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はじめに 

今年度は一つ一つの合宿を確実にしっかり行うということを目標に行いました。ミスも

少なからずありましたが、最終的には春山合宿を成功することができました。参加者は３

名のみでしたが、部員全員でやり遂げた合宿であり、今まで積み重ねてきたものが正しか

ったということを全員が実感できたと思います。来年度は今年度培ってきた土台を崩さず

に、さらなる高みを目指して頑張って欲しいと思います。 

これも監督をはじめＯＢ、ＯＧの皆さまのご指導あってこその成果だと感じています。

本当にありがとうございました。 

２０１１年度の活動をまとめましたのでＮＡＶ報告としてご報告いたします。 

 

主将 西出広平 
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１．新人歓迎合宿 

 

期 間：２０１１年５月２日～５月４日 

 

場 所：上越 巻機山 

 

参加メンバー：４年 西出広平 小林新平 

３年 淀川裕司 

２年 安部晶子 渡邊葉月 

１年 浅倉康裕 池上圭 影島詢 滝川鉄也 

ＯＢ 豊島義明 村田岳 長久保浩司 吉田裕一 安済共 井上徳孝 

 須藤一馬 

 

行動概要：５月２日 離京 入山 巻機山麓キャンプ場（ＢＣ） 

３日 ＢＣ～雪上訓練～巻機山頂上～ＢＣ 

４日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 下山 

 

５月２日 晴  

清水バス停（１３：４０）～巻機山麓キャンプ場（ＢＣ）（１４：００） 

清水バス停から巻機山登山道へ延びる林道を進む。１年生は皆、初めての重荷にも関わ

らず良いペースで進んできた。林道途中から雪道に入り、巻機山麓キャンプ場に着いた。

キャンプ場は雪で埋まっていた。水は水道からチョロチョロと出ていて汲むことが出来る。

ＢＣを設営後、小林、渡邊は雪上訓練場の偵察に行く。１年生は初めて過ごす合宿１日目

であったが皆、興味津々といった様子で頼もしい程だった。この日は村田ＯＢ、長久保Ｏ

Ｂ、吉田ＯＢ、安済ＯＢ、須藤ＯＢが入山された。 

 

５月３日 晴 ２℃ 

ＢＣ（６：２５）～六合目（７：３０）～七合目付近（１０：００） 

～巻機山頂上（１１：２０）～ＢＣ（１２：２０） 

朝は冷え込み、空は晴れ渡っていた。登山日和で元気良く出発し、井戸尾根から取り付

く。１年生は雪上を歩くのに苦労していたが、早くも２年生を追い抜いてくる。上級生も

負けじと気合が入る。井戸の壁では夏道は出ておらず、残雪を利用しルートを選んで進ん

だ。六合目付近で雪上訓練（歩行訓練、滑落停止訓練）を行う。休憩を挟んだ後、豊島Ｏ

Ｂが合流され一緒に山頂へ出発。雪上訓練後も１年生は元気で歩くスピードも速い。上級

生も久々の山行に気持ちが高ぶる。好タイムで山頂に到着する。下山は皆で出発し、食糧
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の買出し隊は先に下りていく。夜はバーベキューを行い、途中から井上ＯＢが入山された。

途中から雨が降ったり止んだりしたので、タープを張る。はっきりしない天気だったが吉

田ＯＢのスペシャル食材にバーベキューは遅くまで賑わった。 

 

５月４日 晴 ２℃ 

ＢＣ（６：２５）～六合目付近（７：３０）～ＢＣ（１２：３０） 

 １年生には少し疲れが見えるが昨日と変わらないペースで歩いてくる。雪上訓練は昨日

と同じ場所で行った。歩行訓練、滑落停止訓練を行う。小林、安部、渡邊はコンティニュ

アス、スタカットの訓練も行った。滑落停止は急傾斜でも行ったが、１年生はしっかり形

になっていた。雪上訓練後、六合目付近まで雪上歩行を交えて登った後、駆け下りで一気

にＢＣまで下った。テントを撤収後、昨夜の残りの食材でＯＢが準備してくれた昼食を取

り、下山した。 
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２．岩登り合宿 

 

期 間：２０１１年５月２１日～５月２３日 
 
場 所：御坂 三ツ峠 

 

参加メンバー：４年 西出広平 小林新平  

       ３年 淀川裕司 

       ２年 安部晶子 渡邊葉月 

１年 池上圭 影島詢 瀧川鉄也 

       ＯＢ 村田岳 井上徳孝 須藤一馬 

 

行動概要：５月２１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 

２２日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ 

２３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２１日 晴 

入山 三つ峠駅（６：１０）～達磨石（７：１０）～馬返し（８：４０） 

～屏風岩付近（ＢＣ）（１０：２０）～屏風岩（１１：４０） 

～ＢＣ（１９：００） 

 快晴の中、三つ峠駅を出発する。三ツ峠山を見ながら住宅街を行き、三ツ峠グリーンセ

ンターを過ぎた辺りから林道を歩く。達磨石で着替えをデポし、ここから本格的な登山道

を行く。１年生は重荷での行動に慣れていないためか、なかなかペースが上がらない。馬

返しからは急登が続き、道のりが長く感じられた。屏風岩付近に到着した後テントを設営

し、すぐに屏風岩へ向かう。屏風岩には沢山の人が取り付いており、ガンガン登ることは

出来ない。１年生３名と西出、淀川は中央フェイスで懸垂下降の練習をした後、支点の作

り方、ビレイの方法をしっかり確認しながら一般ルートを登る。２年生２名と小林はリー

ド登攀に向け一般ルートを登りこむ。登攀中に村田ＯＢ、井上ＯＢ、須藤ＯＢが入山され、

学生はそれぞれＯＢの方の指導を受けながら登る。１年生は初めての岩登りで最初は苦戦

しているようだったが、後半は一通り登れるようになっていた。食当の渡邊と瀧川は先に

帰幕し、残りの者は１９時近くまで登りこみ帰幕した。 

 

５月２２日 曇のち雨 ９℃ 

 ＢＣ（７：００）～屏風岩（７：２０）～ＢＣ（昼食）（１４：００） 

～屏風岩（１５：３０）～ＢＣ（１６：３０） 

 今日は午後から天候が悪くなるということなので昼過ぎまで昼食を食べずに登りこむ。
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屏風岩は昨日ほどではないが沢山のクライマーで賑わっていた。初めは３、４年生が一般

ルートをリードし、１、２年生はセカンドで登った。途中から１年生は一般ルートやリー

ダーピッチ、草溝ルートで登攀の練習を、２年生は一般ルート右でリードの練習をした。

岩に慣れたところで各々天狗の踊り場を目指して登攀を開始する。昼過ぎに雨が降り出し、

風が強く吹き付けてきた。天狗の踊り場に着いた後、三ツ峠頂上を経由してＢＣへと戻る。

昼食を食べた後に井上ＯＢ、須藤ＯＢは下山され、その後はテント内で天気待ちとなった。

雨脚が弱まってきたので雨具を着て屏風岩へ向かう。岩壁は雨で濡れていて登れそうにな

いのでハーケンやジャンピングの打ち方などの講習を行った。１時間程講習を行い、帰幕

した。 

 

５月２３日 曇のち雨 ６℃ 

ＢＣ（７：００）～屏風岩（７：２０）～ＢＣ（１３：３０）～達磨石（１５：２０）     

～三ツ峠グリーンセンター（１５：５０） 

 昨日からの雨は上がっていたが、辺りはガスが掛かっていた。屏風岩に移動してみると

思っていたほど岩は濡れていなかったので登攀を開始する。一般ルートにトップロープを

張り、一通り登り込んだ後、各パーティに分かれた。小雨が降ってきたので第一バンドま

でのルートを選ぶ。1年生は地蔵左ルート、観音ルート、草溝ルートを登る。1年生は疲れ

を感じさせない程元気に登っていた。１、２年生はその後肩がらみでの懸垂下降の練習を

行った。淀川、安部、渡邊は逆Ｖ字ハング 1ピッチ目を村田ＯＢ指導の下、アブミで登る。

安部、渡辺は初めてのＡ1ルートだったが、すんなり登れていた。雨脚が強まってきたので

登攀を終了し帰幕後、お茶を飲んだ。その後テントを撤収し、本降りとなった冷たい雨の

中、三ツ峠グリーンセンターまで駆け下った。 
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３．六月合宿 

 

期 間：２０１１年６月１０日～６月１６日 

 

場 所：北アルプス 涸沢 

 

参加メンバー：４年 西出広平 小林新平  

       ３年 淀川裕司 

       ２年 安部晶子 渡邊葉月 

１年 天尾秀史 池上圭 瀧川鉄也 

       ＯＢ 廣瀬健太 須藤一馬 水口佳祐 内田龍也  

 

行動概要：６月１０日 離京 入山 新宿～新島々～二俣  

１１日 二俣～徳本峠～徳沢園 

１２日 徳沢園～涸沢（ＢＣ） 

１３日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ  

ＢＣ～北穂高岳南峰～滝谷（ドーム中央稜）～白出のコル～ＢＣ 

１４日 ＢＣ～北穂高岳東稜～北穂高岳～白出のコル～ＢＣ（渡邊下山） 

    ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ  

１５日 ＢＣ～前穂高岳北尾根～奥穂高岳～ＢＣ（瀧川下山） 

１６日 涸沢～横尾～上高地 下山 

 

６月１０日 曇 

入山 新島々（１２：２５）～ゲート手前（１３：１５）～二俣（１４：１０） 

 須藤ＯＢも学生と共に入山され、新島々駅からタクシーで徳本峠入口まで行く。徳本峠の

ゲートを過ぎ、島々谷川を沿うようにして林道を進みながら対岸へと渡る。林道を抜け川

沿いの砂利道に入ると、砂防ダムの一部が崖崩れで崩壊していた。崩壊箇所を慎重に渡っ

て進むと、また砂利道から林道となる。林道の緩やかな坂道を抜けてゲート手前で休憩し

た後、一気に二俣まで行く。橋を数回渡ると途中で道が二手に分かれるが、トンネルの方

の道ではなく左俣側の林道へと進む。鬱蒼とした林道を抜けると視界が開け、東電取水場

のある二俣に着いた。その夜遅くに、水口ＯＢ、小林、淀川が入山した。 

 

６月１１日 雨のち曇 ９℃ 

二俣（５：３０）～岩魚留小屋（９：００）～力水（１２：２０） 

～徳本峠（１４：００）～明神（１６：３０）～徳沢園（１７：４０） 
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 二俣から徳本峠へと続く林道を進む。朝から雨が降り続いているため、林道はぬかるん

でいた。対岸へと架かる梯子や橋なども滑り易いため慎重に進むが、途中の木橋で渡邊が

橋げたを踏み抜いて落ちそうになった。幸いにも片足を踏み抜くだけで済んだ。沢沿いに

進みながら幾度か橋を渡る。途中にある岩魚留小屋で休憩を取って林道を進み、沢に架か

った橋を渡ると徳本峠の急登が始まった。途中の力水で水を補給し、黙々と登り続ける。

傾斜よりも何回もの折り返しが辛く、徳本峠小屋が見えても果てしなく思える。最後の折

り返しを抜け、坂道を上がると徳本峠へと着いた。徳本峠で記念写真を撮った後、明神へ

の下りに入る。下りの途中から足の不調などにより隊にバラつきが出始めたため、須藤Ｏ

Ｂ、淀川、安部、池上が先行した。下り始めてから次第に晴れ間が見え始める。平坦な道

になると道幅は段々広くなり、登山道から砂利道へと変わった。明神で着替えをデポし徳

沢園へと向かう。徳沢園では先に着いていたメンバーが既にテントを設営してお茶を作っ

ていた。全員でお茶を飲み、明日の行動へと備えた。 

 

６月１２日 曇 ４℃ 

徳沢園（６：２５）～横尾山荘（７：１５）～本谷橋（８：３５） 

～涸沢（ＢＣ）（１１：５５） 

昨日の疲れが残っていたが、横尾、本谷橋まで順調に進んだ。ここまでは雪は残ってお

らず、本谷橋からの登りに差し掛かる。すぐに雪渓が現れたのでオーバー手袋、スパッツ、

ピッケル、サングラスを着ける。ここで須藤ＯＢは下山された。所々に雪渓が残っている

が、雪は軟らかく問題なく通過できた。やがて登山道は全て雪渓で覆われるようになり、

涸沢ヒュッテが見えた所でＢＣ設営のために２、３年生が先に涸沢ヒュッテに向かう。先

行した２、３年生が整地し、全員テント場に着いてからテントを設営した。設営途中に廣

瀬ＯＢが入山された。テント場には我々以外のテントは無かった。 

 

６月１３日 曇 ４℃  

＊雪上訓練パーティ 

西出（４）渡邊（２）安部（２）天尾（１）池上（１）瀧川（１）廣瀬（ＯＢ） 

水口（ＯＢ） 

ＢＣ（５：５０）～Ⅴ・Ⅵのコル下部（６：２０）～Ⅲ・Ⅳのコル直下（１２：１０） 

～ＢＣ（１３：２０） 

先に滝谷パーティを見送り、洗い物などを済ませてから元気よく出発する。Ⅴ・Ⅵのコ

ル下部で雪上訓練を行った。１年生には上級生が付き直登、斜登、直降、斜降から練習し

滑落停止訓練を行った。雪が軟らかく、上手く止まれず苦戦していたが上級生やＯＢの指

導の下で良い練習が出来た。そのあとコンティニュアス、スタカットを２人１組で練習し

た。ここで水口ＯＢが下山された。練習を終えてⅢ・Ⅳのコルへと雪上訓練を実践しなが

ら登る。内田ＯＢが入山され、一緒にⅢ・Ⅳのコルを目指す。登っている途中、近くで大
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きな落石があり改めて山の怖さを実感した。Ⅲ・Ⅳのコルまではしっかり雪渓が繋がって

いた。Ⅲ・Ⅳのコル直下からはグリセードの練習をし、途中で白出のコルから下りてきた

滝谷パーティと合流してＢＣまで駆け下った。 

 

＊滝谷ドーム中央稜パーティ 小林（４）＝淀川（３） 

ＢＣ（４：５５）～北穂高岳南峰（６：２５）～取り付き（７：３０） 

～終了点（１０：２０）～白出のコル（１２：００）～ＢＣ（１３：２０） 

 ＢＣから北穂沢下部のゴルジュへ雪渓を登って行く。朝方、穂高主稜線はガスが掛かっ

ていたが、午後から天候は回復するということなので、取り付きまで行き様子を見ること

にする。夜間の冷え込みは弱く雪渓はザクザクで歩き易い。今年はゴルジュの北穂南稜側

の雪渓が繋がっておらず、雪渓が途切れた部分は南稜への夏道が出ていたので、雪渓から

草付きのガレた道を登って行く。途中でまた雪渓に入り、北穂沢カールに出た。ここから

南稜へ急な雪渓をトラバースする。雪はザクザクのため問題なく通過できた。南稜は所々

夏道が出ており、急斜面を登り切ると南峰の肩に出た。肩からは緩い斜面になり、辺りの

ガスも薄くなり南峰も見え、迷うことなく南峰に着いた。辺りの岩も乾いてきており、登

攀意欲が湧いてきた。南峰で毛下着を上下着て登攀具を一式着け、ドームへ向かう。ドー

ムの頭を第四尾根側から巻いて下り、最初のコルからドームの基部を沿うように進んで行

く。概念ではⅢ級程度のクライムダウンがあるとあったが、クライムダウンというよりも

浮石に気を付ける程度であった。やがて滝谷側に大きく切れ落ちたテラスに出て、テラス
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のドーム寄りの懸垂支点で２０ｍ懸垂しバンドに下りた。バンドを北穂高岳側に少し行く

と顕著な凹角の下に出た。ここが取り付きである。最初の支点は凹角手前の第四尾根側で

作る。小林が最初にリードし、ツルベで登る。 

１ピッチ目 支点から凹角左側の階段状の岩場を登る。階段状の岩場の下部は薄氷が張っ

ており慎重に進む。登り切ると右側に凹角が現れた。凹角内はビシャビシャ

に濡れて狭いため、ザックをハーネスから垂らして登る。凹角の奥まで行き、

その後大きくハングした岩を両手足を突っ張り越える。中々思い切りが必要

で核心のピッチだけある。ハングを越えた後はチョックストーンを足場とし

て登り切りテラスに着いた。 

２ピッチ目 テラスから急傾斜の階段状の岩場を登って行く。そこを抜けると安定した小

さなテラスに出る。リッジ上にあるフェースから取り付き、途中で左のフェ

ースに移る。上部ではスラブとなるが、ホールドが頼りなくＡ０で越え、大

きなテラスに出てピッチを切った。 

３ピッチ目 リッジ上を第二尾根側へ大きく回り込むように進み、岩峰基部まで行く。 

４ピッチ目 ここはクラックを登ることになるが、間違って正規ルートより左のクラック

を５ｍほど登ってしまった。一旦ビレイ点まで戻り登り返す。正規ルートは

右上に伸びる綺麗なクラックだが上部は体を出すように進むため、高度感が

ある。クラックを抜けると大きいテラスがあり、そこでピッチを切る。 

５ピッチ目 左上する綺麗なクラックを登って行く。ランニングは適度に取れ、硬い岩も

思い切って登ることが出来る。抜け口が難しく、大岩を左に回りこむように

Ａ０で越えた。セカンドは大岩を右からフリーで抜けた。大岩を乗り越すと

すぐに終了点がある。 

 終了点からはガレ場を行き縦走路に戻る。縦走路を最低コルに向かって簡単なガレ場を

進む。最低コルで雪上訓練パーティとシーバー連絡を取り、白出のコルまで行くことにす

る。クサリ場が連続する道でなかなかスピードが上がらない。やっとのことで白出のコル

に到着し、そこから雪渓をⅢ・Ⅳのコルに向かいトラバース気味に下って、雪上訓練パー

ティと合流する。そこから一緒にＢＣまで雪渓を駆け下った。 

 

６月１４日 曇のち晴 －１℃ 

＊北穂高岳東稜パーティ 

 西出（４）小林（４）淀川（３）安部（２）渡邊（２）池上（１）瀧川（１） 

廣瀬（ＯＢ） 

ＢＣ（５：００）～北穂沢カール（６：００）～東稜のコル（９：００） 

～北穂高岳北峰（１０：０５）～最低コル（１１：４５） 

～白出のコル（１２：５０）～ＢＣ（１３：３０） 

 内田ＯＢと天尾は雪上訓練を行い、他のメンバーで北穂高岳東稜に行く。ＢＣを出発し、
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涸沢の雪渓を北穂沢カールに向かって登って行く。雪質はそれ程硬くなく簡単に蹴り込め

て登り易い。途中、ハイマツ帯の雪渓が融けて夏道が出ていたので夏道を行く。北穂沢カ

ールに着いて一旦休憩し、東稜の最低コルに向かい再び雪渓を登って行くが、傾斜がキツ

イのでしっかり蹴り込むことを意識して登る。東稜の岩稜帯にはガスが掛かっており、高

度感を感じながらの登攀は出来ないだろうと思われた。コルからは横尾谷側に巻いて雪渓

を行くが、シュルンドがあるため足をしっかりきめながら慎重にトラバースする。ゴジラ

の背の手前でヘルメットと登攀具を着け登攀を開始する。先行する安部は、廣瀬ＯＢと上

級生に指導されながら行く。最後の支点には残置ハーケンが１つしかなかったためハーケ

ンを打ち足して支点を作る。これを使いＦｉｘし、全員が通過した後、渡邊が回収する。

さらに稜上を少し進むと大きく切れ落ちているためここで懸垂支点を作る。横尾谷側寄り

に５ｍ程懸垂下降し、東稜のコルに下りた。東稜のコルから斜度のある雪稜と岩稜を登っ

て行くと北穂高小屋の真下に出る。北穂高小屋から石段を上がり北穂高岳北峰に着く。頂

上は曇っており、晴れていれば見えるはずの槍ヶ岳は見ることが出来なかった。北峰から

は岩稜帯を下って行き、南峰は雪渓を涸沢側に巻くが、シュルンドがあり緊張する。南峰

からは岩稜帯を滝谷側に巻いたり、稜上を行ったりを繰り返しながら通過し、最低コルで

休憩する。最低コルから鎖場の多い岩稜を登って行くと涸沢岳に着く。涸沢岳からは歩き

易いガレ場を下り白出のコルへ。白出のコルから廣瀬ＯＢと渡邊は一足先にＢＣへ戻り上

高地へ下山した。残りの者は休憩を挟んで、グリセードの練習をしながらＢＣへ向かう。

途中、天尾と合流する。天尾は内田ＯＢと小林が見ながら下り、他の者はＢＣまで駆け下

った。 
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６月１５日 晴 －１℃ 

＊前穂高岳北尾根パーティ 西出（４）＝池上（１） 淀川（３）＝安部（２）  

ＢＣ（５：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（７：１０）～Ⅲ・Ⅳのコル（８：５０） 

～前穂高岳頂上（１２：５０）～奥穂高岳（１４：５５） 

～白出のコル（１５：５５）～ＢＣ（１６：４５） 

ＢＣからⅤ・Ⅵのコルへと雪渓を登る。快晴だが夜間冷え込んだためか、雪渓はカチカ

チでしっかり蹴り込まないと歩き難い。硬い雪渓歩きに苦戦し、Ⅴ・Ⅵのコルまで予想以

上に時間が掛かってしまった。内田ＯＢと瀧川はⅤ・Ⅵのコル到着後下山する。登攀具一

式を着け少し休憩し、ここからⅤ峰を登る。リッジ上を進み涸沢側と奥又白側を時々巻く

ように登る。踏跡があるが、浮石が非常に多く慎重に進む。Ⅳ・ⅤのコルからⅣ峰の登り

に入る。リッジ上を涸沢側へ巻くように登ると、岩峰にぶち当たる。岩峰下から奥又白側

を巻き、少し進むと急な雪渓に当たる。この雪渓を避けるようにリッジ上へ右上して行く。

リッジ上で涸沢側に乗越し、ガレた岩場を登って行く。浮石が多く涸沢側に大きく切れ落

ちているため慎重に通過する。下るとⅢ・Ⅳのコルに着いた。取り付きには２パーティ順

番待ちをしていたので少し待って登攀を開始する。西出、池上パーティ、淀川、安部パー

ティで登る。安部は２ピッチ目のみリードを行った。 

１ピッチ目 コルから少し上がったテラスでビレイをする。支点から奥又白側へ巻き、

大岩を一段上がった所から奥又白側に切れ落ちた岩壁をトラバース気味に

左上する。広めのテラスがあり、２パーティ分の支点も簡単に作れる。こ

こでピッチを切る。 

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行く。大きな浮石が堆積しているので、慎重に行か 

ないと簡単に石を落としてしまう。出口まで行き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。高度感が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、稜上を歩いて行く。凹角手前の涸沢側にある大きな 

一枚岩で支点を作り、ピッチを切る。 

４ピッチ目 凹角は広く傾斜も緩く、下部はザクザクの残雪を進む。抜けた所で、奥又   

白側へ大岩を乗越すとⅢ峰頂上に着いた。 

 Ⅲ峰頂上からリッジ上を進みⅡ峰へ向かう。奥穂高岳にはガスが掛かり始めていたが 

前穂高岳付近の天候は最高である。Ⅱ峰の登りは上部で涸沢側を巻きⅡ峰頂上へ出る。頂

上からコルへ、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つを選び、トラバース気味に吊尾根の稜上へ向かう。途中雪渓があったが問題無く通過

できた。最低コル付近から２回程雪渓が出てきたが、ここも問題無く通過できた。１、２

年生はだいぶ疲労していたが奥穂高岳頂上が近づいてくると皆気合が入る。頂上は時折ガ
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スが掛かる程度で景色を一望できた。頂上から白出のコルに向かう。稜上沿いを行き、梯

子場手前で急な雪渓が出てきた。この雪渓でＦｉｘするか迷ったが、慎重に行けば問題無

いと判断しトラバースした。白出のコルからは上部でグリセードの練習を行い、下部は駆

け下った。 

 小林と天尾は北尾根には行かず、雪上訓練を兼ねて、ＢＣから白出のコルへ行き、白出

のコルから涸沢岳と奥穂高岳を往復した。 

 

６月１６日 曇 １℃ 

ＢＣ（６：２０）～本谷橋（７：４５）～横尾大橋（８：４０） 

                   ～徳沢（９：４５）～明神館（１１：２０） 

朝食終了後すぐにテントを撤収しパッキングをする。朝の風は冷たく、曇り空の下で雪渓

を下る。涸沢付近の雪渓は硬いが下っていくにつれて雪質が軟らかくなり、雪渓と夏道が

交互に出てきた。途中には木がありとても歩きづらい。本谷橋でスパッツ、オーバー手袋

を外し休憩を取る。気温も上がり上着を脱ぐくらいだ。本谷橋からはペースを上げながら

下る。横尾大橋に着くと登山客も少し増えてきた。明神館までの緩く長い平坦な道を進む。

途中の徳沢では登山客も大分増え、追い抜きながら下り明神館へ。ここで、整理体操をし

て六月合宿は終了した。 
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４．夏山合宿 

 

期 間：２０１１年８月１４日～８月２９日 

 

場 所：北アルプス 剱岳 剱沢定着～上高地縦走 

 

参加メンバー：４年 西出広平 小林新平  

３年 淀川裕司 

２年 渡邊葉月 

１年 天尾秀史 池上圭 

       ＯＢ 福留邦晃 須藤一馬 水口佳祐 内田龍也   

 

行動概要：８月１４日 離京 さわやか信州号室堂行（新宿２２：３０発） 
１５日 入山 室堂～剱沢キャンプ場（ＢＣ） 
１６日 ＢＣ～Ⅵ峰Ａフェース 中大ルート  

ＢＣ～雪上訓練  

１７日 ＢＣ～源次郎尾根～剱岳～長次郎谷～ＢＣ 

１８日 雪上訓練 
１９日 ＢＣ～八ツ峰主稜上半 
２０日 ＢＣ～Ⅵ峰Ｃフェース 剣稜会ルート 
               ＲＣＣルート（天尾 下山） 

       ２１日  雪上訓練 

２２日 ＢＣ～八ツ峰主稜下半 

ＢＣ～Ⅵ峰Ａフェース 魚津高ルート 

       ２３日 雪上訓練 

２４日 剱沢キャンプ場～五色ヶ原  （小林 下山） 
       ２５日 ～スゴ乗越小屋 

２６日 ～薬師峠  
２７日 ～雲ノ平 

       ２８日 ～双六小屋 
２９日 ～上高地 下山 

 

８月１５日 晴のち曇 

入山 室堂バスターミナル（７：１０）～剱御前小舎（１０：１５） 

～剱沢キャンプ場（ＢＣ）（１１：４０） 

晴れていたが、少し肌寒いくらいの気温だった。１年生は重荷を背負って歩くことに苦

労していたが、室堂バスターミナルから雷鳥沢キャンプ場までモルタルの歩き易い道を順

調に進む。雷鳥沢キャンプ場から少し歩いて橋を渡り、剱御前小舎への登りの手前で休憩

を取る。ガレた急登を登り切ると剱御前小舎に着いた。ここからガレた道をさらに下りる

と、剱沢キャンプ場に着き、テントを設営した。 
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８月１６日 晴のち雨 １１℃ 

＊雪上訓練パーティ 

西出（４）渡邊（２）池上（１）天尾（１）内田（ＯＢ） 

ＢＣ（６：００）～熊ノ岩付近（８：００）～雪上訓練（８：２０） 

～雪上訓練終了（１２：００）～ＢＣ（１５：００） 

ＢＣを出発して剱沢に沿ったガレ場を下る。道が細くなっていて危険な所もあったので

しっかりと進んだ。雪渓に下りる手前でスパッツとオーバー手袋を着け、ピッケルを用意

し、長次郎谷の出合まで雪渓を駆け下る。雪は固く、小さな窪みが多く足が置きやすかっ

たが、所々氷が張っていて滑りやすく危険な所もあった。長次郎谷雪渓を登り熊ノ岩付近

に着き、上級生とＯＢの指導の下、雪上での歩行訓練と滑落停止訓練、スタカットとコン

ティニュアスの訓練を一通り行った。雪上訓練の途中で登攀を終えた小林、淀川と合流し

た。熊ノ岩からは駆け下りとなり、剱沢雪渓を登り返してＢＣまで帰幕した。夕方に須藤

ＯＢと水口ＯＢが入山された。 

 

＊Ａフェース中大ルートパーティ 淀川（３）＝小林（４） 

ＢＣ（５：４５）～長次郎谷出合（６：２５）～Ａフェース取り付き（７：４０） 

～登攀開始（８：４０）～Ａフェースの頭（１０：２０）～ＢＣ（１４：０５） 

 ＢＣを出発し長次郎谷出合までは雪上訓練パーティと行動を共にする。長次郎谷出合か

ら長次郎谷雪渓へ入り、小林と淀川は雪上訓練パーティと分かれガンガン雪渓を詰めてい

く。途中Ⅰ･Ⅱ峰間ルンゼ取り付きを見たが、両岸に大きなシュルンドがあり、真ん中に太

いスノーブリッジが掛かっていた。スノーブリッジは丈夫そうだが両岸のシュルンドの開

き具合が気になる。早めに行きたい所だ。その後も雪渓を詰める。天気は薄曇りだがⅥ峰

フェース群はよく望める。熊ノ岩付近で八ツ峰側の草付きに入り、Ａフェース真ん中を左

上する顕著な凹角の下を目指し、中大ルート取り付きに着いた。先行パーティがいたため

少し待ってから登攀を開始する。全て淀川がリードする。 

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

ラスに向かい左上気味に登って行く。簡単だが上に行くほど傾斜が強くな

り、多少ランナウトするので緊張した。小テラスから右側の被った凹角下

へ移り、凹角沿いに左上した。ホールド、スタンス共に細かいため、苦し

くもＡ０で突破。左上を続けるとハングした岩にぶつかった。ここで左右

にルートが取れそうだが、ザイルが残り５ｍしか出ないためここでピッチ

を切る。支点の足場は人の足３足分といった所だ。 

２ピッチ目 支点から右側の傾斜の強いフェースを登り、左上の浅い凹角に入る。ホー

ルド、スタンス共に豊富にあるため登りやすい。凹角を抜けた後は左側の

テラスに移り、ピッチを切った。 

３ピッチ目 テラスから簡単な岩場を上がり、ハイマツ帯に入る。ここで魚津高ルート
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と合流し、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り、ハイマツで支点を取りフェー

スを５０ｍの懸垂下降でⅤ・Ⅵのコルに下りた。登攀具整理後、熊ノ岩付近で行動中の雪

上訓練パーティと合流した。 

 

８月１７日 曇のち雨 ９℃ 

源次郎尾根 

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（８：００）～Ⅱ峰（９：５５）～剱岳頂上（１１：４０）

～熊ノ岩（１３：３０）～ＢＣ（１５：２０） 

 ＢＣより剱沢雪渓を下り平蔵谷出合へと進む。尾根ルートの取り付き手前の雪渓で登攀

具を着け、源次郎尾根取り付きへと向かう。ここからは淀川、渡邊が先行する。最初の大

岩を５０ｍ一杯にＦｉｘし、後から１年生はユマールで登る。ここからはハイマツが群生

し始め、踏み跡沿いを木の根や枝を掴みながら進む。しばらくすると岩場が２ヶ所連続す

るためＦｉｘする。ハイマツ帯をしばらく進むとルンゼルートとの合流点である台地に着

き、休憩後Ⅰ峰への登りに入る。途中に出てくるチムニー状の岩場を忠実に辿り、ガレた

斜面を登るとⅠ峰に着く。Ⅰ峰の下りは急なうえに浮石も多いので慎重に下る。Ⅰ・Ⅱ峰

間のコルからは岩稜登りとなる。距離こそ短いが足元が切れ落ちているので気が抜けない。

Ⅱ峰からは５０ｍの懸垂下降でコルまで下りる。コルから頂上までは浮石の多い岩稜帯が

続く。剱岳頂上ではガスがかかっていたため展望がきかなかった。頂上より長次郎のコル

までの下りは浮石が多く、また雨も降り続いているため慎重に下る。長次郎谷雪渓へと入

る際もクレバスが大きく開いているためガッチリ下る。熊ノ岩からは各々駆け下りでＢＣ

まで帰幕した。 
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８月１８日 曇 １０℃  

ＢＣ（６：００）～熊ノ岩（８：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（８：５０） 

～ＢＣ（１２：５０） 

４時頃まで剱沢キャンプ場は豪雨だったため少し天気待ちをして、全員で八ツ峰上半を

登る予定で出発する。剱沢雪渓に入る下りの途中で天尾が転んで膝を捻ってしまい、行動

できないと判断し、水口ＯＢと帰幕することにする。長次郎谷出合に着いたあたりでは雨

は止んでいた。Ⅴ・Ⅵのコルまでは皆順調に進む。Ⅴ・Ⅵのコルから見た八ツ峰上半はガ

スっており、いつ雨が降ってもおかしくない状況だったので、無理はせず帰幕することに

する。しかし午後には時折晴れ間が見えていた。夕方に福留ＯＢが入山された。 

 

８月１９日 曇 ９℃ 

八ツ峰上半  

ＢＣ（５：００）～Ⅰ･Ⅱ峰間ルンゼ取り付き（６：２０）～Ⅴ・Ⅵのコル（７：４０） 

 ～八ツ峰ノ頭（１０：２０）～池ノ谷乗越（１１：００）～長次郎谷出合（１２：５０）

～ＢＣ（１３：５０） 

 天尾は膝の調子が悪いためテントキーパーとする。朝方はＢＣの辺りは濃いガスが掛か

っており行動判断に悩む。とりあえず取り付きまで行くことにして剱沢雪渓へ下っていく。

少し下ると八ツ峰Ⅰ峰が見えたが、Ⅰ峰の頭以上はガスが掛かっていた。長次郎谷出合か

ら長次郎谷雪渓に入り、Ⅰ･Ⅱ峰間ルンゼ取り付きまで行く。取り付きのスノーブリッジは

日毎に細くなっている。小林と淀川がスノーブリッジを渡り、ルンゼを少し詰めるがルン

ゼ内は水の流れが強い。ガスは薄く上部まで見えるが１年生を連れて行くのは危険と判断

し今日は下半を諦め、全員で上半に行くことにする。辺りのガスは薄く明るくなり始めた

ので天候の安定を期待し、Ⅴ・Ⅵのコルまで進む。Ⅴ・Ⅵのコルでは天候は変わらず薄明

かりのガスが掛かっていたが雨は降っていないため、岩場の少ない上半は行けると判断し

行くことにした。登攀具を着け、三ノ窓谷側へ少しトラバースしルンゼ内を詰め、三ノ窓

谷側へ伸びるバンドをガッチリ進む。バンドが終わりハイマツ沿いに岩場を直上した。濡

れていたため慎重に進む。岩場はだんだんと傾斜が落ちてくるにつれて草付きの踏み跡に

変わり尾根も広くなった。小林と淀川が懸垂支点を作るため先行する。Ｂ、Ｃ、Ｄフェー

スの頭を過ぎてまもなくⅥ峰の頭へ着き２５ｍ懸垂下降をした。小ピークを登り詰め、小

ピークから２ｍの捨て縄を２個連結し、大岩を支点にして５０ｍ懸垂下降でⅥ・Ⅶのコル

に下りた。回収は淀川と水口ＯＢで行い、他の者は先行する。この頃から時折ガスが晴れ

三ノ窓谷やチンネなどが望めた。Ⅶ峰へは快適な岩場をリッジ通しに進みⅦ峰の頭から２

５ｍ懸垂下降でⅦ・Ⅷのコルに下り立つ。Ⅷ峰の登りはルンゼ内の岩場だがあまり濡れて

もいないためザイルを出さずに突破する。Ⅷ峰の頭から５０ｍ懸垂下降しコルに下り立つ。

八ツ峰ノ頭へは淀川がリードしＦｉｘを張り全員通過した。懸垂支点の残置ピンを打ち直

し、八ツ峰ノ頭の裏から池ノ谷乗越へ５０ｍの懸垂下降をした。ガレていて落石には十分
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に注意が必要だ。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。上部は急

なためグリセードの練習をしながら熊ノ岩まで行き、そこから長次郎谷出合まで駆け下り、

剱沢雪渓を登り返し帰幕した。 

 

８月２０日 曇時々雨 ６℃ 

＊剣稜会ルートパーティ 小林（４）＝池上（１）＝内田（ＯＢ） 

ＢＣ（５：１０）～剣稜会ルート取り付き（７：４０）～Ｃフェースの頭（１０：３５）  

   ～Ⅴ・Ⅵのコル（１２：００）～ＢＣ（１４：５０） 

 天尾は膝の調子が悪化し、話し合った結果、福留ＯＢ、水口ＯＢに付き添ってもらい、

今日下山させる事にした。渡邊も膝の調子が悪くなったのでテントキーパーとしてＢＣに

残し様子を見ることにする。昨夜は一晩中雨が降り続いていたが、朝には止んでいた。八

ツ峰下半を行くつもりであったがⅠ・Ⅱ峰間ルンゼは水量が多く落石の危険もあると判断

し、Ⅵ峰フェースの登攀に切り替えた。Ｃフェース取り付き付近の岩は濡れているが、雨

脚も弱く、風も無いので登攀を開始する。 

 １ピッチ目 スラブを行くがビショビショなので細かいホールドはかなり怖い。凹角に

入って安心した。凹角を抜けた所でピッチを切った。 

 ２ピッチ目 また凹角を行く。どこでも行けそうだがなるべく簡単な所を進んだ。岩は

濡れており、浮石も多い。凹角を抜けた所のバンドに強固な支点があった

ので、ザイルは半分しか進んでいないがピッチを切った。 

 ３ピッチ目 ハイマツが多くあるガレ場を行く。ルートはどこでも取れそうだ。非常に

浮石が多く落とさないように気を配る。広いスラブを越えるとまた凹角状

のガレ場に入ってザイルを５０ｍ一杯伸ばして、リッジ手前のハイマツで

支点を取りピッチを切った。 

 ４ピッチ目 核心のリッジである。簡単な岩場を乗り越えるとナイフリッジが見えた。

リッジを右に回り込んで手と足で突っ張って進む。途中足場が遠い所があ

って怖かったが、何とか抜ける。リッジを抜けた後ガレ場を少し進んだ所

でピッチを切った。周りはガスに包まれていたので高度感はなかった。 

 ５ピッチ目 簡単な岩場を進むと１５ｍ程でＣフェースの頭に着いた。 

 雨も本格的に降ってきたので早々に下降を始める。初めは踏み跡沿いに行くが、次第に

踏み跡が分かりにくくなり、危険な箇所が増えてきた。雨が降っているのでいつもは簡単

に通過出来るような所もガッチリ下る。先頭が懸垂点をやっと見つけ、５０ｍ懸垂下降で

Ⅴ・Ⅵのコルに下りる。Ⅴ・Ⅵのコルからガレ場を下って長次郎谷雪渓に入り、ＢＣへと

帰幕した。 
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＊ＲＣＣルートパーティ 西出（４）＝淀川（３） 

ＢＣ（５：１５）～取り付き（８：００）～終了点（１０：３５） 

～Ⅴ・Ⅵのコル（１２：１５）～ＢＣ（１４：５０） 

 今日も天気が悪いが取り付きまで行って判断することにする。そろそろ慣れてきた道を

Ⅴ・Ⅵのコルまで行く。取り付きでは雨は少し降っているが、無風状態であったので登攀

する。１ピッチ目は淀川がリードし、その後はツルベで登る。 

１ピッチ目 ガレたルンゼを左上する。浮石が多いこと以外問題はない。 

２ピッチ目 始めは右上のハイマツ帯を目指して登り、ハイマツ帯を避けてトラバース

しハイマツ帯を抜けた所でピッチを切る。雨で濡れているため、かなり難

しく感じた。またビレイ点ではハーケンを打ち足した。 

３ピッチ目 ハイマツ帯と凹角の間のフェースを登るのだが、ほとんど凹角を登る。や 

      はり濡れていてフリクションが効きにくいため苦戦した。 

４ピッチ目 ハイマツ帯を左上した後、少し右にトラバースして凹角を登った。正面の

凹角も晴天時なら登れそうだった。ザイルの流れを考え凹角途中のレッジ

でピッチを切る。 

５ピッチ目 レッジからフェースを５ｍ程登り、Ｃフェースの頭まで進んで登攀を終了

した。 

 剣稜会パーティと合流し、５０ｍの懸垂下降でⅤ・Ⅵのコルに下りる。懸垂支点までは

濡れていて危険だったためガッチリ下る。Ⅴ・Ⅵのコルから長次郎谷雪渓を駆け下り、剱

沢雪渓を登り返し帰幕する。 
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８月２１日 雨 ８℃ 

 ＢＣ（５：２０）～長次郎谷出合（６：００）～Ⅵ峰フェース取り付き（７：４０）～

ＢＣ（９：５５） 

今日も出発時は雨で天気待ちにするか悩んだが、Ⅵ峰フェースの取り付きまで行って様

子を見る事にする。剱沢を下り長次郎谷出合まで行っても雨が降ったり止んだりしていて、

八ツ峰の上部はガスに覆われている。長次郎谷雪渓を登るにつれてガスに覆われた。遅れ

ている２年生と隊を分けて小林、淀川、池上で魚津高ルートの取り付きまで行く事にする。

その他は熊ノ岩を目指す。取り付きは濡れていてとても登れそうにない。取り付き付近の

ハング下で落石に警戒しながら雨宿りをし、後続パーティとトランシーバーで交信して天

気の回復が望めそうにないので２０分程で取り付きをあとにする。帰りは元気よく長次郎

谷雪渓を駆け下る。Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ辺りの雪渓は日に日に狭くなっているようだ。長次

郎谷出合では青空も伺えたが剱沢を登るに従ってまた天候が悪化した。 

 

８月２２日 雨のち曇 ６℃ 

＊八ツ峰下半パーティ  

西出（４）小林（４）淀川（３）池上（１） 

ＢＣ（５：１０）～Ⅰ･Ⅱ峰間ルンゼ取り付き（６：２０）～Ⅰ･Ⅱのコル（７：４０） 

～Ⅴ・Ⅵのコル（１０：００）～Ｄフェース取り付き（１０：５０） 

～ＢＣ（１４：００） 

 朝方はＢＣの辺りはまたもやガスに包まれている。しかし昨夜は雨が降っていないため

登攀に期待が持てる。ＢＣから魚津高ルートパーティと分かれガンガン進む。剱沢雪渓に

下りてみるとまたもや八ツ峰Ⅰ峰の頭以上はガスがかかっていた。長次郎谷出合付近では

真砂沢ロッジ側から時折日が差し込み、今までよりかなり暑く感じられた。長次郎谷雪渓

を詰めⅠ･Ⅱ峰間ルンゼ取り付きに到着し、小林と淀川がルンゼ内の様子を見るが今までよ

りはるかに水量が少ない。岩は濡れているがガスは薄くルンゼ上部まで見渡せるため行け

ると判断した。両岸のシュルンドは初日と比べるとかなり開きが大きくなっているが、ス

ノーブリッジはまだ安定しておりザイルを出さずにルンゼ内に入った。ルンゼ内のルート

は左岸寄りのルンゼ内を忠実に詰めていく。途中草付きに入るがすぐにルンゼ内に戻る。

所々難しい箇所があるがガッチリ行く。最後は藪漕ぎとなるが草が濡れていたため慎重に

登った。藪漕ぎを少し進むとⅠ･Ⅱのコルに着いた。 

Ⅰ･Ⅱのコルからは小林と淀川が先行する。長次郎谷側の岩場を登りリッジ上を進み、Ⅱ

峰の頭から２５ｍ懸垂下降する。時折ガスがなくなり八ツ峰下半の雄大な姿が現れた。Ⅱ・

ⅢのコルからⅢ峰へ行き、Ⅲ峰の頭からリッジ上を２０ｍ懸垂下降しⅢ・Ⅳのコルへ下り

立つ。Ⅳ峰への登りは三ノ窓谷側の岩とハイマツの間の踏み跡を辿りⅣ峰の頭に出た。２

ｍの捨て縄を２本連結し岩を支点にして４０ｍ懸垂下降でⅣ・Ⅴのコルに下りる。ここか

ら西出と池上が先行する。三ノ窓谷側の草付きのルンゼを登り詰めるとリッジ上に出る。
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しばらく行き長次郎谷側へ下りると、長次郎谷側下方に大きなテラスとそこからⅤ・Ⅵの

コル側に落ち込む岩場が見えるので、２０ｍ程の懸垂下降で大テラスに下り立つ。ここか

ら更に懸垂下降体勢のままⅤ・Ⅵのコル側に落ち込む岩場へ入り、１５ｍ程でバンドへ着

いた。このバンドから一段上がり残置ピンを支点にして１５ｍ懸垂下降し次のバンドに下

り、Ⅴ・Ⅵのコル側にトラバースしていくと下方にⅤ・Ⅵのコルが望めた。そのままハイ

マツ帯沿いに下り、切れ落ちたところからハイマツを支点に２０ｍ懸垂下降して、Ⅴ・Ⅵ

のコルに下り立った。ここで魚津高ルートパーティを待つことにしたが、まだ時間が掛か

りそうなので、辺りの岩場の乾き具合から小林と淀川でＤフェース富山大ルートを偵察に

行き、可能ならば登攀することにした。しかし富山大ルートは完全に濡れており登攀は不

可能と判断しⅤ・Ⅵのコルへ引き返した。ＤフェースはＣフェースに阻まれて太陽光や風

が当たらないようである。その後魚津高ルートパーティと合流し長次郎谷雪渓を駆け下る。

剱沢雪渓を登り返し帰幕したが、ＢＣ付近で雨に祟られまたもやずぶ濡れの帰幕となった。 

 

＊Ａフェース魚津高ルートパーティ 

内田（ＯＢ）＝渡邊（２）  

ＢＣ（５：１０）～登攀開始（８：３５）～Ａフェースの頭（１０：４５） 

～ＢＣ（１４：２０） 

八ツ峰下半パーティと剱沢雪渓手前で分かれて取り付きを目指す。取り付きに着く頃

に雨は止んだが、ガスっていて周囲の見通しが利かない。リードは内田ＯＢが行う。 

１ピッチ目 最初の凹角を登る。凹角は掴みやすいホールドがないため足のみを頼りに

しながら登る。雨で岩が濡れているため滑りやすく、足をかけようとする

度に滑った。凹角からは右寄りに進み、途中で左側のフェースへと移る。

ピンが微妙な位置にあるため回収に手間取る。少し登るとテラスに着いた。 

２ピッチ目 テラスからカンテに沿うようにして登る。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。濡れているため掴めるクラックが少なく、無理矢理に靴を岩

間に挟み込みながら登る。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るため、ガスっていても高度感があった。

登り切ると左側にテラスが見えた。 

３ピッチ目 テラスから見える最初のフェースを登り、リッジ上を忠実に登る。次第に浮

石がなくなり、大岩を越えると後はハイマツ帯となる。少し進むとＡフェー

スの頭に着き、登攀を終了した。 

下降は長次郎谷側へとハイマツ帯を進み、５０ｍの懸垂下降でⅤ・Ⅵのコルへ下り八ツ

峰下半パーティと合流した。 

 

８月２３日 雨時々曇 １０℃ 
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ＢＣ（５：０５）～熊ノ岩（７：３５）～長次郎谷出合（９：２５） 

～ＢＣ（１２：３０） 

 出発時ＢＣは暴風雨であり、停滞にするか悩んだが天気の好天を期待し、とりあえず熊

ノ岩まで行くこととする。剱沢雪渓を下り長次郎谷出合に行くがまだ雨が降り続いている。

熊ノ岩でツェルトを被って天気待ちをするが、ガスったり雨が降ったりと天気が安定しな

い。１時間程待ったが８時３０分頃、これ以上天気が良くならないと判断し帰幕を開始す

る。長次郎谷出合からのＢＣまでの登り返しはアンザイレンしながら、スタカットとコン

ティニュアスの訓練を交えて、剱沢雪渓を登った。夏山最後の雪渓登りを噛み締めながら

ＢＣに戻った。 

 

８月２４日 曇 ８℃ 

剱沢キャンプ場（６：００）～富士ノ折立（８：３０）～一ノ越山荘（１０：００） 

～鬼岳（１１：２０）～獅子岳（１２：４０）～五色ヶ原（１４：００） 

この日下山する内田ＯＢ、小林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。別山からは稜線伝いに立山方面へと進む。稜

線からは久々の青空が見えた。富士ノ折立の急登を登り切り、大汝山を越え、雄山へ着く。

雄山神社の前で写真を撮った後、ここから一ノ越山荘までは浮石の多い下りとなる。下り

では観光客が多く、人を避けながらの下りとなった。一ノ越山荘での休憩後は龍王岳、鬼

岳、獅子岳と起伏の大きい行程が続いた。獅子岳からザラ峠までの下りは浮石が多く、足

場も悪いため慎重に進む。ザラ峠から五色ヶ原まで一気に登り切ると道は木道となり、木

道沿いを進むと程無くしてテント場に着く。手早くテントを設営し、お茶の準備をする。

夜は久しぶりに雨音を聞かずに就寝することが出来た。 

 

８月２５日 曇のち雨 ９℃ 

五色ヶ原（６：３０）～鳶山（７：３０）～越中沢岳（９：１０） 

～スゴの頭手前（１０：４０）～スゴ乗越（１２：００）～スゴ乗越小屋（１３：００） 

 五色ヶ原から木道を歩き、五色ヶ原山荘方面へと進む。鳶山を登り切ると、越中沢岳へ

の登りが見えてきた。越中沢岳から次第に雨足が強まり始める。越中沢岳の下りは岩稜帯

が続き、岩が濡れていることもあって滑りやすいので慎重に進む。途中の大岩ではロープ

などが張られている箇所もあり、下まで下りる際には荷物の重さに体が振られた。下り切

るとスゴの頭への登りとなる。雨が降っているため足場が悪く、ぬかるみに足を取られな

がら進む。スゴの頭からは樹林帯の下りとなる。スゴ乗越からは最後の急登となり、登り

切ると目の前にテント場が広がった。 
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８月２６日 曇のち雨 ９℃ 

スゴ乗越小屋（６：３０）～間山（７：４５）～薬師岳（１０：３０） 

～薬師峠（１２：１０） 

 スゴ乗越小屋からは間山への登りとなる。急登を過ぎると次第に傾斜は緩やかとなりガ

レた稜線を進む。霧がかかっているため見通しが利かない。浮石に気を付けながら岩稜帯

を進み、北薬師岳の登りを過ぎて小ピークを幾つか通過すると、ようやく薬師岳が見えた。

薬師岳への急登を登り切り、頂上で写真を撮った後、薬師如来に好天を願う。ここから道

は傾斜の緩やかなガレ場の下りとなる。いつのまにか雨は止んでいたが、曇天は変わらな

い。九十九折のザレ場を下り切ると、薬師平の平坦な道となる。薬師平からは沢沿いを進

む。雨のために水量が増え、靴に水が染み込んだ。沢沿いの急なガレ場を下ると薬師峠の

テント場が見えた。テントを設営し、お茶を作る頃には天気は回復し晴れ間が見えた。濡

れていた登攀具や靴などを乾かし、久々に乾いたシュラフで就寝することが出来た。 

 

８月２７日 晴 ７℃ 

 薬師峠（５：３０）～薬師沢小屋（８：００）～アラスカ庭園（１０：１０） 

～雲ノ平キャンプ場(１１：５０) 

 朝から晴れていたので気持ち良くテント場を出発した。太郎平小屋方面へしばらく木道

を進み、木道上の分岐を薬師沢方面へ下っていく。木道は濡れていて滑り易くなっていた。

ハイマツにザックが引っ掛からないように注意しながら早いペースで進んでいった。下り

切ると沢沿いの平坦な道となり歩き易い。薬師沢小屋までは滑りやすい道を下っていった。

薬師沢小屋からは橋を渡ってすぐに急なハシゴ場を２つ越えたが、重荷のため慎重に進ん

だ。少し行くと高天原との分岐が出てきたので、雲ノ平方面に進んだ。雲ノ平への登りは

岩場の急坂が続き岩は苔むしていて滑りやすくなっていた。ガンガンと登っていくと 1時

間半程で傾斜は緩やかになり、雲ノ平に着いた。木道をしばらく行くと湿地帯で高山植物

が生い茂るアラスカ庭園に着く。雲ノ平山荘を通過して行き、しばらく木道を行くと雲ノ

平キャンプ場への分岐があり、木道を少し下ると雲ノ平キャンプ場に着いた。キャンプ場

周辺は高山植物が沢山生えていて、秘境と呼ばれるにふさわしい所だった。 
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８月２８日 晴 ８℃ 

 雲ノ平キャンプ場（５：４０）～祖父岳山頂（６：５０）～鷲羽岳山頂（８：３０） 

～三俣山荘（９：４０）～双六小屋（１２：１０） 

 祖父岳までは木道が続くがハイマツが茂っており何度もザックが引っ掛かった。ハイマ

ツ帯を過ぎると山頂までガレ場を進んでいき山頂に着いた。山頂からは一面に山々が広が

っていて見応えがあった。ガレ場を下り、ワリモ岳を登ると下りには鎖が張られていて慎

重に通過する。鷲羽岳へは急坂をガンガン登り一気に山頂に着いた。山頂で渡邊が膝の痛

みを訴えたため、荷物を少し抜き様子を見ることにした。頂上からは緩やかなガレ場を下

り、三俣山荘を通過する。最後の急坂を登り切ると三俣蓮華岳を右手に見ながらトラバー

ス気味に進んでいった。双六小屋までの最後のガレた道を駆け下り、キャンプ場に着いた。

双六小屋は登山客も多く賑やかだった。 

 

８月２９日 快晴 ７℃ 

 双六小屋（４：３０）～硫黄乗越（５：２０）～千丈沢乗越（７：１５） 

～槍ヶ岳山頂（８：３０）～槍沢ロッヂ（１１：２０）～横尾（１２：３０） 

～徳沢（１３：２０）～明神（１４：００） 

 計画では今日は槍沢ババ平までだったが、計画を 1つ飛ばして上高地まで行くことを目

標に早朝に出発した。まだキャンプ場は暗くヘッドランプを着けて出た。樅沢岳へ登ると

東の空が赤く染まっていて、稜線をしばらく行くと今合宿初の朝日を見ることが出来た。

槍ヶ岳まではいくつかの小ピークの登り下りを繰り返す。辛いが段々と大きくなる槍ヶ岳

に気合いが入る。途中の鎖場は慎重に進み、千丈沢乗越からは槍ヶ岳の肩への最後の登り

を駆け上る。槍ヶ岳の肩からは鎖と長い梯子がいくつかあり慎重に登る。山頂からは雲海

や周囲の山々を望むことができた。ババ平まではガレていたが下りやすい道を下り、登山

客を追い越しながらペースを上げて進む。槍沢ロッヂからは道も平坦になり歩きやすくな

ったが、楽になったせいか、今までの疲れが痛みとなって感じられるようになってきた。

横尾からは林道をひたすら足の痛みに耐えながら気力を振り絞り進んでいった。２時間か

けて明神に到着、ここで整理体操を行い夏山合宿は終了した。 
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５．秋山合宿 

 

期 間：２０１１年９月２９日～１０月６日 
 
場 所：北アルプス 奥又白 

 

参加メンバー：４年 西出広平 小林新平 

３年 淀川裕司 

２年 渡邊葉月 

１年 池上圭 瀧川鉄也 

       ＯＢ 内田龍也  

 

行動概要：９月２９日 離京 さわやか信州号上高地行 

３０日 入山 上高地～奥又白池（ＢＣ） 

１０月 １日 ＢＣ～前穂高岳北尾根～前穂高岳～ＢＣ （淀川 入山） 

  ２日 ＢＣ～Ⅳ峰正面壁 北条＝新村ルート 

甲南ルート 

３日 ＢＣ～前穂高岳東面 北壁～Ａフェース 

Ｄフェース都立大ルート 

４日 ＢＣ～Ⅳ峰正面壁 松高ルート     （小林 渡邊 下山） 

５日 ＢＣ～Ⅴ・Ⅵのコル～横尾～蝶ヶ岳～徳沢～ＢＣ 

（瀧川 下山） 

６日 ＢＣ～徳沢～上高地 下山 

 

９月３０日 雨 

上高地（６：００）～明神（６：５０）～徳沢（８：０５） 

～奥又白（ＢＣ）（１５：００） 

前日に内田ＯＢと共に、夜行バスに乗って上高地に向けて出発である。上高地ではすで

に雨が降っていたため雨具を着て出発し、明神で着替えをデポする。明神から徳沢間の道

で滝川が足を挫いてしまい徳沢でテーピングをした。徳沢から新村橋を渡り、梓川沿いに

砂利道を進み奥又白谷方面へ樹林帯に入り、樹林帯を抜けると大きな石に赤のペンキで示

されたパノラマコースとの分岐があった。ガレ場から岩場をトラバースして中畠新道に入

る。ここから急坂が続く。樹林帯を抜け急坂を過ぎると傾斜が緩まるが、再び急坂が始ま

り樹林帯の中に入る。枝がザックに引っかかったり、雨のため岩が濡れていて滑り易かっ

たので、集中しながら登った。急坂を登り切ると奥又白池に着きＢＣを設営した。 
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１０月１日 晴 ３℃ 

＊前穂高岳北尾根 

西出（４）＝渡邊（２）＝内田（ＯＢ） 小林（４）＝池上（１）＝瀧川（１） 

ＢＣ（６：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（７：２０）～Ⅲ・Ⅳのコル（９：００） 

～Ⅳ峰（１１：３０）～前穂高岳頂上（１２：３０）～ＢＣ（１４：５０） 

ＢＣから中畠新道を下り、途中の分岐から本谷方面にトラバースしていく。いくつかの

ガレた沢を越えていく。踏み跡やペンキマークがあるので、それに沿って進んで、途中ダ

ケカンバの道を１００ｍ下り、ガレ場をトラバースして沢に下る。沢を少し詰めて右の尾

根に入るが、ルートが分かり難くなっているので注意して進む。尾根に移ると視界が開け

てⅤ・Ⅵのコルが見える。尾根を詰めていき、尾根の右にあるガレ場に入り、そこを詰め

てⅤ・Ⅵのコルに着く。Ⅴ峰までは岩稜帯を涸沢側に巻くように登る。天気が良いため涸

沢側を見通せるが風が強い。Ⅳ峰までは最初涸沢側を巻くようにガレ場を登り、途中から

奥又白側を巻くように進む。Ⅳ峰直下の岩場をまた涸沢側に巻くようにして進み、Ⅳ峰頂

上に出る。日が当たらないため岩肌が冷たい。Ⅳ峰からはⅢ・Ⅳのコルまで岩稜を少し下

り、Ⅲ・Ⅳのコルで登攀具と雨具を着け、Ⅲ峰の登攀を開始する。先行パーティ（小林、

池上、瀧川）では小林がリードし。後続パーティ（西出、渡邊、内田ＯＢ）では１ピッチ

目は西出がリードし、他は渡邊がリードした。 

１ピッチ目 Ⅲ峰からは右のフェースを避けて奥又白側の岩壁の方へと回り込むように

登る。正面の壁は直上せずにトラバース気味に左上しながら登る。ホール

ドはしっかりしているので登り易い。眼下には奥又白のガレ場が一望でき

る。登り切るとテラスに着く。 

２ピッチ目 テラスから簡単なルンゼを直上する。ガレているので浮石を落とさないよ

うに注意する。凹角下のテラスまで数歩トラバースする。一歩踏み出すの

が怖かった。 

３ピッチ目 テラスのすぐ上にある凹角を登る。岩は堅いので思い切って登ることが出

来る。凹角を抜けると傾斜は緩くなりガレ場となる。ガレ場を少し進んだ

ところでピナクルを利用してピッチを切った。 

４ピッチ目 更にガレ場を少し登るとⅢ峰直下の凹角が現れる。凹角を１０ｍほど登り、

適当なところでやナッツ、カムなどで支点を取り、ピッチを切った。 

５ピッチ目 凹角を直上して簡単なガレ場を進み、Ⅲ峰頂上に抜けた。 

Ⅲ峰からⅡ峰までは簡単な岩稜帯を登り、Ⅱ峰の懸垂支点で５ｍ程懸垂下降を行いコルへ

と下りる。コルからは前穂高岳頂上まで岩稜帯が続く。前穂高岳頂上からは明神岳や奥又

白などを一望することが出来た。そこから明神岳方面へと進み、三本槍付近で上級生が二

手に分かれて A 沢の入口を探す。三本槍の基部を左に回り込むとケルンがあり、ここから

三本槍から派生した尾根にあるコルまで進む。コルにはケルンや残置スリングがあり、奥

又白池が見えた。そこからＡ沢に入ると眼下にガレ場が連続しているのが見えた。Ａ沢の



~ 26 ~ 
 

斜度は急な上に明らかに浮石が多いのが見て取れて怖い。落石に気を付けながらルンゼを

避けるようにルンゼの端を進む。ザレ場に足を取られる箇所もあり全く気が抜けない。１

年生が大きな落石を起こし、数ｍ滑落してしまったが、大事には至らなかった。Ａ沢を下

って行くと明瞭な踏み替え点があり、そこで今日入山した淀川と合流した。踏み替え点か

らは傾斜は緩まり、沢から左の奥又尾根に入り踏み跡沿いにＢＣまで下った。 

 

１０月２日 晴 －３℃ 

＊甲南ルート 小林（４）＝瀧川（１） 内田（ＯＢ）＝渡邊（２） 

ＢＣ（６：００）～登攀開始（７：３０）～終了点（１１：４０）～ＢＣ（１５：４０） 

 取り付きまでは全員で行くことにする。ＢＣから伸びる奥又尾根を登り、中又白谷が見

渡せる尾根の台地にあるケルンから踏み跡を本谷方面へとトラバースする。ガレ場に入り

落石を起こさないように慎重に進む。Ｃ沢の入口辺りで雪渓が出てくるが上部を巻くよう

にして進む。この部分はかなりガレていて浮石が多い、しかも他パーティが本谷を詰めて

来ているので落石を起こさないように細心の注意を払う。Ｃ沢の入口が分からず少し時間

をロスしてしまった。Ｃ沢に入り、大きなチョックストーンの右にあるルンゼを登り切る

と取り付きが見え、踏み跡沿いに進むとＴ１に着いた。ここで北条＝新村パーティと分か

れる。Ｔ１は広いが浮石が多い。ここから登攀が始まる。小林パーティが先行し内田パー

ティが続いた。小林、内田ＯＢが全ピッチリードする。 

 １ピッチ目 Ｔ１から右に見えるルンゼ状にえぐれている所から登攀を開始する。支点

は無いのでハーケンを打つ。ルンゼ状の所を登り切ると傾斜の緩い草付き

のバンドが広がる。ランニングは取れないが難しくはない。途中にある木

を回り込むとテラスに出る。テラスでハーケンを打ってピッチを切った。

フォローする２年生はハーケンの回収に手間取っているようだ。 

 ２ピッチ目 テラスからさらに右上して行く。ここもほとんどランニングを取る事が出

来ないが簡単なのでグイグイ進んで行く。高度感とバンドの傾斜が増して

きた所にテラスがありピッチを切る。テラスには残置ピンが多くあるが、

どれも信用できないのでハーケンを打ち足す。 

 ３ピッチ目 フェースを右上するが岩が、かなり脆く高度感もある。残置ピンもあるが

信用出来ないので自分で適当に支点を作って行く。あまり明瞭ではないテ

ラスでピッチを切る。 

４ピッチ目 さらにフェースを少し右上すると水平なバンドが現れた。そこを１５ｍほ 

ど右へトラバースすると、大きなピナクルがありそこでピッチを切った。 

５ピッチ目 このルートの核心のピッチである。ピナクルの上にある凹角を登り、ハン

グの下にあるスラブをハングを避けるように右上する。Ａ０で登るが足場

が無く腕の力を消耗する。スラブを越えハングの上を回り込むように左上

し凹角に入る。ここも所々Ａ０で行く。凹角を越えるとテラスに出てピッ
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チを切る。後続はＡ１で登った。 

６ピッチ目 テラスから浅い凹角を登り、バンドに出る。バンドを右にトラバースする

と行き詰まった。少し戻り左のカンテを越えるようにしながら登り、開け

たところでピッチを切って登攀を終えた。 

終了点から少し登り大きなテラスで休憩して３０分ほど後続を待つ。後続と合流し緩傾

斜帯を行くと北条＝新村ルートパーティと合流した。 

 

＊北条＝新村ルート 西出（４）＝池上（１）＝淀川（３） 

ＢＣ（５：５０）～登攀開始（７：３５）～終了点（１３：００） 

～Ⅴ・Ⅵのコル（１４：４５）～ＢＣ（１５：４０） 

 Ｔ１で甲南ルートパーティと分かれ登攀を開始する。Ｔ１を少し左に回り込んだ所で支

点を作った。１～４ピッチは西出がリード他は淀川がリードする。 

 １ピッチ目 Ｔ１から左に回り込み草付き混じりのガリーを登り、右側にあるレッジで

ピッチを切る。岩が脆くホールドを確かめながら登った。 

 ２ピッチ目 やや難しいクラックから左のガリーに入り右上気味に登っていく。４０ｍ

程でピッチを切る。 

 ３ピッチ目 さらに草付き混じりのガリーを右上して行くとハイマツテラスに着いた。

１～３ピッチは適度に残置支点があり、概念通り登っていれば問題ない。 

 ４ピッチ目 核心のハング越えである。簡単な岩場を数ｍ登り、ハング下のレッジに立

つ。１つ目のハングはそれほど難しくないが、２つ目のハングが傾斜が強

く難しく、残置支点がかなり腐食していたのでハーケンを１つ打ち足して

突破する。ハングを越えるのに５０分程掛かってしまった。次のトラバー

スもいやらしくＡ０で通過しピッチを切る。 

 ５ピッチ目 バンドをさらに右へトラバースする。途中で岩が張り出している所がある

ので、Ａ０で通過する。その後フェースを５ｍほど右上し、カンテをⅤ・

Ⅵのコル側に回り込むと大きなテラスの右端に出た。ここから脆い岩を数

ｍ登り、目の前にすっきりしたスラブがあるテラスに出てピッチを切った。

ここは概念では凹角となっていたが、フェースに近かった。 

 ６ピッチ目 テラスの右端から小さなフェースを登ると傾斜は緩くなり、５０ｍ一杯 

に出してピッチを切る。支点がないため、ハーケンを３本打った。 

 終了点からはⅡ級以下の岩場が続いており、４５ｍ程ザイルを出し安定している所まで

行きザイルを解く。少し下には甲南ルートパーティが休憩しており、合流して北尾根の稜

上を目指す。Ⅴ・Ⅵのコルに向かってトラバースして行くとすぐにⅣ・ⅤのコルからⅣ峰

へ向かう尾根の中間地点付近に出た。ここから少し下った所で危険な箇所が出てきたので、

２５ｍ懸垂下降する。後は踏み跡に沿ってⅤ峰を越え、Ⅴ・Ⅵのコルまで下り、ＢＣに帰

幕した。 
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１０月３日 晴 －５℃ 

＊Ｄフェース都立大ルート  

小林（４）＝淀川（３） 

ＢＣ（５：３０）～登攀開始（８：１５）～終了点（１２：２０） 

～前穂高岳頂上（１２：４５）～ＢＣ（１４：３０） 

 今日はかなり気温が低い。取り付きまでは全員で行く事にする。ＢＣから奥又尾根を登

り、本谷からＣ沢に入る。Ｃ沢にあるチョックストーンの右側を詰めて行くが、足場が悪

いうえに浮石も多いので小林、淀川が２０ｍＦｉｘを張り１人ずつ越えていく。Ｆｉｘの

支点にはハーケンを２本打った。Ｆｉｘの回収は淀川が行い、本隊はチョックストーンの

上からさらにＣ沢を詰めていく。Ⅳ峰正面壁からの落石もしばしばあり、ブンッと殺人的

な音をたてて落ちて来る。しばらく行くと傾斜が急な所が出て来るのでガッチリと登る。

登りきると開けたインゼル上部に着いた。そこから少し下りてＢ沢に入る。ここからＤフ

ェースがぐっと近くなり、威圧的に聳え立っている。Ｂ沢を詰めるとＤフェースの基部に

着く。Ｄフェースからの落石も凄まじい。Ｄフェースの基部にあるバンドをトラバースし

て行くが切り立っているので、下級生の下に上級生がガッチリ付いて通過する。２０ｍほ

どトラバースし北壁パーティと分かれ、都立大ルートの取り付きに着いた。取り付きには

ハンガーボルトが１つ打ってある。１ピッチ目は小林がリードしツルベで登る。 

 １ピッチ目 顕著なクラックを右上して行く、ランニングは定期的に取れるがどれも信

用できない、数箇所Ａ０で登る所が出てくるが、上手な人ならフリーで越
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えられそうである。スラブ手前の狭いレッジでピッチを切る。 

２ピッチ目 レッジから２ｍほどＡ０で進んで行き、スラブに出る。スラブに走るクラ

ックをＡ１で進んで行く。残置ピンはかなり多く打たれていてアブミの架

け替えが楽しく最高の気分である。スラブをハングの下まで行き、そこか

ら右へトラバースして行く。Ａ１からフリー、またＡ１と進んで行くが高

度感がかなりあり、フリーで登る部分はついつい躊躇してしまう。５ｍほ

ど進むとテラスがあり、そこでピッチを切る。スラブは日が射していて暖

かいが下のビレイポイントはずっと日陰になっているため寒かった。 

３ピッチ目 ハング下の凹角を右上していく。凹角に入る出だし３～４ｍが難しく、傾

斜がきつくピンも遠い。リングボルトのリング部分が無くなり太さ５ｍｍ

ほどの残置スリングがかかっている支点が何個かあったが、これは使いた

くないのでハーケンを打ったり、ナッツやカムにアブミをかけて登ってい

く。凹角内は傾斜が多少緩くなるが、凹角の出口でまた傾斜がきつくなる。

ナッツやカムを総出で使い登っていく。一カ所、氷が張っている部分が出

てきたが問題なく通過出来た。凹角を抜けると傾斜が緩くなり、少し進む

とⅠ・Ⅱ峰間リンネに出て、ここで登攀を終了する。このピッチ全体でナ

ッツは３つ、カムは２つ前進用に使った。 

終了点で登攀具を整理しリンネを登って行くと北尾根に出た。前穂高岳で北壁パーティ

の西出、池上、瀧川と合流する。 
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＊北壁～Ａフェースルート  

西出（４）＝池上（１）＝瀧川（１）  内田（ＯＢ）＝渡邊（２） 

ＢＣ（５：３０）～登攀開始（８：１５）～登攀終了（１２：３５） 

～ＢＣ（１５：３０） 

後から気付いたことだが、正規の北壁の取り付きと思われる場所には、適当な支点がな

かったため、やや上部の方から取り付いてしまい結果的に１ピッチ目を省略していた。先

行は西出パーティ、後続は内田パーティが続く。リードはすべて西出と内田ＯＢが行った。 

１ピッチ目  取り付きの目の前にある草付き混じりの岩場を直上する。直上後は凹角

内にある松高カミンを登る。フリーで登ることが出来た。探せばホール

ドがあるが、浮石が多いため落石が怖い。登り切ったすぐのテラスでピ

ッチを切る。 

２ピッチ目  テラスから草付きの岩場を１０ｍ程直上すると北壁大テラスに着く。先

行パーティは目の前にある岩壁を直上し凹角を進むが、大テラスを右岩

稜側へトラバースし、３Ｐ目の凹角を目指しながら進み、凹角手前でピ

ッチを切る。 

３ピッチ目  狭い凹角を５ｍくらいで抜けて、直上するとハングした岩場に着く。概

念では岩の下を右岩稜寄りに進むが、Ｄフェース側の方がピンもあり傾

斜も緩く簡単そうである。ピンに沿うようにＤフェース側へトラバース

すると傾斜の緩いⅤ字型の凹角が見え、凹角を登り切ると正規ルートの

第２テラスに合流する。第２テラスへ出ると、すぐに残置ピンが２本見

え、１本打ち足してピッチを切る。 

４ピッチ目  緩傾斜帯をＡフェースの基部まで２５ｍ程進み、ピッチを切る。 

５ピッチ目  凹角をハング下まで登り、ハングに頭を押さえられた所で左に巻き気味に

登る。これまでとは、比べものにならないほど岩がしっかりしており、豪

快に登ることができ快適であった。ハングを越え緩いスラブ手前でピッチ

を切る。 

６ピッチ目  正面に見えるチムニー状の岩場を直上する。体を挟むよりは足をステミ 

ングで登った方が良い。２５ｍ程で傾斜が緩くなり、さらにザイル一杯に 

伸ばし山頂直下でピッチを切る。ここで登攀は終了である。 

前穂高岳山頂で登攀具を整理し休憩する。登攀を終えた都立大パーティと合流し、爽や

かな秋晴れのなか展望を楽しんだ。後続のパーティがまだ３０分程掛かりそうだったので、

西出が渡邊と内田ＯＢを待ち、他のメンバーは一足早く帰幕する。西出は渡邊と内田ＯＢ

と合流後に帰幕する。Ａ沢の下降では人数が少なかったことと慣れた事もあり、前回より

早く下ることが出来た。 
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※ 西出パーティは内田パーティと２～４ピッチ目の登攀ルートが違うため、ここに記す。 

正規ルートではないが残置支点も適度にあり、グレードもⅢ級程だった。 

２ピッチ目 ガレ場から傾斜の強いガリーをＡ０で登る。さらに脆い岩場を登ってい

きルンゼ手前でピッチを切った。 

  ３ピッチ目 凹角から脆いフェースを２５ｍほど登りピッチを切る。 

  ４ピッチ目 岩がしっかりした凹角を１５ｍ登り、右岩稜側にトラバースしＡフェー

スの１ピッチ目の取り付きに合流した。 

 

１０月４日 快晴 －７℃ 

＊Ⅳ峰正面壁松高ルート  

淀川（３）＝滝川（１） 西出（４）＝池上（１）＝内田（ＯＢ） 

ＢＣ（５：３０）～登攀開始（６：３５）～終了点（１０：０５） 

～甲南ルート合流点（１０：４０）～Ⅴ・Ⅵのコル（１２：３０）～ＢＣ（１３：３０） 

 朝一番に授業の関係で小林と渡邊が下山した。ＢＣから奥又尾根を登り、途中から本谷

上部へ向かう踏み跡をトラバースする。朝はこの秋一番の寒さで霜が降りていた。Ｃ沢に

入り、チョックストーン手前でⅣ峰側へ伸びる踏み跡を辿り、小尾根を越えてすぐの草付

きのルンゼから取り付いた。取り付きに残置ハーケンが２本打たれていたが、脆いためハ

ーケンを１本打ち足した。淀川パーティが先に登り、西出パーティが後に続く。淀川、西

出が全ピッチリードした。 

１ピッチ目 草付きの浅いルンゼを右上気味に４５ｍ程登ると岩壁基部に突き当たる。そ

こから左側へ草付きバンドを５ｍ進み傾斜の強い凹角下でピッチを切る。 

２ピッチ目 目の前の凹角は難しいため、Ｃ沢側へ巻き草付きの斜面を右上し凹角に入る。

入口は岩が外傾しており高度感がある。凹角内を右上するが浮石が多く慎重

に進む。残置ピンも多い。小カンテをⅤ・Ⅵのコル側に回り込むように登る

と浅い草付きのルンゼとなり直上する。岩は脆く岩の中にある低木の丈夫な

幹を頼りに進む。ルンゼを抜け浅い草付きの斜面に出て、数ｍ登った所でピ

ッチを切った。 

３ピッチ目 右上に見える顕著な松高ハングに向かって草付き斜面を１５ｍ程直上し、凹 

角を１０ｍ右上し小テラスでピッチを切った。 

４ピッチ目 核心部である。小テラスから右上し小レッジに立つと松高ハングが覆いかぶ 

さってくる。３ｍ程のハングをＡ０で越え右上している凹角に沿って数ｍ右

上する。ここからフェースを登る。フェースの出だしがハングしておりＡ０

で越えるが数ｍで松高テラスに着いた。このピッチは残置ピンが多く打ち足

すことは無かった。 

５ピッチ目 テラス左側のフェースを３ｍほど登り右側のカンテへトラバースする。フェ  

      ースの出だしは難しくＡ０で越えた。カンテを回り込むとレッジとなりピッ  
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      チを切った。目の前はスッキリした３ｍほどの台形の岩で真ん中の細いクラ 

ックにピンが打たれていた。 

６ピッチ目 台形の岩をⅤ・Ⅵのコル側の草付きから回り込み台形の岩の上に移ると、テ 

ラスに出た。５ピッチ目はここで切っても良かった。移る時がホールド、ス 

タンス共になく、這いつくばって強引に乗りこむ感じで少々怖い。テラスか 

らフェースを左上する。フェースはホールドが大きく易しいが、高度感があ 

りスタンスが少々頼りないためホールドが崩れると非常に危ない。フェース

を抜けた後は緩傾斜になりやがて草付きの斜面となった。ザイルを５０ｍ一

杯に伸ばし安定した所でピッチを切り登攀を終了した。 

ここで松高ルートの登攀は終了だが、この先がどうなっているか分からないためザイル

を２ピッチ出した。緩傾斜の岩場を数ｍ登り、右側の北尾根側に延びるバンドを右へトラ

バースする。５０ｍ一杯で北条＝新村ルートとの終了点に着き、さらにバンドを右へトラ

バースし、２５ｍほどで甲南ルートとの終了点に着いた。登攀具を整理し休憩を取る。後

続パーティはもう少し時間が掛かりそうなので先に北尾根に向かいⅣ峰途中の岩場に懸垂

下降のセットをした。１時間程待って後続パーティと合流しⅤ・Ⅵのコル経由で帰幕した。

天候は終始晴れで風もなく快適な登攀を楽しめた。 
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１０月５日 曇のち雨 －２℃ 

ＢＣ（５：２０）～涸沢（６：３５）～横尾（７：４０） 

～蝶ヶ岳山頂（９：５０）～新村橋（１１：３５）～ＢＣ（１３：２０） 

予報では天気が良くないとのことだったが早朝は星も前穂高岳も見えていた。しかし、

５時頃から急にⅣ峰正面壁にガスが出てきたため、今日は無理をせず計画をロングランに

変更する。準備体操をした後、内田ＯＢと瀧川は下山した。ＢＣから本谷を通りⅤ・Ⅵの

コルへと向かう。ガレ場を通り過ぎるとスピードを上げガンガン進む。Ⅴ・Ⅵのコルに到

着すると涸沢が見え、テント村が出来ていた。涸沢までの道もガレていたので慎重に下る。

途中で雪渓が残っていたため、ガレ場から雪渓に移動し駆け下る。雪渓はガレ場よりも歩

き易くペースを上げる。涸沢に着くと登山客が多くまるで別世界のようだ。休憩を取り、

横尾まで一気に駆け下って行く。途中の登山道は登山客が多く思うようにスピードを上げ

ることができないが、登山客を追い越しながら進む。横尾に到着し休憩を取り、横尾山荘

の裏から尾根に入り蝶ヶ岳を目指し登る。足が辛いがペースを上げガンガン進む。途中で

雨がパラパラ降ってきたため、雨具を上だけ着て登って行く。稜線に出ると風も強くなり、

蝶ヶ岳では記念写真を撮りすぐに下り始める。雨のため滑り易くなっていたが、徳沢まで

ガンガン進む。徳沢から新村橋の分岐までの林道は走って行く。パノラマコースから下り

てきた登山客を横目に見ながら、スピードを上げ中畠新道へと向かう。中畠新道は入山時

とは比べものにならないほど早いスピードで登る。高度を上げて行くほど雨足が強まりＢ

Ｃに到着する頃には本降りの雨となっていた。 

 

１０月６日 雨のち晴 ４℃ 

ＢＣ（５：３０）～徳沢（８：２０）～明神（９：００） 

朝から雨が降っていたため雨具を着ての行動となる。急いでテントを撤収して出発する。

雨のため中畠新道は滑り易くなっているので慎重に進む。危険箇所が幾つかあるので特に

慎重に下った。パノラマコースとの分岐から晴れてきたので雨具を脱いで行動する。天気

も良くなり景色が見え始め、傾斜も緩くなるとペースを上げて進む。徳沢で休憩を取り明

神までの最後の道へ備える。徳沢から明神までは最後の力を振り絞り駆け抜ける。明神に

到着し整理体操を行い秋山合宿は終了した。 
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６．耐寒合宿 

 

期 間：三ツ峠 ２０１１年１１月１７日～１１月２０日 

     富士山       １２月 １日～１２月 ５日 

 

場 所：富士山 御殿場口 
御坂  三ツ峠 

 

参加メンバー：４年 西出広平 小林新平 

       ３年 淀川裕司 

       ２年 渡邊葉月 

       １年 池上圭 

       ＯＢ 井上徳孝 内田龍也  

 

行動概要：（三ツ峠） 

１１月１７日 離京 三つ峠駅 

１８日 入山 三つ峠駅～達磨石～屏風岩付近ＢＣ設営 

～屏風岩登攀～ＢＣ 

１９日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ 

２０日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ～三ツ峠グリーンセンター  下山 

（富士山） 

１２月 １日 離京 御殿場口新五合目 

２日 入山 御殿場口新五合目～七合五勺（ＢＣ） 

３日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ       

         ４日 ＢＣ～雪上訓練～お鉢周り～ＢＣ 

         ５日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ～御殿場口新五合目 下山 

 

１１月１８日 晴 

三つ峠駅（６：０５）～達磨石（７：０５）～馬の背（８：００） 

～屏風岩付近（ＢＣ）（９：３０）～屏風岩（１０：４０）～ＢＣ（１６：３０） 

前日は三つ峠駅で泊まり少し肌寒さを感じたが、朝になると気温も上がり歩いていると

暑さを感じるほどだった。達磨石までは林道が続くがプラスチック靴では歩き辛い。達磨

石に着き、池上が靴擦れを起こしたためテーピングをする。達磨石からは登山道になり靴

にも少し慣れてきたのでペースを上げて進む。道中は落葉が多く冬の訪れを感じた。股の

ぞきから望む富士山は、頂上付近に薄っすらと雪が積もっているだけで例年と比べると少

ないようだ。馬の背から急登を登り切り、屏風岩への水平道はペースを上げて進む。屏風
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岩付近でテントを設営し、ここをＢＣとする。ＢＣ設営後は、屏風岩へ移動し、アイゼン、

毛手袋を着けて、一般ルート右、中央、左、リーダーピッチを登り込む。日差しがあった

が、風が強く肌寒さを感じた。 

 

１１月１９日 雨 １２℃ 

ＢＣ（６：４５）～屏風岩（７：００）～ＢＣ（１１：４０）～屏風岩（１３：００） 

～ＢＣ（１６：３０） 

 前日の夜から降り続いている雨は朝も止むことは無かったが、雨でも暖かく寒さはあま

り感じない。午前中は一般ルート右、中央、左、リーダーピッチを登り込む。雨でホール

ドが滑り、毛手袋も濡れ難しい。ＢＣに戻り昼食を取り、再び屏風岩に向かう。午後から

は天狗の踊り場に向け、２パーティに分かれて登る。一般ルート中央、右からそれぞれ登

り、Ｎｏ.１０.５クラック、サンドイッチにつなげ、ここから天狗の踊り場までは急な箇

所は無く、ペースを上げ登り、天狗の踊り場に着いた。ここからはクライムダウンを交え

て下って行き、５０ｍ懸垂下降、２０ｍ懸垂下降で取り付きに下りた。懸垂下降終了後、

ＢＣへ帰幕した。一日中風雨にさらされての登攀だったために、体が冷えてとても疲れた。 

 

１１月２０日 晴 １２℃ 

ＢＣ（６：５０）～屏風岩（７：００）～ＢＣ（１４：１０） 

 ～三ツ峠グリーンセンター（１６：００） 

 朝から天気は良く、屏風岩へ向かうと岩がだいぶ乾いていた。風も穏やかである。各パ

ーティに分かれて一般ルートを１～２本登った後、渡邊は一般ルート右をリードで登った。

他の者は地蔵左ルート、草溝ルート、観音ルート右やリーダーピッチを登り込む。一通り

登り終え、 都岳連ルートにトップロープを張り登った。日曜で絶好の登攀日和であったた

め、かなり人が多かった。ＢＣに戻りテントを撤収し三ツ峠グリーンセンターへ下山した。 
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１２月２日 曇 －１℃ 

 御殿場口新五合目（８：００）～五合五勺小屋（１１：４０） 

～七合四勺（ＢＣ）（１４：００） 

 朝から薄靄がかかり視界が悪い。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、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、傾

斜が急になってくる。四合目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、上を見ても霧がかかり何も見えないので延々と果てしない気がする。下を向き

ひたすら足を上へ上へと上げていく。次第に風が強まり足首程度の積雪が目立つようにな

るが、アイゼンは必要ない。日の出館を過ぎ最後の九十九折りを登り切るとわらじ館に着

いた。わらじ館には薄く雪が積もり、地面が凍っていたためテント設営に苦戦した。 

 

１２月３日 霙のち雨 －４℃ 

 ＢＣ（７：２０）～大タルミ沢（８：１０）～ＢＣ（１０：２０） 

 朝から天気が悪く、霙のような湿った雪が降り続く。九十九折りの道を登り切り、砂走

り館を越えると大タルミ沢の雪面が見えた。大タルミ沢でアイゼン無しでの雪上歩行と滑

落停止の訓練を行った後、アイゼンを着けて再度同じ内容で訓練を行う。雪質は湿り気を

帯びて重いが、ザクザクしていて足は決まりやすい。風が強くなり、いつのまにか霙は雨

へと変わっていた。雨具を着ていても中まで雨水が浸み込んでくる。天候の悪化を懸念し

今日の訓練は切り上げる。ＢＣへと帰幕し装備の整理を行っている途中で、今日入山して

きた内田ＯＢと淀川が到着する。テント内が水浸しのため一時テントを撤収し、設営場所

の排水をした後に元の場所に設営し直すが、あまり効果はなかった。風が非常に強くポー

ルを押さえながら体を休ませる。強風は止むこと無く続き、夕食後にはウィンパーテント

のポールが折れたため急いで修理する。隣に張ったドームテントは強風のために常に半分

以上潰れた状態のため、ポールを抜いて潰しておきウィンパーテントで全員が寝ることに

する。雨で湿った衣服が風に当たり非常に寒い。風と雨は夜中続き、気を張った夜となっ

た。 

 

１２月４日 晴 －７℃ 

ＢＣ（７：５０）～大タルミ沢（８：１０）～銀名館（１１：１０） 

～剣ヶ峰（１２：２０）～ＢＣ（１４：２０） 

昨日からの雨は止んだが朝から風が強い。アイゼンを着け富士山頂上を目指して行動す

る。大タルミ沢付近までジグザグ道を進み高度を上げる。ＢＣを出発しすぐに渡邊が遅れ

始め大タルミ沢で１０分程待つ。大タルミ沢で歩行訓練、滑落停止訓練を１時間３０分程

行い、頂上に向け大タルミ沢の急坂を登る。山頂は近くに見えるがなかなか近づかない。

やがて登山道と合流しジグザグの登山道を登る。高度を上げるにつれ風も強くなり、歩き

づらい。銀名館に到着し渡邊を４０分ほど待ち休憩を取り剣ヶ峰への最後の上り坂を進む。
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剣ヶ峰に到着し記念写真を撮る。お鉢周りをする計画だったが渡邊の体調が悪いため小林、

淀川、池上でお鉢周りを行い内田ＯＢ、西出、渡邊は先に雪上訓練を行いながらＢＣへ下

る。お鉢では風も強く、時折り吹く突風で思うように進めない。４０分ほどで銀名館に着

き、ＢＣに向け下る。下りでは歩く速度も上がり、足下に注意し急斜面では歩行訓練を行

いながら下る。大タルミ沢下部で、内田ＯＢ、西出、渡邊と合流し帰幕した。帰幕後内田

ＯＢは下山され、夕方に井上ＯＢが入山された。夜中には強風のため、またもドームテン

トを撤収し、ウィンパーテントで全員が寝ることとなった。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月５日 晴 －７℃ 

ＢＣ（７：２０）～大タルミ沢（８：１０）～ＢＣ（１１：５０） 

～御殿場口ゲート（１５：００） 

 昨日から強風が続いていたが、出発時には風は大分収まった。ＢＣを出発し、大タルミ

沢で雪上訓練を行う。アイゼンを着けての歩行訓練、滑落停止、コンティニュアス、スタ

カット、ビーコンとゾンデを使った捜索訓練を行った。渡邊は高山病の影響か体調が悪そ

うなので様子を見て訓練に参加させた。訓練中度々つむじ風が吹き、耐風姿勢を取る良い

訓練となった。雪上訓練終了後、素早くＢＣに戻り撤収し下山を開始する。下山は大砂走 

りの下山道を通り、宝永山との分岐付近でアイゼンを外し砂利の斜面を御殿場口新五合目

まで一気に駆け下った。車道を進みゲートにて整理体操をし、合宿を終了した。 

 

 



~ 38 ~ 
 

７．冬山合宿 

 

期 間：２０１１年１２月１７日～１２月３１日 

 

場 所：北アルプス 抜戸岳南尾根～笠ヶ岳 

 

参加メンバー：４年 西出広平 小林新平 

       ３年 淀川裕司 

       ２年 渡邊葉月 

       １年 池上圭 

       ＯＢ 内田龍也  

  

行動概要：１２月１７日  入山 新宿～平湯～新穂高温泉 

～１３４０ｍ（取り付き付近） 

１８日  １３４０ｍ（取り付き付近）～１８９０ｍ付近（Ｐ４） 

ルート工作 荷上げ 

１９日  １３４０ｍ～１８９０ｍ付近（Ｃ１） 移動 

２０日  Ｃ１～２１３０ｍ（Ｐ６）   ルート工作 荷上げ 

２１日  Ｃ１～２２４８ｍ（Ｃ２）      移動 逆歩荷 

２２日  Ｃ２～Ｐ９            ルート工作 荷上げ 逆歩荷 

２３日  Ｃ２～２４４０ｍ（ＡＣ）    ルート工作 荷上げ 

２４日  Ｃ２～ＡＣ             移動 

２５日  停滞 

２６日  停滞 

２７日 ＡＣ～２７００ｍ付近～ＡＣ 

２８日 ＡＣ～抜戸岳～笠ヶ岳～ＡＣ   アタック 

２９日 ＡＣ～Ｃ２             移動 

  ３０日 Ｃ２～Ｃ１             移動 

        ３１日  Ｃ１～新穂高温泉                 下山    

 

１２月１７日 晴 －４℃  

新穂高温泉（１２：５０）～１３４０ｍ付近（取り付き）（１３：３０） 

新穂高温泉バス停に到着すると天気が良く、穴毛槍が見渡せた。去年あれだけ苦労して

たどり着いた穴毛槍だが、そんなことは嘘のように近く感じる。例年よりも雪が少なくあ

まり積もっていない。バス停でスパッツ、オーバー手袋を着け取り付きへ向け出発する。

バス停より蒲田川を渡り左俣林道を進む。積雪は足首程までしかない。堰堤手前にテント
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を設営した。テント設営後に淀川、西出がＰ１直下まで偵察をし１６時２０分に帰幕した。 

 

１２月１８日 小雪 －７℃ 

１３４０ｍ（６：１０）～Ｐ１（７：３０）～１８９０ｍ付近（Ｐ４）（１１：３０） 

～１３４０ｍ（１５：００） 

砂防ダムを１つ乗り越えて林道に出てから尾根に向かう。ラッセルはほとんど無い。尾

根の南側にあるルンゼから登り始め、ルンゼの中の藪を避けるように右岸を行く。段々と

傾斜が増してくると藪が酷くなり、丈夫な木を掴みながら木登り状態で登る。大きな倒木

を越えてなるべく藪が少ない方へ進む。やがて尾根上に出て藪が幾らか少なくなった。少

し進んだ所でＰ１直下の小台地に着いた。ここまではラッセルもなく難なく到着した。こ

こから物凄い藪に覆われた急登にぶつかったため、淀川が空荷でルートを切り開いていく。

岩に絡みついた大きな木を左俣谷側から巻き雪深き藪の中をラッセル。３０分程でＰ１手

前のコルに出ることが出来た。ここでアイゼンを着けＰ１手前のコルからは西出、小林、

池上が先行し、Ｐ１手前の露岩の左俣谷側に２０ｍＦｉｘした。通過後ひと登りでＰ１に

到着。Ｐ２への岩壁に突き当るまで登り、ここから岩壁を左俣谷側を巻くように５０ｍＦ

ｉｘ。岩壁を巻き終わった所から尾根上まで、所々に木が生えている急な雪面を５０ｍＦ

ｉｘする。ここで淀川が追い付き小林と淀川で先行する。尾根上に上がってからは、傾斜

の緩い斜面となりすぐにＰ２に着いた。Ｐ２は大きな木々が少なく周囲を展望できる。Ｐ

２からコルまでの最後５ｍ程の急な下りに１５ｍＦｉｘした。コルから最初に３ｍ程の急

な岩場を通過し、木登り交じりの緩い雪壁を小岩峰にぶつかるまで登り、そこから穴毛谷

側からトラバースし抜けると広い尾根上に出た。ここまでに５０ｍＦｉｘした。尾根上を

左俣谷側に巻き木登り交じりの急登を登り、１０ｍ程行くと雪壁が現れる。これを正面の

大きな木を境に、穴毛谷側から巻いて登ると岩峰直下に出た。尾根の途中から、岩峰を抜

けた所までで５０ｍＦｉｘした。ここから左俣谷側へ巻き気味に右上し、広い尾根上のＰ

４までに５０ｍＦｉｘした。Ｐ４は雪が少なく地面が見えている所もあったが、幕営可能

と判断し、ここに荷物をデポし西出と淀川以外のメンバーは帰幕に移った。 

 

＊ルート工作隊 西出 淀川 

Ｐ４（１１：３０）～Ｐ４先の小ピーク（１３：００）～Ｐ４（１３：４０） 

～１３４０ｍ（１５：２０） 

時間があるためＰ４から先のＦｉｘ工作を行うことにする。キノコ雪の広いリッジに５

０ｍＦｉｘし、リッジを終えると３ｍくらいの小岩峰が現れ、ここから５０ｍＦｉｘする。

穴毛谷側から登りすぐ下のコルまで、約３ｍクライムダウンで下る。コルからすぐ急傾斜

を登りその後、雪稜を進みコルに下りた所でピッチを切る。目の前に大きな岩が現れ、こ

こから５０ｍＦｉｘする。穴毛谷側の急斜面を行くと５ｍ程の垂壁に当たり、左俣谷側か

ら登り垂壁を左上気味に登った。残置Ｆｉｘがあり、垂壁はホールドが乏しく慎重に進ん
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だ。抜けた後傾斜が緩くなった所でピッチを切り帰幕に移った。 

 

１２月１９日 雪 －７℃ 

 １３４０ｍ（６：３０）～Ｐ１手前（９：００）～Ｐ４（Ｃ１）（１２：００） 

 吐く息は白く、空はどんよりと曇っている。砂防ダムを越え林道に入り、ルンゼを詰め

て行く。ルート工作で道は進み易くなってはいるが、藪が酷く小枝がザックに引っかかる。

尾根上に出ると藪は少なくなり大分歩き易い。Ｐ１手前でアイゼンを着けＰ４を目指す。

積雪は足首くらいまでだが新雪のためか藪に足を取られやすい。Ｐ１から昨日Ｆｉｘした

箇所を順調に通過していく。荷上げの時とは違いザックに体を引かれる。Ｐ４に着きテン

トを設営し、ここをＣ１とした。。時間が早いこともあり西出、小林が穴毛槍へトレース付

けに向かう。樹林帯の中の台地に荷物をデポし、その後は空荷で穴毛槍直下の樹林帯の１

９５０ｍ付近まで行き、１５時４０分に帰幕した。夜は冷え込みが厳しく手足がかじかん

だ。明日の好天を願うばかりである。 

 

１２月２０日 曇のち晴 －８℃ 

Ｃ１（６：１５）～１９５０ｍ付近（８：００）～穴毛槍（１０：１０） 

～Ｐ６直下の露岩上（１２：００）～Ｃ１（１４：４５） 

 昨夜は雪が降っていたが昨日の偵察隊がデポした場所までは、トレースを見失わずに難

なく進む事が出来た。ここでワカンに着け替え、尾根上を進むと先で切れていたため、穴

毛谷側の急斜面から慎重に下る。そこから穴毛谷側の沢筋のような雪斜面を１０ｍ程トラ

バースし、その後草付き交じりの急な雪斜面を登る。ここはいやらしく今回Ｆｉｘしなか

ったが、場合によってはしても良いだろう。少し行くと疎林帯となり、穴毛槍が見渡せる

穴毛槍直下の緩斜面帯に出た。ここまでは雪が多少あり膝上程のラッセルであった。ここ

からは広い斜面の中に尾根を求めて進むが、岩や木々に降り積もった雪のコブが無数にあ

り判別が難しい。先頭は空荷で先行し交代しながら進んだ。尾根上は腰程のラッセルだが、

ちょっと踏み外すと胸まで埋まるといった具合で中々進まない。目印は木が良い具合の間

隔であるので取れるだけ取っておいた。やっと穴毛槍の稜線に上がるが、ここからもラッ

セルは終わらない。穴毛槍の頭手前から穴毛谷側の斜面を下り、少し進んだ所からナイフ

リッジを８５ｍＦｉｘした。ナイフリッジはキノコ雪がもっさり付いていた。穴毛槍から

は全て下りのリッジとなり、所々に思わぬ段差があるため慎重に通過した。木々が出てい

るので支点は沢山取る事が出来た。その後少し進みＰ６直下の露岩に１５ｍＦｉｘした。

露岩を穴毛谷側にトラバースした後、木登り交じりの急なルンゼを登り尾根上に出た。時

間も遅いためここに荷物をデポし、西出と淀川以外はすぐにＣ１へ帰幕に移った。西出と

淀川はＰ６まで空荷でラッセルを行った。Ｐ６までは尾根上を忠実に辿れば腰程度のラッ

セル程度で済んだ。その後急いで帰幕を開始し穴毛槍直下の樹林帯の１９５０ｍ付近で本

隊と合流し帰幕した。 
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１２月２１日 曇りのち雪 －８℃ 

Ｃ１（７：００）～穴毛槍（１０：００）～Ｐ６（１１：１５） 

～Ｐ７（Ｃ２）（１２：１０） 

 Ｃ１から最初のＦｉｘ帯は重荷の為慎重に通過する。急な箇所はユマールを使い登る。

昨日のトレースが残っているが、重荷のためズボズボと足が埋まり時間が掛かる。穴毛槍

からナイフリッジ、Ｐ６の露岩を順調に越える。ここからも昨日のトレースが残っており

Ｐ６までは難なく進めた。Ｐ６からＰ７へは胸程のラッセルで厳しいが、ひと登りでＰ７

の広い台地に出た。幕営に適当な場所を探し、Ｐ８へと続く尾根の左俣谷側の緩い斜面を

整地した。ここにテントを設営しＣ２とした。テント設営後に西出、小林、淀川で昨日Ｐ

６にデポした荷物の逆ボッカを行った。 

 

１２月２２日 雪 －１０℃ 

Ｃ２（７：２５）～南壁登攀の終了点（１４：３０）～Ｃ２（１５：３０） 

 今日はいよいよ南壁の登攀だ。朝から雪が降っていたが行動できない程ではない。１、

２年生と内田ＯＢはＰ６直下のデポ地に逆ボッカに向かい、先に南壁のルート工作に向か

っている上級生と後々合流する予定だ。腰から胸程度のラッセルで昨日目の前に見えてい

た南壁がなかなか近づかない。Ｐ８を登り詰め少し下った所から、ナイフリッジにＦｉｘ

工作を開始する。大きなサイコロのような大岩が穴毛谷側に見える。コルからの登りが少々

難しいが木を掴みながら進む。リッジ上は積雪が多く技術的には難しくないがラッセルが
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厳しい。南壁基部のコルに降りる。ここから南壁基部をトラバースしていく。最初は急な

草付きを回避するように穴毛谷側に降りるように行くが、雪崩が起きそうでラッセルが厳

しい。足元２～３ｍ下で小さな雪崩が起きた。ビックリしてビレイしている西出を見るが

「ガンガン行けよー」と言っている…ラッセルのスピードを上げる。その後登り気味にザ

イルを伸ばし、ナイフリッジとトラバースで合計３ピッチＦｉｘする。ここから５ｍ程懸

垂下降してルンゼに降りる。ここで逆ボッカしていた１、２年生が南壁基部に合流した。

この頃から降雪が強まり、猛烈なスノーシャワーを浴びながらルンゼを登るがまともに上

を向けない。５ｍ程の凹角状の岩にぶつかり、雪を払いのけながらホールドを探すが雪で

すぐ埋まってしまう。そこら中に残置Ｆｉｘが垂れ下がっている。面倒になって残置Ｆｉ

ｘを掴んで登ってしまった。最初は岩の中央を登るが難しいので、クライムダウンし右側

を登り１ｍ程トラバースして岩の上のルンゼに合流した。ここまでのルート工作に時間が

掛かりすぎ、１、２年生がここを通過するのにさらに時間が掛かかるため、懸垂下降前で

荷物を降ろさせ、１、２年生は内田ＯＢと帰幕させる。ルンゼを少し登り５ｍ程バンドの

トラバースに入る。足場は不安定で細い木をガッチリ掴みながら進み安定した場所まで行

く。そこから雪が多く付いている草付き混じりの急な岩場を登る。簡単な場所を探しなが

ら登り、安定した斜面に出た。ここからは簡単そうな雪面が続いているためＦｉｘはいら

ないだろう。ここを南壁登攀の終了点とし、ここまで３ピッチ９０ｍＦｉｘした。一度懸

垂下降前まで戻り１、２年生の分の荷物を南壁登攀の終了点まで上げたが、降雪も更に強

まって来たので、南壁登攀の終了点から雪斜面を少し上がり、ここに荷物をデポし帰幕に

移る。トラバース前の岩場はユマールで通過する場合は、中央を通過した方が簡単そうな

ので帰りはＦｉｘを直しながら下る。終日雪が降り夜中は頻繁にラッセルをした。 

 

１２月２３日 晴 －１３℃ 

Ｃ２（６：４５）～南壁終了点（７：５０）～Ｐ９（９：１０） 

～Ｐ１０（ＡＣ）（１０：００）～Ｃ２（１２：４０） 

昨日ＡＣ予定地のＰ１０まで、届かなかったため今日は荷上げを行う。早朝は南壁はガ

スに覆われていたが出発する頃には南壁が現れ、徐々に日が出てきた。昨日雪が降ってい

たが、トレースも完全に消えることもなく南壁終了点まで難なく進めたが、渡邊は荷物を

背負って登れないため上級生が２往復し通過した。終了点から南壁の頭へ向け雪の斜面を

進む。ルンゼ状になっておりフカフカで胸までのラッセルだ。西出、淀川で先行し先頭は

空荷でラッセルした。南壁の頭へは上がらず、斜面の途中で穴毛谷側の左上にＰ９らしき

ピークが見えたので、左上気味に進むと小さなコルへ出た。左俣川側からの吹き上げが冷

たく感じた。Ｐ９への登りの雪は膝下ぐらいで収まりペースが上がる。すぐに木々が無く

なり稜線らしくなった尾根へ出て、ようやく鬱陶しい藪とも別れる事ができた。笠ヶ岳、

穂高周辺の壮大な景色が広がっていたが、笠ヶ岳山頂はガスに覆われていた。先程見えた

Ｐ９らしきピークはＰ９の肩であった。ここより左俣川側に少し張りだした雪庇に注意し
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ながら、Ｐ９と幾つかのコブは膝下程度のラッセルをしながら越え、ようやくＰ１０へ到

着した。ここに荷物をデポし帰幕に移った。帰りがけには笠ヶ岳の稜線を覆っていたガス

も晴れ、初めて笠ヶ岳を拝む事が出来た。南壁の下りでトラバースの箇所は何度も通りた

くないので、トラバースの終了点の木から２５ｍの懸垂下降用Ｆｉｘをセットし帰幕した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月２４日 曇のち雪 －２０℃ 

 Ｃ２（７：１０）～ルンゼ手前（８：３０）～Ｐ１０（ＡＣ）（１０：３０） 

 昨日の晴れ間とは打って変わり、曇り空が広がり時折小雪がちらつく。Ｃ２から少し進

み、Ｆｉｘロープを伝ってＰ８からのナイフリッジを抜けコルへと向かう。雪は柔らかく

膝位までのラッセルが続く。コルから南壁を穴毛谷側へ巻くように雪崩に気を付けながら

トラバースした後、懸垂支点手前でアイゼンに着け替える。５ｍ程懸垂下降してルンゼへ

と下り、ここからはＦｉｘロープにユマールをかけて登る。渡邊は懸垂地点の下で荷物を

下ろさせ空荷で登らせる。アイゼンの爪を岩に引っかけながら、ユマールを上へ上へと上

げていく。ようやく登り切っても、次はバンドのトラバースとなり気が抜けない。バンド

下はルンゼまで切れ落ち、滑落した場合を考えると一歩一歩が慎重になる。バンドを抜け
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てからは雪と岩の混じった急傾斜をユマールで登り、緩傾斜帯を少し上がると長かったＦ

ｉｘロープの架け替えが終わった。ここで小林がＦｉｘロープを懸垂下降しやすいように

直す。緩傾斜帯を抜け稜線に上がると、膝位のラッセルとなり中々前へと進まない。なだ

らかな稜線上の道を穴毛谷からの風に耐えながらひたすら進む。昨日のデポ地辺りの平坦

地でＡＣを設営する。スノーソーでブロックを作成して風避けの囲いを作り整地する。１

時間程、整地を行った後テントを設営した。この頃には雪は本降りとなり、降雪は夜通し

続いた。このため夜は雪でテントが埋まりそうになり、頻繁にラッセルに出ることとなっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月２５日 雪 －２０℃ 

 停滞 

 朝からガスがかかり視界が悪く、また好天が見込まれないため停滞とした。８時頃から

西出、小林、淀川でトイレ用の雪洞を掘り始める。夜は手作りのクリスマスケーキを食べ

た。ラジオから盛んにクリスマスソングが流れる。寒さの為か下界では考えられないくら

いに空腹感を感じる。 

 

１２月２６日 雪 －１８℃ 

停滞 

 今日はアタック予定日だが、３時頃は天気が悪いため様子を見る事にした。６時頃に天

気は回復しないと判断し本日は停滞とした。風が強くテント周辺に雪がすぐに吹き溜まり、

ラッセルを何度も行った。１４時頃、天気が少し回復したため小林、淀川で行ける所まで
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偵察に行ったが杓子平の登りの途中でホワイトアウトになってしまったためすぐに引き返

した。天気予報によると明日は晴れるらしいので、アタックが出来る事を祈りながら就寝

する。 

 

１２月２７日 曇のち雪 －２０℃ 

ＡＣ（６：００）～２７００ｍ付近（８：４０）～ＡＣ（９：５０） 

 雪は降っていないがガスに覆われている。不安はあるが行ける所まで行くことにする。

昨日までの停滞で体はガチガチだが皆モチベーションは高い。昨日の偵察で疎林帯の上は

ラッセルがあまりないと考え、先頭の淀川はワカンを着けてその他の者はアイゼンを着け

て出発する。昨日のトレースに助けられ疎林帯の上まではガンガン行く、疎林帯の上は予

想と違い腰くらいのラッセルである。先頭の淀川は大変そうである。先頭を交代するがア

イゼンの場合は頭上より高いラッセルで効率が悪い。天候が悪化し小雪が舞い始めたので

主稜線上までもう少しだが撤退し帰幕する。天気図と天気予報では明日は晴れそうだ。期

待しながら就寝する。 

 

１２月２８日 快晴 －１５℃ 

ＢＣ（５：５０）～抜戸岳（７：４０）～笠ヶ岳（９：４０）～ＡＣ（１１：５０） 

 昨日の夜から星空も見え、アタックに向け４時に朝食を摂る。朝から風が強く、暗く辺

りの様子が分からない為、明るくなるまで天気待ちをし出発する。今日は全員ワカンを着

けての行動となる。昨日付けたトレースは埋まっており、探すのに苦労するが幾らか雪が

しまっておりトレースを外しても昨日よりは苦では無い。昨日の到達点まで１時間程で上

がる事が出来た。そこからは上級生は先頭でラッセルをしながら高度を上げる。抜戸岳の

稜線に上がる時に、少し雪庇が出ていたのでこれを切り崩し稜線に出た。北西の風が強く

手で顔を覆いながら、まず抜戸岳頂上へ向かう。稜線は雪がクラストしており、歩き易い

が足元に注意しながら進む。抜戸岳頂上に到着し全員で記念写真を撮る。ここで内田ＯＢ

と渡邊は先に帰幕する。西出、小林、淀川、池上はワカンをアイゼンに着け替え、笠ヶ岳

に向け稜線をガンガン進む。稜線では北西の風が止むこと無く吹き続き、クラストしてい

るが所々足首程まで沈む場所もありペースが上がらない。穴毛谷側に雪庇が発達している

ため、稜線の打込谷側を歩いて行く。いくつかの小ピークを越え、抜戸岩の間を通り少し

上がると笠ヶ岳山荘が近く見える。笠ヶ岳山荘を通過すると風はさらに強くなり、所々岩

が出ていて歩きづらい。山頂まで後２０ｍ程の所で池上のアイゼンが外れたので着け直す。

やっとの思いで笠ヶ岳山頂に到着し記念写真を撮る。ここから見る抜戸岳南尾根は一面雪

で覆われており幻想的だった。途中笠ヶ岳山荘付近で休憩を取り、一気にＡＣまで帰幕し

た。 
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抜戸岳頂上にて。                   笠ヶ岳頂上にて。 

 

１２月２９日 雪 －１５℃ 

ＡＣ（７：３０）～Ｃ２（１２：００） 

朝から雪が降っていて、風も吹いているが視界は悪くない。今日はＰ３まで行く予定で

出発する。昨日付けたトレースが薄っすらと残っているので、順調に南壁まで行くことが

できた。南壁では事前にセットしておいた懸垂下降用のＦｉｘ７０ｍを使い問題なく下降

する。この後約１０ｍ登り返すのだが、重荷を背負ったままの通過は厳しいため、荷物を

分散させ何度か往復することにする。この時、誤ってザックが１つ沢に落下してしまう。

しかし幸いザックは１００ｍ程下で止まっていることが確認できたため、後で回収するこ

とにして残った荷物をまず上げることにする。南壁の通過に予想以上に時間が掛かり、ま

たザックの回収もあるため今日はＰ７までとする。西出と内田ＯＢでザックの回収に向か

い、他はテント設営のため先行する。ザックの回収はザイルを出し雪崩に注意しながら、

慎重に行った。テント設営後Ｐ８からのナイフリッジのＦｉｘの回収に小林、淀川が向か

い１４時に帰幕した。 

 

１２月３０日 曇のち晴 －１５℃ 

Ｃ２（７：３０）～穴毛槍（１０：００）～Ｃ１（１３：００） 

Ｐ６のＦｉｘ地点までは、登りで付けた目印のテープが木の上の方に付いており、雪が

かなり融けているのがわかった。しかしワカンを着けていても所々胸以上のラッセルとな

り、また雪が崩れ落ち先頭は穴に落ちてしまったような状態になり、もがき苦しむという

ことが多々あった。Ｐ６から穴毛槍までのＦｉｘ箇所は雪に深く埋まっており、先頭がま

ず空荷でＦｉｘを掘り起こし後続が続く。穴毛槍からの下りも雪質の悪さは変わらず先頭

は苦しめられた。Ｐ４付近の短いが急な岩場を越える所でワカンをアイゼンに着け替え、

１、２年生は空荷で登らせる。このあとの急な雪斜面の下降ではザイルを出さずガッチリ

下る。次の最初のＦｉｘ地点からの下降では、懸垂下降用に２５ｍのＦｉｘを新しく張っ
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て下降した。Ｐ３からＦｉｘしている３ピッチ分のＦｉｘは後で回収することにして、と

りあえず全員が通過し、まずテント設営をする。設営が大体終わった所で西出、小林がＦ

ｉｘの回収に向かった。この後西出、小林、淀川はＰ２とＰ１のコルまで荷下げをし１５

時３０分に帰幕した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     荷下げ中にＰ２への登りで頭上ラッセル 

を強いられる小林。簡単には下山できな 

い尾根である。 

 

 

１２月３１日 晴 －１５℃ 

 Ｃ１（７：２０）～Ｐ１手前（１０：００）～１３４０ｍ（１１：２０） 

～新穂高温泉（１１：５０） 

 すっきりと晴れ渡り、山間の稜線がくっきりと見える。テントを撤収しアイゼンを着け

て下山へと移る。膝上ぐらいのラッセルが続き、途中途中で木々の落とし穴に足が嵌る。

難しい箇所は懸垂下降をし、最後尾の小林と淀川がＦｉｘの回収を行う。懸垂下降は後ろ

を向いているので木々がザックにかかりやすく、また足元も雪で埋もれているため思いの

ほか難しい。Ｐ１とＰ２のコルで昨日のデポを回収し、Ｆｉｘ通過後Ｐ１付近の平坦地で

アイゼンからワカンに着け替える。ここからは本格的な藪こぎとなった。進むたびにワカ

ンの合間に藪や木々が入り込む。ようやく林道へと下りるが、穴毛谷からの雪崩を警戒し

ながら進む。砂防ダムの横を下り林道を進むと１３４０ｍ付近のテント跡地が見えてきた。

気温が高いので上着を脱ぎ、バス停まで最後の林道を歩く。林道にはラッセルの跡があり

スピードが上がる。途中のゲートでワカンを外すとアスファルトの歩き易さに驚いた。バ

ス停に到着し整理体操を終えて冬山合宿は終了した。バス停から見上げると、晴れ間の青

空に、木々は恐ろしいまでに鬱蒼とした抜戸岳南尾根と笠ヶ岳主稜線の白銀の稜線の対比

が映えて今までの苦しかった２週間が嘘のように綺麗だった。 
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８．春山強化合宿 

 

期 間：２０１２年２月６日～２月８日  

 
場 所：八ヶ岳  

 

参加メンバー：４年 西出広平 小林新平 

３年 淀川裕司 

２年 渡邊葉月 

１年 池上圭 

ＯＢ 井上徳孝 水口佳祐 内田龍也 

 

行動概要：２月６日 離京 入山 天女山入口～前三ツ頭 

７日 停滞 偵察 

８日 前三ツ頭～赤岳～キレット小屋 

９日 予備日 

  

２月６日 雪のち雨 

天女山ゲート（１０：４５）～天ノ河原（１１：３５）～１９００ｍ地点（１２：４５）

～前三ツ頭（１６：３０） 

 早朝に離京し天女山ゲートへと向かう。天女山ゲートへ着く頃には、小雪も舞い雨具を

着ての行動となる。雪は例年通りであるが遊歩道の一部が凍結しており、渡邊先行で慎重

に進む。緩やかな斜面が続きペースが上がらず、途中で淀川先行に変わり天ノ河原を目指

す。天ノ河原に着く頃には雪もほとんど止んでいた。ここからも緩やかな斜面が続き、や

がて樹林帯の急坂となる。足場が滑り思うようにペースが上がらない。急坂の半ばになる

と池上が遅れ始め距離が離れていく。樹林帯を抜けると前三ツ頭に着いたが風が強いため、

少し進み風の当たらない場所を探し、整地をし幕営した。 

 

２月７日 －４℃ 雨のち曇  

停滞 

 昨日の夜からの風雨は止むことなく続いている。朝起きてみると前室に水溜りが出来て

おり、排水しながら食当を行う。前室で寝ていた食当の渡邊はビショビショになっていた。

食後、天気待ちをしていると雨は弱くなったが風はまだ強い。気温はあまり低くないが風

のせいで寒さを感じる。やがて風が弱くなったため、西出、淀川、渡邊が偵察へと向かう。

小林、池上はテント内の整地を行う。体を十分に休め、明日の長時間行動に備えた。 
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＊偵察隊（西出、淀川、渡邊） 

前三ツ頭（１２：１０）～三ツ頭（１２：５０）～権現岳の肩（１４：２５） 

～前三ツ頭（１５：３０） 

 雨が雪に変わり風も幾分弱くなったので、偵察に行くことにした。前三ツ頭のテントサ

イトからすぐ樹林の尾根を登り三ツ頭まで一気に登った。樹林の中は歩き易く開けた場所

が何箇所かあり、そこもテントサイトとして利用できそうだ。三ツ頭からは稜線を下り始

めるが、西寄りの強風が吹きつけバランスを崩される。権現岳の登りは編笠山側から巻き、

肩に出た。ここで荷物を幾つかデポし帰幕した。樹林帯から出ると常に西寄りの強風が吹

きつけていた。 

 

２月８日 －９℃ 曇 

前三ツ頭（６：００）～三ツ頭（６：５０）～権現岳（９：３０） 

～旭岳下り（１１：２５）～キレット小屋（１４：３０） 

 本日も西風が強い。アイゼンを着けて出発する。最初から渡邊が遅れ始めたので、隊を２

つに分け小林、淀川、池上で先行し、西出、渡邊で後から続く。三ツ頭からは稜線を下り始

めるがまた西寄りの強風が吹きつけ、その上ブレイカブルクラストで中々進まない。コルは

樹林帯だが木々の隙間からも強風が吹きつけ寒い。権現岳の登りは昨日と同じように登り、

権現岳の肩でデポを回収した。この時渡邊が左手の冷たさを訴えたため、西出の毛手袋を貸

す。稜線を進み、直下に権現小屋が見える付近で稜線が分かれ、赤岳方面へ進む。少し進ん

だ所のハシゴに３５ｍＦｉｘを張り通過した。西風が吹きつけ視界が悪い上にハシゴ、クサ

リに着いた氷の粒が当たって痛い。しばらく下り、旭岳の登りに入る。旭岳を下り切るまで

は西風強く、稜上は細い上にブレイカブルクラストで重荷でのバランス取りは相当疲れた。

旭岳を下って風が弱まった所で休憩する。休憩中渡邊が寒さを訴えたので、ダウンジャケッ

トを着させ行動させた。ツルネ手前付近から積雪が深くなり始めたのでワカンに着け替えた。

ツルネから稜上を下り樹林の中を抜け、キレット小屋上の開けた斜面に出た。ここまでで相

当時間が掛かり、行者小屋まで行くのは危険と判断しキレット小屋の横に幕営した。テント

設営中に渡邊が手の感覚がないことを訴えたので見てみると凍傷の疑いがあった。急いでテ

ント設営し、状態を確認した。 

 

渡邊の凍傷について 

１６：００       渡邊の凍傷の状況を確認 

１６：３０～１８：３０ 患部を加温し、濡れている衣服を交換し保温に努める。 

１８：３０ 夕食 

１９：００～１９：３０ 患部を加温 

１９：３０ 就寝 

 両手の指先は白く変色しており、凍傷になっていることを確認する。本人は手の凍傷の心



~ 53 ~ 
 

配しかしていなかったが、足も診てみると指先はすべて白く変色しており、所々青紫の箇所

もあり凍傷になっていた。手袋はすぐ脱げたが靴のアウターとインナーはバリバリに凍りつ

き二人がかりでようやく取れた。インナーのつま先は完全に凍っており、靴下をインナーか

ら剥がすことができなかった。 

テントの整理が一通り落ち着いた所で４２℃のお湯を作り、急速融解法でまずは手の加

温を行い、次に足の加温をメンツで行う。この時渡邊は痛みを訴える。また衣類を乾いた

ものに替え毛下着を着させた。夕食まで加温を行い夕食を食べた後、今度は２ℓの小コッヘ

ルで湯を作り、加温を行う。加温後はなるべく暖かい格好をさせ就寝する。この日の加温

では水泡ができるということはなかった。夕食後西出が携帯電話で村田監督と連絡を取り、

ツルネ東稜から下山することに決定する。また明日井上ＯＢ、水口ＯＢ、内田ＯＢの３名

がツルネの東稜から登り、迎えに来てくれるということを確認する。 

  

２月９日 －２１℃ 曇 

６：００  朝食 

８：００  西出、淀川ツルネ東稜に向けて出発 

９：００  西出、淀川がツルネ東稜下部で井上ＯＢ、水口ＯＢ、内田ＯＢと合流 

９：４５  キレット小屋到着 

１３：００ キレット小屋出発 

１４：３０ 出合小屋 

１７：２０ 美しの森駐車場 

 

朝、渡邊の状態を診てみると足の指全てと右手の人指し指に水泡ができていた。潰さな

いようにガーゼで包みその上から包帯で固定した。井上ＯＢ、水口ＯＢ、内田ＯＢがツル

ネ東稜を登ってきているので、こちらも西出、淀川がいち早く合流するためにツルネ東稜

に向かう。テントに残った小林、池上は渡邊の保温に気を配りながらテント整理など撤収

の準備を進める。西出、淀川がＯＢ達と合流し、ＯＢ達と共にテント場に戻って来たので

再度指の状態を確認する。渡邊の服は濡れているわけでなかったが井上ＯＢが持参したよ

り暖かい物に着替えさせる。また靴下と手袋の内側にカイロを張った。手は問題なかった

が、足は包帯やカイロの影響で渡邊本人の靴が履けなかったので、サイズの大きい靴を履

いていた小林のインナーと井上ＯＢのアウターを組み合わせて履かせた。またアウターの

隙間から雪が入らないように、テーピングでアウターの上から補強した。渡邊の出発準備

が整った後、テントを撤収しツルネ東稜に向かう。ツルネに行くまでは風が強く、渡邊は

井上ＯＢ、水口ＯＢに挟まれるようにコンティニュアスで進む。行動中はつま先をなるべ

く圧迫させないように歩いていたため、歩き難く本人は痛みも訴えていた。ツルネ東稜を

順調に下り、沢筋に入り何度か沢を渡り返し出合小屋に着いた。出合小屋で休憩をして平

坦な沢筋を進む。何度か沢を渡り返し、砂防ダムを越えると林道に出た。携帯電話の電波
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が入るようになった所で、救急車の手配する。林道の最後の三分の一程の行程は、渡邊の

ペースが落ちたため井上ＯＢがそりを使って渡邊を運搬した。美しの森の駐車場に着いた

後、そこで待機していた救急車に乗って渡邊と水口ＯＢ、小林で山梨県立中央病院に向か

った。 
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９．春山合宿 

 

期 間：２０１２年３月１６日～３月２６日 

 

場 所：南アルプス 三伏峠～光岳～寸又峡温泉 

 

参加メンバー：４年 西出広平 

３年 淀川裕司 

１年 池上圭   

 

行動概要：３月１６日 離京 塩川小屋手前～尾根取付き手前 

        １７日 尾根取付き手前～三伏峠小屋 

１８日 三伏峠小屋～大日影山 

１９日 大日影山～荒川小屋 

２０日 荒川小屋～百間洞露営地 

２１日 百間洞露営地～兎岳避難小屋 

２２日 兎岳避難小屋～聖平 

２３日 停滞 

２４日 聖平～易老岳直下 

２５日 易老岳直下～栃沢付近 

２６日 栃沢付近～寸又峡温泉 

 

３月１６日 晴 

塩川小屋手前（１２：３５）～塩川小屋（１３：１０）～尾根取付き手前（１３：４０） 

 伊那大島駅からタクシーで塩川小屋まで向かうが、道路の崩壊が激しく塩川小屋まで行

けずに塩川小屋手前までとなる。準備体操をしている間にも小さな落石があり、道の先の

崩壊がどれほどなのか気になる。この日はかなり暖かく半袖で行動する。林道は雪がほと

んどなくペースを上げ、快調に進む。崩壊箇所はそれ程大きくなく慎重に通過し塩川小屋

を目指す。時間が余ったため塩川小屋で幕営せずに、林道を進む。ダムが見え橋を２回渡

り、平らな場所まで進み尾根取付きまであと少しの所で幕営した。      

 

３月１７日 雪 －４℃  

尾根取付き手前（６：３０）～三伏峠小屋（１１：２０） 

 昨日は塩川小屋より少し進んだこともあり、林道を進むと２０分程で取り付きに着いた。

ここから九十九折りの尾根を登っていく。雪は少ないが、所々に倒木がありかなり歩き難

い。少し進むと足首程の積雪となったが、ペースを上げガンガン進む。２時間程進むと膝
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程の積雪となり、雪もパラパラと降ってきた。雪は新雪だが雪の下は凍っていて時々転び

そうになる。氷化している場所は慎重に進むため、思うようにペースが上がらない。所々

に塩川小屋から三伏峠小屋までの距離が書いてあり、時々見て気持ちを高めながら進んだ。

三伏峠小屋裏を整地し幕営した。                    

 

３月１８日 曇のち雪 －４℃ 

三伏峠小屋（６：２０）～烏帽子岳山頂（８：２５）～小河内岳山頂（１０：３０） 

～大日影山（１５：２０） 

 高山裏避難小屋を目指し長時間行動となる。朝からアイゼンを着けての行動となり膝下

程の積雪だが、昨日の雨のせいか雪の表面３～５ｃｍもの厚さのブレイカブルクラストで

ある。表面を割るのに無駄な労力がいるため余分に体力を消費する。交代しながらラッセ

ルをするがかなり疲れる。樹林帯を抜けると両側が切れ落ちているガレ場を、氷化してい

る場所に注意しながら登る。烏帽子岳からの稜線はクラストしており、夏道が出ている所

もあった。しかし小河内岳手前の登りではまたもブレイカブルクラストのラッセルに苦し

められた。小河内岳を過ぎ２時間程進んだところでワカンに着け替えたが、樹林帯でのラ

ッセルは思うほどペースが上がらない。所々に薄っすらトレースが残っていたため少しは

歩き易かった。樹林帯の２６２３ｍピークで南の支尾根に少し下りかけ再び元のルート付

近まで登り返した。ラッセルで想像以上に時間がかかったため、高山裏避難小屋までは時

間がかかると判断し、大日影山山頂付近を整地し幕営した。      

 

３月１９日 快晴 －１２℃ 

 大日影山（６：１５）～板屋岳（７：５０）～高山裏避難小屋（９：２５） 

稜線上（１３：００）～前岳（１５：５５）～荒川小屋（１６：５５） 

 今日は出発からワカンを着けて行動する。板屋岳直下でガスに巻かれて支尾根に下りか

けたが、良いペースで登り切った。早い時間で高山裏避難小屋に着いたので、荒川小屋ま

で行くことにする。夏道が見えていたわけではないが、夏道に沿うように尾根の中腹をト

ラバースしていく。ラッセルは膝位だが雪が重く、ブレイカブルクラストになっているの

でペースが上がらなかった。３人で交代しながらラッセルをして、やっとのことでカール

のトラバース地点に着いた。森林限界に沿ってカールをトラバースして前岳から北西に伸

びている尾根に取り付く。天気は無風快晴で休憩していても暑いくらいだ。雪が安定して

いたので雪崩が起きる気配は感じなかったが、デブリは数ヶ所で確認できた。稜線上に出

る直下がクラストした急な雪面で緊張させられた。稜上は完全にクラストしており快適だ

ったが、ラッセルで予想以上に疲労したため中々前岳が近づかない。やっとのことで前岳

に到着し、稜線を南へ忠実に下っていくと、荒川小屋に向かうコルに着く。コルは風が強

かったため荒川小屋まで下って幕営した。雪面が固かったので、ピッケルをツルハシの様

に何度も振りかぶって整地を行った。                   
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荒川岳直下の大カール。雪の状態はかなり良く雪崩の心配はなかった。 

 

３月２０日 快晴 －１４℃ 

 荒川小屋（６：４０）～大聖寺平（７：３０）～小赤石岳（８：３０） 

～赤石岳（９：４５）～百間平（１１：３０）～百間洞露営地（１２：１５） 

 今日も朝から快晴だが、風が強い。凍傷に気をつけながら歩を進めていく。大聖寺平か

ら３０３０ｍのピークは正面から直登したが、岩場混じりの急な雪面だったので、ここは

左から巻き気味に登るべきだった。ピークに上がると小赤石岳まで見渡せ、雪庇の発達具

合を確認する。小赤石岳手前の小ピークの雪庇が発達しており、クラストした山腹の斜面

を西側から巻き気味に行くことにする。一歩一歩アイゼン、ピッケルをしっかり挿し込み

ガッチリ通過した。ここから先は赤石岳までは雪庇も発達しておらず、問題なく赤石岳ま

で到着する。山頂からの下りは途中まで稜線通しに下って行ったが、途中から岩場となり、

傾斜が急になってきたので、一度夏道が通っている沢に下りて、稜線に戻った。百間平は

視界が良かったので問題なく通過し、百間洞露営地に到着した。お茶を作っていると、聖

岳方面から単独の登山者がやって来て、挨拶を交わした。          
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３月２１日 快晴 －１８℃ 

 

 

 

 

 

 

 

小赤石岳への登り。                   百間平はまさに雪原。 

 

 百間洞露営地（６：３５）～大沢岳（７：４５） 

～中盛丸山と小兎岳のコル（９：００）～兎岳避難小屋（１０：１５） 

 大沢岳へは夏道が通っている尾根は見るからに急で危険に見えたため、県境の稜線を忠

実に登っていく。大沢岳の山頂付近では夏道が出ていた。中盛丸山へは山頂直下で東側に

巻き気味に登って登頂する。山頂からは急な岩場混じりの下降をクライムダウンしガッチ

リ下った。兎岳は名前のイメージと違い近くで見ると、山頂までが果てしなく遠く見える。

アイゼンを利かしながら、斜面を登り切り兎岳避難小屋の隣に幕営した。天気も良くゆっ

くりと体を休めることが出来た。                    

 

３月２２日 曇のち晴 －１３℃  

兎岳避難小屋（６：３０）～聖兎のコル（７：１０）～聖岳（８：３０） 

～聖平（１０：３０） 

 空には雲が多い。撤収時に強風でテントのポールが２ヶ所破損したが修理は後でするこ

とにして出発した。聖兎のコルまでの下りは南側が切れ落ち、北側が急斜面のナイフリッ

ジである。前日に出会った単独行者のトレースが残っている。軽いブレイカブルクラスト

のラッセルで特に難しい箇所はないが、北西の風が強く耐風姿勢を取りながらの前進であ

った。コルからの登りは昨日遠くから見たほど悪くはなかった。コルから北側の斜面をや

や傾斜の緩くなった肩まで進む。夏道ならばそのまま北側の斜面をトラバースするが、雪

付きが悪く急なので、そこから真上へ一直線に稜線まで伸びている尾根を登って行く。ク

ラストしていてかなり急登だが、尾根に灌木が沿うように生えており、灌木を掴みながら

登ることができた。稜線上は風が強かったがクラストしていてサクサク進めた。いつの間

にか空は晴れ渡り、気持ちよく聖岳に登頂した。聖岳から南西に伸びる尾根を下降したが、

下り始めてすぐ強風に掴まり数分間身動きが取れない状況に陥った。幸いすぐに解放され

たが怖い思いをした。下降していた尾根は先で切れ落ちていたので、斜面をトラバースし
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東隣の尾根へ移り下降した。小聖岳付近は簡単なナイフリッジで特に問題無く進めた。樹

林帯に入ると膝下程のラッセルになるがトレースがあり使わせてもらうことにした。聖平

小屋近くの平地を整地し幕営した。夕方から雪がチラつき始めた。                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾根に灌木が沿うように生えている。 

これらを掴みながら登る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２３日 雪のち雨 －７℃  

停滞 

 この日は光小屋を目指して行動となるはずだったが、昨日の天気予報で低気圧が接近し

荒れると予想したため朝食を１時間程遅らせて天気の様子を見る。ガスが出ていて、天気

が回復しないので停滞となる。樹林帯と小屋のおかげで風はあまり当たらないが、上部で

は風が強く吹雪いている。午後になり雪から雨に変わり、雪が融けてしまっていることを

祈りながら時間を過ごす。雨は翌日まで降り続いていた。今合宿初の停滞日となったため、

今までの疲労と明日の長時間行動に備えて体を休めた。         
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３月２４日 雪 ０℃ 

聖平（６：３０）～上河内岳分岐（９：５０）～茶臼岳（１１：４０） 

～希望峰（１２：３０）～易老岳直下（１５：１０） 

 明け方まで強い雨が続いていたが、朝食時には止み始めたので先へ進むことにする。聖

平分岐から上河内岳方面へ樹林帯の緩斜面を登って行く。ラッセルは膝下程度の軽いブレ

イカブルクラストで、それなりのペースで進む事ができた。雨で融けたのか地面が露出し

ている箇所もあった。雨が雪に変わる頃、樹林帯を抜け急登を登り切り吹きさらしの稜線

上へ出た。ここでアイゼンに着け替え進むが、西側から強風が吹き付け吹雪の中の行動と

なる。稜線の東側は視界が利かず判別が付かないため、西側の崖沿いを進む。雨で融けた

のか夏道が顕著に分かり大分助けられた。２７０２ｍのピークを過ぎ広い台地に出たが、

ホワイトアウトで視界が利かずハイマツの影を探しながら夏道と並行して伸びる尾根を登

った。上河内岳への分岐へ着いたが、天候も悪いため上河内岳へは行かず先へ進む。稜線

上をルートを探しながら忠実に辿り茶臼小屋の分岐へ辿り着いた。吹雪は収まる気配はな

いが茶臼岳を越えれば樹林帯に入るので先へ進むことにした。茶臼岳からしばらくは吹き

さらしであったが、稜線の風下側を歩く事ができたのでいくらか楽であった。上河内岳分

岐から希望峰までの稜線は樹林帯のラッセルと吹きさらしのクラスト斜面の繰り返しで、

アイゼンとワカンの着け替えが煩わしかった。希望峰から易老岳まではずっと樹林帯であ

ったが西風の影響を強く受けた。そのためか不思議とラッセルはなくクラストしている箇

所もあった。易老岳から少し下って平らになった所を整地して幕営した。 

 

３月２５日 雪 －１３℃ 

易老岳直下（６：４０）～光小屋（９：２５）～光岳（９：５０） 

～百俣沢ノ頭（１１：００）～光岳登山口吊橋（１３：５０） 

～栃沢付近（１５：４５） 

 強い冬型らしくこの日も雪。樹林帯の雪の状態は良く所々クラストしていて、ラッセル

はあっても膝下くらいで良いペースで進めた。途中で尾根を外し沢へ出てしまったが、す

ぐに気付き尾根上に戻る事が出来た。イザルヶ岳へ伸びる尾根に取り付き、急登の膝下程

のラッセルをしばらく続けた後に緩斜面になった。ここからは新雪のふわふわのラッセル

があって驚いた。膝下くらいの積雪だったがブレイカブルクラストのラッセルとの落差を

感じ、ルンルン気分でラッセルを続けた。上部の方はクラストしていたがワカンのままで

進んだ。吹雪で視界は２０ｍ程であった。イザルヶ岳頂上へは行かず、途中で斜面をトラ

バース気味に南西へ進み稜線に出た。稜線上は広く視界も悪かったが、光小屋が崖沿いに

あることを考慮して稜線を崖沿いに進み小屋を見つける事が出来た。小屋の影で休憩をと

り、光岳へ樹林帯の稜線を外さないように登ると北側が開けたピークらしき所に出て、雪

に埋もれた『光』の文字だけ顔を覗かせた標識を発見した。写真を撮った後すぐに来た道

を少し戻り、ほぼ南へ伸びる尾根を下る。目指すは林道だが、樹林帯で尾根も広いため慎
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重に進んだ。地形を読みながらなんとか百俣沢ノ頭と思われる所へ到着し、看板を発見し

安心した。風は相変わらず強いが時折陽も射し暖かい。ここから南西に伸びる尾根を下っ

て行くが、ここも迷いやすく地形図とコンパスを駆使しながら進む。随所にテープがあり

自分達が正しい選択をしていると安心し精神的不安はいくらか和らいだ。核心と考えてい

た２０４３ｍのピークを過ぎ、尾根から外れ林道に続くルートも見つける事ができ、林道

まで下りる事ができた。ここの下りはほぼ途切れることなくテープがあり驚いた。吊橋を

渡り寸又峡まで３９.９ｋｍの文字の看板を見て、核心はこれからだと気持ちを入れ替え林

道を進んだ。大根沢まで行く予定だったが、疲れていたので栃沢手前付近の滝が流れてい

る林道上で幕営した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２６日 晴 －５℃ 

栃沢付近（６：２０）～大根沢（８：２５）～小根沢（１０：３０） 

～千頭ダム（１３：３０）～寸又峡温泉（１５：１０） 

 快晴の中出発する。林道に下りてきたのにとても寒く感じる。林道だが崩壊が激しいと

の情報だったので不安である。大根沢付近から大きな崩壊箇所が出始め、バランスを崩せ

ば谷底まで２００ｍは滑落するだろうと思われたが、ザイルは出さずに通過した。小根沢

手前の崩壊地が特に酷く、大分高巻いて通過した。小根沢を越えてしばらく行くと林道の

状態は大分良くなっていった。この辺りから頻繁に寸又峡まで後何ｋｍと標識があるがモ

チベーションは上がらない。林道は５分歩けば崩壊箇所に遭遇するといった感じだった。

展望台のような所に出てから千頭ダムへ下りる登山道へ入る。下部の方は赤ペンキが無数

にあり逆に迷いそうになったが、忠実に尾根を辿ることで正規の登山道を見つける事がで
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きた。やはりテープやペンキを信じすぎて頼りきるのは良くないことだ。千頭ダムは工事

の人たちの活気に溢れ、ようやく下山したという感じがした。千頭ダムからは最後の力を

振り絞り、ノンストップで寸又峡温泉まで駆け抜けた。約４０ｋｍの林道歩きの後のダッ

シュは靴ずれの痛みに耐える拷問とも思える仕打ち。ただ、３人とも誰が走れと言ったわ

けでもなく自然と走り出した。寸又峡温泉の端に倒れ込むように着き、整理体操をして合

宿を終了した。  

 

 

林道に下りてからも気の抜けない箇所が続く。写真は小根沢手前の崩壊地。 
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１０．個人山行 

 

期間 場所 メンバー 

４月１０日 秋川 天王岩 西出広平（４） 淀川裕司（３） 

渡邊葉月（２） 

５月５日 

～５月７日 

上越 谷川岳 西出広平（４） 安部晶子（２） 

渡邊葉月（２） 

７月２日 丹沢 広沢寺 西出広平（４） 小林新平（４） 

淀川裕司（３） 渡邊葉月（２） 

天尾秀史（１） 池上圭（１） 

瀧川鉄也（１） 

７月８日 

～７月９日 

上越 巻機山 西出広平（４） 淀川裕司（３）   

渡邊葉月（２） 安部晶子（２） 

７月１０日 丹沢山塊  

塔ノ岳～丹沢山 

小林新平（４） 天尾秀史（１） 

７月１６日 

～７月１７日 

御坂 三ツ峠 屏風岩 西出広平（４） 淀川裕司（３）   

渡邊葉月（２） 天尾秀史（１）   

瀧川鉄也（１） 

７月２３日 

～７月２４日 

奥多摩 越沢バットレス 

～秋川 天王岩 

小林新平（４） 淀川裕司（３） 

池上圭 （１） 

１０月２４日 西伊豆波勝崎 海金剛 高野優（ＯＢ） 小林新平（４）    

淀川裕司（３） 

１０月２９日 

～１０月３１日 

奥秩父 小川山 西出広平（４） 小林新平（４） 

淀川裕司（３） 渡邊葉月（２） 

１１月５日 

 

名栗 河又 高野優（ＯＢ） 西出広平（４） 

小林新平（４） 淀川裕司（３） 

１１月１４日 

 

静岡県 大仁町 城山 高野優（ＯＢ） 小林新平（４） 

２月２５日 

～２月２７日 

八ケ岳 西出広平（４） 小林新平（４） 

淀川裕司（３） 池上圭（１） 
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１１．部員所感 

所感 

４年 西出広平 

４年間は長いようであっという間に終わってしまった気がする。４年間で約４００日山

に登っていればそう感じるのは当然かもしれない。しかし１つ１つの合宿の記憶は一生忘

れることはないと思う。特に辛かったのは１年の時の夏山合宿での寸又峡までの林道であ

る。頼もしい上級生と同期がいたおかげで、限界まで自分を追い込むことができた。１人

ではあそこまで追い込むことはできない。上級生、同期、後輩、ＯＢがいるからこそでき

るのである。 

 ここにはとても書けないようなミスも多くしてきたが、４年間を終えて思うことはやっ

と山登りの入り口に立った気がするということである。学生の頃は良くも悪くも自分のし

たいことが１００％できることはほとんどない。どうしてもその時のメンバーの実力や授

業等の関係で計画の難易度は左右されてしまう。せっかく４年間やってきたのだから、も

う少し合宿とは違う山登りをやってみたいなというのが今の気持ちである。それは上級生、

下級生という関係で山登りをするのではなく、一人一人を自立した登山者として扱い、一

つの目標を目指してチームとして登るということである。 

最後になったが小林とはいいコンビだった思う。お互いがそれぞれの足りない部分を補

うことができたのではと感じている。４年間ありがとう、そしてこれからもよろしく。 

 

所感 

４年 小林新平 

今年度は１年生５名を迎えてスタートしました。年度目標も３年連続で剱岳を挙げてい

ましたが、最終的には年度目標の春山合宿は春山強化合宿での事故や私が 春山合宿に実習

の関係で不参加などの理由から南アルプス南部の縦走になりました。冬山合宿は無事成功

させることができ、春山合宿も成功しとても嬉しい気持ちですが、私的な理由で春山合宿

に参加出来なかったことは部員に大きな期待を抱いて頂いているコーチ、ＯＢの方々に対

してとても申し訳ない気持ちです。学業をしっかり進めていれば留年することもなく合宿

にも参加出来たかもしれない、そもそも中途半端な考えを捨てて山か学業かどちらかに専

念すればこのような結果にならなかったかもしれないと後悔しています。今考えると山岳

部に入部すること自体、私にとってはかなり攻めの選択だったのかもしれません。 しかし

このような弁解のような後悔をしていても何にもならないので、自分がした選択を間違っ

たものだと思わないようにしていきます。 

 １年生の冬山合宿では６日間停滞して降り続ける雪にビビったり、うんざりしたりした。

２年生では初めて海外の岩場に行くことができた。３年生の冬山合宿では下部のビバーク

でコテンパにやられて敗退した。４年生の冬山合宿では３年生の時の雪辱を晴らすことが



~ 65 ~ 
 

出来た。思い返してみるととても充実した４年間を送ることが出来ました。これは何も知

らない私に一から山のことを教えてくれた上級生の方々やＯＢ、コーチの方々のおかげだ

と思います。今の現役は意志の強い淀川、良い意味で山岳部にしがみついている安部、渡

邊、根性がある池上などがいて、今後も国内でもっと厳しい合宿を行って行けると感じて

います。また海外遠征も夢ではないと思います。願わくば私もその一員になれればと思っ

ています。 

 最後に、最初から最後まで私のわがままを聞いてもらい、頼ってしまった同期の西出に

もお礼を言いたいと思います。 

所感 

３年 淀川裕司 

 今年度は良い経験が出来たと思う。１年の時の冬山以外の積雪期は満足に合宿を行えな

かったが、今年度は冬も春もとても充実した満足いく内容であった。登攀や冬山の緊張感

は生きている実感を与えてくれる。来年度はもっと体力と共に登攀能力を磨き、経験の蓄

積をしたいと思う。卒業後にはすぐにでも海外の山々に行けるように、今から全力で活動

していきたいと思う。 

所感 

２年 安部晶子 

 １年間を振り返ってみると、合宿に参加したのは六月合宿までで、私事によりほとんど

今年度の合宿に参加することが出来なかった。しかし、離れていた期間は山に登りたいと

ずっと感じていた。年間９つの合宿をやっていると９つはやらずとも３つ目くらいでいつ

も嫌になってくる。それなのに離れると登りたいと思ってしまうのは本当に不思議なこと

だと思うし、あと登っている人達が羨ましかった気持ちもあった。こんな自分を続けさせ

てくれる上級生やＯＢ・ＯＧの方達にはありがたいと思っています。 

 

去年度を振り返り 

２年 渡邊葉月 

２０１１年度の所感を書くにあたり、去年度自身が書いた所感を改めて読み直してみた。

１年前の自分が書いた「部と共に行動し、成長できる一年でありたい」この一言が何より

痛かった。２０１０年度完遂仕切れなった無雪期での夏山合宿２週間、その後の積雪期で

の冬山合宿など、確かに行動を共には出来たが、自身が成長出来ての結果とは程遠い。特

に積雪期に入ってからは、連れて行かれているという感覚が強かったように思う。行動面

をとっても１年生に遅れを取り先行することもできず、大した荷も持てず自分は部に居て

何をしているのだろうか。冬山合宿が終わっての１月中は、そんなことばかりを考えてい

た。そうして迎えた２月の春山強化合宿で事故は起きた。キレット小屋から部の皆やＯＢ

の方々の力を借りて下山し、救急車で県立病院へと搬送。救急車の中や病院での入院中、

ずっと事故時の行動ばかりを振り返っていた。自分自身の行動を馬鹿だ阿呆だと思う一方、
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助けてもらった方々には感謝の言葉しかなかった。来年度は上級生の人数も少なく、去年

度より負担がかかるのは目に見えている。それでも来年度の１年生達が上級生となり、各々

で好きな山へ行くためにも、教えられることや知っていることは全部教えていきたい。自

分が出来る限りのことはしていきたい。去年度を振り返り、３年生となった今年こそは自

分自身が成長し、部に貢献できる１年でありたいと思う。 

 

所感 

１年 池上圭 

１年間を振り返ってみると、長かったようで短いものであった。山岳部に入部して今ま

で経験したことが無いことを経験した。それは部として山に登ることであり、生活技術、

行動を一から上級生やＯＢ、ＯＧの方々に教えて頂き下級生も各自の役割をこなすという

ものである。しかし合宿毎にミスがあり、何度も計画に影響を与えることがあり、何度も

同じことを言われたこともある。また夏山合宿では初めての長期合宿であり、肉体的にも

精神的にもかなり追い込まれ、只々上級生の後について行くだけであった。しかし上級生

の支えなどのおかげで限界まで自分を追い込むことができた。また春山合宿の印象も強い。

それは今までの合宿と違い一人一人の体調や行動がすぐ計画に響くことであった。たとえ

下級生でも上級生と同じで、自分のことだけでなく全体のことを考えなければならないこ

とであった。それは想像以上に難しく、精神的にも普段の合宿とは違う気がした。全体の

ことを考えるということは難しく、まだまだ課題が残る一年間であった。この課題を今後

に生かしたいと思う。 
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