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はじめに 

今年度の新入部員は女子部員３名という例年にないメンバーからスタートを切りました。

また年度の目標として積雪期の剱岳を挙げていましたが、１年生と登頂することは難しい

というのが実情でした。しかし昨年度の悔しさを晴らすためにも、目標を維持しつつ、並

みの活動を目指し進めて行きました。そのような状態の中、１年生に怪我をさせてしまい、

部の方向転換を余儀なくすることとなりました。 

あとの活動は、反省を踏まえて冬山の計画を練り直し出発しましたが、悪天その他によ

り敗退。そうした失敗も八ヶ岳合宿で乗り越え、今年度の決算合宿の春山合宿へ向かう予

定でした。しかし、出発の２日前に、東日本大震災が起き、止む無く中止となりました。 

 正直、「例年にない」ではなく、「今までにない」１年間でした。成果を出すことが出来

ず、払拭し切れない気持ちもあります。ただこの１年は、山岳部にとって何が一番良いの

かを考え続け、各部員へ常に投げかけました。チームとして１つの共同体として、部員が

一丸となって進めたことに、大きな意義があったと思っています。今年度の活動また記録

が、後の部員にも役立つものであるよう、切に願っております。 

この報告書を作成するにあたり、また１年が無事に終えたことを、村田監督を初めコー

チ、ＯＢ、ＯＧの方々と共に、一緒に歩んだ部員の仲間達も含め感謝いたします。  

 

主将 内田 龍也 
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１．新人歓迎合宿 

 

期 間：２０１０年５月１日～５月３日 

 

場 所：上越 巻機山 

 

参加メンバー：４年 内田龍也 

３年 小林新平 西出広平 

２年 淀川裕司 

１年 安部晶子 鈴木菜摘 渡辺葉月  

ＯＢ 荻野盾彦 村田岳 長久保浩司 引間章夫 須藤一馬 水口佳祐 

 川瀬幸子 呉惠芳 

 

行動概要：５月１日 離京 入山 巻機山キャンプ場（ＢＣ） 

２日 ＢＣ～雪上訓練～巻機山頂上～ＢＣ 

３日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 下山 

 

 

５月１日 晴  

清水バス停（１３：５０）～巻機山キャンプ場（ＢＣ）（１４：１５） 

清水バス停で準備体操を行い入山。遅れだす１年生もいたが、良いペースで進む。バス

停前からすでに雪が積もっており、キャンプ場は雪の絨毯が敷かれていた。水は止められ

ており、沢から汲む。雪上訓練場の偵察隊を出す予定だったが、必要はないと考え、各係

で準備を行う。１年生は初めての食事当番にも関わらず、米は上手に炊けており野菜カレ

ーは絶品であった。この日は荻野ＯＢ、村田ＯＢ、長久保ＯＢ、引間ＯＢ、水口ＯＢ、須

藤ＯＢが入山された。 

 

５月２日 快晴 ５℃ 

ＢＣ（６：１５）～五合目（７：３５）～七合目（１１：１０） 

～前巻機（１２：００）～巻機山山頂（１３：００）～五合目（１４：００） 

～ＢＣ（１５：１０） 

日中は暑いが朝は冷え込み、ドームテントのＯＢは寒そうである。しかし空には一片の

雲も無く、絶好の登山日和だ。朝食のキンピラの味付けに不満が残るが、皆素早く平らげ

た。井戸尾根には雪がベッタリついており、所々固いため１年生は歩くのに苦労していた

ようだ。今回はつづら折りのある夏道を通らずに残雪を利用して直上する。ＧＷのためか
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登山客も多く、沢山のトレースが付いており先行する２年生は紛らわしそうだ。途中１年

生１名が腹痛のため一時隊を離れるが、回復しすぐに合流する。例年通り五合目で雪上訓

練（歩行訓練、滑落停止訓練）を行い、小林と淀川はコンティニュアス、スタカットの訓

練もした。その後、時間を見て山頂へ出発。上級生は１年生の歩くスピードが速いことに

驚かされ、好タイムで山頂に到着する。下山は皆で出発し、食糧の買出しのため、小林、

淀川は先に下りていく。夜はバーベキューを行い、途中から入山された川瀬ＯＧ、呉ＯＧ

も含めて賑わう。満天の星空に１年生は驚き、明日の好天を窺わせていた。 

 

５月３日 晴 ９℃ 

ＢＣ（７：２０）～五合目付近（９：２０）～巻機山キャンプ場（１２：３０） 下山 

 今日も良い天気である。引間ＯＢは朝食を食べた後下山された。１年生にも少し疲れが

見えるが元気はまだあるようで頼もしい。雪上訓練は昨日行った所より少し下がった場所

で行った。歩行訓練、滑落停止訓練、グリセードとしっかり訓練を行うことが出来た。西

出と呉ＯＧはコンティニュアス、スタカットの訓練も行った。１年生も最初に比べると雪

に慣れたようで、滑落停止などは形になっていた。雪がかなり溶け始めていたため、下山

はなるべく夏道を降りて下るようにする。傾斜が緩くなった辺りから駆け下りで一気にＢ

Ｃまで下った。整理体操を終え、お茶を飲み、果物を食べた後すぐにテントを撤収する。

その後、ＯＢの車に便乗させてもらい旅館へと向かった。 
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２．岩登り合宿 

 

期 間：２０１０年５月２１日～５月２３日 
 
場 所：御坂 三ツ峠 

 

参加メンバー：４年 内田龍也 

３年 小林新平 西出広平 

２年 淀川裕司 

１年 安部晶子 鈴木菜摘 渡辺葉月  

       ＯＢ 大貫俊彦 荻野盾彦 朴元鐘徳 村田岳 長久保浩司 小和田和貞 

安済共  福留邦晃 水口佳祐 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～登攀～ＢＣ 

２３日 ＢＣ～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（８：０５）～達磨石（９：１０）～屏風岩付近（ＢＣ）（１１：２０）      

～屏風岩登攀（１２：２０）～ＢＣ（１５：２０） 

 三つ峠駅から車道を進んで行く。三ツ峠グリーンセンターを過ぎ、道は緩い上り坂とな

る。達磨石で休憩しここから本格的な登山道となる。前日は雨だったが地面は乾いていて

歩きやすい。股のぞき、大曲りを通り過ぎて馬返しの手前で休憩を取り、そこから一気に

屏風岩まで行く。馬返しの急坂も皆気合が入っているので良いペースである。屏風岩付近

でテントを設営して屏風岩へ登攀に向かう。初日なので一般ルートを登る。２年生は初め

てのリードなので慎重に登る。１年生にはザイルワークの基本をしっかり教えながら登り

始めるが、初めての登攀に悪戦苦闘していた。一通り登ってＢＣに帰幕し、夜はＳＤのハ

ンバーグを食べた。途中の登山道に水が出ており水汲みに苦労することはなかった。ハン

バーグは意外と簡単に作れてとてもおいしく、本格的な味であった。またこの日に大貫Ｏ

Ｂと荻野ＯＢが入山された。 

 

５月２２日 晴 １４℃ 

ＢＣ（６：３０）～屏風岩（７：００）～ＢＣ（昼食）（１２：００） 

～屏風岩（１３：３０）～ＢＣ（１７：３０） 

 朝から天気は快晴で絶好の登攀日和である。屏風岩は朝からクライマー達で賑わってい

た。まず一般ルートを３年生と１年生、４年生と２年生で登り込む。村田ＯＢ、水口ＯＢ
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が入山され、１年生に付きっ切りで指導して頂いた。今日は人が多く、一般ルートは早く

から順番待ちをする程で、リーダーピッチ辺りに懸垂用ザイルとトップロープを張った。

その後１年生は村田ＯＢ、水口ＯＢと共に岩に慣れるため、中央カンテ取り付きの岩棚で

登攀訓練を行う。２年生は一般ルート、リーダーピッチ、草溝ルート等でリードの練習を

行った。３年生は観音ルート右、クーロワール等を登った。その後、一旦帰幕し昼食のス

パゲッティを食べた。昼食後、大貫ＯＢと荻野ＯＢが下山され、入れ替わりで朴元ＯＢ長

久保ＯＢが入山された。午後は上級生は中央カンテ、権兵衛チムニー、地蔵ルート等を登

る。１年生は引き続き村田ＯＢ、水口ＯＢと共に中央カンテ取り付きの岩棚で登攀訓練を

し、その後は一般ルート、リーダーピッチを登り込む。朴元ＯＢは一般ルート右を登り下

山された。明日は天気が悪くなるようなので、日没近くまで登った。夕食後に安済ＯＢが

入山された。 

 

５月２３日 雨 ９℃ 

屏風岩付近（９：０５）～達磨石（１０：０５） 

～三ツ峠グリーンセンター（１１：２０） 

 朝食を食べていると小和田ＯＢと福留ＯＢが入山された。しかし今日は朝から生憎の雨

で、一緒に登攀することができず残念である。これからさらに雨が強くなるという予報だ

ったので、すぐにテントを撤収し下山することにする。雨で道がぬかるんでいるので慎重

に下っていく。１年生は初めての重荷での下りだったが、軽快に下っていたので驚いた。

最後は競争となり三ツ峠グリーンセンターまで一気に駆け下っていった。     
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３．六月合宿 

期 間：２０１０年６月１１日～６月１８日 

 

場 所：北アルプス 涸沢 

 

参加メンバー：４年 内田龍也 

       ３年 小林新平 西出広平 

       ２年 淀川裕司 

１年 安部晶子 鈴木菜摘 渡辺葉月 

       ＯＢ 廣瀬健太 高野優 須藤一馬 水口佳祐    

 

行動概要：６月１１日 離京 入山 新宿～新島々～二俣  

１２日 二俣～徳本峠～徳沢園 

１３日 徳沢園～涸沢（ＢＣ） 

１４日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

１５日 ＢＣ～白出のコル～奥穂高岳～涸沢岳～最低コル～ＢＣ 

           ＢＣ～前穂高岳北尾根～奥穂高岳～ＢＣ 

１６日 停滞（渡辺、鈴木下山） 

１７日 ＢＣ～北穂高岳東稜～北穂高岳～最低コル～ＢＣ（淀川下山） 

１８日 ＢＣ～横尾～上高地 下山 

                                                                     

 

６月１１日 曇 

入山 島々（１１：５０）～ゲート（１２：４５）～二俣（１３：４５） 

 水口ＯＢと共に新島々からタクシーで島々の徳本峠入口まで行く。蒸し暑い天気だが準

備体操をして出発する。徳本峠入口から左俣の林道を進むとすぐに最初のゲートがあり、

そこを通過する。林道はずっと島々谷川に沿うようにあり、何度か対岸に渡り返す。川の

音が心地良く響き蒸し暑さも忘れるぐらいだ。さらに進むと大きな砂防ダムが見え、そこ

を過ぎるとゲートにぶつかり、ここで休憩を取る。二俣に到着後テントを設営した。この

日の夜に須藤ＯＢが入山された。 

 

６月１２日 晴 １２℃ 

二俣（５：１５）～岩魚留小屋（８：００）～徳本峠（１１：５０） 

～明神（１３：３０）～徳沢園（１４：３０） 

 二俣から徳本峠へと伸びる道を進む。所々道が崩落している箇所があるので慎重に進む。
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橋を数回渡り返すと荒れ果てた岩魚留小屋が見えたが、ここでは休憩を取らずに先に進ん

だ。ここから急登が始まり、ペースが上がらない。途中で水ポリの水が少なくなってきた

ので、沢の水を補給した。道はだんだんと沢沿いを離れ、沢の音が小さくなってくると徳

本峠への最後の登りが始まった。道は緩やかな斜面であるが何十回という折り返しがある

ため堪えた。徳本峠からは正面に明神、穂高岳連峰が眺められ、これからの行程に気合が

入る。記念撮影をして、明神へ歩を進める。下りは所々雪があるくらいだが、一ヵ所大き

な雪渓があり慎重に通過した。ピッケルは出さなくても行ける程度だった。やがて道が広

くなり砂利道が始まると梓川も近い。明神で休憩を取る。徳沢園到着後素早くテントを設

営する。天気も良く、芝生の上のテント場で、疲れを充分癒す事ができた。 

 

６月１３日 曇 ９℃ 

徳沢園（６：４０）～横尾（７：３０）～本谷橋（８：４０） 

～涸沢（ＢＣ）（１１：００） 

 本谷橋まで順調に距離を稼いでいく。水口ＯＢは下山するため、横尾で別れた。本谷橋

手前で今日入山された高野ＯＢと合流し、一緒に涸沢を目指す。本谷橋付近にはまだ雪渓

が少し残っていたが、沢筋の雪は少なく雪解け水が轟々と流れていたので、夏道を登って

行く。雪渓が現れるのが例年より早く今年の涸沢は雪の量が多いことが予想できた。尾根

を涸沢に向けて回り込んだ所から本格的な雪渓登りとなったので、ここでオーバー手袋、

スパッツ、サングラスを着ける。最初は重荷での雪渓登りに戸惑っていた１年生も、順調

に登ってきた。涸沢ヒュッテ近くの雪面を整地してテントを設営した。 

 

６月１４日 雨のち曇 ５℃ 

ＢＣ（６：００）～Ⅴ・Ⅵのコル下部（６：４０）～ＢＣ（１３：００） 

 朝から雨が降っているので、雨具を着て出発する。Ⅴ・Ⅵのコル下部の斜面で雪上訓練

を行うことにする。３年生はコンティニュアス、スタカット、Ｆｉｘ工作の練習を別れて

行い、その他のメンバーは雪上歩行から訓練を開始する。雨のせいか雪質がぐずぐずで残

念だが、１年生は急斜面での雪上歩行でも声を出して頑張っている。一通り歩行訓練を終

えたら、全員で滑落停止訓練を行う。次にコンティニュアス、スタカットの練習を行った。

雨脚が徐々に弱まり、小林、西出、淀川はⅢ・Ⅳのコルへ、その他はⅤ・Ⅵのコルへ向け

て出発することにする。今年はⅢ・Ⅳのコルまで雪がしっかり付いており、問題なくコル

まで行くことが出来た。コルからは一気にＢＣまで駆け下った。やや遅れて、ガスの中か

らⅤ・Ⅵのコルパーティが帰幕した。 
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６月１５日 晴のち曇 ３℃ 

＊奥穂高岳・涸沢岳隊 

内田（４）小林（３）西出（３）安部（１）鈴木（１）渡辺（１）高野（ＯＢ） 

ＢＣ（６：００）～白出のコル（８：４０）～奥穂高岳（１０：３０） 

～白出のコル（１２：２０）～涸沢岳（１３：００）～最低コル（１５：４０） 

～ＢＣ（１６：１０） 

 今日は午後から天気が悪くなるという予報だが、朝はカラっと晴れていて清々しい。白

出のコルを目指してひたすら雪渓を登っていく。途中で奥穂高岳の岩壁に付いていた雪の

崩落が起きたが、幸い我々とはかなり離れた所で起こったものだった。途中で一度休憩し

白出のコルに到着した。コルからはⅢ・Ⅳのコルで休憩している北尾根隊を確認すること

が出来た。コルから奥穂高岳への登りは梯子の連続なので集中して登っていく。途中で２ 

ヶ所急な雪渓登りがあったが、１年生に上級生が付き、がっちりと登った。最初の急斜面

を登ってしまえば、あとはガレた道を歩くだけだ。奥穂高岳に着いた頃には、雲に包まれ

てしまい展望は良くなかった。高野ＯＢは重太郎新道から下山するということなので、頂

上で写真を撮った後に別れ下降を開始する。行きで登った急な雪渓を２ヶ所Ｆｉｘしクラ

イムダウンする。白出のコルに着いた時天気は曇りだったがなんとか持ちそうなので涸沢

岳へ向けて出発する。涸沢岳へは全員すんなりと登頂することが出来た。しかしここから

最低コルまでの下降は鎖場の連続で、途中で雨もぱらつき始め緊張の連続であった。最低

コルに着いた時は雨こそ降っていなかったが天気は完全に下り坂になっていたので、急い

で下降することにする。急な斜面の下降に１年生は気後れしてしまいなかなか足を踏み出

せない。幸い雪質が柔らかかったのでなんとか下ることが出来た。斜面が緩くなると、１

年生も駆け下れるようになり最後は走ってＢＣに帰幕した。 
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＊前穂高岳北尾根隊  

淀川（２）＝須藤（ＯＢ） 

ＢＣ（６：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（６：４５）～Ⅲ・Ⅳのコル（８：１０） 

～前穂高岳頂上（１０：３０）～奥穂高岳（１２：３０）～白出のコル（１３：００） 

～ＢＣ（１３：３０） 

 ＢＣから奥穂高岳隊と分かれ、Ⅴ・Ⅵのコルへと雪渓を登る。Ⅴ・Ⅵのコルに着くと奥

又白池が見え、遠くは富士山まで見えた。少し休憩をして、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。踏跡があり迷うことは無い。Ⅳ・Ⅴの

コルからⅣ峰を登る。Ⅳ峰はリッジ上を涸沢側へ時々巻くように登ると、岩峰基部に着き、

奥又白側を巻く。少し進むと急な雪渓に当たったので右側のガレた岩場を登って行く。登

り始めてすぐのスラブ状の大岩のトラバースは高度感があった。岩峰直下を涸沢側から巻

いて行く。踏跡があるが、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のコルに着き、ここで登攀具一式を付けⅢ峰の登攀に移った。 

１ピッチ目 コルから一段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し

た。広めのテラスに上がりここでピッチを切る。 

２ピッチ目 テラスからは涸沢側を簡単に巻けそうだが、ザイルの流れが悪くなりそう

なので左上の岩の割れ目を行く。割れ目はホールドが少なく全身を突っ張

りながらジリジリ越えた。凹角手前まで行って、ザイルの流れを考え、こ

こで結局ピッチを切った。   

３ピッチ目 チョックストーンの詰まった凹角を行く。凹角を抜けると狭いチムニーに

当たるが、このチムニーの左側のフェースを登る。高度感があるが手足と

もにしっかりとしたホールドがあり快適だ。登り切り、ザイルいっぱいに

稜上を歩いて行く。 

４ピッチ目 稜上を進むと、凹角があった。凹角の途中までは雪面となっているが、凍

っている箇所があるので慎重に進んだ。凹角を抜けて左の大岩を乗越すと

Ⅲ峰頂上に着き、ここでザイルをしまい登攀を終了した。 

 Ⅲ峰頂上からリッジ上を進みⅡ峰へ向かう。いつしか辺りはガスに覆われていたが、Ⅱ

峰は綺麗に見えた。Ⅱ峰の登りは踏跡がしっかりしており迷うことも危険個所も無かった。

Ⅱ峰頂上からコルへ、数ｍの懸垂下降をした。そこから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。途中吊尾根へ向かう踏跡がたくさんあるが、上の方に大

きな雪渓があったので雪渓の狭い箇所を狙って通過した。雪渓を過ぎてからは吊尾根の稜

上を行く。涸沢側が切れ落ちており景色が良い。途中、最低コル付近で奥穂高岳隊に付き

添って下さった高野ＯＢに会った。奥穂高岳への登りは一ヵ所雪渓があるくらいで問題無

く頂上に着いた。奥穂から白出のコルに向かう。少し下ると、急な雪斜面があったが、涸

沢側に岩稜を巻くと踏跡があり、浮石が多いが問題無く下ることが出来た。そこからは稜
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上を行き、鎖場、梯子を下りて、白出のコルに着いた。コルからＢＣまでは雪付きも良く

駆け下った。 

 

６月１６日 雨 ８℃ 

停滞 

 朝からかなりの雨で風も強い。朝食は５時に食べるがそのまま停滞とする。その日は１

年生２名が下山なので、その２名は下山の準備をし、他の者はテント移動をする。須藤Ｏ

Ｂと１年生２名が下山するのを見送った後、余った燃料を使って装備を乾かす。午前中、

雨は降ったり止んだりしていた。夕方頃になって雨が止み晴天となり、濡れている装備を

外に出して乾かす。明日の晴天に期待して就寝する。 

 

６月１７日 晴のち曇 ８℃ 

ＢＣ（５：００）～北穂高沢カール（５：５５）～ゴジラ背手前（８：３０） 

～東稜のコル（９：３０）～北穂高岳北峰（１０：４５）～最低コル（１２：３０） 

～ＢＣ（１２：５０） 

 晴天だが風が冷たい。北穂高沢カールに向かって雪渓を詰めて行く。例年は途中から夏

道に入るが、今年は雪渓が上まで続いていたので真直ぐ雪渓を登る。カールで休憩を取り

今度は東稜へ向かって雪渓を行く。通常は東稜の最低コルから尾根上に上がるが今年は最

低コルの１つ上のコルから尾根上に上がる。西出、淀川は先行しどんどん進む。他の上級

生は１年生に付き尾根上に上がる。１年生は慣れない雪渓歩きにスピードが上がらない。

尾根に出た所で休憩を取る。尾根上は横尾谷側の雪渓を巻いたり、尾根上の岩稜帯を行っ

たりルートファインディングに苦労しながら進む。雪渓を巻く時は大きなシュルンドがあ

るのでシュルンドを縫うように進む。東稜の核心部であるゴジラの背は先行した２名がＦ

ｉｘを張る。Ｆｉｘはしてあるが両サイドが切れ落ちているので慎重に進む。ゴジラの背

から少し進んだ所で２５ｍの懸垂下降をして東稜のコルに下りる。ここで淀川は北穂高沢

を下りＢＣへ戻り下山した。東稜のコルからの登りは広い雪稜を進む。なるべく涸沢側へ

巻き、所々岩が出ているので慎重に進む。３６０度の展望が望めて壮観だ。北峰から最低

コルに向かって下る岩稜帯は緊張を強いられる。松濤岩を涸沢側へ大きく巻いて南稜との

合流地点から縦走路へ上がる。そこからはガレ場を慎重に進む。浮石が多いので落石にも

注意する。１年生は上級生と共に何とか歩を進める。滝谷側へと巻いて鎖場を２ヶ所通過

し、最低コルに着く。最低コルからは雪渓を駆け下り、グリセードの練習もしながらＢＣ

に帰幕した。夕食時に廣瀬ＯＢが入山された。明日の天気は不安定と予想され、夜空を気

にしつつ就寝した。 
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６月１８日 曇 ８℃ 

涸沢（７：１５）～本谷橋（８：００）～横尾（８：５５）～徳沢園（９：５０） 

～明神（１０：５０） 

 素早くテント撤収、パッキングをして下山する。天気は曇りだが雨が降りそうなので足

早に涸沢を後にする。入山の時と違って雪渓はだいぶ消えて夏道が出ている。問題なく本

谷橋を過ぎて横尾に到着する。ここからは単調な林道を行く。明神で整理体操をして六月

合宿は終了した。上高地バスターミナルで廣瀬ＯＢと別れ、新宿行きのバスで帰京した。 
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４．夏山合宿 

 

期 間：２０１０年８月９日～８月２２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 内田龍也        

３年 小林新平 西出広平 

２年 淀川裕司 

１年 安部晶子 鈴木菜摘 渡辺葉月 

       ＯＢ 須藤一馬 水口佳祐    

 

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～剱沢キャンプ場（ＢＣ） 
１１日 ＢＣ～真砂沢キャンプ場 雪上訓練  
       Ⅵ峰Ａフェース 魚津高ルート 

１２日 停滞 

１３日 真砂沢キャンプ場～ＢＣ 別山岩場 

１４日 停滞 
１５日 ＢＣ～源次郎尾根～剱岳～長次郎谷～ＢＣ 

源次郎尾根Ⅰ峰平蔵谷上部岩壁名古屋大ルート偵察 
       １６日  ＢＣ～八ツ峰主稜下半 雪上訓練 

１７日 ＢＣ～八ツ峰主稜上半 Ⅵ峰Ｃフェース 剣稜会ルート 

１８日 剱沢キャンプ場～五色ヶ原  （鈴木、渡辺、須藤、水口下山） 
 

       １９日 ～スゴ乗越小屋 
２０日 ～薬師峠  

       ２１日 ～双六小屋 （西出、安部下山） 
２２日 ～上高地 下山 

       

 

８月１０日 晴のち雨  

 入山 室堂バスターミナル（７：４０）～雷鳥沢キャンプ場（８：２０） 

～剱御前小舎（１０：２５）～剱沢キャンプ場（ＢＣ）（１１：３０） 

日差しはあるが、少し肌寒い。地獄谷に下り、雷鳥沢キャンプ場に到着後休憩を取る。

１年生１名が足の痛みを訴え、ここからは須藤ＯＢ、内田と共に本隊から外れて剱沢キャ

ンプ場を目指す。剱御前小舎のあるコルを見ながらひたすら雷鳥坂を登っていく。剱御前

小舎に着いて休憩を取り、剱沢キャンプ場へ下って行く。先に本隊のメンバーが到着。こ

の頃から小雨が降り始める。テントを張り、お茶にする。２時間弱遅れて残りの３人が到

着。テント内では常にラジオを点け、台風情報に気を配る。激しい夕立に見舞われる。夕
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食を食べ、明日の晴天を願いながら消灯した。 

 

８月１１日 曇 １３℃ 

＊雪上訓練パーティ  

内田（４）西出（３）安部（１）鈴木（１）渡辺（１）須藤（ＯＢ）水口（ＯＢ） 

ＢＣ(６：１０）～真砂沢テント場（９：３０）～雪上訓練開始（１１：０５） 

～真砂沢テント場（１４：１０） 

 台風接近のため剱沢キャンプ場から真砂沢キャンプ場へと移動する。浮石の多い登山道

を通り、雪渓を下る。雪渓は所々で氷が張っていた。真砂沢キャンプ場に着き、テント設

営後に雪上訓練を行うため熊ノ岩へと向かう。長い雪渓を登った後、熊ノ岩基部へと到着

し雪上訓練を開始する。歩行訓練を一通り行った後、コンティニュアスとスタカットを練

習する。午後からの天候の悪化を懸念し早めに切り上げてテントへと戻り、テントの周り

に台風対策として堀を作って明日に備えた。 

 

＊Ａフェース魚津高ルート 淀川（２）＝小林（３） 

ＢＣ(６：１０）～真砂沢キャンプ場（７：３０）～長次郎谷出合（９：３０）～ 

取り付き（１１：１０）～Ａフェースの頭（１２：４０） 

～Ⅴ・Ⅵのコル（１３：２０）～真砂沢テント場（１４：１０） 

 真砂沢にテントを移した後、すぐさま雪上訓練隊と分かれ小林と淀川はＡフェース魚津

高ルートに向かった。長次郎谷を詰め、Ⅴ・Ⅵのコルへ向かうルンゼを登る。ガレている

ので落石に注意する。ルンゼの途中でＡフェース側にトラバースし、魚津高ルートの取り

付きに着いた。先行パーティはいなかった。 

１ピッチ目 浅い凹角を行き、凹角を抜けた所で右上する。ホールドがしっかりしてい

るのでガンガン登れる。右上した後、再び凹角が現れた。凹角を抜けると

ハング状の岩に突き当たったのでハングの右側を行き、フェースを登る。

この右側に移るときが少し恐い。フェースを少し登り、途中でやや緩傾斜

の左側のフェースに移り少し登ると、テラスに着いた。 

２ピッチ目 テラスの左側の浅い凹角を行く。凹角を抜け、カンテにぶつかる。そこか

らは凹角を行くが途中で途切れるので、右側の狭い凹角に移る。凹角を抜

けるとハング気味のフェースに当たるので、左側のやや傾斜のあるフェー

スに移り登るとテラスに着く。このフェースはホールドが細かく高度感が

ある。途中で雨が降り始めたため急いで登った。      

３ピッチ目 最初のフェースを少し登り、リッジ上を少し行くとＡフェースの頭に着き

登攀を終了した。 

 下降は長次郎谷側の踏み跡を辿り、懸垂下降でⅤ・Ⅵのコルへ下りた。熊ノ岩で雪上訓

練隊と合流し、帰幕した。 
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８月１２日 雨 １８℃  

 停滞 

 朝から雨が降っていたため、6時の天気予報を待つ。１日中雨で午後からは雷雨になると

の予報により本日は停滞に決定。セーターやミルクティーの温かさが身に沁みる。  

 

８月１３日 晴のち曇 ６℃ 

真砂沢テント場（６：４０）～剱沢キャンプ場（ＢＣ）（８：４０）～別山岩場登攀開始

（１０：３０）～別山岩場終了点（１３：２０）～ＢＣ（１５：４５） 

前日の天候から回復し、晴れ間が時折見えた。台風が通過したため真砂沢テント場から

剱沢キャンプ場へと移動する。行きとは逆に雪渓とガレた登山道の登りとなる。雪渓での

荷物を背負った歩行は思うように足が進まなかった。剱沢キャンプ場に到着後テントを設

営し、休憩を取り別山の岩場を目指す。鈴木は登攀は不可能と判断し、水口ＯＢと一緒に

テントキーパーをする。 

岩場の取り付きへは別山乗越方面にある尾根上を岩の基部まで行きそこからトラバース

する。道はガレていてかなり浮石が多い。トラバースも悪く取り付きまで時間が掛かって

しまった。取り付きは剱沢キャンプ場からダイレクトにガレ場を進んで来た方が簡単だっ

た。取り付きにはリングボルトが等間隔に８ヶ所程打たれていた。３パーティに分かれて

登攀を開始する。 

１ピッチ目 難しい所は避けて簡単な凹角やルンゼを右に左に岩を巻くように進む。 

各パーティそれぞれ違う場所から取り付き登って行く。どこにでもルート

は取れそうだ。５０ｍいっぱいザイルを出すとちょうど良く支点があり、

そこでピッチを切る。 

２ピッチ目 大岩を剱御前小舎側へ巻きガレ場をつめる。ガレ場はかなり浮石があり慎

重に登るがガラガラと足元が崩れて登り難い。このピッチで３パーティが

合 流した。 

３ピッチ目 上部に大岩が見えるのでその基部まで凹角状の所を行く。基部でハーケン

を打って支点を作りピッチを切った。 

４ピッチ目 大岩のリッジ状の所を行くが簡単な岩登りとなる。岩はガッチリしていて

快適だ。そこを抜けるとまたガレ場に出る。ここも浮石は多く慎重に左側

を抜ける。草付き混じりの岩場を抜けると頑丈な支点があり。ここで登攀

終了。 

終了点からさらに剱沢側へ尾根を辿ると開けた道に出る。そこからは剱沢キャンプ場へ

と伸びるルンゼ状に踏み跡がありそれを辿って行き帰幕した。 
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８月１４日 雨 ７℃ 

 停滞 

 今合宿２度目の停滞。天気図は完全な戻り梅雨状態。テントの外は雨風が強い。夜中ま

で暴風雨が続き、石が動いて張り綱が緩んでしまうので外に出るたびに張り直す。一体い

つになったら高気圧がやってくるのだろうか。 

 

８月１５日 曇 １１℃ 

＊源次郎尾根本隊  

内田（４）淀川（２）安部（１）渡辺（１）水口（ＯＢ） 

ＢＣ（５：００）～源次郎尾根取り付き（６：００）～Ⅰ峰（９：４０） 

～Ⅱ峰（１０：３０）～剱岳頂上（１２：００）～ＢＣ（１５：００） 

鈴木は須藤ＯＢと共にテントキーパーとする。朝、剱沢キャンプ場はガスっていたが、

源次郎尾根取り付きへ向けて出発する。ＢＣから剱沢雪渓へ向けて登山道を下り、剱沢雪

渓に入る。雪渓はカチカチなので注意して下る。しばらく行くと平蔵谷出合に着き、登攀

具を着ける。末端の尾根ルート取り付きに入り踏み跡を登ると大岩が現れるので、５０ｍ

いっぱいにＦｉｘしユマールで登る。ここからはハイマツが群生し木の枝や根っこを掴み

ながら、高度を稼いでいく。広いテラスに出ると、岩場が２ヶ所連続しておりＦｉｘする。

このあとしばらくハイマツ帯と岩稜を進んでいくと、ルンゼルートに合流する台地に着く。

ここで源次郎Ⅰ峰平蔵谷上部岩壁偵察隊の小林、西出と合流した。その後はⅠ峰の頂上を

目指す。踏み跡は明瞭だが、浮石が多いので注意する。途中のチムニー状の岩場は巻かず

に、チムニーの中を進んでいく。濡れていたが問題無く通過できた。その後、ルートを選

びながら緩斜面を進み、尾根上に出るとⅠ峰に着いた。Ⅰ峰の下りは所々急な場所がある

ので、クライムダウンする。小林、淀川はⅡ峰の懸垂下降準備のため先行する。Ⅱ峰の登

りは短くすぐにⅡ峰に着き、２５ｍ懸垂下降でコルに降りた。コルからは淡々としたガレ

場が続き、ガンガン登っていく。浮石が多いので注意する。剱岳山頂はガスに覆われ何も

見えない。全員で写真を撮ったあと、１年生は上級生とアンザイレンして別山尾根を下り

帰幕した。 
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＊源次郎Ⅰ峰平蔵谷上部岩壁偵察隊  

小林（３）西出（３） 

ＢＣ（５：００）～ルンゼルートとの合流点（６：００） 

～名古屋大ルート取り付き（７：３０）～本体と合流（９：００） 

 ＢＣを出発し先行する。ガスっていて上部岩壁の状態は見えない。源次郎尾根の取り付

きに到着し登攀具をつける。ルンゼルートとの合流点までガンガン進む。合流点の少し上

部で尾根ルートから外れ、上部岩壁の取り付きへ続く道に入る。この辺りは踏み跡があり、

分り易い。道は樹林帯の中に続いていて、途中からかなり分かり難くなる。邪魔な木を上

下に避けながらトラバースし中央バンドに着いた。中央バンドは低い草が生い茂っている。

所々に岩が出ていて危険な箇所もあった。ザイルなしで下降できる限界の所まで２人で上

がり、取り付きを確認するため小林が見に行く。取り付きには大きなテラスがあり簡単に

分かった。１ピッチ目は滝状態になっていてとても登れそうにない。源次郎尾根上に戻り、

その後３０分ほど待って本体と合流した。 

 

８月１６日 雨のち曇 １０℃ 

＊雪上訓練隊  

内田（４）小林（３）安部（１）鈴木（１）渡辺（１）水口（ＯＢ） 

 ＢＣ（５：１０）～長次郎谷出合（６：０５）～熊ノ岩付近（７：００） 

～雪上訓練（１１：３０）～ＢＣ（２：３０） 

 鈴木と水口ＯＢは長次郎谷出合付近で熊ノ岩での雪上訓練後、八ツ峰下半隊と合流し上

半を登る予定だ。朝から天候が悪く見通しが良くない。登山道から雪渓に入り、雪渓を下

る。長次郎谷出合からは上り坂となり雪面が凍っている場所もあった。熊ノ岩付近に到着

したが時間が押し雨も降り出していたため剱沢で雪上訓練を行うこととする。一度、八ツ

峰下半隊と合流するためにⅤ・Ⅵのコルに向かうが、ガスで周りが全く見えない。八ツ峰

下半隊から連絡が入り、天気の状態を見て熊ノ岩付近で八ツ峰下半パーティを待つことと

する。熊ノ岩基部で八ツ峰下半隊と合流後、長次郎谷出合まで駆け下る。平蔵谷の出合付

近で雪上訓練を行う。１年生は前回に引き続いてコンティニュアスとスタカットを練習し、

終了後帰幕する。 

 

＊八ツ峰下半隊  

西出（３）淀川（２）須藤（ＯＢ） 

ＢＣ（５：００）～Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ取り付き（６：１５）～ 

Ⅰ・Ⅱのコル（７：１５）～Ⅴ・Ⅵのコル（９：３０） 

 ＢＣからⅠ・Ⅱ峰間ルンゼ取り付きを目指し一気に剱沢を下って行く。無事にルンゼ取

り付きまでは着いたが、今年は雪の付き方が悪くルンゼ入り口の雪渓に大きなシュルンド

が形成されていた。ルンゼのⅠ峰寄りは雪渓がしっかり繋がっているように見えたので、
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淀川と西出はそこを通過した。しかし通過して間も無く、西出が雪渓を登ろうとピックを

雪に打ち込んだ瞬間、それが引き金となり、今さっき通った雪渓が大きな音を立てて３ｍ

程横で崩れ落ちた。その後２人はなんとか雪渓を抜け切り取り付きの岩場に到着した。少

し遅れてきた須藤ＯＢは 1 度シュルンド内に下り岩場に登り返して合流した。この時雨は

降っていなかったがⅤ・Ⅵのコルに到着するまで雨は降ったり止んだりを繰り返していた。

ルンゼは予想通り水が流れており、岩場のほとんどは完全に濡れていた。Ⅰ・Ⅱのコルへ

は、ほぼルンゼ状の岩場を詰めて到着した。 

ガスっていたので先が見えず苦戦した。Ⅱ峰へはリッジ上を素直に詰めて行き到達する。

岩場は濡れているので気は抜けない。Ⅱ峰からは三ノ窓側へ２５ｍ懸垂下降する。西出が

ザイルを回収し淀川と須藤ＯＢが先行する。Ⅲ峰はリッジ上を２５ｍ懸垂下降する。西出

が先行する。Ⅳ峰へは懸垂下降後、長次郎谷側を 1 度巻いて到達するのだが、ガスってい

たので間違えてそのままリッジ上を詰めてしまい 1 度引き返すこととなった。Ⅳ峰からは

５０ｍの懸垂下降後三ノ窓側を巻いてⅤ峰へ到達する。Ⅴ峰から５０ｍ、２５ｍの順に懸

垂下降をそれぞれ１回行った後、Ⅴ・Ⅵのコルに向かって、踏み跡を辿って行きもう一度

２５ｍ懸垂下降をするとコルに到着する。この時も雨こそ降っていなかったが、相変わら

ずガスっていて展望はなかったので、雪上訓練隊と連絡を取り、八ツ峰上半の登攀は無理

と判断し下降に移る。熊ノ岩の基部で雪上訓練隊と合流した。 

 

８月１７日 晴 １０℃ 

＊八ツ峰上半隊  

内田（４）小林（３）安部（１）水口（ＯＢ） 

ＢＣ（５：００）～長次郎谷の出合（５：３０）～Ⅴ・Ⅵのコル（８：１０） 

Ⅷ峰（１０：４０）～八ツ峰ノ頭（１１：４０）～ＢＣ（１４：３０） 

 昨日とは打って変わって晴天だ。渡辺が足の不調を訴え、それまで足を故障していた鈴

木と須藤ＯＢの計３名がテントキーパーとなった。Ｃフェースを登攀する上級生は先行し、

あっという間に見えなくなった。長次郎谷の出合まで雪渓を駆け下り、長次郎雪渓に入る。

長次郎雪渓は途中で切れているので昨日と同じく源次郎尾根側の岩場を巻いて進む。熊ノ

岩付近ではＣフェースを登っている上級生隊の姿が見える。熊ノ岩付近で雪渓からガレ場

に入りⅤ・Ⅵのコルを目指す。Ⅴ・Ⅵのコルに到着するとＣフェース隊はＣフェースの頭

に到着したと連絡が入る。こちらも登攀具を付けて登り始める。Ⅵ峰の登りはまず三ノ窓

雪渓側を進みガレ場をつめて行く。高度感もあり緊張するがザイルを出さず通過する。ガ

レ場から踏み跡沿いの道を進み、Ｃフェース隊と合流した。Ⅵ峰は２５ｍ懸垂下降を１回

して稜上を少し進んだ所でもう一度５０ｍ懸垂下降をした。そこから三ノ窓側の踏み跡沿

いをⅦ峰を巻いて進む。Ⅷ峰の登りは少し危険だったのでザイルを出し１年生を引き上げ

る。先行する上級生はザイルを出さずに突破する。岩は脆く高度感は抜群なので１年生は

スピードが出ない。Ⅷ峰の頂上にやっと到着。５０ｍ懸垂下降した。八ツ峰ノ頭へは小林、
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淀川の２名だけで登り、他１年生隊はここより長次郎谷を下降し帰幕した。まず淀川がリ

ードし、難なく突破。八ツ峰ノ頭で弁当をかっこみ、５０ｍ懸垂下降で池ノ谷乗越に下り

る。懸垂下降は浮石が多く落石を起こさないように慎重に下りる。池ノ谷乗越からは雪渓

混じりのガレ場を行き、長次郎雪渓の上部で１年生隊と合流した。グリセードの練習を１

年生も含めて行い、熊ノ岩付近からは駆け下って長次郎谷出合まで行く。そこからＢＣま

ではガンガン飛ばして行った。 

 

 

 

＊Ｃフェース剣稜会ルート  

淀川（２）＝西出（３） 

ＢＣ（５：００）～取り付き（７：００）～Ｃフェースの頭（８：４０） 

～八ツ峰の頭（１２：００）～ＢＣ（１４：３０） 

八ツ峰上半隊と分かれ、先にＢＣを出発する。取り付きには先行パーティは居なかった。 

１ピッチ目 スラブの岩場を左上し、スラブ帯を抜け、少々ガレた岩場を左上した所で

ピッチを切る。浮石が多いので落石を落とさないように気を使った。 

２ピッチ目 ビレイ点から少し右側にトラバースし、凹角を登る。その後ルートはハイ

マツ帯の中をリッジ伝いに行き。ハイマツを抜けるとテラスに出て、左側

に移動しピッチを切った。 
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３ピッチ目 ビレイ点からフェースを直上し、ザイルをいっぱいに伸ばしていけばこの

ピッチは終了する。ホールドは豊富にあり快適であった。  

４ピッチ目 高度感のあるナイフリッジを通過し、フェースをトラバースしてすぐの所

でビレイする。 フェースのトラバースの最後はホールドが無く、気を抜け

なかった。 

５ピッチ目 簡単な岩場を２０ｍ程登り、Ｃフェースの頭に着いた。 

登攀具を整理して休憩を取り、八ツ峰上半隊とシーバー交信後、頭にて合流した。 
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８月１８日 晴 １１℃ 

＊縦走隊  

内田（４）安部（１） 

剱沢キャンプ場（７：１５）～別山（８：００）～雄山（１０：１０） 

～一ノ越（１１：２０）～龍王岳付近（１２：２０）～獅子岳（１４：１０） 

～ザラ峠（１５：００）～五色ヶ原（１５：５０） 

 この日、負傷した鈴木、渡辺を須藤ＯＢ、水口ＯＢに見てもらい、一緒に下山して頂く

こととなった。下山する１年生の荷物等は、上級生の小林、西出、淀川に雷鳥沢キャンプ

場までボッカしてもらい、先に出発した内田と安部からなる縦走隊に後から追い付く予定

だ。 

 縦走隊は立山経由で進む。別山への登りは急でガレているため、１年生はスタートから

厳しそうだ。しかし稜線に上がれば、立山の景色を一望して目を輝かせ笑顔を見せていた。

雄山まで順調に歩を進める。雄山は観光客で埋め尽くされ、下界の香りが漂う。一ノ越へ

の下りでは、修学旅行生の団体が登ってきて、大幅な時間ロスとなった。上級生隊と定時

交信を行い、室堂経由でこちらに向かっているという。一安心し、龍王岳、鬼岳、獅子岳

へと進める。休憩を取るペースが増えていき、途中いくらか荷物を抜いた。ザラ峠からの

登りでペースを上げ無事に五色ヶ原に到着。テントを立て終えた頃、逆ボッカ隊が到着し

た。 

 

＊逆ボッカ隊  

小林（３）西出（３）淀川（２） 

 剱沢キャンプ場（６：５０）～雷鳥沢（８：１０）～剱沢（９：２０） 

～雷鳥沢（１１：１０）～一ノ乗越（１３：００）～五色ヶ原（１６：３０） 

 

８月１９日 晴 １１℃ 

五色ヶ原（６：１０）～越中沢岳（８：３５）～スゴ乗越（１１：１０） 

 ～スゴ乗越小屋（１１：５５） 

テント場から木道を進んで行き五色ヶ原山荘を通過する。鳶山に登った後越中沢岳を目

指して進んで行く。越中沢岳からの下りは急なガレ場で気が抜けない。今日も晴れており、

暑さで頭がボーっとすることがあった。スゴの頭からスゴ乗越への下りも道が悪い。Ｆｉ

ｘロープが張られている箇所もあり、荷物が重いので気が抜けない。さらに周りがハイマ

ツに囲まれているためザックが引っかからないよう注意しながら、下らなければならない

ので疲れる。スゴ乗越からはやっと歩き易い道になりスゴ乗越小屋まで最後の登りを一気

に登りきった。 
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８月２０日 曇のち晴 １１℃ 

スゴ乗越小屋（６：２０）～間山（７：２０）～薬師岳（９：４５） 

 ～薬師峠（１１：４５） 

 スゴ乗越小屋から間山までは、歩き始めこそ急な登りだったが段々と傾斜も緩くなり、

道も歩き易くなってきた。間山まで快調に進んで行く。曇っていた空も時折朝日が差し込

む。ここからは今まで来た道と比べたら歩き易くガンガン進んでいく。小ピークを何度か

越え北薬師岳に到着。薬師岳へは所々切れ落ちた場所があったので、声を掛け合いがっち

り進む。最後の登りは皆走るように登り切った。山頂に着く頃には晴天となり最高に展望

を楽しむことが出来た。休憩も程々に薬師峠へ下り始める。薬師岳山荘は今年改装された

ようで綺麗だった。薬師平の木道を通過し、ガレ場を下ると薬師峠に到着した。天気は良

好で、早く着くこともできたので物を乾かし、太陽の恩恵を十分に受けた。 

 

８月２１日 晴のち曇 ９℃ 

薬師峠（６：２０）～太郎平小屋（７：００）～北ノ俣岳（７：５０） 

～中俣乗越（８：３０）～黒部五郎岳の肩（９：４０）～黒部五郎岳（１０：００） 

～黒部五郎小屋（１１：００）～三俣蓮華岳（１３：４０）～双六小屋（１４：５０） 

 昨夜安部がこれから合宿を続行できるかどうかを話し合い、安部は今後の縦走に参加す

ることになったが、朝の安部の状態を見てこのまま縦走をするのは不可能と判断し、折立
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より途中下山する西出と共に安部を一緒に下山させる。太郎平小屋までタラタラとした登

りを行き、木道を少し行くとすぐに太郎平小屋に着いた。そこで途中下山する２名と分か

れた。これからは上級生だけで行くことになる。北ノ俣岳への登りはスピードを上げてガ

ンガン行く。急登ではないが果てしなく長く感じた。途中４年生からゲキが飛ぶ。バテバ

テになりながら頂上に着いた。そこから中俣乗越に向かって下って行く。黒部五郎岳の登

りは２段構えの急登である。最後はスパートをかけて黒部五郎岳の肩に着いた。肩に荷物

を置き空荷で頂上を往復する。頂上は肩からすぐだった。写真を撮って黒部五郎小屋に五

郎カール経由の道で向かう。石がゴロゴロしていて下りにくい。意外に時間が掛かってし

まった。時間があるので黒部小屋には泊らず、双六小屋に行くことにする。黒部五郎小屋

で休憩を取り、三俣蓮華岳の登りを行く。急登の上に長い。頂上からは巻き道ルートを行

く。やっとの思いで双六小屋に着いて次の日に備えて大量のカレーを食べた。 

 

８月２２日 晴 ８℃ 

双六小屋（４：４０）～千丈沢乗越（６：５０）～槍ヶ岳山荘（７：４５） 

～槍ヶ岳（９：００）～槍沢ロッヂ（１０：４０）～横尾（１１：４５） 

～徳沢（１３：００）～上高地（１４：３０） 

 今日は一気に下山しようと決め、早朝に出発する。樅沢岳の頂上で朝日を望む。前樅沢

岳を巻き千丈沢乗越に向かってタラタラした道を行く。途中２回ほど鎖場を通過。槍ヶ岳

がどんどん大きく見えてきていよいよ最後の急登になった。気合を入れ直してスピードを

上げて行く。最後はやはりダッシュをかけて槍の肩に到着。頂上には人が沢山いて渋滞に

なっている。槍の肩からは空荷で頂上を目指す。頂上で写真を撮ってもらいすぐに肩に戻

る。槍沢ロッヂまでの道は膝と腰にかなり負担が掛かる。ダッシュをかけて派手に転んで

しまうこともあった。槍沢ロッヂからは道が平坦になり横尾に到着する。横尾からは林道

をひたすら行くことになるが靴擦れのせいか２、３年生はスピードが上がらない。３時間

かけて上高地に到着。観光客が沢山いてまるで別世界だ。河童橋の前で集合、整理体操を

行い、写真を撮って合宿は終了した。 
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５．秋山合宿 

期 間：２０１０年１０月２８日～１１月２日 
 
場 所：南アルプス 三伏峠～横窪沢 

 

参加メンバー：４年 内田龍也 

３年 小林新平 西出広平 

２年 淀川裕司 

１年 安部晶子 渡辺葉月 

 

 

行動概要：１０月２８日 離京 入山 伊那大島～鳥倉登山口～三伏峠 

        ２９日 三伏峠～高山裏避難小屋～荒川小屋            

３０日 荒川小屋～赤石岳～百間洞山の家     

３１日 百間洞山の家～聖岳～聖平小屋         

１１月 １日 聖平小屋～上河内岳～横窪沢小屋             

２日 横窪沢小屋～南アルプス登山指導センター～白樺荘 

 

 

１０月２８日 雨 

入山 鳥倉林道のゲート（１３：０５）～鳥倉登山口（１４：００） 

～三伏峠（１６：００） 

 出発から強い雨が降り続き見通しが悪く滑りやすい。ゲートから林道の中を進み、少し

ずつ高度を上げていく。１時間ほど林道を歩いた後、途中から登山道へと入る。地図での

名称では鳥倉登山口だが入口にある看板には大鹿登山口と書いてあった。登りは所々急坂

が出てきたが問題ない。三伏峠小屋に着くと、すぐにテントを設営する。水場は夏にタン

クがある場所から少し下った所の沢から取った。夜は雨の音を聞きながらの就寝となった。 

 

１０月２９日 曇のち雨 １℃ 

三伏峠（６：２５）～烏帽子岳（７：３０）～小河内岳（８：４０） 

～高山裏避難小屋（１０：５０）～荒川岳の前岳（１４：１５） 

～荒川小屋（１５：３５） 

 朝から霧雨が降ったり止んだりを繰り返している。三伏峠から烏帽子岳までなだらかな

登りが続き、樹林帯を抜けると風が吹きつけてきて体が冷えた。烏帽子岳の稜線からの視

界は悪い。長野県側に崩落している箇所があったが道はしっかりとしている。小河内岳を

通りすぎて樹林帯へと戻る。なだらかな下りの後、短い急登を終えると板屋岳の標識が見

えて大日影山を通過していたことが分かった。高山裏避難小屋に着いたが、台風の接近を
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考え荒川小屋まで行くことにする。樹林帯をトラバースして行き、開けたガレ場の急坂を

ジグザグに登り続ける。稜線へ出るとそこから砂礫の道を歩き続けて荒川岳の前岳に着く。

中岳へと向かう途中の分岐を南へ行く。岩が多い道を下った後、荒川小屋までトラバース

ぎみに下る。荒川小屋付近まで来ると沢の音が聞こえ始める。荒川小屋の水場はしっかり

していて水の心配はなさそうだ。テントを立てた後にラジウスを使って濡れた装備を乾か

す。テント場に着いてから雨が降り出し、また雨音の中での就寝となった。 

 

１０月３０日 雨 ３℃ 

荒川小屋（５：２０）～大聖寺平（６：１０）～小赤石岳（７：１０） 

～赤石岳（８：００）～百間洞山の家（９：５０） 

 天気予報では午後から天候がさらに悪化するとの情報なので、早めに出発する。赤石岳

方面へと進み、大聖寺平までは水平のトラバースが続いた。道は細く、辺りはまだ暗く、

雨も強いため、ヘッドランプを点け慎重に歩いて行く。大聖寺平から緩傾斜の登りを少し

行くと、小赤石岳への急坂が続く。大聖寺平からは稜線上なので、長野県側から時折風が

強く吹いていた。急坂を終え、風が当たらない場所で休憩を取る。その後、緩い稜線上を

しばらく行くと小赤石岳に着く。ここからアップダウンを繰り返し、最後の急坂を登り終

えると赤石岳頂上に到着。この悪天では頂上からの展望は望めるはずもない。頂上からす

ぐに赤石岳避難小屋が見え、百間平へと進む。ザレ地をしばらく下り、ガレ場の山腹を慎

重にトラバースし、草付きの稜線に入って行く。この頃から雨風共に強まり台風の接近が

感じられた。登山道の傾斜は緩く水溜りが続く。道が平になり、広大な敷地に出ると百間

平である。百間平からザレ場を下り、木々が現われると、百間洞山の家の幕営地へ到着し

た。樹林間にテントを設営する。着いてからしばらく天候は悪化していたが、夕方頃に晴

れ間と大きな虹が見え、隊員一同士気が上がった。しかし、すぐにガスに包まれ、雨は降

り続いた。 
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１０月３１日 霧雨 ４℃ 

百間洞山の家（６：１５）～小兎岳（８：０５）～兎岳（８：４０） 

～前聖岳（１１：３０）～聖平小屋（１３：００） 

 朝方、細かい雨が降っており風は弱く寒い。台風は過ぎたようだ。幕営地から沢沿いへ

下り、百間洞山の家を通り過ぎ中盛丸山への急坂に入る。一度坂を登り切ると、稜線上へ

トラバース気味に登って行く。稜線上へ入るとすぐに中盛丸山への急坂が続く。ここから

小ピークをいくつか越え、小兎岳を過ぎると兎岳に到着する。兎岳からは切り立った稜線

がしばらく続くので慎重に行動する。聖兎のコルからは赤岩色の美しいラジオラリア盤岩

が現われる。中々の急坂で、雨で濡れており、岩が尖っているので注意して登る。上方に

見えるピークが近づいてくると、傾斜が緩くなる。緩傾斜をしばらく行き、最後に急坂を

少し登ると前聖岳頂上に着いた。前聖岳からザレ場をジグザグに行くとヤセた稜線となり

小聖岳に到着。疲れていたが、声を出し合い緊張感を高める。小聖岳から少し下ると樹林

帯に入り、風が当たらないので幾分楽に歩けた。樹林帯をしばらく行くと、薊畑の分岐に

着き聖平方面へ進む。すぐに聖平小屋への分岐があり、木道を行くと小屋に着いた。テン

トは聖沢を渡り、小屋から少し離れた芝生上に設営した。夕方頃には雨が止み、明日こそ

はと晴天を願った。 

 

１１月１日 霧のち晴のち雨 ３℃ 

聖平小屋（６：２０）～上河内岳の分岐（８：３０）～茶臼小屋（１０：００） 

～横窪沢小屋（１２：００） 

 早朝はドシャ降りの雨だったが出発する時には青空が望めた。聖平小屋から上河内岳の

肩まで樹林帯を登る。そこからハイマツ帯を登り、上河内岳の分岐に着いたが上河内岳の

頂上へは行かなかった。稜線上は風が強く顔が痛い程だ。茶臼小屋と茶臼岳の分岐を茶臼

小屋方面に行くと下りが始まり、強い風からやっと解放された。茶臼小屋から横窪沢小屋

までの行動の途中で天気が良くなり、久しぶりに太陽の暖かさを感じる事ができた。天気

は良かったが下りの道は石が濡れ、滑り易く、さらに落葉が覆い被さって歩き難くなって

いた。横窪沢小屋に着いてからも晴れていて雨で濡れた物を干していたが、１４時３０分

頃にまた雨が降ってきた。 

 

１１月２日 晴 －２℃ 

横窪沢小屋（６：３０）～畑薙大吊橋（９：００）～白樺荘（１１：２０） 

 合宿中初の快晴の中、横窪沢小屋を出発する。昨日までと比べ大分気温が下がり、上河

内岳の稜線上は雪化粧となっていた。ウソッコ沢小屋までの下りの道にも落葉が多く滑り

易くなっていた。ウソッコ沢小屋からヤレヤレ峠までの道にある吊橋を渡ることが唯一こ

の合宿で楽しさを感じることができた。畑薙大吊橋は高度感があり、横からの風も吹いて

いて橋が横に揺れる度に恐怖を感じた。橋を渡り湖岸沿いの道路を歩く。南アルプス登山
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指導センター、畑薙第一ダムを過ぎ１ｋｍ程歩くと、工事をしていて通行止めになってい

た。そのため一度田代沢まで下り、また道路まで登り返す。標識を見ると約２ｋｍのショ

ートカットになっていた。３０分程歩くと白樺荘に到着した。天気が悪かったためか今ま

での合宿に無いほど足腰が痛かった。 
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６．耐寒合宿 

 

期 間：２０１０年１１月１８日～１１月２４日 

 

場 所：富士山 御殿場口 
御坂  三ツ峠 

 
参加メンバー：４年 内田龍也 

４年 小林新平 西出広平 

３年 淀川裕司 

１年 安部晶子  

ＯＢ 村田岳 廣瀬健太 福留邦晃 高野優 宮野泰治 須藤一馬 

 

行動概要：（富士山） 

１１月１８日 離京 御殿場口新五合目 

１９日 入山 御殿場口新五合目～七合四勺ＢＣ 

２０日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

        ２１日 ＢＣ～雪上訓練～お鉢周り～ＢＣ 

        ２２日 ＢＣ～御殿場口新五合目 下山  

（三ツ峠） 

２２日 入山 三ツ峠登山口駐車場～屏風岩周辺ＢＣ 

２３日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ 

２４日 ＢＣ～屏風岩登攀～ＢＣ～三ツ峠グリーンセンター  下山 

 

１１月１９日 晴 －５℃ 

御殿場口新五合目（８：００）～七合四勺（ＢＣ）（１３：００） 

 昨日は人身事故の影響で電車が止まり、御殿場への到着が遅れたため若干寝不足での出

発となる。新五合目の駐車場で高野ＯＢと合流し一緒に登る。富士全体が雪に覆われてい

るが、薄く乗っているだけで下はすぐ砂利だ。風弱く、暖かい日差しの中、ブルドーザー

道を突き進む。四合目にてつづら折の登山道と合流し進む。傾斜が緩くなった分、長く、

途方も無く感じた。この辺りから風も強くなりさらに辛い。やっとの思いで日ノ出館に到

着した。しかし、１段上のわらじ館にＢＣを設営することとなり、思わずため息が出る。

残る力を振り絞って登りきった。テント設営中に廣瀬ＯＢが到着された。心と体を癒すた

めにも今日はたっぷり寝よう。 
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１１月２０日 晴 －８℃ 

ＢＣ（６：４０）～大タルミ沢（７：３０）～ＢＣ（１３：３０） 

 天気が良い。ついこの前までは悪天となる予報だったが、日頃の行いが良かったのか。

ビーコンをオンにして出発する。雪は例年より少なく、大タルミ沢の上部にて雪上訓練を

行う。訓練内容は、まずアイゼン無しでの雪上歩行をし、アイゼンを装着しての雪上歩行

を行った。その後、滑落停止、耐風姿勢、スタカット、コンティニュアスを行う。訓練の

途中で、福留ＯＢ、宮野ＯＢ、須藤ＯＢが合流した。頂上経由で来た福留ＯＢに上の積雪

具合を聞いたところ、銀明水まで全く無いとのことだった。今日はここで一通り雪上訓練

を行い、明日のお鉢周りの途中でまた雪上訓練を行うこととした。ＢＣ帰幕後、日帰りの

福留ＯＢは下山された。 

 

１１月２１日 晴 －１１℃ 

ＢＣ（７：０５）～浅間神社（９：００）～剣ヶ峰（９：２５） 

～火口付近の雪渓（９：４０）～ ＢＣ（１２：５０） 

今日も空は澄み渡っている。積雪量が少ないので長田尾根ルートから頂上を目指す。Ｂ

Ｃ出発後頂上を目指してガンガン登っていくが、高山のためか思うように体が動かなかっ

た。途中で１度休憩し登攀具を着け最後の登りに備える。ここで廣瀬ＯＢは下山するとい

うことなので別れを告げる。登山道は夏道がはっきりと現れており、雪もほとんどなく歩

きやすかった。ひたすらジグザグに登って高度を上げていく。うんざりするような登りを

終えてようやく浅間神社に到着する。ここでアイゼンを付け、剣ヶ峰へ向けて最後の登り

を開始する。頂上は無風快晴に近く、日本最高峰からの景色を堪能した。頂上で恒例の上

半身裸になっての記念撮影を行う。その後宮野ＯＢ、須藤ＯＢは下山した。御鉢周りに移

り、１番雪が多いと思われる小内院の雪渓で歩行訓練、滑落停止、コンティニュアスの訓

練を行う。大タルミ沢と違い、雪の状態は固く締まり良い訓練となった。その後御鉢周り

を再開する。ほぼ平坦な道だったが、やけに辛く感じた。銀明水からの下りは初めこそク

ラストしている個所もあったがすぐに砂利道となった。この時期としては異常に雪が少な

い。アイゼンを外した後一気にＢＣまで駆け下った。寝苦しい夜を過ごすのも今日で最後

だと思うと、不思議とぐっすり眠ることが出来た。 
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１１月２２日 雪のち雨 －５℃ 

ＢＣ（７：５０）～五合五勺小屋（８：４０）～御殿場口新五合目（９：１０） 

～三ツ峠登山口駐車場（１１：５０）～屏風岩周辺（ＢＣ）（１３：３０） 

 風、雪共に強く急いでＢＣを撤収する。今までは晴れていたのだから仕方が無いと自分

自身を納得させ下山を開始する。クラストしている個所はほとんどなく、アイゼンを付け

ずガンガン下っていく。宝永山の下辺りまで高度を下げると、雪は雨に変化し皆ずぶ濡れ

になった。あっけないほどすぐに五合五勺小屋に到着した。１年生も上級生からほとんど

遅れることなく到着した。雨は止む気配がなく、御殿場口新五合目を目指して皆全速力で

走る。御殿場口新五合目に到着後荷物を整理し、高野ＯＢの車とタクシーの二手に分かれ

て三ツ峠裏登山口駐車場を目指す。小林、淀川は河口湖のスーパーで食糧を調達後登山口

に集合する。ここで高野ＯＢに別れを告げ、雨が降る中屏風岩を目指して出発する。皆さ

すがに疲れているようで、黙々と登っていく。屏風岩到着後すぐにＢＣを設営して明日に

備える。雨が降ったおかげで、水汲みは容易に行うことが出来たので良かった。１８時頃、

村田ＯＢが入山された。 

 

１１月２３日 曇のち小雨 ５℃ 

ＢＣ（８：５０）～登攀訓練（９：１０）～ＢＣ（１６：１０） 

 昨日からの雨は朝には止み、時折日差しも垣間見えた。しかし、屏風岩はまだ濡れてい

ると判断し、登攀開始を遅らせた。1年生の安部が体調を崩したため、大事をとって午前中

はＢＣで休養させた。そのため午前中は上級生パーティのみとなったが、まだ岩が濡れて

いるので安全を期してトップロープを張り、一般ルートを登り込みアイゼン登攀の感覚を
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慣らした。一般ルートをトップロープで一通り登り終え、感覚が戻ってきたところで一般

ルートでリードクライミングを行い、午前中の登攀を終了した。昼食は１度ＢＣに戻って

焼きうどんを食べた。昼過ぎからは安部も合流し午後の登攀を開始した。安部はアイゼン、

毛手袋での登攀は初めてなので、内田、村田ＯＢの指導のもと中央カンテ取り付きの岩棚

で登攀訓練をした。上級生は引き続き一般ルートを登り込む。その後、安部がアイゼンや

毛手袋の感覚に慣れてきたため一般ルートを登り込む。上級生パーティは地蔵左ルートや

リーダーピッチを登った。午後は小雨が降り始め、とても寒かった。 

 

 

 

１１月２４日 晴 １℃ 

ＢＣ（８：２０）～登攀訓練（８：４０）～ＢＣ（１３：３０） 

～三ツ峠グリーンセンター（１５：１０） 

 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ため、やる気が湧いてくる。

しかし風が強くとても寒い。３年生と２年生の３人パーティーと内田、安部のパーティー

に分かれ登ることにする。各パーティ一般ルートを１～２本登った後、草溝ルートやリー

ダーピッチを登り込む。一通り登り終え、上級生は一般ルート左側のフレークでアブミの

練習をした。その後、村田ＯＢと屏風岩で別れ、ＢＣに戻りテントを撤収し下山を開始し

た。三ツ峠グリーンセンターに着き、整理体操をし合宿を終了した。 
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７．冬山合宿 

 

期 間：２０１０年１２月２２日～１２月３１日 

 

場 所：北アルプス 抜戸岳南尾根 
 

 
参加メンバー：４年 内田龍也 

５年 小林新平 西出広平 

４年 淀川裕司 

１年 安部晶子  

ＯＢ 水口佳祐 

 

行動概要：１２月２２日  入山 離京 新宿～平湯～新穂高温泉 

～１３００ｍ（取り付き付近） 

２３日  １３００ｍ～Ｐ２～１３００ｍ   荷上げ 

２４日  Ｐ１付近～１３００ｍ                 

２５日  停滞 

２６日  １３００ｍ～Ｐ１付近       移動 

２７日  Ｐ１付近～Ｐ４（Ｃ１）      移動 逆歩荷 

２８日  Ｃ１～穴毛槍～Ｃ１        ルート工作 

２９日  Ｃ１～穴毛槍～Ｐ６手前～Ｃ１   ルート工作 

３０日  Ｃ１～穴毛槍～Ｃ１         

３１日  Ｃ１～新穂高温泉 下山 

     

 

１２月２２日 雨 

離京 入山 新穂高温泉（１２：５０）～１３００ｍ（取り付き付近）（１３：３０） 

新宿発の高速バスに乗り平湯温泉まで行く。平湯温泉では雨が降っていた。平湯温泉か

らバスを乗り継ぎ新穂高温泉まで行く。山道のため酔い易く、天気も悪いので憂鬱な気分

である。新穂高温泉から雨の中、コンクリートの道を行く。歩き始めは道に全く積雪がな

かったが、林道へ入ると足首までの積雪となった。穴毛谷と左俣谷の分岐から少し進むと、

橋が現れ、渡って１０分程でテントが張れそうな場所に着く。テント設営後まだ時間があ

ったため小林、淀川はＦｉｘロープを持ち偵察に向かった。 
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＊偵察隊 小林 淀川 

１３００ｍ（１４：２０）～１４５０ｍ付近デポ地（１５：２０） 

～１３００ｍ（１６：００） 

霙の中、偵察に出発する。砂防ダムを１つ乗り越えて林道に出てから取り付きに進む。

この時点でラッセルはほとんど無い。最初は尾根上を行こうとするが、藪がひどく尾根上

は諦め、尾根の南側にあるのっぺりとしたガレルンゼから登り始める。ルンゼの中の藪は

尾根上よりもましだがそれでもあまりスピードは上がらない。最初はルンゼの端を進んで

行く。そのうちかなり藪がひどくなり、丈夫な木を掴みながら木登り状態で登る。Ｐ１ま

で行こうとしたが時間が押してきたのでＰ１手前の急登にある岩の陰にＦｉｘロープをデ

ポして帰幕した。帰りはテープを着けて下る。その日の夜は雨が降りテントがビショビシ

ョとなる。 

 

１２月２３日 雪 －４℃ 

１３００ｍ（６：００）～Ｐ１（９：００）～Ｐ２付近デポ地（１３：３０）～ 

Ｐ１付近ビバーク地（１８：００） 

 昨日偵察隊が付けた目印のテープを頼りに、藪の中を進んでいく。デポしたＦｉｘロー

プを途中で回収し、Ｐ１を目指す。尾根上に上がるとやっと藪が少なくなってきた。Ｐ１

は顕著なピークではないので良く分からなかった。Ｐ１とＰ２間の露岩のリッジに４０ｍ

Ｆｉｘする。ここは残置Ｆｉｘが残っていた。コルからＰ２への登りが細くていやらしい

ので岩壁に突き当るまで２５ｍＦｉｘする。また岩壁を左俣谷側に巻くように７５ｍＦｉ

ｘ。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５０ｍＦｉｘ

する。ここにも残置Ｆｉｘがあった。尾根上に上がってからは、傾斜の緩い斜面となり、

Ｐ２、Ｐ３間のコルまで行く。Ｐ２からコルまでの急な下りに２５ｍＦｉｘし、コルから

は急な登り斜面がまだ続きそうだ。良いデポ地が無くＰ２付近にデポして帰幕を開始する。

Ｐ１までは問題なく進むが、Ｐ１から４０分程下った頃に尾根を間違えて下っていること

に気付く。Ｐ１から南西に延びている支尾根に迷い込んでしまったようだ。内田が先のル

ートの様子を見に行ったところ、崖になっており滑落してしまう。命に別条はなく、コー

ルしたら元気な声が返ってきた。内田からこの先は進めないが、左岸にあるルンゼから下

降できそうなので、ルンゼ内に下降できる場所を探してルンゼから下降を目指してくれと

の指示を受ける。今来た道を登り返しながら、ルンゼへ下降出来そうな場所を探すが見つ

からない。日もすっかり沈んでしまいこれ以上行動するのは危険という指示を受け、最初

のＦｉｘ地点付近まで戻りビバークを決定する。雪、風が比較的当らない岩の窪みに木の

枝を敷き詰め持っている衣類を全て着こみビバーク体勢に入る。シーバーで明日の予定を

話し合い、水口ＯＢ、内田がここまで迎えに来ることに決定する。幸い夜はそこまで冷え

込まなかったが、厳しい一晩となった。 
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１２月２４日 雪 －５℃ 

Ｐ１付近ビバーク地（９：４０）～合流（１０：００）～１３００ｍ（１１：３０） 

 ７時から１時間ごとに定時交信し状況を伝え合う。藪に道を阻まれペースがなかなか上

がらないらしい。９時頃、水口ＯＢがコールが聞こえる程の距離まで到着した。水口ＯＢ

がさらに登って、ここまで来るには時間が掛かるということなので、こちらからコールを

目指して下山を開始する。皆疲れはしていたが、歩けない程ではない。下り始めて間もな

く合流することが出来た。比較的平らな所で休憩し、行動食と甘い紅茶を頂き生き返った

気がする。テントに着いてやっと長い行動が終わった。 

 

１２月２５日 雪 －１０℃  

停滞 

 ビバークした者の疲れを取るため停滞とする。ラジウスを使い濡れたものを乾かす。終

日雪が降り続き、気温が低く寒い１日だった。 

 

１２月２６日 雪 －１０℃ 

１３００ｍ（７：００）～１４５０ｍ付近（９：３０）～Ｐ１付近（１２：３０） 

 積雪が多いためワカンを付けて出発する。藪が非常に厄介で手間取り、なかなか前へ進

めない。ザックやワカンが藪に引っ掛かりうんざりした。積雪でテープが埋まらないよう
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に出来るだけ木の高い所に付けながら登る。林道の雪は新雪で柔らかく、すぐ足が埋まっ

てしまうが尾根上の雪は林道よりも硬く少しは歩き易くなった。時間が予想以上に掛かっ

てしまい、やっとＰ１付近のテントを張れそうな場所に着く。この先にテント場はないか、

水口ＯＢ、小林、西出が先行する。Ｐ２、Ｐ３間のコルまで行ったが良いテント場がない

ので、Ｐ１付近でテントを設営させる。水口ＯＢ、小林、西出はデポの確認をした後Ｐ３

へのルート工作に向かう。Ｐ３への登りで穴毛谷側に巻くように５０ｍＦｉｘし１５：１

０に帰幕した。テント場はウィンパーテントと４人用テントがそれぞれ一張り張れるくら

いの場所である。 

 

１２月２７日 曇のち雪 －１３℃ 

Ｐ１付近（７：１５）～Ｐ３の頭（８：３０）～Ｐ４（Ｃ1）（１３：００） 

 内田、西出、淀川がルート工作のため先行する。後発隊はＰ１～Ｐ２までのＦｉｘ２本

と、Ｐ２、Ｐ３間のコルへのＦｉｘ１本を回収して行く。デポ地のＰ３までは２４日にＦ

ｉｘを張っていたが、膝くらいのラッセルで足取りは遅い。Ｆｉｘは引っ張ればすぐ雪の

中から出てきた。Ｐ２、Ｐ３間のコルから少し行き、穴毛谷側を大きくトラバースして昨

日のＦｉｘを通過する。樹林帯だが穴毛谷側が切れ落ちており、残置Ｆｉｘが２本あった。

トラバースを抜けると足場のしっかりした広いテラスに出た。そこから穴毛谷側をトラバ

ース気味に左上してＦｉｘしようとするが奥で詰まる。テラスから左俣谷側を少し巻くと

リッジ上に出れたのでこちらを行く。このリッジに５０ｍＦｉｘする。リッジを抜けて１

０ｍ行くと、雪壁が現れ出口に岩峰が見える。この雪壁は正面の大きな木を境に、穴毛谷

側から巻いて登り、２０ｍＦｉｘする。抜けた後は岩峰直下に出て、ここから左俣谷側へ

巻き気味に右上し、広い尾根上に出る。奥にＰ５の穴毛槍が見えた。この場所が計画して

いたＰ４のテント場と判断し、テントを設営した。その後、内田、小林、西出、淀川はＰ

３へデポを回収しに向かい、１５時頃テントに戻った。 

 

１２月２８日 晴のち雪 －１１℃ 

Ｃ1（７：１０）～穴毛槍（１４：００）～Ｃ1（１５：１０） 

 今日は水口ＯＢと安部はテントキーパーとし、残りの者で、穴毛槍までルート工作をす

る。Ｃ1からすぐのキノコ雪のリッジに５０ｍＦｉｘする。両側に切れ落ちているという感

覚はないが、雪の下の藪がひどく足を取られ易いので慎重に通過する。リッジを終えると

３ｍくらいの小岩峰が現れ、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。コルからすぐ急傾斜を登りピッチを切る。その後、雪稜を進みコル

に下り、５０ｍＦｉｘする。急斜面を行くと５ｍ程の垂壁が現れる。残置Ｆｉｘがあり、

ホールドが乏しいがなんとか通過する。その後は傾斜も緩く快調に進む。途中、雪付きが

悪く素直に降りれず、穴毛谷側から慎重に下る。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、急だが通過には問題ない。少し行くと疎林帯となり、周りの山々
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の景色が広がった。穴毛槍は上に見えているが遠く感じる。疎林帯を抜けると雪が深く胸

までのラッセルとなり、ここでワカンを着ける。下を見るとＣ１のテント場がすぐ近くに

見えた。目印となる物が少ないので、フラッグとテープを併用して進む。やっとの思いで

穴毛槍の稜線に上がり、少し行ったところにＦｉｘロープとフラッグをデポする。その後

穴毛槍の頭へ行き、先のナイフリッジと奥の第二岩峰の南壁を見ることが出来た。時間も

遅いためすぐにＣ１へ戻ろうとするが、いきなり天候が荒れ穴毛谷側からの猛烈な風雪で

トレースが分からなくなる。なんとか樹林帯まで下り、Ｃ1に帰幕した。フラッグを立てて

おいて良かった。 

 

１２月２９日 雪 －８℃ 

Ｃ１（７：３０）～穴毛槍（１１：００）～ルート工作終了（１１：５０）～ 

Ｃ１（１３：００） 

昨夜からかなり降雪があり、テントがすぐ埋まってしまう。内田、淀川、安部をテント

キーパーとし、水口 小林 西出は昨日のルート工作では行き着かなかったＰ６へ向かう。  

 降雪でトレースはほとんど残っていないが、一度踏み固めているので多少進み易い。湿

雪なので雪が体にまとわりついて溶けては固まりを繰り返し、ハーネスに大きな雪の塊を

ぶら下げながらラッセルする。穴毛槍への最後の急坂で、またもや胸以上のラッセルとな

り苦戦する。途中で昨日デポしたＦｉｘロープを回収し穴毛槍へ向かう。穴毛槍に着いた

時には風はなかったが、雪は降り続いていた。穴毛槍からのナイフリッジに西出が８５ｍ

Ｆｉｘする。アイゼンではなくワカンを付けてリードしたが、リッジ上でもズボズボと体

が埋まりラッセルとなった。急な下降を強いられる箇所で足元の雪が崩れ滑落しそうにな

る。概念では露岩の手前まで６０ｍＦｉｘとあるが、露岩と思われる岩がほとんど雪に埋

まっていたので、その先の適当な木で支点を取る。天気が良くないので、ここでルート工

作を終了し帰幕することとする。帰りにはすでにトレースがほとんど消えていた。 
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１２月３０日 曇のち雪 －８℃ 

Ｃ１（５：００）～穴毛槍（８：００）～ナイフリッジＦｉx回収終了（９：００） 

～Ｃ１（１１：３０） 

計画日数を越えたため計画を縮小して穴毛槍までと決定する。ラテルネとアイゼンを着

けて出発する。危険個所にはＦｉｘが張ってありトレースも残っているのでのでガンガン

進む。Ｆｉｘ３ピッチ目の凹状の露岩は、少し難しいのでユマーリングして上がる。Ｆｉ

ｘ部分を越えてから尾根上を避けトラバースし、急な雪面を登るところで水口、内田が１

年生の下降を考えて５０ｍＦｉｘする。急な雪面を越えてからワカンに履き替えてラッセ

ルしながら進む。昨日のトレースも残っていて快調だ。少し疲れているのか１年生はペー

スが上がらず遅れる。開けた尾根に出てからは小雪が舞い始め、気温も下がってきた。穴

毛槍頂上手前で１年生を待って最後は一緒に穴毛槍に登頂した。その後、水口、西出、安

部がＣ１に帰幕し、残り内田、小林、淀川はナイフリッジのＦｉｘを回収をする。ガスが

掛かり南壁は見えない。３０分ほどで回収し終わり、回収隊も帰幕を開始する。回収隊は

Ｃ１から穴毛槍までのＦｉｘもすべて回収しながら下り、先に帰幕した３名よりも３０分

ほど遅れて帰幕した。 
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１２月３１日 曇のち晴 －７℃ 

Ｃ１（６：２０）～Ｐ１（１１：２０）～１３００ｍ（１３：５０） 

～新穂高温泉（１５：２０） 

テントを撤収して下山を開始する。１年生がパッキングに手こずり皆で協力する。下り

の難しい部分は懸垂下降で行き、最後尾の内田、西出がＦｉｘを回収する。以前よりも積

雪があり藪が隠れていたので簡単に通過出来る部分もあったが、重荷での懸垂下降は思い

のほか重労働である。下っている途中晴れてきて、何とも悔しい気分になった。Ｐ１手前

の露岩に４５ｍＦｉｘし、最後尾の回収隊とほぼ同時にＰ１に到着。休憩をした後Ｐ１下

の藪こぎに突入する。トレースは完全に埋まっているのでテープと記憶を頼りに下る。一

時テープを見失うが冷静にテープを探し取り付きまで下った。１年生には厳しい藪こぎな

のでペースが上がらず少し遅れる。先行していた水口、西出、淀川が取り付き付近で穴毛

谷からの雪崩の爆風に呑まれるが、雪崩本体には巻き込まれずに済んだ。取り付きから穴

毛谷の雪崩に気をつけながら１３００ｍまでラッセルしながら下る。１３００ｍで休憩を

取った後、橋を渡って林道をラッセルしながら進む。ゲートでワカンを外し新穂高温泉の

バス停に着いた。バス停で整理体操をして冬山合宿は終了した。 
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８．八ヶ岳合宿 

 

 

期 間：２０１１年２月１１日～２月１６日  

 
場 所：八ヶ岳  

 

参加メンバー：４年 内田龍也 

３年 小林新平 西出広平 

２年 淀川裕司 

１年 安部晶子 渡辺葉月 

ＯＢ 村田岳 廣瀬健太 中村和貞 福留邦晃 井上徳孝  

高野優 宮野泰治 水口佳祐 須藤一馬 

 

行動概要：２月１１日 離京 入山 八ヶ岳山荘～赤岳鉱泉（ＢＣ） 

１２日 雪上訓練 

１３日 登攀 （中山尾根、小同心クラック） 

ロングラン（大同心稜～硫黄岳） 

       １４日 登攀  （赤岳主稜、日ノ岳稜、無名峰南陵） 

 ロングラン（地蔵尾根～硫黄岳） 

       １５日 登攀  （阿弥陀北西稜、中山尾根、小同心右稜） 

テントキーパー（安部、渡辺） 

１６日 ＢＣ～八ヶ岳山荘 下山 

  

２月１１日 雪 

離京 入山 八ヶ岳山荘（１０：５０）～赤岳鉱泉（ＢＣ）（１４：００） 

 茅野駅からバスで八ヶ岳山荘まで行く。八ヶ岳山荘から雪が降っている中、須藤ＯＢと

共に出発する。美濃戸口山荘までは足首位の積雪があるなだらかな車道を登って行く。美

濃戸口山荘からの道は柳川北沢に沿って登る。積雪も多くなり少し歩き難くなった。所々

に小さな橋が架けられている道を登って行くと赤岳鉱泉に着いた。赤岳鉱泉到着後、須藤

ＯＢと西出はジョウゴ沢の偵察を行った。この夜、村田ＯＢが入山された。 
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２月１２日 曇 －１２℃ 

＊雪上訓練隊 

安部（１）渡辺（１）村田（ОＢ）中村（ОＢ）宮野（ОＢ）水口（ОＢ） 

ＢＣ（７：４０）～ジョウゴ沢Ｆ１（８：００）～中山乗越（１１：５０） 

～ＢＣ（１２：３０） 

 朝一番で中村ＯＢ、宮野ＯＢ、水口ＯＢが入山された。上級生と分かれ、１年生はＢＣ

を出発し橋を越えてジョウゴ沢へと入る。ジョウゴ沢Ｆ１付近の斜面にてＯＢの方々の指

導を受けながらアイゼンでの直登、斜登、下降の歩行訓練及び耐風姿勢などを行う。訓練

中に地蔵尾根から戻った上級生隊と合流する。合流後、１年生は水口ＯＢと共に中山乗越

へと向かう。中山乗越から雪上訓練を交えながら下降し帰幕する。夕方に廣瀬ＯＢ、福留

ＯＢが入山された。 

 

＊地蔵尾根隊 

内田（４）小林（３）西出（３）淀川（２）須藤（ОＢ） 

ＢＣ（７：４０）～地蔵仏（９：１０）～ＢＣ（１０：１０） 

～ジョウゴ沢Ｆ１（１０：２５）～ＢＣ（１２：２０） 

 昨日から続く降雪のため、本日の登攀は危険と判断し、上級生は地蔵尾根を登り、１年

生は雪上訓練を行うこととした。ＢＣから雪上訓練隊と分かれ、上級生は中山乗越を越え

行者小屋手前で八ヶ岳西面に伸びる地蔵尾根へ入って行く。地蔵尾根下部はトレースがあ

るが足首程度の積雪があった。しばらく登ると急斜面に階段が出てきたので、ここでアイ

ゼンを着ける。階段を越えた辺りから疎林帯となり、膝下程度のラッセルとなった。地蔵

尾根上部の岩稜帯は風雪が強かったが雪付きが良く快適に進めた。地蔵仏へ出て風が当た

らない所で休憩する。天候回復の兆しが見えないので、このまま地蔵尾根を下り、雪上訓

練隊と合流することとした。下降は特に問題は無かった。ジョウゴ沢Ｆ１付近にて雪上訓

練隊と合流し、Ｆ１の氷壁にてＯＢの方々からピッケル、アイスハンマーで氷を登る技術

やアイススクリューのセットの仕方を指導して頂き、一通り登り終えた所でＢＣに帰幕し

た。 

夜、小屋の主人から地蔵尾根で雪崩があり、一名埋まったとの情報をもらい、明日の行動

は沢筋のルートは危険と判断し計画を立てた。 

 

２月１３日 曇のち雪 －１５℃ 

＊大同心稜～硫黄岳 

安部（１）渡辺（１）村田（ＯＢ）廣瀬（ＯＢ）中村（ＯＢ）宮野（ＯＢ） 

ＢＣ（６：３０）～硫黄岳（１１：５０）～ＢＣ（１２：５０） 

 赤岳鉱泉から硫黄岳へ向かう登山道を行き、沢を渡らず、大同心沢の樹林帯を登って行

く。沢が雪に埋まっていたがトレースがあった。沢からトレース沿いに大同心稜に取り付
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く。稜上は始めは樹林帯で傾斜がきつく、ペースが落ちる。一時間程登ると、雪が固くな

ってきたのでアイゼンを付ける。そこから樹林帯を抜け、リッジに出て視界が広がると小

岩峰が見えた。小岩峰の手前で登攀具を着け、ザイルを出して登る。小岩峰を登ると大同

心基部に着く。そこから大同心ルンゼ側を岩に沿って慎重にトラバースし、少し行った所

で大同心沢の雪面を直上する。すぐに岩場に突き当たり、ガッチリと登る。大同心沢内を

簡単な所を探しながらジグザグに行くが日が当たらず寒い。次第にガレ場が多くなり、稜

線上に出た。天気も良く遠くまで見渡せた。稜線上をずっと北に下って進んで行くが、体

が振られるほど西側からの風が強く、顔が痛くなった。最後は長い登りがあり、それを登

り切ると硫黄岳に着いた。硫黄岳から西に伸びている道を下り、赤岩の頭から登山道を下

ってＢＣに着いた。行動後村田ＯＢ、廣瀬ＯＢ、中村ＯＢ、福留ＯＢ、宮野ＯＢ、水口Ｏ

Ｂが下山、夕方に井上ＯＢが入山された。 

 

 

 

＊中山尾根隊 

淀川(２)＝内田(４)＝福留（ＯＢ） 

ＢＣ（６：３０）～取り付き（７：２０）～登攀開始（８：００） 

～中山尾根終了点（１２：０５）～ＢＣ（１３：２５） 

 中山尾根にはラッセル跡があり、アプローチは比較的容易だった。樹林間を縫いながら

進み、取り付き手前の稜上で登攀具を着ける。取り付き付近はガスに覆われ雪もちらつい

ているため、他パーティと交信を取りながら天候の様子を見ることとする。天候回復の兆

しは見えないが風は弱く、時間を決め再度判断することにし登攀を開始した。３、５ピッ

チ以外全て淀川がリードする。 
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１ピッチ目 下部岩壁の基部を左上する凹角を登る。凹角内は雪が多く、ピンを発見す

る事が難しかった。凹角を少し登ると、被り気味の凹角に当たる。ピンが

打たれているが、この凹角は行かず、日ノ岳稜側にトラバースし、緩い岩

壁を登った。簡単だがピンを発見できなかったため慎重に登った。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 支点から日ノ岳稜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。枯れ木の辺りは雪付きのスラブでスタンスを探すのが難しい。今

回は枯れ木に掴まり強引に越えた。急な雪面を登り、途中の木で支点を取

り、ピッチを切った。 

３～    雪面を少し登り、雪稜上に出た。天候は良くないが風は無く、快適に登れ 

５ピッチ目 る。上部岩壁まで進み、途中の支点は灌木で取った。 

６ピッチ目 上部岩壁は、中間のテラスに向かって少し左上する。途中で緩いハングが

出てきて左右にルートが分かれる。右側のルートは行った事があるため、

今回は左側のルートを選んだ。スタンスが細かいが、ホールドは取れるた

め快適である。中間のテラスからは上に伸びる凹角を行く。足を広げスタ

ンスに立つが、時間が掛かってしまったためＡ０で越え、小テラスでピッ

チを切る。 

７ピッチ目 小テラスから雪付きの階段状の岩場を登るとピナクルにあたる。ピナクル

は日ノ岳稜側の雪壁を巻いて進み、その上に出る。途中でリッジを赤岳側

に乗り越し、安定したバンドに出る。リッジにはハンガーボルトが打たれ

ていたのだが、最初は気付かず２つのピナクルで支点を取った。 

８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終了した。 

小休憩を取り、地蔵仏へ向かい、地蔵尾根を下り帰幕した。 
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＊大同心稜～小同心クラック 

小林（３）＝須藤（ＯＢ） 

ＢＣ（６：２０）～小同心クラック取り付き（９：００）～終了点（１１：３０） 

～横岳頂上（１２：３０）～ＢＣ（１３：３０） 

 ＢＣから登山道を行き、大同心ルンゼに入り、すぐに大同心稜に取り付く。始めは樹林

帯を行き、トレースは途中まであったがすぐに消えてラッセルとなる。樹林帯を抜けてア

イゼンを着けてさらに進む。ガスが掛かって展望はほとんど無いが小ピークを越えると大

きく大同心が見えた。大同心直下にある５ｍほどの露岩を越えて大同心基部に着いた。そ

こから小同心に向けて大同心ルンゼをトラバースして行く。ルンゼ内は雪が深くラッセル

がきつい。雪崩そうなので岩の基部を進む。小同心クラックの取り付きに着くとガスが晴

れた。全ピッチ小林がリードした。 

１ピッチ目 取りつきは広いテラスとなっていて、適当な岩で支点を取り登攀を開始す

る。左上に見えるチムニーに向かって階段状のフェイスを登る。ピンが少

ないので緊張する。チムニー内の支点でピッチを切った。 

２ピッチ目 傾斜が急なチムニーを１０ｍほど登るとテラスがある。そこから大岩を乗

り越し次のチムニーの入口を探しながら登るがなかなかチムニー内に入れ

る場所が見つからないので、先ほどのテラスまで戻り、ピッチを切る。 

３ピッチ目 チムニーの入口を確認して登り始める。大岩を乗り越してすぐに右にトラ

バースすれば簡単にチムニーに入ることができた。チムニーは傾斜が急で

かなり難しい。なんとかチムニーを越えてしっかりとしたハンガーボルト

があるテラスでピッチを切った。 

４ピッチ目 ここからルートが左右に分かれるが簡単な右の凹角を登る。凹角を登りき

ると小同心の肩に着いた。左上に終了点がみえ、そこまで行って小同心ク

ラックの登攀を終了した。 

終了点から１ピッチザイルを出して草付きを登り、稜上に出てからコンティニュアスで

横岳直下の岩場まで進み、支点を取って登り直す。横岳直下の岩場はルートが何本か取れ

そうだが簡単な所を探しながら登り、１ピッチで横岳頂上に着いた。 

横岳頂上付近で休憩をして大同心ルンゼを下りる。ルンゼ内はガレ場に薄ら雪が積もり

歩き難い。さらに何箇所か急な岩場がある。岩場は慎重にクライムダウンして大同心基部

に着いた。そこから大同心稜を一気に下り帰幕した。 

 

＊小同心左稜～小同心クラック 

西出（３）＝水口（ＯＢ） 

ＢＣ（６：２０）～小同心クラック登攀開始（１１：２５）～横岳（１３：３５） 

～ＢＣ（１４：３０） 

今日は赤岳鉱泉から小同心ルンゼに向かいそこから小同心右稜を登攀する予定だったが、 
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一つ手前の沢を小同心ルンゼと勘違いしてしまい、小同心左稜を登ることになってしまっ

た。左稜はひたすらラッセルが続きうんざりする。大同心が左手に見えるようになってき

て、やっとラッセルが楽になってきた。小同心の基部の８０ｍ程手前で岩と草付きの急な

斜面が出てきたのでザイルを出す。５０ｍで草付きを抜け、傾斜の緩い雪面を取り付きま

でコンティニュアスで進んで、小同心クラックの登攀を開始する。全ピッチ西出がリード

する。 

１ピッチ目 支点が見つからなかったのでピナクルでビレイする。正面の傾斜の緩い岩

場をクラックを目指しながら左上する。やがて凹角内に入りこれを抜ける

とテラスに出る。テラスには支点が豊富にある。 

２ピッチ目 テラスから右に少しトラバースして、目の前のチムニーを登っていく。オ

ポジションで上手く登れば、腕の力はほとんど必要ない。中間にテラスが

ありここでラインは左右に分かれる。左はハングしており、難しそうだっ

たので、右のチムニーを登る。最後の抜け口はホールドが少ないが、スタ

ンスを見つけられれば簡単だ。ここを抜けると肩に着く。 

３ピッチ目 肩から雪面を大同心ルンゼ側へトラバースして草付きを左上するとテラス

に出る。テラスから階段状の岩場を登ると抜け口にハンガーボルトがある。

ここでピッチを切り、小同心クラックは終了する。 

終了点からコンティニュアスで横岳直下の岩場まで１５０ｍ程進む。横岳直下の岩場は

顕著な凹角を登るのだが、凹角の抜け口が難しい。ここを抜けると、横岳山頂に着きザイ

ルをしまう。ここから稜線を大同心ルンゼに向かい進む。大同心を大同心ルンゼ側から巻

くように、下り易い斜面を選んで下りていく。途中で一箇所急な岩場があるが、がっちり

行けば問題ない。大同心稜に入ったら、ひたすら樹林帯の中を下っていき、帰幕した。 

 

２月１４日 晴のち曇 －１５℃ 

＊赤岳主稜 

小林（３）＝安部（１）＝須藤（ＯＢ） 

ＢＣ（６：００）～取り付き（７：５０）～赤岳北峰（１１：２０） 

～ＢＣ（１２：４０） 

 赤岳鉱泉から中山乗越、行者小屋を過ぎ、文三郎道を登る。樹林帯を抜けた所でアイゼ

ンと登攀具を着ける。そこから雪稜を行き、文三郎道の途中で赤岳沢に出るようにトラバ

ースし、１ピッチ目のチムニーの下にある斜面にバケツを掘り、登攀を開始した。全ピッ

チ小林がリードした。 

１ピッチ目 チムニーは見た目より難しい。チョックストーンを乗越し、稜上に出て、

突き当たった岩場を巻くようにして右上し、ピッチを切る。乗越してすぐ

右にある岩を登ってもテラスに行けるが岩場を巻いた方が簡単だ。 

２ピッチ目 階段状の簡単な岩場を登ると雪稜に出た。 
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３ピッチ目 なだらかな雪稜をザイルを５０ｍ一杯まで出して登る。雪面は固く、登り

易い。 

４ピッチ目 斜面の緩い階段状の岩場を登る。アイゼンの爪の跡が沢山あるため登り易

い。岩場から雪稜に出て、中間の岩場に突き当たって、ピッチを切る。 

５ピッチ目 中間の岩場を右に巻くようにして斜面を登る。雪稜の傾斜がきつくなる。

ビレイする場所の足場も悪い。 

６ピッチ目 雪稜を上部岩壁の取り付きまで登る。傾斜はきついが雪面は固いためアイ

ゼンが利いて登り易い。 

７ピッチ目 上部岩壁の登攀。この頃から天気が悪くなってきてガスが掛かってくる。

下部岩壁のチムニーよりは登り易く感じたがホールドが細く、難しい。稜

上に出ると風が強く寒い。声が届き難く、連絡を取り辛かった。 

８ピッチ目 傾斜の緩い凍った岩場を登る。 

９ピッチ目 雪稜を１０ｍ程登り、赤岳北峰に出て登攀を終了した。 

 稜線上はガスが掛かっていて視界が悪く、風も強く寒い。赤岳天望荘まで下って、あま

り風の当たらない場所で休憩する。地蔵の頭から地蔵尾根を下る。樹林帯に入ったところ

でアイゼンと登攀具を外し、駆け下ってＢＣまで行った。 
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＊ロングラン隊 

渡辺（１）＝高野（ОＢ） 

ＢＣ（６：００）～地蔵の頭（８：４０）～横岳（１１：３０）～硫黄岳（１２：３０） 

～赤岩の頭（１３：００）～ＢＣ（１４：０５） 

 朝、入山された高野ＯＢと共にロングランを行う事にする。ＢＣを出発し樹林帯の中、

中山乗越へと向かい地蔵尾根に入る。登山道にはトレースが付いており、緩やかな斜面が

続く。樹林帯を抜けたところでアイゼンを着け、急な傾斜と雪面に足を取られながら進む。

稜線に上がると一気に風が強く吹きつけてきたが、晴れ渡った景色は最高だった。岩と氷

のミックスとなった稜線上を歩く。終始強い風が吹き付け、目出帽から出た顔が痛い。三

叉峰までの斜面のトラバースではトレースが無く雪に腰まで埋まる、岩場では１年生は不

慣れなアイゼンで慎重に進んだ。横岳ではハシゴにアイゼンを置きながら慎重に下る。ア

イゼンを下ろす度にハシゴを噛む音がし、一歩一歩が怖かった。途中で天候が悪くなり、

硫黄岳山荘からは稜線上に等間隔に並ぶケルンを目印にして進んだ。赤岩の頭からはつづ

ら折りの樹林帯を下り、帰幕した。 

 

＊日ノ岳隊 

淀川(２) ＝内田(４)  

ＢＣ（６：００）～取り付き（７：２０）～登攀開始（７：２０） 

～登攀終了点（１２：５０）～ＢＣ（１３：５０） 

 ＢＣを出発し、柳川北沢右俣に入り日ノ岳ルンゼに向かう。石尊稜下まではトレースは

あったが、鉾岳ルンゼを横切る辺りからはトレースは無くなり、膝上のラッセルとなった。

日ノ岳ルンゼに入ってすぐに急な雪面を這い上がり稜上に出た。雪が岩壁基部まで覆って

いたのでザイルを出す必要がないと判断し岩壁基部まで行ってみたが、フカフカの新雪の

ためそのまま上がることは危険だった。少し下がり、ピナクルで支点を取り、登攀を開始

する。淀川、内田の順でつるべで登った。 

 １ピッチ目 岩壁左の鉾岳ルンゼ側から右上するバンドを登る。バンド通過後、急な雪 

面を直上しリッジに出て木でビレイする。  

２ピッチ目 リッジを登り、鉾岳ルンゼ側から土壁に合流するリッジにルートを取り、 

    急な雪面を通過し、土壁を直上する。灌木や岩でランニングを取る。土壁 

は非常に脆くいやらしい。５０ｍ一杯に出して、稜上に上がった所の木で 

支点を取りピッチを切る。 

３～     急な稜上を登り切ると、上部岩壁までなだらかな雪稜に出る。稜上は上部

６ピッチ目   岩壁基部辺りまで、膝上ラッセルで体力を消耗させられる。上部岩壁基部 

             は日ノ岳ルンゼ側に少しトラバースして、左上する凹角の基部で支点を取

る。 

７ピッチ目 ピナクルに向かい左上する。簡単だが左側が切れているため慎重に進む。



~ 49 ~ 
 

ピナクルを抱くように乗越し、細いリッジを進み、土壁を登ると小さなテ

ラスに出て、ピッチを切る。  

８ピッチ目 支点から岩壁を鉾岳ルンゼ側に左上する。掴み易いホールドが多いが立っ

ていて高度感がある。左上後は、緩い階段状のルンゼを少し行き稜上に出

る。稜上の灌木で支点を取りピッチを切る。  

９ピッチ目 稜上に進み日ノ岳へ向かう。頂上直下の安定した所まで行き、ここから頂

上まではコンティニュアスで登る。  

日ノ岳頂上で、無名峰南稜パーティと合流し、小休憩を取り、地蔵尾根から下降し帰幕し 

た。 

 

＊無名峰南稜  

西出（３）＝井上（ＯＢ） 

ＢＣ（５：５０）～登攀開始（７：５０）～稜線（１１：２０） 

～日ノ岳パーティと合流（１２：５０）～ＢＣ（１３：５０） 

柳川北沢右俣を無名峰南稜を目指して進んでいく。小同心ルンゼの出合いから無名峰南

稜の末端へ取り付こうとするが、ラッセルが厳しいので、もう少し沢を詰めることにする。

石尊稜の末端が見えた辺りから三叉峰ルンゼに入り、ここから無名峰南稜に取り付く。リ

ッジに上がるまでの雪質が悪くラッセルに時間が掛かった。リッジ上を忠実に進むと途中

でナイフリッジが出てきたのでガッチリ行く。岩が露出している所でアイゼンを着け更に

進んでいくと、岩稜となりここから登攀を開始する。１、４、５、６ピッチは西出がリー

ドし他は井上ＯＢがリードした。 

１ピッチ目 岩稜を忠実に進む。傾斜が急な箇所もあるが、木を利用して登れば問題な  

い。５０ｍ一杯伸ばしたが、下部岩壁基部には届かなかった。 

２ピッチ目 簡単な雪面を１０ｍ程進み下部岩壁まで行く。基部にはハンガーボルトが

ある。 

３ピッチ目 岩壁を三叉峰側にトラバースし急な草付きを登る。このトラバースは岩が

露出していると難しそうだが、今回は雪が被っていたので簡単だった。急

な草付きを登るとテラスに着く。支点もあるのでここでピッチを切ること

もできる。テラスからさらに三叉峰側に５ｍ程トラバースし、垂直な草付

きを灌木を利用しながら登り、灌木で支点を取る。 

４ピッチ目 傾斜の落ちた草付きを進み、雪稜に出る。上部岩壁手前の急な草付きまで

コンティニュアスで進む。途中に出てくる露岩はすべて横岳側から巻くこ

とが出来た。 

５ピッチ目 岩と草付きのミックスを上部岩壁取り付きまで進む。 
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６ピッチ目 目の前の２段になっている顕著なチムニーを登る。１段目のチムニーは正

面から登ろうとすると、被っていて大変だが、左から簡単に巻くことが出

来た。２段目のチムニーは入り口から被っていて辛い。行ったり来たりを

繰り返したが、スタンスを探しオポジションで強引に乗越した。 

 チムニーを抜けると、すぐそこは稜線でちょうど日ノ岳パーティが登っているのが見え

た。稜線に抜けると天気が急変し急に風が強くなってきた。日ノ岳パーティもそろそろ登

攀が終了しそうなので、日ノ岳で合流し一緒に地蔵尾根を下ることにする。合流した後天

気が悪くなってきたので地蔵尾根を下り帰幕した。井上ＯＢはお茶を一緒に飲んだ後下山

された。 
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２月１５日 曇のち雪 －８℃ 

＊テントキーパー 

安部（１）渡辺（１） 

 天気は時折晴れ間が見えるも雪がちらつき山間には雲がかかっている。お茶用の融雪を

行っている途中で中山尾根パーティが帰幕した。その後、他パーティーも次々と帰幕して

全員で整理体操を行った。 

＊阿弥陀岳北西稜 

小林（３）＝淀川（２） 

ＢＣ（６：２０）～稜線上の露岩下（９：００）～登攀開始（１０：００） 

～撤退開始（１２：３０）～ＢＣ（１５：３０） 

薄曇りの中ＢＣを出発し、中山乗越へと進む。前日の降雪でトレースは半分埋まってい

る。行者小屋辺りでワカンを着けていよいよ本格的なラッセルが始まる。柳川南沢を下っ

て阿弥陀岳北西稜が見渡せる所まで来て、道を逸れて樹林帯に入る。腰までのラッセルで

なかなか進まない。先頭を頻繁に交代してどんどん進んで行く。沢を２つほど渡り、稜上

の露岩に向かって急な樹林帯を進む。ラッセルはさらに深くなり汗をダラダラ汗をかきな

がら進む。稜上に出て、露岩の下でアイゼンに履き替えて疎林帯を進む。時々晴れ間が見

えて上部岩壁が見えた。細いリッジ手前の小ピークでザイルを組んで、コンティニュアス

でリッジ上を２０ｍ程進み、適当な所にある灌木で支点を取って登攀を開始した。１ピッ

チ目は小林がリードし、その後はつるべで登った。 

１ピッチ目 簡単な雪稜を進む。ランニングはあまり取らずに素早く通過した。 

２ピッチ目 概念には無いリッジ上の小岩峰を、摩利支天側を巻いて階段状の岩場を登

った。薄ら雪が被っていて少々難しい。 

３ピッチ目 簡単な雪稜を第一岩壁の基部まで登る。基部には頑丈な支点があった。 

４ピッチ目 第一岩壁を摩利支天側に巻いて雪壁を登る。登っている最中に天候が悪化

して雪が降り始めた。そのうち吹雪となり、これ以上の登攀は危険と判断

して登攀を中断し、トップにクライムダウンさせて撤退を開始した。 

 ザイルを組んだままリッジ上を慎重に下りて小ピークまで戻る。途中危険箇所はクライ

ムダウンして下りた。小ピークでザイルをしまって樹林帯まで下りてから登攀具を整理し

てワカンを着けて下部の樹林帯に下りる。トレースは半分埋まっていて少々のラッセルを

しながら行者小屋まで戻り、中山乗越を越えて帰幕した。 

 

＊中山尾根 

西出（３）＝高野（ＯＢ） 

ＢＣ（６：１０）～取り付き（７：５０）～終了点（１１：４５）～ＢＣ（１３：１０） 

 赤岳鉱泉から中山乗越を目指して進む。中山乗越で北西稜パーティと分かれ、中山尾根

を詰めていく。薄らとトレースが残っているが、消えている所もあり、外れると腰程のラ
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ッセルとなり辛かった。下部岩壁手前のリッジで登攀具を着け、取り付きまで進んだ。１、

２、４、５、７ピッチは西出がリードし他は高野ＯＢがリードした。 

１ピッチ目 下部岩壁の基部をトラバースして左上する凹角を登る。凹角はピンが少な 

く緊張する。途中でラインが左右に分かれたが右の傾斜の強い凹角を、掴 

み易いホールドを使って強引に体を引き上げた。 

２ピッチ目 ここは草付きを行くルートと目の前の凹角を登るルートに分かれるが今回 

      は凹角を登ることにする。登り始めがホールド、スタンス共に細かく緊張 

する。ホールドは凹角左の草付きにピッケルで求めた。１段上がると傾斜 

は緩くなるが、スタンスが細かいので安心はできない。凹角を抜けると雪 

稜となり手頃な木で支点を取る。 

３～       上部岩壁取り付きまで雪稜を登っていく。 

４ピッチ目 

５ピッチ目 上部岩壁はハングした所で左右にラインが分かれるが右の少しハング 

したルートを登ることとする。ピンはあるがホールドが見つけられず、ど 

んどん腕力が消耗してしまった。時間を掛けてなんとかＡ０で突破した。 

その後は少し石尊稜側にトラバースし中間のテラスに着く。テラスからは 

傾斜の強いチムニーをオポジションで越えピッチを切る。 

６ピッチ目 岩と草付きのミックスをピナクルの手前まで進む。 

７ピッチ目 ピナクルを登らず、日ノ岳側に巻きながら草付きを登る。トサカ状岩壁の 

      基部でピッチを切る。 

８ピッチ目 雪の斜面を縦走路まで進む。 

縦走路と合流した所で、ザイルをしまい、地蔵尾根を目指す。稜線は風が強く凍傷にな

らないよう気を使う。地蔵尾根への分岐で北西稜パーティとシーバー交信をして、天気、

時間からみて撤退した方が良いのではないかということを伝える。北西稜パーティが撤退

するということを聞いてから、地蔵尾根を下り始める。時折太陽が見えたが、それも一瞬

でまたすぐに曇ってしまった。ＢＣに到着してお茶を飲んだ後、高野ＯＢは下山された。 

 

＊小同心右稜 

内田（４）＝須藤（ＯＢ）  

ＢＣ（６：２０）～取り付き（８：４０）～小同心右稜上（１２：００） 

～小同心クラック（１４：００）～ＢＣ（１５：３０） 

 柳沢北沢右俣を詰めるが、沢は腰くらいのラッセルが続くため早々と尾根に上がる。最

初にある小同心ルンゼとの分岐から尾根へ取り付く。尾根上では膝から腰のラッセルを

黙々と続け、尾根幅が細くなると下部岩壁に到着した。 

 １ピッチ目 灌木混じりの雪壁を第一岩壁の基部まで進む。傾斜は急で少し怖い。ラン 

  ニングは灌木で取り、基部にはピンがあった。 
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２ピッチ目 岩壁の基部から左稜側へ巻いて岩壁上へ向かう。急な雪壁で木を上手く利 

用して登るが、なかなか難しい。稜上に出てピッチを切った。 

３～    ナイフリッジの尾根をトラバースして進む。ここもラッセルとなり、胸ま

５ピッチ目 で埋まる箇所もあった。中々進めず、イライラが募る。 

６～    急な雪稜から雪壁へ変わり、上部岩壁基部で岩稜帯となる。忠実に稜上を

８ピッチ目 登るが、ピンは無く全て木での支点となる。 

 予想以上に時間が掛かり、小同心クラックへは登らず帰幕に移る。大同心の基部へトラ

バースし、大同心稜から下る。稜内のトレースは埋まっており、膝下ラッセルでの下降と

なった。 

 

２月１６日 快晴 －１５℃ 

埋没訓練（７：００）～ビーコン訓練（８：００）～ＢＣ（１０：１０） 

～赤岳山荘（１１：１０）～八ヶ岳山荘（１１：５０） 

 ＢＣ近くで埋没訓練、ビーコン訓練を２時間程行う。手早くテントを撤収し下山を開始

する。入山とは違い帰りは駆け下りが続く。駆け下りで体が火照ったため赤岳山荘で上着

を脱ぎ、八ヶ岳山荘までひたすら下る。整理体操を行い、八ヶ岳合宿は終了した。 
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９．個人山行 

 

期間 場所 メンバー 

４月２３日（金） 

～４月２６日（月） 

穂高山域 明神岳西南稜 須藤一馬（ＯＢ） 水口佳祐（ＯＢ） 

小林新平（３）  淀川裕司（２） 

５月５日（水） 

～５月８日（土） 

北陸 白山 天池周辺 山村武史（ＯＢ） 須藤一馬（ＯＢ） 

淀川裕司（２） 

６月２６日（土） 丹沢 広沢寺 西出広平（３）  小林新平（３） 

淀川裕司（２）  他１名 

７月９日（金） 

～７月１１日（日） 

御坂 三ツ峠 屏風岩 内田龍也（４）  淀川裕司（２） 

安部晶子（１）  鈴木菜摘（１） 

渡辺葉月（１） 

７月９日（金） 

～７月１０日（土） 

上越 巻機山 西出広平（３）  小林新平（３） 

 

７月１１日（日） 上越 谷川岳 

衝立岩中央稜 

西出広平（３）  小林新平（３） 

 

８月２８日（土） 丹沢 水無川本谷 内田 龍也（４） 小林新平（３） 

９月５日（日） 奥秩父 小川山 井上徳孝（ＯＢ） 水口佳祐（ＯＢ） 

小林新平（３）  安部晶子（１） 

 

９月２０日（月） 丹沢 ヤビツ峠～塔ノ岳 内田龍也（４）  西出広平（３） 

淀川裕司（２）  安部晶子（１） 

渡辺葉月（１） 

９月２６日（日） 

 

奥武蔵 日和田山 内田龍也（４）  西出広平（３） 

淀川裕司（２）  安部晶子（１） 

渡辺葉月（１） 

１０月２日（土） 

～１０月３日（日） 

湯河原 幕岩 西出広平（３）  小林新平（３） 

淀川裕司（２）  渡辺葉月（１） 

安部晶子（１） 

１０月９日（土） 

～１０月１１日（月） 

南アルプス  

北岳バットレス  

第四尾根主稜 

水口佳祐（ＯＢ） 西出広平（３）  

小林新平（３）  淀川裕司（２）  

１月１４日（金） 奥多摩  

鋸尾根～大岳山～御岳山 

内田龍也（４）  西出広平（３） 

安部晶子（１）  渡辺葉月（１） 
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１月１４日（金） 丹沢 西丹沢自然教室 

～畦ヶ丸 

小林新平（３） 

１月１４日（金） 丹沢 三ノ塔～塔ノ岳 淀川裕司（２） 

１月２２日（土） 

～１月２３日（日） 

八ヶ岳 ジョウゴ沢 水口佳祐（ＯＢ） 西出広平（３）  

淀川裕司（２）  

１月２３日（日） 奥武蔵 日和田山 内田龍也（４）  小林新平（３） 

渡辺葉月（１） 
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１０．部員所感 

 

 

震災を乗り越えて 

４年 内田龍也 

とかく新入部員が女子部員３名というのは予想もつかない。正直、暗中模索の状態から

始まり、４年生は私１人で同期がおらず、不安で一杯であった。挫折する時もあった。そ

の中でも合宿を重ねるにつれ、部員同士で高め合い成長してきた。そして決算合宿となる

春山合宿へ向かうモチベーションが絶頂の時だ。 

３月１１日、出発の２日前に皆で砧公園をランニング中、大きく横に揺れた。東北沖で

は大震災に見舞われているとも露知らず、余震を感じながら皆で腹筋をしていた。周囲で

は携帯電話で連絡を取り合い、ワンセグを見ていたが、気にしない。我々は燃えていた。 

農大へ帰る途中、坂道から校舎までいつものダッシュ。周囲の目線が多い。でも気にしな

い。頭の片隅では電車が止まってるな、合宿出発がずれ込みそう、日程調節をどうするか

位のものだ。 

そしてテレビを点け現実を目の当たりにした。その後も余震が続き、結果は東日本大震

災により春山合宿は中止となった。 

所感は今年の１年、また４年間を振り返るものというのは分かる。ただ今の私にはこの

震災による合宿中止しか頭にない。本当にチャンスすらなかった。運も実力の内と言われ

れば何も言えない。 

こう思っているのは他学生も同じだろう。頭で分かっていても気持ちの整理がつかない。

「悔いのないように」と計画書などにしつこく書いてきたが、丸々残ってしまった。雪山

の頂上で最高の笑顔で写真を撮りたかった。農大の旗を持ちたかった。 

西出・小林には、なんとしても来年度は目標に達成してほしい。そのためにも出来る限

りカバーするつもりである。またコーチとして、頂いたリーダー章はまだ意味を持ってい

ないと思っている。認められるよう今後も精進したい。 

 

２０１０年度をふりかえって 

３年 小林新平 

今年は女子３人が入部して始まった。例年と同じ合宿を目指して１年生には厳しい事を

言ったりする事も多くあったと思う。しかし最終的には冬山合宿は成功とは程遠いものに

なってしまったし、春山合宿は震災で中止になってしまった。今考えてみれば、自分の３

年生の立場としての行動がもっとしっかりしていれば違う結果になっていたかもしれない。

３年生の役割を理解していなかったのかもしれない。「３年生は４年生のリーダーをフォロ

ーして主体的に行動すべきだ」口で言うのは簡単だが実際にやるとなると何をどうフォロ
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ーするのか分からず、合宿中も日々の活動の中でも模索する事が多かった。チームの中で

自分がどのような存在なのか理解していなかったのかもしてない。また今年は４年生が１

人で、責任などが重くなってしまう事は分かっていたはずだったが、上手くフォローでき

ず、結果的には４年生１人に責任などを全部背負わせる形になってしまった。今年の反省

は挙げたらきりが無いほど多い。甘えた考えは結局は自分に返ってきてチームを衰退させ

てしまう。来年度こそは何かしらの結果が求められる。４年生になって、来年度の方針や

年度目標を決めるにあたって沢山の人の考えを聞いたり、今年発行された部報４号を読ん

で過去の記録や活動していた人の成功体験や苦悩を見て、改めて感じた事がある。４年生

という立場となって熱い夢を持った監督、コーチ、ＯＢの方や、青春を山岳部にかけてい

る下級生、一緒に苦悩している同期など沢山の人に囲まれて山に行っているということだ。

来年度はそのような人に残念な思いをさせないように、自分たちがやりたい山登りを精一

杯やって行きたいと思っている。 

 

今年 1年を振り返って 

３年 西出広平 

 今年は女子部員が３人入ることからスタートした。これは近年まれにみる状況であり、

戸惑ったのは私だけではないと思う。しかし自分達が今まで上級生から教えられてきた事

を同じように伝えれば良いと考え合宿を行ったが、１年生に怪我などの問題が発生し１年

生として完全に合宿を行うことが出来なかった。これは私達上級生の責任であると感じて

いる。耐寒合宿、冬山合宿と１年生１人で合宿を行ってきた安部はよく頑張ったと思う。

しかし最後の合宿が東日本大震災の影響で中止になったのはとても残念であった。来年度

が山岳部で過ごす最期の１年間になる。同期の小林と共に悔いのないように１日１日を大

切にし、年度目標に向かって進んでいきたいと思う。 

 

新たなスタート 

２年 淀川 裕司 

４月～夏山合宿までは、山岳部としても自分としてもかなりモチベーションが高かった

と思う。夏山合宿中に１年生３人に問題が起き、そこから慌ただしくなってしまった。夏

山合宿後、合宿中に起きた問題を処理するため忙しい日々が続き、後期から授業日程も変

わるし、周４日厚木で授業なのでバイトを辞める決意をした。お金の工面が大変だった。

後期の授業が始まったが、周３で実家～厚木～世田谷を行くのは精神的にかなり厳しかっ

た。世田谷に行っても自分はトレーニングしないし、本当に何しに世田谷に来ているか分

からなくなった。１２月に入ってからほぼ毎日世田谷へ通わなければならなくなってしま

った。加えて、借金返済とザックの代金をどう用意すればと考える日々。 

後期に入ってからは自分のことで精いっぱいで、１年生はおろか山岳部にも意欲が湧か

なくなったと思う。後期に入り、自分の部への意見や積極的な参加が全く出来ていなかっ
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たのもあるのかも知れない。少し上級生に頼り過ぎていたし、それを当然のごとく受け入

れてしまっていると思う。そこは改善すべき点だ。 

来年度は、女子２人に１年生が入ってくる。部全体としても自分にとっても相当鍛えら

れるのではと緊張している。各合宿で余裕を持てるようバリバリとトレーニングに励みた

いと思いる。 

 

所感 

１年 安部 晶子  

 山岳部に入部するまでは、山登りがこんなに大変なものだとは思いませんでした。もっ

と単純なものだと思っていたのですが、全く違いました。山での生活も部室での生活も大

変なこともたくさんありますが、色々な山に登れたことや色々な人に出会えたことは私に

とっていい経験になったと思います。今年度は一年生として山岳部にいたわけですが、い

つも上級生に手取り足取りの状態でした。来年度は一年生が入ってきたら私が上級生とな

り扱いも大分変わるので不安ですが、一つ一つの合宿をしっかりこなせるように頑張りた

いと思います。 

 

再スタート 

１年 渡邊葉月 

山岳部での一年を振り返ってみて、正直なところを言うと何を書けばいいのかわからな

い。本格的な登山、登攀、山岳部での他の活動など初めて経験することが山のようにあっ

た。息を切らしながら登り、頂上に着いたら下り、平坦になったら駆け下り、考える間も

なく必死に隊について行ったように思う。その思いは特に夏山以降から強くなった。夏山

で怪我を負い途中下山、その次の秋山でも膝を痛め途中からは荷を抜いての行動となり、

その後も怪我の完治が間に合わず冬山への参加は見送りとなった。自己の行動の一つ一つ

が隊全体に繋がることを痛感し、同時に馬鹿な自分が恥ずかしくなった。そして何よりも

同期に申し訳がなかった。耐寒合宿から実質合宿で１年生１名の状況は想像に難くない。

そのうえ経験の差から来年度に負担をかけてしまうことは目に見えている。同期であるに

も関わらず、自分ができることの少なさが不甲斐無い。 

冬山を経験できる機会を逃し、積雪期での経験を積めなかったことは来年でも大きな壁と

なるだろう。２年生として１年生を迎えることとなることが正直不安で仕方がない。だが

２年生に上がるからには指導に努め、同時に自分自身も学んでいこうと思う。４月から今

まで共に頑張ってきた同期の１人が部を離れることとなった。別の場所で頑張る彼女を抜

き、同期は２人だけとなる。何ができるのか、どんな１年となるかは分からないが、来年

度こそは同期と共に部と共に行動し、成長できる１年でありたいと思う。 
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