキーパーとし、上級生と西出ＯＢ

でルート工作へと向かう。昨日Ｆｉｘを張った２６００ｍ手前の急登を過ぎ、２６００ｍ

ピークの登りへと向かう。２６００ｍピークを過ぎてコルへと下り、２６１４ｍピークの

急登を登る。急登の途中からピークを下りコルへ下りる途中までに１ピッチ５０ｍＦｉｘ

を張る。長さは登りで１５ｍ、稜上で１０ｍ、下りで２５ｍ程であった。途中支点はスノ

ーバーで取ろうとしたが雪付きが悪く深く埋めても安定しないため、岩に打たれていた残

置ハーケンに捨て縄を通して取った。２６１４ｍピーク下のコルからエボシ岩までは東大

谷側の切れ落ちた崖に注意を払いながら登り続ける。雪は脛位までが埋まる程で特にラッ

セルはない。エボシ岩は４つの小ピークが連なり、それぞれの間にコルがある。エボシ岩

の 1 番目と２番目のピークは雪の状態が良かったため池ノ谷側を問題なく通過できた。降

雪後はＦｉｘを張るか岩稜上を通過した方が良いだろう。３番目のピークはかなり急傾斜

であり、コルから池ノ谷側へ少しトラバースする。急登手前で灌木を掘り起し、４０ｍＦ

ｉｘをする。途中の灌木でピッチを切った。ここからピークを抜け、コルまでにも５０ｍ

Ｆｉｘを連結する。急登を登り切ると急に平坦となり、コルまでの下りもなだらかなため、

実際は急登を登り切るまでの１５ｍＦｉｘをするだけで十分であった。合計で２ピッチ５

５ｍＦｉｘを張った。コルの平坦地で休憩後、４番目の小ピークを越え、小さなナイフリ

ッジを通過すると広い斜面の急登に入る。稜上へ出るとシシ頭への岩稜が見えてくる。ク

ラストした急斜面を進み、岩稜へぶつかる。岩稜は池ノ谷側を巻き、登り易い所で岩稜上

へ出る。ザイルを出す必要はない。シシ頭基部からは概念では東大谷側から巻き中尾根を

絡めてシシ頭へ出ているが、雪付きが良いため池ノ谷側から簡単に巻ける。シシ頭基部に

ある残置ハーケンで支点を取り、そこから池ノ谷側に３５ｍトラバースする。岩稜が切れ

ている所はアングルハーケンで支点を取り、池ノ谷側の急斜面を１０ｍ程下り、直下のコ

ルまで合計で１ピッチ４５ｍＦｉｘをする。コルでは近くの岩にハーケンを２枚打って支

点を取った。予定通りシシ頭までのルート工作も済んだため、ここでＡＣに引き返す。下

降時には、シシ頭の岩稜手前の雪面にハイマツで支点を取り、２５ｍＦｉｘを張った。ま

たエボシ岩の４番目のピークの下りでも、上の支点をハイマツで取り、下の支点を東大谷

側の岩にハーケンを２枚打ち５０ｍＦｉｘを張った。帰幕後は予備日分のレーションを解

放し、皆でＡＣ入りを祝った。 
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３月１３日 曇のち雪 １℃  

停滞 

 アタック予定日であったが、早朝２時の時点で雲が掛かっており風も強かったため、こ

れ以上の好天は見込めないと判断し停滞とする。７時半頃から防風ブロックの補強を開始

し、張綱を用いてテントの固定や補強等を行う。９時に天気図を取ったところ、これから

天気が悪化することが読み取れた。その後の強風によりブロックが何度も破壊されたため、

補強を繰り返す。風がより強まり始めたためテントを東大谷側へと移動させ、新しくブロ

ックを厚く作り直す。夕飯を食べ終えた頃から雪が降り始めたが、風は弱まり始めた。明

日の好天を祈り就寝した。 

 

早 月 尾 根  Ａ Ｃ ～ シ シ 頭   

詳細概念図 
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３月１４日 晴 ―１０℃ 

ＡＣ (６：２５)～剱岳頂上(９：４０)～エボシ岩(１１：１５)～ＡＣ(１３：３０) 

 昨日とは打って変わり、空は晴れて眼下には雲海が広がっている。気を引き締めて剱岳

頂上を目指す。ルート工作時に付けたトレースは雪に埋まり、踝程度のラッセルが続く。

危険箇所の通過では１年生の下に上級生やＯＢが付きながら上部へと登り詰める。昨日ま

でにルート工作をしたシシ頭とカニのハサミのコルまでは問題なく進む。上部に見えるル

ンゼへ向け、カニのハサミの岩稜は池ノ谷側のクラストした斜面を登る。岩稜上へ出て、

小岩に打たれた残置ハーケンに支点を取りルンゼを登る。ルンゼ内は岩混じりの雪面が続

き、両側から岩が張り出している。なるべく池ノ谷側の岩峰基部に沿うようにして登り詰

める。残置ハーケンはルンゼ下部には見られるが、ルンゼ上部は岩質が脆いためか打たれ

ている箇所はない。約３５ｍで右手に残置スリングが掛かっている大岩に突き当たり、こ

れを乗越してルンゼを抜けることができる。ここから東大谷側へ切れ落ちた急雪面が現れ、

前方には剱岳の稜線に向かうクサリ場が見える。急雪面をトラバースして１０ｍ程でクサ

リ場に合流し、合計１ピッチ４５ｍＦｉｘを張った。クサリ場は別山尾根の分岐までは続

いておらず、斜面の途中で終わっている。別山尾根分岐までは斜面がクラストしているが

斜度はないためＦｉｘをする必要はない。剱沢側から弱い風が吹きつけている。稜線に出

て登り詰めると程なくして剱岳頂上に着いた。剱岳頂上の祠は完全に雪に埋もれているた

め、一番高いピークにて記念写真を撮る。記念写真を撮り終わった後は、皆で周囲の光景

に目を奪われた。一面に広がった雲海から突き出る山々の頂は、今まで見てきた中で一番

の絶景だった。剱岳頂上からは上級生と西出ＯＢでＦｉｘを回収しながら下る。斜度のあ

る場所ではクライムダウンしながら進み、途中のエボシ岩のＦｉｘ連結箇所では支点を懸

垂下降用に作り直して下降した。固定用のダンラインロープでダブル懸垂したためか、ロ

ープが絡まり時間が掛かってしまった。２６００ｍピーク辺りからＡＣが見え始め、よう

やくアタック成功の実感が湧いてきた。ＡＣ到着後は手早く荷物を整理してテントに入り、

お茶と予備日分の食糧を開放してアタック成功を祝った。 
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シシ頭～剱岳頂上 詳細概念図 
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３月１５日 快晴 －１０℃ 

ＡＣ（６：２０）～Ｃ２（８：３０）～馬場島荘（１１：３０） 

～剱青少年センター（１３：３０） 

 雨具のパンツと、アイゼンを装着しＡＣを出発する。ＡＣから早月小屋までは、稜線が

狭く、所々急な箇所があるため慎重に進む。来た時よりも、雪が融けていて、嵌り易くな

っていた。早月小屋を過ぎた後も傾斜が急な場所はクライムダウンするなど慎重に進んで

いった。２時間程でＣ２に着き、デポしていた荷物を回収する。ここでアイゼンを外し、

サングラスを装着した。ここからも急な箇所はクライムダウンした。松尾平からはテープ

やトレース跡を辿る。融雪で所々夏道が露出していた。１時間程で馬場島へ辿り着き、こ

こで警備隊にヤマタンを返却、休憩後伊折に向け出発する。伊折までの道は除雪が始まっ

ており、途中からはアスファルト道の上を歩くことができた。１時間半程歩き、剱青少年

センター付近にあるゲートに到着した。ここで整理体操を行い、春山合宿を終了した。 

 

 

剱岳山頂にて 

左より淀川、渡邊、小野寺、岩附
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１１．個人山行 

期間 場所 メンバー 

４月７日 

～4月８日 

奥多摩 雲取山 安部晶子（３） 

７月７日 丹沢 水無川流域 淀川裕司（４）岩附正樹（１） 

７月２０日 

～７月２２日 

御坂 三ツ峠 屏風岩 淀川裕司（４）安部晶子（３） 

渡邊葉月（３）岩附正樹（１） 

小野寺央峻（１）鈴木智大（１） 

高橋颯（１） 

８月３０日 丹沢 セドの沢 左俣 淀川裕司（４）安部晶子（３） 

岩附正樹（１）小野寺央峻（１） 

鈴木智大（１） 

９月８日 多摩川流域 水根沢 淀川裕司（４）安部晶子（３） 

渡邊葉月（３）小野寺央峻（１） 

９月１４日 

～１６日 

北アルプス 船窪岳周辺 

（追悼山行） 

淀川裕司（４）安部晶子（３） 

渡邊葉月（３）岩附正樹（１） 

小野寺央峻（１）鈴木智大（１） 

高橋颯（１）  

１０月７日 湯河原 幕岩 西出公平（ＯＢ）淀川裕司（４） 

渡邊葉月（３）小野寺央峻（１） 

１１月１日 

～１１月２日 

秋川 天王岩 

～奥多摩 御嶽ボルダ― 

西出公平（ＯＢ）淀川裕司（４） 

安部晶子（３）渡邊葉月（３） 

岩附正樹（１）小野寺央峻（１） 

高橋颯（１） 

１月３日 西伊豆 城山 高野優（ＯＢ）小林新平（ＯＢ） 

淀川裕司（４）渡邊葉月（３） 

１月９日 名栗 河又 西出公平（ＯＢ）淀川裕司（４） 

渡邊葉月（３） 

１月１２日 奥多摩 越沢バットレス 西出公平（ＯＢ）渡邊葉月（３） 

３月２１日 名栗 河又 西出公平（ＯＢ）淀川裕司（４） 

渡邊葉月（３）小野寺央峻（１） 

３月３０日 湯河原 幕岩 淀川裕司（４）岩附正樹（１） 

小野寺央峻（１） 
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１２．部員所感 

リーダーなんてくそくらえ 

 ４年 淀川裕司 

私が１年の頃のリーダーは水口という恐ろしいリーダーでした。マシンガントークを武

器に口下手な私は全く歯が立たちませんでした。なので黙らせてやろうと思い必死に強く

なろうとしました。２、３年の時も同じです、口下手な私はひたすら黙らせてやろうと思

っていました。振り返ってみるとそんな感情しか思い出にありません。自分の意見はこれ

っぽちも出していない、出したくもないと、そんな奴がリーダーになんてなれっこないと

決め付け、自分自身がやることもないと思っていました。４年になって強制的にリーダー

になりましたが、とんでもないプレッシャーでした。こんなの耐えらないとどんどん卑屈

になりましたが、今年の１年生が希望の光となりました。やる気はあるは体力もあるは！

リーダー業務なんてそっちのけで１年生に負けまいと闘争心燃やしまくって煌々とトレー

ニングに励むことができました。素晴らしく充実した日々でした。中学校時代陸上部のと

き以来の青春。ところが火が付いていたのは私と１年生のみで他の上級生 3 名には付いて

いなかったのです。それに気づかず、上級生 3 名の内 2 名は酷い辞め方で退部してしまい

ました。それが理由かは分かりませんが芋づる式に部員が辞めていきました。途方に暮れ、

寂しく悔しい気持ちで埋め尽くされました。何が足りなかったのかと考えたとき、部員間

でのコミュニケーションが足りていないと感じました。というより私が部員から意見や感

情を引き出せなかったのが問題でしょう。全て私の一方的な意見や感情を部員にぶつけて

いた気がします。それではいけないのでしょう。結局部員間の意思疎通が取れていなかっ

たということになりますが、意思疎通ができていたら良い結果になったとも限りません。 

私は今年度リーダーという役割を自分なりに全うしてきたと信じております。生死に関

わる責任を負うという立場を経験できました。本当に大変なことであります。１年生はさ

ておき、上級生は強くなければなりません。そしてリーダーをできる限り補佐してくださ

い。リーダーは独りでできるものではないと断言できます。 

最後に、私はリーダーには向いていません。すべてを統括するリーダーは嫌いです。リ

ーダーの補佐的な役割でこそ最大限の能力を発揮できると信じています。 

 

所感 

３年 渡邊葉月 

 この１年間を振り返ってみると、本当に短く感じられたことに尽きる。毎年通りに合宿

が進む中でも１、２年の時とは違い、部の運営に深く携わるようになったためかは分から

ないが、３年生という時間は本当に短かったように思う。１年生が上級生の倍近くいるよ

うな状況から始まり、同期や下級生が辞めていき、気がつけば部員は４人となっていた。

毎年のことではあるが、今年は特にそれが顕著だった。そんな状況だったからこそ、この
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１年間は短く濃密なものとして感じられたのかもしれない。来年度のことを考えると、上

級生が少ないという状況や自分の実力のなさが浮き彫りとなり不安は多々ある。だが山岳

部員としていられる最後の１年間を精一杯乗り切りたい。 

 

農大山岳部に入って 

１年 岩附正樹 

 大学に入り何か新しいことを始めたい思いで、何となく山岳部に入部した。新人歓迎合

宿、岩登り合宿と次々に合宿は行われ、どの合宿も体力的にも精神的にも厳しく何度も退

部したいと思った。慣れないテント生活やきついトレーニングはもとより、たくさんいる

新入部員の中で一番行動が遅いことが何よりも辛く、悔しかった。そんな時、淀川さんが

「お前にはお前にしかできないことがある」と言って下さり、気が楽になり部活を頑張る

ことができた。しかし、その後も何度か退部の相談をしては引き止めてもらった。今思え

ばただきついことから逃げていただけであり、すべては自分の「弱さ」や「甘え」だった

と思う。１年間が過ぎ、やっと継続することの重要さと辛いときに我慢することの大切さ、

そして、その後にある達成感を知ることができた。特に夏山や冬山などの長期合宿を終え

たときの達成感は計り知れないものだった。相談した際に引き止めて下さった上級生やＯ

Ｂの方には本当に感謝している。今後は自分が上級生として後輩を指導する立場になるの

で少しでも多くの素晴らしい体験が一緒にできるよう精進していきたい。また、山岳部に

入り、「農大山岳部」という絆の深さも知ることができた。ＯＢの方々は優しく、時には厳

しく熱意をもって指導して下さり、まるで家族のように接してくれた。自分もこの情熱を

見習い、「農大山岳部」の一員として恥ずかしくないよう努力していきたいと思う。 

 

一年間を振り返って 

１年 小野寺央峻 

自分が登山を始めたのは高校１年生の時からであるが、本格的に始めたのは今年度から

と言っても過言でないくらい今まで自分が行ってきた登山とはかけ離れたものであった。

最初の新人歓迎合宿では、何故ここまで厳しい登山をしなければいけないのか、もう少し

楽しい登山もあるのではないかと思ったが、次々と合宿をこなしていくうちに、その厳し

い登山の中にある楽しさの片鱗に僅かであるが触れられるようになってきた。そして同時

に自分がどんどん強くなっていくのも感じられるようになってきた。今振り返るとこの１

年間はとても充実していて後悔の無い１年間であった。 

 来年度からは２年生になり、上級生から教えてもらう立場から下級生へ教える立場とな

る。今まで教えられたことをしっかりと後輩へ伝え、頼られるような上級生になれるよう

に努力を積んでいきたいと思う。 
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～あとがき～ 

4 年間いろいろあったけど、山は楽しいです。4 年になって自分がやりたいことが漠然と見

えてきました。山岳部に入る前は縦走などを独りでやっていて、冬山をやりたいと思い山

岳部の戸を叩きました。入部後は登攀や冬山と痺れる山行を経験でき充実した日々が送れ

たと思います。しかし満足はしていません、体力続く限り、満足するまで山を続けます。 

そんな感情に包まれたのはつい最近のことです。入部当初からあるわけではありません。

いつか芽生えるのです。ですから皆さん是非やめないで！それでは走ってまいります！ 

淀川裕司 
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