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はじめに 

 「継続」と「集中」今年度の最後まであった課題はこの２つであった。継続性が無いた

め効果が出る前に終えてしまうことが多く、集中力がないため完成度が低く、日々の細々

した作業のミスが続いてしまった。つまりはメリハリが無かった。合宿を続ける上で解決

していくだろうと考えていたが、年度目標の結果を見れば、その考え自体が危機感の無さ、

甘さだった。秋以降、環境が悪くなるにしたがって、この甘さが日々の怠惰さを招き、練

習から雰囲気が悪化し、部としての流れを停滞させてしまった。これらの今年度の問題は

大いに反省すべき点である。 

 甘さは今思えば、危機感の無さというより他者への依存や責任感の無さであった。特に

４年生の「絶対に行く！」という強い意志が弱く、行動に表れていなかったことが一番大

きかった。下から意見が出やすい環境を作っていったことは、良い面もあったがまとまり

を欠く要因となってしまった。結果合宿自体のメリハリが無くなり、年度末の結果へと繋

がっていったのだろう。 

 ２０１０年度の後輩たちには多くの課題を残す結果となってしまった。先の問題から思

うに、合宿に対してミスが出るということは、常に問題であり４月だろうが、５月だろう

がミスを出さない気概で合宿に臨み、年度当初から上級生全員は厳しく考えるべきだろう。

この点は上級生全員の共通認識とすべきだ。だが、今年度にも多くの良さがあったことは

無視せずに評価して欲しい。海外を目指し韓国にいったこと、成長途中とはいえ、夏まで

の部の充実し団結していた姿。秋以降に雰囲気を変えていけば、今までに無いチームとし

て一人一人がリーダーとなる姿になれたと思う。「怠惰な活動を目指したのでは無く、部と

しての可能性に挑戦した！」この１年間にかけた思いだけは風化させないで欲しい。 

主将 水口 佳祐 
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１．新人歓迎合宿 

 

期 間：２００９年５月２日～２００９年５月４日 

 

場 所：上越 巻機山 

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

３年 内田龍也  

２年 小林新平 西出広平 

１年 小林譲 矢部高貴 

ＯＢ 大貫俊彦 小笠原岩雄 引間章夫 村田岳 長久保浩司 吉田裕一 

安済共 福留邦晃 中洞拓人 高野優 宮野泰治 

ＯＧ 呉惠芳 

 

行動概要：５月２日 離京 入山～桜坂駐車場手前キャンプ場（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 

離京 入山（１３：５５）～巻機山キャンプ場（ＢＣ）（１４：２０） 

 六日町駅で大貫ＯＢ、小笠原ＯＢ、引間ＯＢ、中洞ＯＢと合流し清水までバスで向かう。

バス停で体操をしていよいよ入山だ。短く緩い舗装された道を登っていく。途中で道がキ

ャンプ場と巻機山に分かれるので、キャンプ場の看板の方へ歩いていく。 

テントを設営していると、村田ＯＢ、吉田ＯＢ、宮野ＯＢがコンパの品を買い出してき

て下さった。テント設営を終える頃に内田、小林で雪上訓練場所の偵察に向かう。夕食後

に長久保ＯＢ、安済ＯＢ、高野ＯＢが入山される。 

 

＊偵察隊 

メンバー 内田（３）小林（２） 

ＢＣ（１５：０５）～六合目付近（１５：４０）～ＢＣ（１６：３０） 

 テントを建てて偵察に必要な物をザックに詰めて、六合目辺りの雪上訓練場に向けて出

発する。２人とも軽い足取りで井戸尾根に向かう登山道を歩き、井戸の壁に入る。井戸の

壁に入ってもスピードは落ちない。井戸の壁付近は、去年は雪解け水でグチャグチャして

いたが今年は乾燥していて歩きやすい。気温が高いので２人とも汗でビショビショになっ

た。井戸の壁を抜けてしばらくすると、登山道に雪が少しずつ現れ、雪解け水で足下が滑
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り易く、慎重に進む。雪の斜面に出て少し上部に行くと雪上訓練に使えそうな斜面があっ

たので、そこでザックを下ろし、内田はトランシーバーで交信をして、小林は更に上部に

より良い斜面がないかを探しに行く。ザックを下ろした所よりさらに上部に雪上訓練によ

り適した斜面を見つけ、シーバーで報告し、ＢＣに戻る。 

 

５月３日 晴 １０℃ 

ＢＣ（６：１５）～六合目付近（７：３０）～前巻機（１１：２５） 

～巻機山（１２：１０）～ＢＣ（１３：５０） 

 東京での天気予報では天気はあまり良くない予報だったが、それを感じさせないような

天気だった。雪の具合は去年に比べると少なく四合五勺付近まで雪はまったくなかったが、

雪上訓練場所の六合目まで行くと例年並みにあった。雪上訓練は、１年生は歩行技術、上

級生はスタンディングアックスビレイ、コンティニュアスをそれぞれ上級生、ＯＢに指導

してもらいながら行う。その後休憩を取り滑落停止訓練を行う。１年生はさすがに斜面で

滑るのには抵抗があるらしく、上達に時間が掛かるが終える頃にはなんとか形を取れるよ

うになる。雪上訓練が少し長引いたが予定通り巻機山へ向かう。巻機山頂上直下の登りで

声を掛け合い、登り切る。頂上からは運良く他の山々が一望できた。コンパの買い出しの

ために福留ＯＢ、須藤、小林は他の者よりも早くＢＣへ下山する。夜、ＯＢの方の持ち寄

った品や、スモークした鮭や肉を学生は振る舞われ、大変な御馳走になった。コンパも終

盤になる頃、呉ＯＧが入山される。 

 

５月４日 晴 １０℃ 

ＢＣ（７：０５）～六合目付近（８：１０）～ＢＣ（１１：２０）  

 今日は雪上訓練を昨日よりも少し下の斜面で行う。特に滑落停止訓練を入念に行い、１

年生もだいぶ慣れたようだった。１０：３０頃まで訓練を行い、下山を開始する。１年生

は上級生に急かされながら、駆け下る。ＢＣに帰幕後、テントを撤収し、やまなみ旅館へ

向かう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

２．岩登り合宿 

 

期 間：２００９年５月１５日～２００９年５月１８日 

 

場 所：御坂 三ツ峠山 

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

３年 内田龍也 

２年 小林新平 西出広平 

１年 矢部高貴 

ＯＢ 小笠原岩雄 村田岳 福留邦晃 井上徳孝 引間夫妻 

 

行動概要：５月１５日 離京 三つ峠駅 

       １６日 入山 三つ峠駅～達磨石～ＢＣ～屏風岩～ＢＣ 

       １７日 ＢＣ～屏風岩～ＢＣ～屏風岩～ＢＣ 

１８日 ＢＣ～屏風岩～天狗の踊り場～ＢＣ～三ツ峠グリーンセンター 

下山 

 

５月１６日 曇 

三つ峠駅(６：１５)～達磨石(７：１０)～ＢＣ（１０：３０）～屏風岩（１１：３０） 

～ＢＣ（１５：５０） 

昨日のうちに三つ峠駅に到着していたので、朝早くから行動する。達磨石まで順調に進

み、休憩を取る。達磨石からは本格的な登山道となり、まだ重荷に慣れていない１年生が

遅れ始める。気温はそれほど高くなく快適だ。今年も水場からはしっかりと水が流れてい

てほっとする。ＢＣ設営場所にはすでに井上ＯＢが到着していた。ＢＣを設営し、さっそ

く屏風岩へと向かうが、他パーティーがすでに取り付いていて順番待ちをすることになる。

１０分ほど待ちそれぞれ一般ルートに取り付く。岩が湿っているので皆足を置くときには

慎重になる。２年生は初リードで緊張していたが、墜落することなく登りきった。１年生

は初めての岩登りで戸惑っていたが、なんとか一般ルート中央、右を登りきる。一通り一

般ルートを登り終えたところで帰幕する。 
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５月１７日 曇のち雨 

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

～ＢＣ（１６：３０） 

 朝起きると、周囲は霧に包まれていた。まず一般ルートを準備運動変わりに取り付くが、

当然岩が濡れており、特に慣れていない１年生は苦労する。８：００頃に村田ＯＢ、福留

ＯＢが入山され、１年生に付きっ切りで指導して頂いた。９：００頃には小笠原ＯＢ、引

間夫妻が入山された。雨は降らないが岩は濡れており時折強風が吹くため、リードする２

年生は緊張しただろう。午前中は一般ルートとトップロープを垂らして都岳連を登り、肩

絡みで懸垂下降を行う。その後、昼食の焼きそばを食べるため一度ＢＣに戻る。ＢＣでは

引間夫妻から差し入れを頂いた。午後は雨がポツポツと降り始め、天狗の踊場まで登るの

は危険と判断し、１年生は村田ＯＢ、水口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。他の上級生は一般ルートで肩絡み、グリップビレイを交えて登りこむ。

その後皆でハーケンやギアの使い方の講習を行い終了した。この日、小笠原ＯＢ、    

村田ＯＢ、福留ＯＢ、井上ＯＢ、引間夫妻は下山された。 

 

５月１８日 晴 

ＢＣ（７：００）～屏風岩（７：２０）～天狗の踊り場（１３：３０） 

 ～ＢＣ（１５：３０）～達磨石（１６：００）～三ツ峠グリーンセンター（１７：００） 

昨日までの悪天が嘘のように空は晴れ渡っていて、絶好の登攀日和となった。集合時間

を決めた後、それぞれのパーティに分かれ一般ルート、リーダーピッチ、地蔵ルートを登

る。その後一度集合し皆で行動食を食べ、１０：４５に天狗の踊り場を目指して出発する。

１年生パーティーは草溝ルートからサンドイッチ、ＮＯ.１６クラック、ＮＯ.１８クラッ

クのルートで頂上を目指す。上級生パーティは一般ルート中央、十字クラック、権兵衛チ

ムニーを登ることにする。草溝ルートで１年生がかなり苦戦し時間が掛かってしまったが、

その後のルートではスムーズに登ってきた。上級生パーティは十字クラック、権兵衛チム

ニーで存外時間が掛かってしまい、天狗の踊り場への到着は１年生パーティとほとんど同

時であった。頂上で写真を撮り一般道からＢＣまで下っていく。テント撤収後小笠原ＯＢ

から頂いたスイカを食べ、駆け下りで三ツ峠グリーンセンターまで一気に下り、下山した。 
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３．六月合宿 

 

期 間：２００９年６月９日～２００９年６月１６日 

 

場 所：北アルプス 涸沢 

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

３年 内田龍也 

２年 小林新平 西出広平 

１年 矢部高貴 

ＯＢ 廣瀬健太 福留邦晃 中洞拓人 

 

行動概要：６月９日  離京 新宿駅西口バスターミナル～二俣 入山 

１０日 二俣～徳本峠～徳沢園  

１１日 徳沢園～涸沢（ＢＣ） 

       １２日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ  

           ＢＣ～北穂高岳南稜～滝谷ドーム中央稜登攀～ＢＣ 

       １３日 ＢＣ～北穂高岳東稜～北穂高岳北峰～白出のコル～ＢＣ 

       １４日 ＢＣ～前穂高岳北尾根～前穂高岳～奥穂高岳 

～白出のコル～ＢＣ 

       １５日 ＢＣ～北穂高岳南稜～滝谷ドーム中央稜登攀～ＢＣ 

           ＢＣ～北穂高岳南稜取り付き～ＢＣ 

       １６日 ＢＣ～横尾～上高地 下山  

 

６月９日 晴 

入山 新島々（１４：１５）～二俣ゲート口（１５：１５）～二俣（１７：００） 

新島々駅で体操をして二股へ向かう。舗装された林道を島々谷川沿いに進む。ゲート口

より車が入れないようになっていた。道幅は広くなかなか歩きやすい。矢嵩沢出合いにあ

る建物を越え林道を歩く。庄沢と島々谷川との出合いにある砂防ダムを横目に歩く。さら

に林道を行くと、少しずつ高度を下げ、島々谷川に架かる橋を渡った。途中１年生が少々

遅れたが無事に二俣に着きテントを設営して就寝した。 
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６月１０日 晴のち曇 １０℃ 

二俣（６：００）～岩魚留小屋（８：４０）～力水付近（９：５０） 

～徳本峠（１３：２５）～白沢出合（１４：５０）～徳沢園（１６：２０） 

二俣から徳沢まで長い道のりを向かう。沢沿いを行くので爽やかである。道中は道が崩

れていて危険な場所もあり苦労する。だが橋は整備されているのか新しい。３回ほど橋を

渡ると岩魚留小屋に着く。その後も何度も橋を通過するが、濡れているので注意して渡る。

１年生が遅れているので力水前で休憩。その後徳本峠まで長くクネクネした道をもどかし

い思いをしながら登り、徳本峠にて写真を撮る。展望は曇っているので少々悪い。そこか

ら白沢出合まで駆け下る。途中には所々雪渓があった。明神館で着替えをデポした後、平

坦な道を徳沢園まで向かう。徳沢園でテントを張って行動を終了する。 

 

６月１１日 雨 １０℃ 

徳沢園（６：１５）～横尾（７：３０）～本谷橋手前（８：５０） 

～涸沢雪渓手前（１０：１５）～涸沢（ＢＣ）（１２：３０） 

 朝は昨夜からの雨が降り続いていた。すばやく撤収し、横尾へ向かう。昨日の行動のた

めか、１年生のペースが上がらない。本谷橋へは１時間では進めず、途中で休憩を取る。

雨足は強まるばかりでウンザリする。本谷橋を越えた急登の途中で今日、上高地から後入

山した西出が追い付く。しばらく全員で行動し、テント設営の準備を行うため、２・３年

生は先に涸沢ヒュッテへ向う。今年の涸沢は雪が多く、毎年雪が固くて面倒な涸沢ヒュッ

テまでの雪渓は容易に蹴り込めた。テント場には他大学のテントもあり、賑わっていた。

１年生はボロボロになりながらも無事テント場に到着し、テントを設営した。夕方、廣瀬

ＯＢが入山され多くの差し入れを頂いた。この頃から雨足が止み、松本の方の空が晴れて

いた。 

 

６月１２日 晴 ５℃ 

＊滝谷パーティ  

須藤（４）＝内田（３）＝小林（２） 

ＢＣ（５：００）～北穂高岳南陵の取り付き（６：３０）～北穂高岳南峰（８：００） 

～ドーム取り付き（９：００）～ドームの頭（１６：３０）～最低コル（１７：００） 

～ＢＣ（１７：２０） 

 この日は晴天が迎えてくれた。ＢＣを出発し、意気揚々と北穂沢の雪渓を登る。しかし、

放射冷却が強まったためか、雪が非常に固い。北穂沢カールまで上がり、そこから北穂高

岳南稜へ向かい雪渓をトラバースする。トラバースは力強く蹴り込まなければ容易にスリ

ップしてしまう。南稜取り付きへの到着時間はバラつきが出た。北穂高岳南峰へは雪渓を

交えつつ目印を追う。南峰に到着し、登攀具を身に着ける。その後ドームの頭を巻き、第

三尾根沿いに下降する。浮石は多かったが良いルートを選んでいけばそれほど困難では無
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かった。懸垂支点を見つけたら、Ｔ１からＴ２へ懸垂下降を行う。右岸に見えるダイヤモ

ンドフェースの上へトラバースして取り付きのテラスに向かった。 

１ピッチ目 須藤がリードする。狭いチムニーを３０ｍ程登りピッチを切る。須藤と小

林はザックを背負ったまま登ったが、内田はザックを体から垂らして登っ

た。出口付近にチョックストーンがあり、そこから左へ巻くか、直登する

かを選べる。今回は皆、直登していった。 

２ピッチ目 内田がリードする。まずリッジ上を行く。しかし突然、意外な浮石が出て

くるので注意が必要だ。進むと、左に広いテラスが見る。そこから高度感

が無い凹角のルートに入る。抜け口の傾斜がきつくＡ０をして登ったが困

難を極めた。 

３ピッチ目 小林がリードする。ザイルの流れに注意し大岩を左に大きく巻いて４ピッ

チ目の取り付きへ向かう。 

 ４ピッチ目 小林がリードする。取り付きから右に見える凹角を登る。途中で右上し、

左へトラバースすると、大きめのバンドに出る。至る所に残置ピンが打た

れているため、ルートファインディングがとても難しかった。 

 ５ピッチ目 内田がリードする。バンドから目の前に顕著な凹角が見え一目で最終ピッ

チだと判断出来る。容易に凹角を進み、ハング気味の岩を右に巻く。岩に

は残置ハーケンが４連打されており、乗り越す際には多少安心できる。抜

けるとドームの頭に到着する。 

トランシーバーで連絡を取り最低コルへ向かう。コルからは駆け下り、無事に帰幕した。 
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＊雪上訓練パーティ 

水口（４）西出（２）矢部（１）廣瀬（ＯＢ） 

ＢＣ（６：００）～Ⅲ・Ⅳのコル下部（６：４０）～獅子岩（１２：４０） 

～ＢＣ（１３：３０） 

滝谷パーティを見送り、洗い物を済ませた後出発する。Ⅲ・Ⅳのコル付近で雪上訓練を

行うことにし、一気に雪渓を登る。直登、斜登など一通り歩行訓練を行った後、スタンデ

ィングアックスビレイの練習をする。１年生は初めて行う雪上でのビレイに苦戦していた。

天気が良く雪が解けたためか、雪上訓練中に何度も落石があり、上級生は常に上部に気を

配らなければならなかった。腰がらみとコンティニュアスを練習した後、Ⅲ・Ⅳのコルま

で行く予定だったが、落石が多かったため予定を変更し、雪上訓練を兼ねてコンティニュ

アスの状態で涸沢の最低コルまで行くことにする。しかし思いのほか時間が掛かったため、

ザイテングラード付近でＢＣへ戻ることにした。水口は滝谷パーティとシーバー交信を行

うため、最低コルに向かった。他のメンバーはグリセードの練習を行いながらＢＣに帰幕

した。ＢＣに着くと中洞ＯＢが入山されていて、お茶を作って待っていて下さった。 

 

６月１３日 曇 ５℃ 

ＢＣ（６：０５）～東稜の最低コル（９：００）～北穂高岳（１０：３０） 

～ＢＣ（１３：００） 

 朝から天気ははっきりせず、上部は曇っているが出発する。去年に比べて雪はそんなに

固くなく歩き易い。出発してすぐに１年生が遅れ始めたが、後ろに付いた廣瀬ＯＢからの

アドバイスを受けながら、なんとか登ってきた。雪渓上部のゴルジュで休憩し、登攀具を

付けてから東稜の最低コルへ向かう。東稜の最低コルからは須藤、内田、西出が先行し東

稜の核心部のルート工作に向かう。西出がリードし、１ピッチザイルをＦｉｘする。終了

点に良い支点がなかったのでハーケンを２本使って、支点を作った。その後東稜のコルへ

懸垂下降を行い、コルから雪渓を登り詰めると北穂高小屋に着いた。小屋に着くと雨がぱ

らつき始め、白出のコルまで行くのは無理と判断したが、滝谷の稜線だけは歩こうと考え、

最低コルへと向かうこととし、毛下着の上を着て出発する。松濤のコル付近は融雪のため

大きな穴が空いていた。ここで天気がさらに悪化し、１年生も体力的に消耗しているため

か、速度がでない。そのため南稜を下ることとし、岩稜をひたすら下って行く。南稜への

取り付き付近の傾斜が急な所で、５０ｍ懸垂下降をする。その後グリセードの練習をした

後、雪渓を駆け下りＢＣへ帰幕した。お茶を作っていると福留ＯＢが入山され、メロンな

どの差し入れを頂いた。 

 

６月１４日 曇のち晴 ５℃ 

ＢＣ（５：００）～Ⅴ・Ⅵのコル（５：５０）～Ⅲ・Ⅳのコル（８：２０） 

～前穂高岳頂上（１４：３０）～奥穂高岳（１２：３０）～白出のコル（１６：００） 
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～ＢＣ（１６：３０） 

 ＢＣを出発し、Ⅴ・Ⅵのコルに向けて一気に雪渓を登る。雪渓はそれほど固くなく、皆

順調に登る。ガスがかかったり晴れたりと天気が安定しない中、Ⅴ・Ⅵのコルでハーネス

とヘルメットを着け、まだ到着していない１年生を応援する。そこからは岩稜登りとなる。

２、３年生を中心にルートファインディングをしながら安全な道を進む。Ⅴ峰の登りでは

奥又白側に巻くように進む。途中に雪渓が現れ、ここには去年も雪があったが去年より多

くある。Ⅳ峰の登りではルートファインディングに少し手間取る。Ⅳ・Ⅴのコルから涸沢

側を登りⅣ峰頭手前にある岩峰まで行く。岩峰下から奥又白側と涸沢側に踏み跡が分かれ

ている。涸沢側の道が安定していそうだが、先に行ってみると浮石が多く、険しくなって

いたので、一見険しそうに見えるが道が安定している奥又白側を巻くように登った。その

後涸沢側を巻くようにしてⅣ峰頭を通過しⅢ・Ⅳのコルに着いた。そこで登攀の準備をし、

いよいよⅢ峰の登りである。 

１ピッチ目 奥又白側を大きく巻くようにして登った。探すとハーケンが沢山打ってあ

り岩にはアイゼンの跡もあったので容易に通過できた。支点を取るときに

前のパーティに追いついた。 

２ピッチ目 涸沢側に巻いて顕著な凹角を登る。概念ではチムニーと書いてあったが、

チムニーと言うよりは狭い凹角のような所であった。凹角は浮石が多いの

で慎重に進む。凹角を抜けて狭い凹角のようなチムニー左の前でザイルの

流れを考え１度ピッチを切る、ザイルの長さ的には上に上がれそうだ。 

３ピッチ目 チムニー左のフェースを登り稜線上に出る。フェースは階段状で登りやす

く、なんなく通過した。その後稜線上のガレ場を進みⅢ峰頂上直下の凹角

の前で支点を取った。概念では３ピッチで登攀は終了するが、２ピッチ目

を分けたため、１ピッチ増えた。 

４ピッチ目 凹角を登りⅢ峰頂上に着いた。凹角は途中までざくざくの雪が付いており

簡単に進めた。頂上では前のパーティがビレイをしていて他の支点を作る

のに手間取った。 

その後、Ⅱ峰の頭を登り、Ⅱ峰の下りで懸垂下降をした。２年生と１年生が下り、回収が

困難だったため１度懸垂点を前穂高岳側にずらし他の者が下りた。 

そこからガレた稜線上を行き、前穂高岳頂上に着いた。雲が切れ青空が見え爽快な気分

になる。先に登った者はそこで休憩を取り、全員が揃ってから奥穂高岳に向かって出発す

る。 

前穂高岳を出発し紀美子平に向かって踏み跡を辿って下り、分岐点から奥穂高岳に向か

って吊尾根をトラバース気味に夏道を行く。途中２回程急な雪渓をトラバースすることに

なったのでＦｉｘを張った。１年生を通過させ回収する作業を上級生で分担して行った。

１度稜線上に出てそこで休憩を取り最後の登りは一気に頂上まで向かった。頂上に着くと

ガスがかかり風も強くなった。風の当たらない所で遅れている１年生を待ち全員が揃って
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から、記念撮影をしてすぐに下降した。白出のコルへ向かう下降で１度雪渓をＦｉｘし通

過した。浮石が多いので慎重に下り、鎖場と梯子を降りて白出のコルへと下り、そこから

は雪渓を下りた。最初はグリセードの練習をしながら、途中からは駆け下りをしてＢＣに

帰幕した。 

 

６月１５日 曇 ５℃ 

ＢＣ（７：５０）～南稜取り付き（１０：３０）～ＢＣ（１３：００） 

滝谷パーティを見送り、１年生の靴擦れがひどかったため治療してから天気待ちをして

出発した。ゴルジュの下の雪渓を登り始める。雪渓から夏道に入り、南稜に向かってまた

雪渓をトラバースする。トラバース後、南稜に伸びる急な雪渓で１度Ｆｉｘを張り南稜の

稜線上に上がり、休憩を取る。１年生の状態や時間などを考え、白出のコル、最低コルま

で行くのは不可能と判断し、下降に移る。このときシーバー交信が入り滝谷パーティも下

降に移っていることが分かった。登りでＦｉｘした場所を今度は懸垂下降し、雪渓では歩

行訓練とグリセードの練習をしながら下り、滝谷パーティとほぼ同時にＢＣに着いた。 

 

＊滝谷パーティ 

 水口（４）＝西出（２）＝福留（ＯＢ） 

ＢＣ（４：５５）～南峰（６：４０）～ドーム中央稜取り付き点（８：２５） 

～登攀終了（１１：２０）～ＢＣ（１２：３０） 

朝の天気はあまり良くなかったが、予報では晴れるということなので出発する。途中で

２年生が遅れたが、全員順調に南峰まで登った。ここで登攀具を付け出発する。途中で間

違えてＣ沢左俣を下降してしまい、登り返すことになった。天気は相変わらず回復せずガ

スっているため、取り付き点へはまだ下降せず、天気待ちをすることにする。南稜パーテ

ィとシーバー交信すると、下部は晴れているそうなので、雪も降り始めてきたがもう少し

待ってみることにする。少しすると雲がなくなり、青空が見え始めたので取り付き点への

下降を開始する。全体的にガレているので、落石を起こさないように注意しながら下る。

第３尾根沿いに踏み跡を辿り下っていくと、ハンガーボルトで作った懸垂支点があり、そ

こで懸垂下降する。第３尾根をトラバースした後、中央稜の基部を回り込めば取り付き点

に着いた。 

１ピッチ目 水口がリード。凹角からチムニーに入る。チムニー内はザックを背負った

ままでは身動きがしづらい。上部のチョックストーンを越えるとテラスに

出た。 

２ピッチ目 水口がリード。最初は緩やかなリッジを登り、上部はカンテを登る。カン

テは右の方から登った方が簡単だ。最後にカンテ左に移り、ホールドの少

ないスラブを登るとテラスに出た。 

３ピッチ目 西出がリード。左に見える大きな岩を巻き、取り付き点へ向かい岩場を歩
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く。４ピッチ目のルートの全体を見ることができる。 

４ピッチ目 西出がリード。右の凹角沿いを登る。途中から右のスラブも登れるが難し

いので、左の凹角沿いを素直に登る。 

５ピッチ目 水口がリード。ビレイ点から顕著な凹角を登り、上部のハングした岩を右

から登り、終了点に着く。登り易く快適なピッチだった。 

天気が良く、終始快適に登攀することができた。終了点で南稜パーティとシーバー交信

を行うが、上手く繋がらないので最低コルへ向かって出発する。最低コル付近でもう一度

交信してみるとやっと繋がり、南稜パーティも今から下り始めるということなので、最低

コルの一つ手前のコルから一気にＢＣまで下り、帰幕した。この日福留ＯＢ、小林は下山

した。 

６月１６日 晴のち雨 ５℃ 

涸沢（６：３０）～本谷橋（７：２０）～横尾（８：１０）～徳沢園（９：２０） 

～明神館（１０：１０） 

 テント撤収後、下山開始。涸沢の雪渓を下るが、靴擦れのためか、１年生は苦しんでい

た。１年生を連れてはコースタイム通りに行くか危ぶまれたが、雪渓が終わると順調なペ

ースで足を運ぶ。徳沢から明神の間では下山パワーを発揮したのか、上級生からの激励か

らか、大声をあげて駆け出す場面もあった。 

明神館に無事到着すると下界の空気を感じつつ、青空に見える明神岳を眺め感慨にふけ

た。ここで整理体操をして合宿は終了。皆思い思いに上高地へ足を運ばせたが、土砂降り

の雨が待っていようとはこの時気付きもしなかった。 
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４．夏山合宿 

 

期 間：２００９年８月７日～２００９年８月２３日 

 

場 所：北アルプス 剱岳 真砂沢定着～上高地縦走 

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

       ３年 内田龍也 

２年 小林新平 西出広平 

１年 矢部高貴 

 

行動概要：８月 ７日 離京 （新宿２２：３０発、扇沢行きバス） 
８日 入山 黒四ダム～内蔵助平  
９日 内蔵助平～真砂沢テント場 

       １０日 ＢＣ～長次郎谷～雪上訓練～ＢＣ 
       １１日 ＢＣ～源次郎尾根～剱岳～長次郎谷～ＢＣ 
       １２日 ＢＣ～八ツ峰主稜下半・上半～八ツ峰の頭～長次郎谷～ＢＣ 
       １３日 停滞 
       １４日 登攀日  八ツ峰Ⅵ峰Ａフェース 魚津高ルート 
       １５日 登攀日       Ｃフェース 剣稜会、ＲＣＣルート  
       １６日 登攀日       Ｄフェース 富山大ルート 

          チンネ  左稜線、北条・新村ルート 
  
１７日 真砂沢～剱沢三田平 

       １８日 剱沢三田平～五色ヶ原 
       １９日 五色ヶ原～スゴ乗越小屋 
       ２０日 スゴ乗越小屋～薬師峠 
       ２１日 薬師峠～雲ノ平 
       ２２日  雲ノ平～双六小屋 
       ２３日  双六小屋～槍沢ババ平～上高地 下山 
 
８月８日 曇のち晴 

黒四ダム（７：００）～内蔵助谷出合（１０：２０）～内蔵助平（１６：４０） 

 黒四ダムから旧日電歩道と書かれた標識のある道を進んでいく。関西電力の管理小屋の

おじさんに、ここ数日間の雨で道が滑りやすくなっているので注意するようにと言われる。

内蔵助谷出合までは道もそんなに悪くなく順調に進む。出合からは所々で登山道が崩壊し

ており、ザイルがＦｉｘされていた。倒木帯もあり重荷の我々にはかなりきつい。出合か

らは岩を乗越す所もあり道は悪かった。傾斜が緩くなるとそこは内蔵助平で、笹薮の中を

さらに進んでいくと、少し開けた場所がありここにテントを張った。皆疲れ切っており、

明日のことを考えすぐに眠りについた。 
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８月９日 曇時々雨 ８℃ 

内蔵助平（６：０５）～ハシゴ谷乗越（１０：００） 

～真砂沢テント場（ＢＣ）（１４：３０） 

 最初は傾斜もほとんどなく、何箇所か道が崩壊している所があったが順調に進んでいく。

傾斜が出始めきつい登りとなるが、道は良く問題はなかった。ハシゴ谷乗越からは梯子が

何箇所も続き、集中しながら下降して行く。岩が濡れているので、注意しながら下って行

く。沢の音が聞こえてくれば真砂沢ロッジは近い。剱沢の雪渓にはスノーブリッジがあり、

溶けかけていたので注意しながら一人ずつ渡る。さらに進んでいくとやっと真砂沢ロッジ

近くのテント場に着いた。 

 

８月１０日 雨のち曇 １５℃ 

ＢＣ（５：００）～雪上訓練開始（８：３０）～ＢＣ（１２：３０） 

 朝から雨が降っていたが、熊ノ岩へと雪上訓練をしに向かう。今までにない長い雪渓登

りの為か、１年生は悪戦苦闘していた。今年は去年より雪が少なかったため、雪渓の様子

は秋の様である。剱沢と真砂沢の合流場所と、長次郎雪渓の途中、（源次郎Ⅰ峰下の雪渓）

の雪渓には大きなクレバスが開いており、滝の音が豪快に聞こえてくる。この２箇所を高

巻きし、熊ノ岩を目指す。そして熊ノ岩の下に到着し、雪上訓練を開始する。雨が降り終

えたため雪が硬くなっていたが順調に歩行訓練をこなす。その後、コンティニュアス、ス

タンディングアックスビレイを練習する。雪上訓練を一通りこなした後は雨も降っている

ため、早めに切り上げＢＣへ戻り、ＢＣでは前日までの疲れを皆十分に癒し明日に備える。 

 

８月１１日 曇時々晴 １３℃ 

源次郎尾根 

ＢＣ（５：０５）～源次郎尾根取り付き（６：１５）～Ⅱ峰（９：５０） 

～剱岳頂上（１１：５０）～ＢＣ（１４：２０） 

ＢＣから源次郎尾根取り付きを目指して、進んでいく。上級生はルート工作をするため

先行する。尾根ルート取り付き手前の雪渓で登攀具をつける。取り付きから西出が５０ｍ

いっぱいにＦｉｘし後の者はユマールで登る。最初の岩を乗越す所が少し難しいが後は問

題ない。回収は須藤、小林が行い他４名は先に進む。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、高度を上げていく。途中で岩場が２ヶ所連続している所は、西出

がＦｉｘする。このあとしばらくハイマツ帯を進んでいくと、ルンゼルートに合流する台

地に着く。ここで休憩し、踏み跡のしっかりしたⅠ峰を登る。途中のチムニー状の岩場は

巻かずに、概念通りに忠実にチムニーの中を進んでいく。緩斜面を進み、尾根上に出たら

Ⅰ峰は近い。Ⅰ峰の下りは所々急な場所があるので、クライムダウンで下る。内田、小林、

西出はⅡ峰の懸垂下降準備のため先行するが、先行パーティがおりⅡ峰頂上で１時間程待

つこととなった。懸垂下降は水口、内田、矢部が先に行い剱岳へ向かい、残りのメンバー



 - 17 - 

が回収を行い、追う形となった。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。剱岳山頂では天気も良く、展望も良かった。全員で写真を撮ったあと、長次郎のコル

から長次郎谷の左俣を下っていく。途中シュルントが在るので注意しながら下る。熊の岩

からで右俣へ移り、ＢＣまで駆け下った。 

 

８月１２日 晴のち曇 １０℃ 

八ツ峰上半下半 

 ＢＣ（５：５０）～Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼ取り付き（６：５０）～Ⅰ・Ⅱのコル（７：４５）

～Ⅴ・Ⅵのコル（１０：００）～八ツ峰の頭（１３：２５）～ＢＣ（１５：２０） 

暗い内にＢＣを出発し長次朗雪渓を詰めて行き、Ⅰ・Ⅱ峰間ルンゼに入る前に休憩を取

る。それからⅠ・Ⅱ峰間ルンゼを入り、ガレ場を行く。ルンゼ内は雪は無く、多少濡れて

いたので慎重に進む。Ⅱ峰寄りにあるスラブには行かずに、ルンゼ内をひたすら行き、Ⅰ・

Ⅱのコルに到着した。Ⅱ峰の登りは簡単なスラブを行き、Ⅱ峰の頂上から５０ｍ懸垂下降

した。以降は水口を除いた上級生全員で先行し、懸垂下降のセットして行く。Ⅲ峰の登り

は以外に簡単なスラブで長次郎谷側を巻くようにして登り、頂上から２５ｍ懸垂下降する。

Ⅳ峰の登りは踏み跡を辿って行く。Ⅳ峰の下りも２５ｍ懸垂下降をする。Ⅴ峰の頂上から

長次郎谷側の踏み跡を辿って少し下る。Ⅴ峰の下りは長次郎谷側に１回２５ｍ懸垂下降し、

三ノ窓谷側に少しトラバースし、ハイマツを使って２回２５ｍ懸垂下降し、Ⅴ・Ⅵのコル

に着いた。 

Ⅵ峰の登りは三ノ窓谷側のガリーから取り付き、踏み跡沿いに行きⅥ峰に着く。Ⅵ峰の

下りは２５ｍの懸垂下降をし、Ⅶ峰に向かって稜線上をひたすら行く。Ⅶ峰の下りは２５

ｍ懸垂下降をして下りる。この辺りは１年前にも来ているので、軽快に進む。懸垂下降し

た後は、三ノ窓谷側に巻くように踏み跡がついている。Ⅷ峰の登りは三ノ窓谷側にあるル

ンゼを行き、Ⅷ峰の頂上からは５０ｍ懸垂下降する。八ツ峰の頭への登りは、２年生が先

行しＦｉｘを張る。登り自体は簡単だが、浮き石を落とさないように慎重に登る。全員が

登りきってから、急にガスが出始め風も強くなってきたので、迅速に池ノ谷乗越に向け急

いで５０ｍの懸垂下降に入る。チンネから池ノ谷乗越に進んでくる他のパーティがいたの

で落石を落とさない様に慎重に進む。池ノ谷乗越で少し休憩を取った後、雪渓を下るが雪

が少なく、ガレた右俣を慎重に下る必要があった。熊ノ岩の下部まで全員一緒に下り、雨

が降りそうだったので猛スピードでＢＣに帰幕した。その日の夕食頃に小笠原ＯＢと引間

ＯＢがハシゴ谷を越え入山され、差し入れを頂いた。 

 

８月１３日 雨 １２℃ 

停滞 

朝食を取った後も相変わらず天気は悪く剱沢上部までガスっている。学生は登攀をせず、

停滞としたが、昨日入山された小笠原ＯＢ、引間ＯＢは剱沢小屋まで行くというので見送
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る。終日天気は悪く、雨は深夜まで降り続いた。 

 

８月１４日 曇のち晴 １０℃ 

＊Ａフェース魚津高ルート 

 内田（３）＝矢部（１） 

ＢＣ（６：００）～登攀開始（８：４０）～Ａフェースの頭（１２：４０） 

～ＢＣ（１５：００） 

西出（２）＝須藤（４） 

ＢＣ（６：００）～登攀開始（９：３０）～Ａフェースの頭（１２：３０） 

～ＢＣ（１４：５０） 

 ４：００に朝食を取るが、昨日の雨雲の名残か外はガスっている。よって、６：００ま

で天気待ちをし、ガスが晴れたので出発。今日のⅥ峰フェースは特に多くの人々で賑わっ

ていた。内田、矢部パーティが先行しているので、それを追うように須藤、西出パーティ

が登っていくこととなる。 

 １ピッチ目 凹角を登り核心のハングを右上して巻く。核心部は雨で濡れて滑るため 

カムでランニングを付けたし乗り越した。そして右へクラックを進み、か

ぶった岩峰にあたったら左のスラブへ移り、テラスへ出る。１年生は核心

部、クラック共に、苦戦していた。 

 ２ピッチ目 リッジ上をひたすら登る。ザイルが余っていたので３ピッチ目と繋げ、Ａ

フェースの頭へ一気に登った。１年生は１ピッチ目とは違い、スムーズに

登ってくる。 

頭で後続の須藤・西出パーティを待ち、共にⅤ・Ⅵのコルへ懸垂下降して終了した。Ｒ

ＣＣルートの登攀を終えて待機していた水口、小林とⅤ・Ⅵのコルで合流しＢＣへ駆け下

った。この日の日差しは強く、顔を見れば皆、焼けて夏男となっていた。 

 

＊ＣフェースＲＣＣルート 

水口（４）＝小林（２） 

ＢＣ（６：００）～取り付き（８：４０）～Ｃフェースの頭（１０：４０） 

～ＢＣ（１５：１０） 

 長次郎雪渓を詰めＣフェースの取り付きに着いた。今日はＣフェースの剣稜会ルートを

登る予定だったが、８パーティほど他のパーティがＣフェースの剣稜会ルートに取り付い

ていたので計画を変更しＲＣＣルートを登ることにした。 

１ピッチ目 雪渓が少なく、浮石が多くガレている。登り始めは凹角を右上し、凹角沿

いに行く。ルートが分かりにくいので短く切った。 

２ピッチ目 ガリーをつめて左上して行く、浮石が多く落石を起こさないように注意し

ながら行く。 
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３ピッチ目 右上し、ハイマツ帯の右のスラブを行く。スラブは濡れていて、難しい。 

４ピッチ目 ハイマツを掴みながらスラブを行く。 

５ピッチ目 クラックが走るフェースを登る、途中長次郎谷側に回りこむようにして登

りハイマツで支点をとり、ピッチを切った。 

６ピッチ目 簡単な岩場を登る、苦労することなく頭に到着した。 

頭でＡフェースを登っているパーティと連絡がとれず、Ⅴ・Ⅵのコルまで下り、他のパ

ーティが登攀終了するのを待って全員でＢＣに帰幕した。 

 

８月１５日 晴 １２℃ 

＊チンネ、北条・新村ルート～ｇチムニー～ｃ、ｄクラック 

水口（４）＝内田（３）＝小林（２） 

ＢＣ（４：５０）～近藤岩（６：００）～取り付き（９：００） 

～チンネの頭（１２：２５）～ＢＣ（１４：３０） 

 ＢＣを出発し近藤岩に向かって急いで降りていく、朝露で体がビショビショになってし

まう。近藤岩からは三ノ窓雪渓に向けて沢沿いに登っていく。北股の上部でやっと雪渓が

現れ、そこから永遠のように長い雪渓登りが始まる。ノドの上部で雪渓が切れているので

右のルンゼをつめてガレ場をチンネに向かって巻くように進む。取り付き周辺は浮石が多

く落石に気をつけなければならない。また他のパーティが中央チムニーを登っていた。１

～２ピッチ目は内田、３ピッチ目は水口、４～６ピッチ目は小林がリードする。 

１ピッチ目 クラック沿いに右上。簡単だが浮石が多く、落石に注意しながら進んだ。 

２ピッチ目 クラックを登る。抜け口が少し難しいが高度感はあまり無く、快適。３０

ｍ程進んだ所のテラスでピッチを切る。 

３ピッチ目 途中アブミを使用し進む。高度感がありトップは大変そうだ。最初は凹角

を行き、左手にあるフェースをアブミを使って登る。少し登るとハングが

現れ左に巻き凹角に入る。凹角は掴みやすいホールドが多いが高度感があ

り、緊張しながらも確実に進む。中央バンドでハイマツを支点にしてピッ

チを切る。 

４ピッチ目 中央バンドからｇチムニーに向かう、階段状の岩場で簡単である。 

５ピッチ目 ｇチムニーを登る。高度感はあまり気にならないが、チムニーは狭く苦労

する。チムニーを抜けると上にはｅクラックが見える。トラバース気味に

移動しｃクラックに入る、ｃクラックを抜けた所でピッチを切った。 

６ピッチ目 ｄクラックを行くが高度感がかなりあり、２年生は弱音を吐いている。上

級生に尻を叩かれトップをいくが遅い。やっとの思いで頭に着く。頭に全

員着いた時点でガスが辺りを覆い始める。 

 天候が悪くなってきたため急いで池ノ谷乗越に行き、長次郎雪渓を駆け下りＢＣに帰幕

した。 
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＊Ｃフェース剣稜会ルート 

西出（２）＝矢部（１）＝須藤（４） 

ＢＣ（４：５０）～登攀開始（８：００）～Ｃフェースの頭（１１：４０） 

～ＢＣ（１３：３０） 

 Ｃフェース取り付きに着くと先行パーティがすでにおり、我々は６組目になった。１時

間ほど順番待ちをして取り付くものの各ピッチごとにビレイ点はすべて埋まっており、結

局登っては待ち、登っては待ちの繰り返しとなる。 

１ピッチ目 左上に見えるテラスへ向かって快適なスラブの登攀。ビレイ点近くになる

と岩が脆くなり、慎重に足をおいてビレイ点に着く。先行パーティが、安

定したテラスにあるビレイ点を使っているので、少し下のビレイ点を使用

する。 

２ピッチ目 先行パーティが通過してから、先行パーティが使用していた一段上がった

所のテラスのビレイ点に移動し、登り始める。ビレイ点から、１ｍ程ＲＣ

Ｃルート側にトラバースし、凹角を登る。その後ルートはハイマツ帯の中
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をリッジ伝いに行くのでプロテクションの取り方を考えないと非常にザイ

ルの流れが悪くなる。 

３ピッチ目 ビレイ点は白い岩に黒い残置ピンがあるので見つけ易かった。ここからほ

ぼ真っ直ぐザイルを伸ばしてこのピッチを終了。残置ピンも豊富、かつホ

ールドも多くあり快適である。 

４ピッチ目 ビレイ点のピンが浮いていたので、打ち直す。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たすぐの所でビレイする。 

５ピッチ目 簡単だが非常に脆い岩場を落石に注意しながら登る。２０ｍほどでＣフェ

ースの頭に着いた。 

その後縦走路をたどり、Ⅴ・Ⅵのコルへ下降しＢＣへと下った。 

 

８月１６日 晴 １１℃ 

＊チンネ左稜線 

須藤（４）＝西出（２） 

ＢＣ（４：０５）～取り付き（８：００）～チンネの頭（１２：２５） 

～ＢＣ（１４：３０） 

 ＢＣから近藤岩へ剱沢を横目に進んでいく。二俣で橋を渡り左岸を詰めていく。今年は

橋からかなり上部まで詰めないと雪渓は現れない。雪渓の入り口で休憩し、雪渓を落石に

注意しながら登っていく。雪渓はノド上部で切れており、三ノ窓尾根からノドを右に巻き

取り付きへ向かう。取り付きにはすでに１パーティ取り付いているのが見えた。バンドが

顕著に見えるので取り付き点は分かりやすい。水分をしっかり補給してから登攀を開始す

る。 

１～３ピッチ目 須藤が初めにリードし、つるべで登っていく。フェースはスタン

スもホールドもしっかりしていて、落ち着いて問題なく登る。 

４ピッチ目 ブッシュのあるテラスからピナクルを右に回り込むと暗いテラス

に着く。ここはザイルの流れが悪くなり易いので注意する。 

５～６ピッチ目 フェースを直上し、ハイマツの多い平坦なリッジに出る。ここで

先行パーティに先を譲ってもらう。 

７～８ピッチ目 ハイマツ交じりのリッジを登っていく。 

９ピッチ目 小さなピナクルが次から次へと出てくるので、ランニングの取り

方に注意しつつ登りＴ５へ。 

１０ピッチ目 左稜線の核心部。右側のナイフエッジから、ハングを越えていく。 

          ここをＡ０でなんとか突破する。ハングを越えた後も傾斜の強い

フェースが続き、気は抜けない。ここまでは良いペースだったが、

ここで時間が掛かってしまった。 

１１ピッチ目 傾斜はないが、岩が脆くホールドが信用できないので怖い。スタ
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ンスをしっかり見つければ問題ない。 

１２～１５ピッチ目 ピナクルが連続するナイフエッジをトラバース気味に通過してい

く。ザイルの流れを考えてランニングを取っていくようにする。

チンネの頭にて登攀終了となる。 

天気は快晴でチンネの頭でゆっくり休憩する。左稜線では核心部以外でいかに時間を短

縮するかが重要だと感じた。チンネの頭から池ノ谷乗越へと向かう途中に懸垂支点がある

が、クライムダウンでがっちり下れば問題ない。池ノ谷乗越から雪渓をシュルンドに気を

つけながら少し下り、途中からガレ場に入る。ガレ場を熊ノ岩上部付近まで下っていき、

そこから長次郎雪渓右俣に入りＢＣまで駆け下った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ＣフェースＲＣＣルート 

水口（４）＝矢部（１） 

ＢＣ（４：０５）～登攀開始（７：３０）～Ｃフェースの頭（９：３０） 

～Ⅴ・Ⅵのコル（１０：３０）～ＢＣ（１３：００） 

 日も上がっていない早朝から、食事を摂り出発する。チンネ左稜線パーティを見送り、

Ⅵ峰フェースパーティも同時に出発する。お盆という時期と映画（剱岳点の記）の影響か

今年は剱岳に来る人が多い。 

今年は去年、雪が少なかったため、雪渓の様子は秋の装いである。剱沢と真砂沢の合流

と、長次郎雪渓の途中、（源次郎Ⅰ峰下の雪渓）の雪渓には大きなクレバスが開いており、
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滝の音が豪快に聞こえてくる。この２箇所を高巻きし、Ⅵ峰フェースを目指す。今日で３

日目となる雪渓登りは慣れたもので、先行する上級生のシュルントの見分け方は上手いも

のだ。１年も最後ということで、頑張っている。先行パーティの支点待ちをして登攀を開

始する。 

 １ピッチ目 支点から右に走るバンドを右上し、懸垂点らしき支点から凹角を登り、ル

ンゼの頭でビレイ。 

 ２ピッチ目 ルンゼからフェースをトラバースし、バンドでビレイ。 

 ３ピッチ目 バンドから階段上のフェースを登り、最後は細かい凹角を越え広いハイマツ

テラスにてビレイ。１年生は特に問題なく登ってくるが、クラックや凹角に 

なると速度は遅い。 

 ４ピッチ目 テラスから左上し、凹角状のフェースを登る。最初は向かって右の凹角を

進み、途中で左の凹角に移る。支点は無いので、太いハイマツでビレイ。 

 ５ピッチ目 支点から右に行き、傾斜の緩いフェースを登る。支点はないので、全てハ

イマツかカムでランニングを取る。Ｃフェースの頭に出るフェースは立っ

ていて少し面白いが短い。ハイマツや岩を利用してビレイ。 

 登攀を終了し、富山大パーティと合流後、チンネ隊とシーバー交信をして下降を開始す

る。雪渓到着後、１年生の雪上訓練をして帰幕する。水口はチンネ隊と交信するため熊ノ

岩に残り、登攀終了を聞き帰幕した。 

 

＊Ｄフェース富山大ルート 

内田（３）＝小林（２） 

ＢＣ（４：０５）～取り付き（７：００）～Ｄフェースの頭（１０：００） 

～ＢＣ（１３：００） 

 長次郎雪渓を詰めＤフェースの取り付きに着いたが雪渓が少なく、取り付きが分かり難

くくなっていた。地上から少し登った所の支点から登攀を開始する。 

 １ピッチ目 頭上のハングを左に避けるようにして凹角に入る、途中Ａ０をして突破す

る。狭いテラスでピッチを切った。テラスにはしっかりとした支点があっ

た。 

 ２ピッチ目 左上の凹角のような所を登っていき、途中からクラックを登った。浮石が

多く慎重に登ったが簡単だったので、すんなり通過することができた。広

いテラスでピッチを切った。 

 ３ピッチ目 フェースを直上。途中からガレた凹角に入り、順調に登っていく。支点が

取れそうなテラスの前で右に少しトラバースした。トラバースは足場が悪

くホールドも少ないので難しかった。 

 ４ピッチ目 フェースを右上にルートを取りリッジ上に出る。フェースは簡単でホール

ドがしっかりある。落ちる気がしなかった。 
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 ５ピッチ目 細いリッジ上をザイルいっぱいになるまで登った。リッジ上は簡単で素早

く登ることができ、終了点の近くまで行くことができた。 

  

６ピッチ目 終了点までリッジをＣフェース側に巻くようにして一気に登る。５ピッチ目

で高度を稼いだおかげで、すぐに終了点に到着した。 

 Ｄフェースの頭からは、Ｃフェースの頭にいる水口、矢部パーティを確認することがで

きた。登攀具を整理し、Ｃフェースの頭へ向かい、皆で休憩する。その後Ⅴ・Ⅵのコルへ

懸垂下降し長次郎雪渓を一気に駆け下りＢＣに帰幕した。 

 

８月１７日 晴 １０℃ 

真砂沢テント場（６：５０）～平蔵谷出合（８：３０）～剱沢三田平（１０：１５） 

縦走初日。真砂沢ロッジの方、山渓出版社の方と話があったので出発が大分遅くなって

しまった。今日の行程は短いが雪渓を重荷で通過するため滑って怪我をしないようしっか

りと登っていく。最初の休憩は平蔵谷出合で取り、ここから弁当も食べ始める。少し上の

雪渓は大きなシュルントがあった。涼しい内に登ってしまおうと全員で声を出し、隊を盛

り上げていく。テント場に着くと、すでにテントは沢山あり、昼頃にはテント村になって

いた。ここで水口が下山した。 

 

８月１８日 晴 ８℃ 

剱沢三田平（５：３０）～大汝休憩所（７：５０）～一ノ越（９：４５） 

～獅子岳（１１：４５）～ザラ峠（１２：５０）～五色ヶ原（１３：３０） 

 早朝出発時には剱沢三田平に幕営している他のパーティも続々と出発していた。別山の

稜線上に登ると室堂が一望できた。そこから立山三山に向け稜線上を行く。富士ノ折立に

向かって急登を登り、稜線上を大汝山、雄山と進む。雄山にはかなりの数の人がいた。雄

山の下りは少々ガレていて、人も多いため時間がかなり掛かってしまった。 

 一ノ越で休憩をして龍王岳を登る。先程とは打って変わって人が少なく静かである。龍

王岳、獅子岳、ザラ峠とアップダウンを繰り返し、１年生はもちろん２年生もかなり疲れ

ている。気合を入れ直しザラ峠から一気に登り、木道に出る。ダラダラとした木道を行き、

テント場に到着した。テント場には外国人もいて国際的な感じだ。 

 

８月１９日 晴 ８℃ 

五色ヶ原（５：２０）～越中沢岳（７：５０）～スゴ乗越（１０：３０） 

～スゴ乗越小屋（１１：３０） 

テント場から続く木道を行き、五色ヶ原山荘を通り過ぎ、鳶山に着く。そこからアップ

ダウンを繰り返し、越中沢岳に着いた。越中沢岳からその日の幕営地であるスゴ乗越小屋

が見える。スゴノ頭からは一気にスゴ乗越まで下るが、ガレ場があったり樹林帯があった
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りといささか苦労しながらスゴ乗越に着く。カンカン照りの天気にバテてしまう者もいた。

スゴ乗越からの登りはハシゴ場などもあり、道が悪い。汗だくになりながら幕営地に着い

た。 

８月２０日 晴 １０℃ 

スゴ乗越小屋（５：２０）～間山（６：２０）～薬師岳（９：００） 

～薬師峠（１０：３０） 

 薬師岳に向けて長い登りを行く。出発してから前半は緩やかな登りであるが、２８３２

ｍのピーク、北薬師岳と行くにつれ急登になり道もガレてくる。天気は晴天だが、風が強

く、なるべく風の当たらない所で休憩をしながら登る。北薬師岳を過ぎ、薬師岳へカーブ

した尾根を一気に進む。１年生は上級生に急かされながら懸命に登っている。薬師岳の頂

上には祠があり写真を撮ってから薬師峠に向けて足早に下る。薬師平を過ぎ、大きな岩が

ある沢沿いの道を行き薬師峠に着いた。行動が早く終了したので皆、体を休め明日に備え

る。天気もよく、広々として良いテント場であった。 

 

８月２１日 曇のち雨 １２℃ 

薬師峠（５：２０）～薬師沢小屋（７：３５）～雲ノ平（１１：３０） 

薬師峠を出て太郎平小屋まで向かう。朝からガスっており、いつ雨が降り出すか分から

ない状態だ。それでも、よく整備された木道をずんずん進む。太郎平小屋付近の分岐を薬

師沢方面に向かう。ここから長く急な坂となり注意が必要であった。坂を下りきり、沢に

掛かる橋を渡るとまた木道が現れた。歩きやすい道を進んでいくが、途中で雨が降り出し

てしまい、道が滑り易くなってしまった。気を抜くと転んでしまうので、気を引き締め先

に進む。薬師沢小屋に着き休憩を取る際、中洞ＯＢが小屋に預けていて下さった差し入れ

を受け取る。中身はお菓子であり、一同やる気が漲る。その後雲ノ平への急登を急ぐ。足

場が苔むしている上に雨が降っているため、危険な箇所が続くが、急登が一段落して木道

が見えると一気に開放感にあふれた。途中いくつもある庭園を横目にテント場へと進む。

延々と進み続け、ようやくテント場に着いた頃には雨が本降りとなっていた。雨が降りし

きる中、急いでテントを設営し休みを取る。秘境というのに景色もよく見えず、気の晴れ

ない一日であった。 

 

８月２２日 晴 ８℃ 

雲ノ平（５：５０）～祖父岳山頂（７：１０）～鷲羽岳山頂（８：４０） 

～三俣山荘（９：２５）～双六小屋（１１：３０） 

 雲ノ平から双六小屋へ向かう。昨日からの雨も朝方には止み、少々晴れ間を見せていた。

だが木道は雨で濡れており滑り易くなっているため、慎重に祖父岳へと歩みを進める。ガ

レた登りを登り切ると祖父岳山頂に着く。ここから槍ヶ岳の姿が垣間見え気が引き締まる。

岩苔乗越を過ぎ、ワリモ岳を経由して鷲羽岳を目指す。ワリモ岳山頂付近から強風が吹き
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始める。風の当たらない所で休憩を取った後、鷲羽岳山頂へ一気に向かう。山頂はやはり

強風が当たり寒かった。写真撮影をして三俣山荘へと下る。三俣山荘への下りは少々道が

悪い箇所もあり注意が必要だったが、途中から傾斜も緩くなり進みも速くなった。三俣山

荘辺りまで来ると風も弱くなり、日が当たり暖かくなってきた。三俣山荘で休憩を取る。

とても雰囲気のいい山荘である。そこから双六小屋へと向かう。三俣蓮華岳には登らずに

巻道を進む。歩きやすい道を延々と進み、無事に双六小屋へ辿り着く。双六小屋の天気は

とても良いが、風が強かった。全員前日の雨で濡れた私物を乾かし、翌日一気に下山と決

め休養を取った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月２３日 晴 １０℃ 

双六小屋（４：４０）～硫黄乗越付近（５：５０）～千丈沢乗越（７：１０） 

～槍ヶ岳山頂（８：１０）～槍沢ババ平（１０：４０）～槍沢ロッジ（１１：００） 

～横尾（１２：２０）～徳沢（１３：３５）～明神（１４：２０） 

今回の合宿のフィナーレを飾る槍ヶ岳へと向かう。今日は下山できるかどうかのタイム

リミットがあり、皆下山に対するパワーに満ち溢れている。歩く速度も皆速く、槍ヶ岳へ

と一気に歩を進める。槍ヶ岳へ近づくにつれ、道が悪くなっていく。途中何度かある鎖場

を過ぎ、千丈沢乗越を越え、槍ヶ岳へとどんどん進んでいく。ガレている急登を登り切り、

槍ヶ岳山荘へと辿り着いた。そこで全員ザックを置き、槍ヶ岳登頂を目指す。皆ザックを

下ろしたため、体も軽く、すぐに山頂へと着く。山頂ではとても展望がよく、剱岳も見え、
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とても感慨深いものがあった。山頂に居た人に写真を撮って貰い、槍ヶ岳山荘前で休憩を

取る。皆今日中に上高地に着くためにやる気十分である。その後ババ平へと向かう。槍ヶ

岳山荘から槍沢への下りは、他の登山客が多くスムーズに降りづらい。沢沿いになると比

較的道もよく他の登山客も減ってきたので歩き易くなった。ババ平を横目に槍沢ロッジへ

と進む。ロッジではそこはかとなく下界の空気が感じられた。ロッジでの休憩の後、横尾

へと向かう。軽装の登山者の姿が多くなり、いよいよ下山も目前である。横尾山荘は多く

の人で賑わっていた。自然と顔も緩んでくる。そこからは見慣れた道を突き進む。合宿最

後の歩きであるためか、皆歩みが早い。徳沢へ着き、明神へ向かう。明神館前にて整理体

操を行い、長かった夏山合宿が終わった。 
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５．韓国山行 

 
期 間：２００９年９月１７日～２００９年９月２４日 

 

場 所：大韓民国 北漢山国立公園 仁寿峰 

 

参加メンバー：日本国側 

４年 水口佳祐 須藤一馬 

３年 内田龍也 

２年 小林新平 西出広平 

ＯＢ 村田岳 安済共 福留邦晃 井上徳孝 宮野泰治 

 

       成均館大学山岳部 

学生 ヒョク・ジュン オヨン 他数名 

ＯＢ キム・テーホ（ＯＢ会長） イ・ハヨン ユ・ソクチェ  

パク・ミュンヘ イ・ミンホウ クヮ・シンモウ 

ＯＧ キム・ジュミ 

 

韓国山岳会 チョ・ドンシク 

 

 

行動概要： ９月１７日 出国 新宿～成田空港～仁川空港～ホテル 

１８日 ホテル～買出し～ホテル～仁寿峰ＢＣ 

１９日 ＢＣ～仁寿峰登攀～ＢＣ 

         ２０日 ＢＣ～仁寿峰登攀～ＢＣ 

         ２１日 停滞 ＢＣ～牛耳洞～韓国山岳会訪問～牛耳洞散策～ＢＣ 

２２日 ＢＣ～仁寿峰登攀～ＢＣ 

２３日 ＢＣ～仁寿峰登攀～ＢＣ～ホテル 

         ２４日 ホテル～成均館大学～仁川空港～成田空港 解散 

 

９月１７日 晴  

新宿（８：００）～成田空港（１３：５５）～仁川空港（１６：２０） 

～ホテル（１９：００） 

 出国の日である。新宿で村田ＯＢと合流し空港までは、成田エクスプレスで行き、搭乗

手続きを済ませる。出国手続きを行い、定刻通りに出国。韓国到着後は、入国手続きを行
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い、迎えにきて頂いた成均館大学山岳部ＯＢイ・ハヨンさんの車に乗り、ホテルへ向かう。

ホテルで井上ＯＢと合流し、成均館大学ＯＢ会主催の歓迎会に参加し大いに盛り上がった。 

 

９月１８日 晴  

ホテル（９：３０）～買出し（１０：００～１３：００）～ホテル（１４：００） 

～仁寿峰ＢＣ（１７：００） 

朝から食糧と装備の買出しを行なう。成均館大学山岳部の学生ジュン君も来てもらいソ

ウル駅前店のロッテマートに買い出しに向かった。装備は東大門周辺で買い出しを行った。

村田ＯＢと水口は韓国の山雑誌「人と山」の取材の為、別行動を取りホン社長、イ・ケイ

タイ氏、イ・ジュンア氏たちから取材を受けた。その後仁寿峰へ向かう。成均館大学山岳

部ＯＢのイ・ミンホウさんが今日、明日と我々と同行して下さることになった。バスで牛

耳洞に向かい、タクシーで登山口（トソンサ）入り口に向かう。トソンサ入り口からの登

山道は階段が整備され、公園のようであった。 

テント設営後、白雲山荘のイ・ヨンク氏に村田ＯＢ、井上ＯＢ、水口で挨拶に向かった。

残念ながらご主人のイ・ヨンク氏は山荘にはいらっしゃらず、電話での御挨拶となった。

夜、福留ＯＢが入山された。 

 

９月１９日 晴  

＊友情Ｂ ＊シュイナードＢ 

 井上（ＯＢ）＝イ・ミンホウ（成均館大学山岳部ＯＢ） 

 時間不明 

＊ピトゥルギルート 

須藤（４）＝小林（２）＝福留（ＯＢ） 

水口（４）＝内田（３）＝西出（２） 

ＢＣ（７：００）～登攀開始（７：３０）～（登攀終了後懸垂下降２ピッチで取り付き

へ） 

（１０：００）～登攀開始（１０：３０）～終了（１２：００） 

～仁寿峰頂上（１３：００）～ＢＣ（１５：３０） 

朝食を食べて、登攀に向かう。井上ＯＢ、イ・ミンホウさんは２人でシュイナードＢ、

友情Ｂを登攀しに向かった。午前中は、大面スラブを登攀し、スラブの登り方を練習する。  

 午後はピトゥルギルートのボルトコースを登攀する。その後、終了点横にある懸垂支点

を使用して懸垂を行う。懸垂終了点で井上ＯＢ＝イ・ミンホウパーティと合流。 

夕方、成均館大学山岳部の学生３名とパクさん、キム・ジュミさんが入山。井上ＯＢが

下山された。イ・ミンホウさんは白雲山荘に移動された。 
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９月２０日 晴 

＊シュイナードＢ 

ジュン（４）＝オヨン（１）＝須藤（４） 

水口（４）＝小林（２） 

ＢＣ（８：００）～取り付き（８：４０）～終了点（１２：４０）～ＢＣ（１５：００） 

＊友情Ｂ 

内田（３）＝西出（２）＝パク・ミュンヘ（成均館大学山岳部ＯＢ） 

＝成均館大学山岳部ＯＢ１名 

 ＢＣ（８：００）～取り付き（８：３０）～終了点（１３：００）～ＢＣ（１５：００） 

＊クローニールート 

福留（ＯＢ）＝ユ・ソクチェ（成均館大学山岳部ＯＢ） 

＝クヮ・シンモウ（成均館大学山岳部ＯＢ） 

ＢＣ（９：１５）～取り付き（９：４０）～登攀開始（１０：２０） 

～終了点（１４：０５）～ＢＣ（１５：１０） 

朝、成均館大学山岳部ＯＢの３名が入山された。今日は成均館大学山岳部の部員やＯＢ

の方とザイルを組み、各パーティごとに登攀する。下降は、仁寿峰頂上までパクさんにザ

イルを出してもらって西面のピトゥルギルートの上を懸垂下降する。 

 友情Ｂパーティは終了点付近でシュイナードＢを登っているパーティを待つことにする

が遅いので先に頂上へ向かうことにした。西面を懸垂中にシュイナードＢのパーティと合

流し、ＢＣへは共に下っていった。この日成均館大学の方々は下山していった。しばらく

して安済ＯＢが入山された。 

 

９月２１日 雨 

停滞 

朝から雨が降っている。多少の雨ならば、リッジルートを登ろうと考えていたが概念の

把握が不完全なスラブ混じりのリッジルートを登ることは危険があると判断しとし、今日

は停滞とした。韓国山岳会のチョ・ドンシクさんと宮野ＯＢが入山され、一緒に韓国山岳

会の事務所を訪問した。 

 

９月２２日 晴 

＊シュイナードＢ 

西出（２）＝内田（３）＝福留（ＯＢ） 

ＢＣ（９：００）～取り付き（９：４０）～終了点（１３：４０）～ＢＣ（１５：２０）

＊仁寿Ａ 

水口（４）＝小林（２） 
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ＢＣ（９：００）～取り付き（９：４０）～終了点（１３：４０）～ＢＣ（１５：２０） 

＊ヨンチョウボンリッジ 

須藤（４）＝宮野（ＯＢ）＝安済（ＯＢ）＝村田（ＯＢ） 

ＢＣ（８：３０）～取り付き（１０：４０）～白雲台山頂（１７：１０） 

～ＢＣ（１７：５０） 

 

朝、昨日の雨が嘘のような天気だ。ＢＣを出発し踏み跡沿いに行き、各ルートの取り付

きに向かう。日本人のパーティが他にいたため、時々私達以外の日本語のコールが聞こえ

る。ルートによって待ったり、抜いたりとしながら登った。 

夕方、再び韓国山岳会のチョさんが訪問。夕食後チョさん、宮野ＯＢは下山された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シュイナードＢルート 

 

９月２３日 晴 

ＢＣ（７：００）～白雲台山頂（８：００）～ＢＣ（１０：００） 

～登山口（１２：００）下山 

今日は、下山の日である。朝、安済ＯＢが下山された。私達は北漢山最高峰の白雲台に

行く。しかし、岩場に無理に道を作っている様で、かなり切り立っていた。ＢＣに着き、

撤収作業をし、登山口まで下りた。その後タクシーでホテルへと向かい、東大門のホテル

の近くの温泉に入り送別会へと向かった。 
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９月２４日 晴 

ホテル～成均館大学～仁川空港～成田空港 

成均館大学山岳部の部室へと向かい成均館大学ＯＢ会長のキム・テーホ氏にお会いした。

その後学生に校内を案内してもらった。最後に昼食を一緒にとり、会長と分かれタクシー

で仁川空港へと向かい、帰国した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仁寿峰 東面 

 

※ 韓国山行報告詳細は発行済み 
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６．秋山合宿 

 

期 間：２００９年１０月２日～２００９年１０月７日 
 
場 所：北アルプス 室堂～剱沢～唐松岳～蓮華温泉 

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

３年 内田龍也 

２年 小林新平 西出広平 

 

 

行動概要：１０月２日 離京 新宿駅バスターミナル２３：３０発 

３日 室堂～剱沢～真砂沢テント場 

４日 真砂沢テント場～仙人ヒュッテ～阿曽原温泉 

        ５日 阿曽原温泉～祖母谷温泉～餓鬼山避難小屋 

        ６日 餓鬼山避難小屋～大黒銅山跡～唐松岳～天狗山荘 

７日 天狗山荘～白馬岳～小蓮華岳～蓮華温泉 下山 

 

 

１０月３日 曇のち晴 

室堂（９：２０）～剱沢小屋（１１：４０）～真砂沢テント場（１３：１０） 

 立山駅からケーブルカーとバスを乗り継いで、室堂に入る。紅葉を見に来た観光客を尻

目に真砂沢を目指して出発する。ミクリガ池、雷鳥沢キャンプ場を通過し、浄土川の橋を

渡ると別山乗越への急登が始まる。体がまだ山に慣れていないせいか、辛く感じた。剣御

前小舎からはひたすら剱沢を下っていく。剱沢小屋でスパッツを付け雪渓に入る準備をす

る。始めは右岸のガレた道を下って行き、長次郎谷の出合いで雪渓に入り左岸に移る。雪

渓は長次郎谷までほとんど溶けていた。左岸に移る間、雪渓の所々にクレバスがあるので

慎重に下っていく。左岸に移った後は、踏み跡沿いにガレた道を進んでいくと真砂沢ロッ

ジに着いた。 

 

１０月４日 晴 ２℃ 

真砂沢テント場（５：００）～二股（６：００）～仙人池ヒュッテ（７：３０） 

 ～仙人温泉小屋（９：２０）～仙人ダム（１１：５０）～阿曽原温泉小屋（１３：１０） 

 真砂沢ロッジから二股まで河原沿いの道を下っていく。途中で数ヶ所梯子や鎖場がある。 

二股で吊り橋を渡り仙人新道の登りとなる。登りの入り口には標識があり、赤布でマーク
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もされていた。登り始めは樹林帯の中で展望はないが、１時間ほど登ると八ツ峰や立山が

見えるようになる。仙人峠の分岐で仙人池ヒュッテ側の道を進む。仙人池ヒュッテからは

長い下りとなる。今までの登りは何だったんだと思いつつ下り始める。道はそんなに悪く

なく、ガンガン下っていく。途中で沢山のパーティに会い、意外と歩かれている道だとい

うことを知る。仙人温泉小屋から少し登り返して、仙人湯原泉を通過し雲切新道の下りに

入る。下り始めは歩きやすかったが、進むにつれて傾斜が強くなり、Ｆｉｘされている箇

所が増えてきた。尾根道も狭く気は抜けない。気の遠くなるようなジグザグの下り道が終

わると、やっと仙人ダムが見えてきた。最後に垂直の梯子が連続する箇所があり、気を引

き締める。仙人ダムに着くと、後は水平道だけなので皆意気揚揚と阿曽原温泉に向けて歩

き始める。一度建物の中に入り、通路を進んでいく。建物から出るといきなり急登となり、

息を切らせながら登っていく。急登が終わり水平道を進んでいき、やっと阿曽原温泉小屋

に着いた。１４時頃に欅平から後入山した水口が無事テント場に着いた。 

 

１０月５日 晴 ９℃ 

阿曽原温泉（５：４０）～欅平（９：５０）～餓鬼山避難小屋（１４：００） 

 今日は晴れているが予報によると明日から天気は崩れそうなので、大黒銅山跡を目指す

が、行動時間を見て判断することにする。阿曽原温泉のテント場から一度沢に向かって下

り樹林帯の中を登り返す。程なく登ると水平道に入る。水平道は岩がくり抜かれていて黒

部川側は切れ落ちている。一度目の休憩場所のオリオ谷には大きく綺麗な滝があった。進

むと狭いトンネルがあり身を屈めながら通過する。通過してからはひたすらその名の通り

平らな道を順調に歩いて距離を稼いでいく。ここで志合谷にある１５０ｍの長いトンネル

にぶつかる。トンネル手前でラテルネを出して暗く湿った道を進む。トンネル内は案外広

く、所々出っ張った箇所に注意すれば軽い洞窟探検のようで面白い。洞窟を抜けた後もな

お水平道が続き、しばらく行くと大太鼓と呼ばれる箇所を通過する。大太鼓は岩を切り抜

き、足場はないので丸太で足場を作っている箇所だった。非常に高度感もありこの水平道

でトンネルと同じく最大の見せ場だろう。大太鼓を通過し水平道を進むと今度は短く広い

トンネルが出てきた。通過し終えてまたしばらく快適な道を進むと欅平のアナウンスが聞

こえてくる。欅平のアナウンスが聞こえてから道のりはまだ長いと言うがその通りであっ

た。水平道に辟易してきたところでようやく水平道終始点に着く。ここからは急な下りを

欅平まで下っていく。金網の破れている部分をくぐり欅平に到達する。欅平は計画してい

た頃からわかっていたが、完全に下界でモチベーションが急激に下がる。スポーツドリン

クを水ポリに再投入し弁当を食べ、声を掛け合い気合いを入れ直す。欅平からは祖母谷温

泉に向かって橋を渡り、荷物運搬道路を進む。名剣温泉を通過してからは人に会わなくな

る。トンネルを２回通過すると祖母谷温泉に着く。計画ならここで泊まる場所だが時間が

あるので皆横目で祖母谷温泉を名残惜しそうに唐松登山口に突き進む。唐松登山道は道が

悪く濡れて滑る。山の斜面を無理矢理貫いたような道である。一度欅平に降りた足で唐松
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の急登は皆堪えていた様で各自気合いを入れながら高度を稼ぐ。やっと餓鬼ノ田圃に着い

たが、そのころには今日の分の弁当を皆すでに食いつくしていて弁当箱には飯がない。空

腹をこらえつつ進み、餓鬼山避難小屋についてからテント場と水場探しが始まる。この日

は小屋に泊まり、水は小屋近くの池の水を濾してから煮沸し使用した。 

 

１０月６日 曇 ７℃ 

餓鬼山避難小屋（４：２０）～大黒銅山跡（６：２０）～唐松岳頂上山荘（９：００） 

～天狗山荘（１３：３０） 

 日が昇る前に餓鬼山避難小屋を出発しラテルネを着けて餓鬼山を目指す。途中尾根が細

くなり切れ落ちていてＦｉｘが張ってある箇所かあったが、集中力を切らさないように進

む。餓鬼山頂上と大黒銅山跡の分岐が現れ、大黒銅山跡に向けて尾根を下る。大黒銅山跡

は十分テントが張れるほど開けている。大黒銅山跡から道なりに少し進むと水場と唐松岳

への分岐があり、水場に行き、餓鬼山避難小屋で汲み取った水を捨て綺麗な水を汲む。水

場と唐松岳への分岐からは唐松岳に向かってきつい登りが始まる。最初は尾根に向かって

つづら折りの単調な道をひたすら登り、１時間程登ると唐松岳頂上山荘が見える少々ガレ

た道に出た。ここから尾根をトラバースするように山荘に向かって登る。だが、なかなか

着かない。やっとの思いで唐松岳頂上山荘に着き、風の当たらない場所を探し、休憩を取

る。それから唐松岳山頂へ登り、山頂からはいよいよ不帰嶮、不帰二峰、不帰一峰、不帰

キレットと進む。不帰嶮までは鎖場と踏み跡を行き、不帰二峰、一峰に向かうと鎖場やハ

シゴが増えてきて緊張する。集中力を切らさないように声をかけながら進む。不帰キレッ

トは踏み跡沿いを下り、特に危険な所は無かった。不帰キレットを超えて天狗ノ頭に向け

て長い登りをひたすら行く。途中から道がガレていてガッチリと進む。天狗ノ頭からは白

い鑓ヶ岳が見える。天狗ノ頭からはだらだらとした道を行き天狗池がある天狗山荘に着い

た。隊の疲労具合を見て白馬山荘まで行くことは困難だと判断し天狗山荘に幕営すること

にした。 

 

１０月７日 晴のち曇 ５℃ 

天狗山荘（５：４０）～白馬岳山頂（８：００）～小蓮華岳（９：００） 

～白馬大池（１０：１０）～蓮華温泉（１１：４０） 

 天狗山荘を出発時、あたりは雲海が広がりとてもきれいだった。気温が低く、皆気合を

入れ鑓ヶ岳の登りを行く。鑓ヶ岳の登りを登りきると白馬岳が見える。鑓ヶ岳の下りはガ

レているが難なく進む。杓子岳をトラバースしてだらだらとした道を、スピードを上げて

行く。白馬岳山荘を横目に通り過ぎ白馬岳の登りは皆で競争となる。白馬岳頂上に着き、

写真撮影をして、少し進んだ風の当たらない所で休憩を取る。振り返ると剱岳、遠くのほ

うには槍ヶ岳も見える。だらだらとした白馬岳の下りを行き、三国境の分岐を白馬大池方

面に行く。小蓮華岳のちょっとした登りを登ると白馬大池が見える。そこから白馬大池に
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向かって一気に下る。白馬大池に着くとガスが懸かっていて展望はほとんどない。白馬大

池からは樹林帯に入り蓮華温泉に向かってつづら折りの道をひたすら下る。蓮華温泉に向

かってスピードが上がり、足の指が痛くなる。雲海の中に入ったせいかあたりは霧が掛か

り展望は全く無い。霧の中から急に白馬岳蓮華温泉ロッジが現れた。そこから車道をゆっ

くりと歩きバス停まで行き、整理体操をして合宿を終了した。蓮華温泉の水質は強い酸性

で靴擦れや股擦れにしみた。 
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７．耐寒合宿 

 

期 間：２００９年１１月１９日～２００９年１１月２３日 富士山 

２００９年１１月２７日～２００９年１１月２９日 三ツ峠 

 
場 所：富士山 御殿場口 

御坂  三ツ峠 

 

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

３年 内田龍也 

２年 小林新平 西出広平 

１年 淀川裕司 

ＯＢ 村田岳 長久保浩司 廣瀬健太 吉田裕一 安済共 福留邦晃  

中洞拓人 高野優 宮野泰治 

 

 

行動概要：（富士山） 

１１月１９日 離京 御殿場口新五合目 

２０日 入山 御殿場口新五合目～七合五勺（ＢＣ） 

２１日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

            ２２日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ 

            ２３日 ＢＣ～雪上訓練～ＢＣ～御殿場口新五合目 下山 

（三ツ峠） 

２７日 離京 三つ峠駅～達磨石～屏風岩（ＢＣ）～登攀 

～ＢＣ 

            ２８日 ＢＣ～登攀～ＢＣ 

            ２９日 ＢＣ～登攀～ＢＣ～三ツ峠グリーンセンター 

 

 

１１月２０日 晴 －５℃ 

入山 御殿場口新五合目（６：１０）～七合五勺（１２：４５） 

前日の夜に離京し、御殿場口新五合目に深夜に幕営する。そのためか、朝は寝覚めが悪

かった。廣瀬ＯＢ、中洞ＯＢと共に御殿場口新五合目を出発し、砂礫の道をひたすら登っ

て行く。無風快晴で絶好の登山日和だった。新五合目五勺の次郎坊手前で１回目の休憩を

取る。次郎坊から雪が積もっていたのでピッケルを装備する。積雪はまだ５ｃｍ位で歩き
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易かった。しかし、標高が上がるにつれ雪も深くなっていき、雪に慣れていない１年生が

苦戦していた。日の出館が近づいてくると、上級生はペースを上げラストスパートをかけ

たが、１年生は辛そうだ。やっと着いたと思うと、わらじ館の方が幕営に適してるとのこ

とで、もう一度ザックを背負い直し歩を進める。この時１年生は意気消沈の顔をしていた。

小屋の前は積雪がなかったので砂礫の上にテントを設営した。 

 

１１月２１日 曇 －５℃ 

ＢＣ（６：１５）～大タルミ沢（６：２５）～ＢＣ（１２：４０） 

朝食後、雪上訓練場の大タルミ沢へ出発する。その時に廣瀬ＯＢは下山された。その日

はガスが多く風も強い。風が吹くと雪が顔に当たり痛い位だった。大タルミ沢到着後、雪

上訓練を始める。適度な積雪があり雪上訓練場所としては良かった。１年生は初めての雪

上訓練ということなので、始めにアイゼン無しの雪上訓練を行い、その後アイゼンを装着

して行った。まず緩い斜面で直登、直降、斜登、斜降を行う。訓練の最中に吉田ＯＢ、福

留ＯＢ、高野ＯＢが入山され、訓練に加わった。上級生は慣れてきたら急斜面でも訓練を

行い、休憩後にスタンディングアックスビレイ、コンティニュアスの訓練を行う。４年生

は１年生に丁寧に教え込み、上級生と共にガンガン訓練を行った。滑落停止訓練はまずア

イゼン無しで行い、次にアイゼンを装着して行う。上級生はさらにザックを背負い滑落停

止訓練を行った。天候が悪くなってきたので１２時頃にＢＣに帰幕した。この後、村田Ｏ

Ｂ、安済ＯＢ、宮野ＯＢが入山された。 

 

１１月２２日 曇 －１２℃ 

ＢＣ（６：３０）～大タルミ沢（６：４０）～ＢＣ（１１：００） 

予定ではお鉢めぐりに行く日だが朝から風が強く、視界も良くないので大タルミ沢で雪

上訓練をしながら様子を見ることにする。まずは歩行訓練、コンティニュアス、スタンデ

ィングアックスビレイの練習を行い、その後滑落停止訓練を行った。上級生は頭の方から

滑ったりしながら、様々な状態での滑落停止訓練を行った。一通り雪訓を終えても、天気

は回復しそうになかったので、今日はお鉢めぐりを諦めＢＣに帰幕した。１３時頃から天

気は回復してきた。 

 

１１月２３日 晴 －１３℃ 

ＢＣ（７：３０）～ＢＣ上部の斜面（７：３５）～ＢＣ（１０：００） 

～御殿場口新五合目（１２：００） 

今日は天気が良ければ銀明水まで行く予定だったが、天気はあまり良くないので少しの

間天気待ちをする。風が少し強く、時間的にも銀明水に行くのは無理と判断し、ＢＣ上部

の斜面で雪上訓練を行ってから下山することにする。歩行訓練を中心に雪上訓練を行った。

訓練中度々旋風が吹き、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を
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撤収しアイゼンを着けて下山を開始する。やはり今年は雪が多く、膝下まで潜ることもあ

り新五合目五勺小屋近くまで雪の斜面が続いていた。小屋からはアイゼンを外し砂利の斜

面を一気に駆け下り、御殿場口新五合目に着き、下山した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 40 - 

 

１１月２７日 晴 

三つ峠駅（８：２０）～屏風岩付近ＢＣ（１１：５０） 

 準備体操をしてから三ツ峠グリーンセンターに向かって車道を歩いていく。皆プラスチ

ックブーツなのでこれからの登攀のために靴擦れに注意する。達磨石でいつものように着

替えをデポし、表登山口を登り始める。今日の天気はからっと晴れていて寒い。馬返しで

一度休憩を取り、その後は一気にＢＣ設営場所まで登り切る。テント設営後水口＝淀川パ

ーティはトップロープで、西出＝須藤パーティは西出リードで、それぞれ一般ルート左、

中央、右を登りこんだ。夜、皆が寝静まった２２：３０頃後入山の内田と小林が入山して

きた。 

 

１１月２８日 曇のち雨 ５℃ 

ＢＣ（６：５０）～登攀訓練（７：１５）～ＢＣ（１６：３０） 

 各パーティ、始めは一般ルートを登り、アイゼン登攀の感覚を慣らした。後入山した者

は今日が久しぶりのアイゼン登攀で多少手こずるが、すぐに慣れた。途中長久保ＯＢが入

山された。一般ルートを一通り登り終えると、各パーティ草溝ルートや中央カンテなど難

しいルートに向かう。昼食は１度ＢＣに戻って焼きそばを食べた。昼食を食べ終わった後

は皆で天狗の踊り場に向かうことにした。各自リーダーピッチや観音ルートなど様々なル

ートから天狗の踊り場を目指す。観音ルートはアイゼンをしているとかなり難しい。セカ

ンドなのに何回もテンションをかけてしまった。こんなはずではと思ってしまう。天狗の

踊り場に全員が到着し、記念写真を撮って下降した。その日の夕食はＳＤのすき焼きでボ

リューム満点であった。 

 

１１月２９日 晴 ５℃ 

ＢＣ（６：５０）～登攀訓練（７：１５）～ＢＣ（１４：３０） 

～三ツ峠グリーンセンター（１６：１５） 

昨夜は雨がぱらつき、岩が濡れていないか心配であったが朝から天気は良く、岩が濡れ

ていることは無さそうだ。昨日とはパーティを換え一般ルートを１～２本登った後、各自

地蔵ルートや中央カンテへ向かう。各パーティ、手こずりながらも何とか登っているよう

だ。一通り登り終え、１年生はアブミの練習、上級生はＦｉｘの練習をした。Ｆｉｘの練

習では講習を受けた後、実際にＦｉｘを張って練習した。その後は交代して１年生は上級

生が張ったＦｉｘでユマーリングを練習し、上級生はアブミの練習をした。天気は、雨は

降らないもののガスに包まれたり、晴れたりを繰り返した。 

 その後、長久保ＯＢと別れＢＣに戻りテントを撤収し下山を開始した。皆ダッシュで達

磨石に向かう。プラスチックブーツではなかなか駆け下りし難い。三ツ峠グリーンセンタ

ーで整理体操し、合宿を終了した。 
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８．冬山合宿 

 

 

期 間：２００９年１２月２１日～２０１０年１月４日  

 
場 所：北アルプス 南岳西尾根～槍ヶ岳・北穂高岳 

 

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

３年 内田龍也 

２年 小林新平 西出広平 

１年 淀川裕司 

ＯＢ 中洞拓人 

 

 

行動概要：１２月２１日 離京 新宿バスターミナル～新穂高温泉～穂高平避難小屋 

２２日 入山 穂高平避難小屋～滝谷避難小屋 

２３日 滝谷避難小屋～槍平小屋  

        ２４日 槍平小屋～２３００ｍ付近（Ｃ１） 荷上げ、ルート工作 

        ２５日 槍平小屋～２３００ｍ付近（Ｃ１） 移動 

２６日 停滞 

２７日 ２３００ｍ付近（Ｃ１）～南岳避難小屋（ＡＣ） 荷上げ 

        ２８日 停滞 

        ２９日 ２３００ｍ付近（Ｃ１）～南岳避難小屋（ＡＣ） 移動 

３０日 南岳避難小屋（ＡＣ）～槍ヶ岳 

～南岳避難小屋（ＡＣ） アタック 

        ３１日 停滞 

      １月 １日 停滞 

         ２日 停滞 

         ３日 停滞 

         ４日 南岳避難小屋（ＡＣ）～新穂高温泉 下山 

 

＊本文中では２３００ｍ付近をＣ１、南岳避難小屋をＡＣと表記する。 
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１２月２１日 晴 

離京（７：００）～平湯温泉（１１：１５）～新穂高温泉（１２：３０） 

～穂高平避難小屋（１５：３０） 

 中洞ＯＢと共に新宿から高速バスに揺られ、平湯温泉で路線バスに乗り替え、特に問題

も無く新穂高温泉に到着できた。林道へ向かう。林道はトレースがあったので迷う事は無

かったが、何日も前のトレースでほとんど雪に埋もれていたため、ワカンを装着し、最初

からラッセルをする事になった。膝程度のラッセルで白出沢出合までは林道なので傾斜は

無いが、重荷では辛くなかなかペースが上がらない。穂高平避難小屋に到着。穂高平は広

くどこにでもテントは張れたが先を考え穂高平避難小屋を使わせてもらうことにした。小

屋の裏に水溜りが出来ていたので融雪の必要は無かった。 

 

１２月２２日 雪 －５℃ 

穂高平避難小屋（７：００）～白出沢出合（９：００）～滝谷避難小屋（１４：３０） 

 穂高平避難小屋から出発し、昨日と同じ林道をラッセルして進む。白出沢出合に着くと

今まで微かにあったトレースも無くなり、林道も白出沢出合までなので、ここからはルー

トファインディングが必要となった。所々に赤色のテープがあったので迷う事は無かった。

しかし、雪質は乾雪で、斜度の少ない林道でラッセルした時はあまり意識して無かったが、

林道が終わり斜度が増すと足が決まらず埋もれたり、バランスを崩したりする事が多くな

り、ペースは更に落ちた。重荷でのラッセルは効率が悪いと判断し、先頭はザックを置い

てラッセルをすると、ペースは若干回復した。しかし計画では今日中に槍平まで行くはず

が、白出沢出合～滝谷避難小屋間のコースタイムの３倍以上かかってしまったので、槍平

に着くのは遅くなると判断し、今日は滝谷避難小屋にテントを張ることにする。ＥＸＰド

ーム４人用テントは避難小屋の中に、ウィンパーテントは避難小屋には入らないので避難

小屋の横に張った。雪は夜も降り続いていた。 

 

１２月２３日 雪 －４℃ 

滝谷避難小屋（６：５０）～槍平小屋（１０：３０） 

 昨日降り続いた雪により、更に雪が深まっていた。乾雪で足が埋まり、滝谷避難小屋か

ら先は、昨日より傾斜が増してペースが上がらず、ルートファインディングもミスしたり

して時間が掛ってしまった。２００７年のこの時期に槍平で雪崩事故が起きているので、

その危険性を考慮して樹林帯に近い場所で、槍平小屋からは離れた所にテントを張る。雪

の層の下に川が流れていたが、かなり下のほうに降りる事になるのでケガや濡れることを

考え、水は汲まずに融雪をした。雪はひらひら舞うくらいでまだ時間があるので、水口、

須藤、内田、小林の４名で次の幕営地である南岳西尾根の２３００ｍまでの足付けと偵察

を行った。偵察隊は１４時頃帰幕した。 
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１２月２４日 晴 －６℃ 

槍平小屋（６：３０）～デルタ状岩壁（８：４５）～槍平小屋（１６：２０） 

 昨日に偵察隊が付けたトレースを辿る。途中に小岩峰らしき岩が雪肌から覗いていたが、

容易に巻くことが出来たため、Ｆｉｘを張らずに通過する。結局、休憩を挟まずに１時間

半程で２３００ｍの台地に到着した。１００ｍ程上部には大きな岩壁が見え、デルタ状岩

壁と判断する。だが過去の記録では２４００ｍに幕営適地（台地）があり、その上にデル

タ状岩壁があるということなので、岩壁基部まで進むこととする。基部へは急な雪崩斜面

を登るため、樹林を挟みながらラッセルした。基部では荷物をデポし、水口、須藤、内田、

西出で偵察、Ｆｉｘ工作隊を編成し、残りの小林、淀川、中洞ＯＢは帰幕した。デルタ状

岩壁は雪壁、岩壁、雪壁となっており、Ｆｉｘを３ピッチ張る。２ピッチ目は完全な岩壁

登攀であり、核心であった。デルタ状岩壁を越えると雪稜となり、１００ｍ程登れば森林

限界を越え、起伏の少ない広めの尾根が続く。ここが２６３１ｍのピークと台地である。

概念では幕営地にもなっていたが、完全な吹き晒しだ。ここからは中岳、南岳、北穂高岳

が一望できる。ここで偵察を止め帰幕したが、槍平小屋に到着する頃には時針が１６時を

回っていた。 

 

１２月２５日 晴 －６℃ 

槍平小屋（７：００）～２３００ｍ付近（Ｃ１）（８：３０）～２６３０ｍ（１１：００） 

～２７００ｍ付近の小ピーク（１２：００）～Ｃ１（１３：２０） 

 今日も晴天が続く。２３００ｍ以上には幕営適地が無かったため、２３００ｍにテント

を設営する。今回も偵察隊を出し、水口、須藤、内田、小林、中洞ＯＢで行く。西出、淀

川にはテントキーパーを頼んだ。昨日の２６３１ｍまで進み、平らな雪稜を行く。雪庇は

ほとんど発達しておらず、ラッセルとなった。だが、下部のラッセルに比べれば楽だ。２

７００ｍの岩峰下に細いコルがあり、Ｆｉｘを張る。その先からは岩肌が露出し始め２０

ｍ上がると小ピークに出る。この小ピークからは雪交じりの岩稜が続き、ここに穴を掘っ

てＦｉｘをデポする。４、３年生で少し先を見に行くと、鎖場が現われ、次に梯子、そし

て西尾根の核心であるナイフリッジが続いていた。ナイフリッジはまるで登山者を試す番

人のようであり、足場は綱渡りのように細く、切れ落ちていた。ここで偵察を止め、２３

００ｍのテント場へ帰幕した。帰ると皆のシュラフが乾かされており、幸せな夜を迎えら

れた。この日、食当が用意してくれたクリスマスケーキはボリューム満点で、皆美味しく

頂いた。 
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１２月２６日 雪 －４℃ 

停滞 

 幸せは続かないものである。この日の朝はとても寒く感じた。雪が降り、風で舞ってい

る。上部で付けたトレースも埋まり、皆、心が萎えていた。また、停滞することにより、

ナイフリッジの印象がますます強くなるばかりで、不安に駆られる１日であった。 

 

１２月２７日 晴 －６℃ 

Ｃ１（６：４５）～２６００ｍ付近（８：００）～ＡＣ（１２：４５） 

～Ｃ１（１４：１５） 

 昨日は停滞だったので皆元気にＣ１を出発する。幕営時のトレースは消えて、ラッセル

を強いられる。Ｆｉｘ前のデポを回収してデルタ状岩壁に取り付く。デルタ状岩壁上まで

Ｆｉｘを張っていたので重荷でもユマーリングを行ったりしてスムーズに通過した。ナイ

フリッジのＦｉｘを工作するために上級生は先行。２７００ｍ付近の手前の部分のＦｉｘ

は雪に埋もれて探すのに手間取ったが難なく２７００ｍ付近のピークに着きデポを回収し

その先のナイフリッジに取り付いた。１ピッチ目の支点は２７００ｍ付近のピークから５

０ｍほど進んだ地点にあるハイマツで取った。ナイフリッジのリードは須藤が行った。途

中にある大岩を乗越すところが少々難しく時間が掛かる。アイゼンをカリカリいわせなが

ら進む。大岩の先の雪稜は滝谷側を行く、途中のピナクル状の岩で支点を取って１ピッチ

目は終了。２ピッチ目は１ピッチ目のＦｉｘと連結して行い雪稜を左右に巻きながら行く。

雪は少々クラストしているが、積もっている量が少ないので蹴りこんだり少し掘るとすぐ

に地面が出てくる。雪稜をどんどん進む。３ピッチ目も２ピッチ目と連結し小ピークを越

えて行く。後続の１年生も登り始めているのでスピードを上げる。ハイマツも少なくラン

ニングがあまり取れない。小ピークで３ピッチ目を終えた。ハイマツを掘り起こす作業は

意外と疲れる。そこからは緩い雪稜を行く。だんだん尾根が広くなり雪の量も増えてくる。

主稜線は目の前に見えているが南岳避難小屋はいっこうに見えない。主稜線に近づくにつ

れクラストし始め、ペースも上がる。クラスト斜面を進み南岳避難小屋に着く。急いで荷

物をデポして下降に移る。ナイフリッジの大岩は南沢に巻くようにＦｉｘを掴んで通過す

る。Ｆｉｘを直しながら下降する。途中２７００ｍ付近手前のＦｉｘの上に連結するよう

にして１ピッチＦｉｘする。Ｃ１に戻りその日の行動を終了した。天気予報によると明日

は天気が悪そうだ。 

 

１２月２８日 雪のち曇 －５℃ 

停滞 

雪が降り、風も強い。テントの雪は風で飛ばされてラッセルは必要なかった。すぐ上の

デルタ状岩壁はガスが掛かっていて見えない。夕方頃から天気は安定し始めた。 
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１２月２９日 晴 －９℃ 

Ｃ１（６：４５）～２６００ｍ付近（９：１０）～ＡＣ（１１：４５） 

 空は晴れ渡って最高の天気だ。今日はＡＣ設営、早々に移動を開始する。テントは凍り

ついてパッキングし難いが無理やり詰めて出発。やはりトレースは消えていて、スタート

からラッセル、Ｆｉｘ開始付近までガンガン行く。重荷での、デルタ状岩壁部分はかなり

きつい。２７００ｍ付近手前のＦｉｘを張った部分は完全に雪で埋まっていてＦｉｘを掘

り起こしながら進む。下山時の回収にも時間が掛かりそうである。ナイフリッジは雪庇が

少しできているが雪は飛ばされてあまり積もっていないのでＦｉｘを頼りにガンガン行く。

空は晴天だが少し風があり寒い。２、３ピッチ目のＦｉｘは雪で埋まっていて、掘り起こ

しながら行く。皆重荷で疲れているようだが、危険箇所はＦｉｘしてあるのでそれほど時

間は掛からなかった。上部は以前来た時のようにクラストしていた。主稜線に近づくにつ

れ風も増してきた。南岳避難小屋に着き小屋の陰の辺りにテントを張る。テントを張り終

えた後ウィンドブロックを作る。主稜線の雪は固くクラストしていたので丈夫なブロック

を作ることができた。空は晴れ渡っていたが風がかなり強かった。 

 

１２月３０日 曇のち雪 －１２℃ 

ＡＣ（６：００）～槍ヶ岳山荘（８：３０）～槍ヶ岳頂上（８：４５） 

～槍ヶ岳山荘（９：３０）～ＡＣ（１０：５０） 

 天気は曇だが予報では午前中は何とか天気が持つということなので、槍ヶ岳にアタック

することにする。ヘッドランプを点けたまま南岳に登る。雪面はクラストしておりアイゼ

ンが良く効く。トレースが微かに残っているが全員で雪庇の状態を確認しながら自分達で

トレースを付けて行く。雪庇は信州側に発達していることが多かった。途中で中岳を越え

る時に雪崩斜面を通過してしまった。幸い雪崩は起きなかったが、あそこは早めにリッジ

から稜線上に出るべきであった。中岳からの下降で５０ｍ懸垂下降する。支点はしっかり

した杭で取ることが出来た。西出、内田、淀川の順で下降。他のメンバーは梯子を使って、

リッジを下った。須藤、淀川、中洞ＯＢが先行し、他のメンバーはザイルの回収を行う。

ここから先は稜線上を雪庇に注意しながら槍ヶ岳を目指してひたすら進んで行く。槍ヶ岳

山荘には何人か人が居り、槍ヶ岳から下降している人も確認できた。ここまで一度も休憩

していなかったので、風の避けられる所で少し休憩した後山頂を目指して登り始める。雪

はあまり付いておらず、夏季の表示にしたがって登っていく。最後の梯子手前のルンゼは

ザイルを出すべきであった。最後の梯子を登りきり遂に槍ヶ岳山頂に立つことが出来た。

山頂には誰も居らず、展望を存分に楽しむことが出来た。風が強くなり始めていたので写

真撮影を終えたら、すぐに下降することにする。頂上から須藤、小林が先行しザイルを２

ピッチＦｉｘした。回収は内田、西出が行った。小屋で休憩した後、ＡＣを目指して出発

する。トレースが残っており、それを目印にひたすら進んで行く。行きで懸垂下降した場
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所はリッジ上を詰めて梯子を登り通過した。南岳を登りきったところでやっとＡＣが見え

ほっとする。ＡＣに着いたらすぐに天気が荒れ始め、南岳の山頂が早くも見えなくなった。

帰幕後槍ヶ岳登頂を祝ってポップコーンとココアを堪能した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月３１日 雪 －９℃ 

 朝から天気が悪く停滞する。今日は大晦日なので年越しそばを皆で食べた。夜から朝に

かけて寒気が流入し天気が悪化、夜は一晩中テントを抑えておく必要があった。 

 

１月 1日 雪 －２０℃以下 

 年が明けても天気は相変わらず荒れているので停滞とする。これで２年連続で元旦は停

滞だ。赤飯と雑煮を食べ新年を祝った。風が弱まる気配もないのでＥＸＰ４人用テントは

南岳避難小屋に移動することにする。午前中に１度ウィンパーテントの周りのブロックを

補強し、テントに当たる風はかなり弱めることが出来た。 

 

１月２日 雪 －２０℃以下 

停滞  

 相変わらず冬型が決まっていて、天気が悪い。天気予報では今日から徐々に良くなるが、
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一向に天気は良くならない。出来る限り、テントで粘ろうと思っていたが、天気の先行き

不明と隊員の体力の低下を考え、明るくなり、気温が最も高くなったと思われる昼に、南

岳避難小屋内への移動を決定する。呼吸もままならない程の強風のなか移動し、南岳避難

小屋内でテントを張り、風の恐怖から開放され快適な夜を過ごす。しかし、時折突風で小

屋が大きく軋んだ。 

 

１月３日 雪 －１５℃ 

停滞 

 昨日と比べると風が弱くなってきている。朝は強かった風も９時頃から急に弱まり、視

界も以前よりは良くなった。８ｍ程度先は見えるだろうか。しかし、南西尾根との合流点、

のっぺりとした尾根を正確に歩くのは難しいとして、停滞を決める。明日は天気が好転す

るはずなので、そこまで粘ることとした。しかし、日が落ちてから以前と変わらず「ゴー

ゴー」と強い風が吹き、突風が「ミシミシ」と南岳避難小屋を揺らしている。明日は本当

に天気は回復するのだろうか。 

 

１月４日 晴のち曇 －２０℃以下 

ＡＣ（８：００）～２３００ｍ付近（１２：００）～滝谷避難小屋（１４：１５） 

～白出沢出合（１５：３０）～穂高平避難小屋（１６：３０） 

～新穂高温泉（１７：１５） 

 朝食の時は星も見えず風も強いため、まったく天気が回復したと思わなかったが、パッ

キングの最中に天気が回復し、４日間ぶりの青空が頭上に広がっている。朝の鬱々とした

気は一気に吹き飛び、モチベーションも上がってくる。激を飛ばしながら荷物を外に出し、

下山を開始する。Ｆｉｘ箇所までは、まとまって行くがＦｉｘ箇所から小林、淀川、中洞

ＯＢは先行し、西出、内田、須藤、水口はＦｉｘロープを回収する。淀川は中洞ＯＢとザ

イルを結び確実に下る。Ｆｉｘロープの回収はマッチ箱、ナイフリッジは容易だったが、

その下のちょっとした雪稜に張ったＦｉｘが完全に埋まっており、掘り出すのに時間が掛

かってしまった。フラッグさえ１ｍ雪の下にあり、回収が出来た際に周囲を見ると６人用

テントが完全に張れるほどになっていた。デルタ状岩壁は壁なので、回収は懸垂をセット

して行った。ここも速度が上がらない。先行隊とＣ１付近で合流したかったが、回収で時

間が掛かってしまったため、滝谷避難小屋まで行ってもらう。その後トレースを辿り合流

し、新穂高温泉まで出来ていたトレースを追いかけ下山する。沢筋の雪崩を警戒したが問

題なく、周囲でも雪崩た跡は無く不思議であった。新穂高温泉に着くと、どっと疲れが押

し寄せる。まさに生還であった。 
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９．春山強化合宿 

 

 

期 間：２０１０年２月３日～２０１０年２月８日  

 
場 所：八ヶ岳  

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

３年 内田龍也 

２年 小林新平 西出広平 

１年 淀川裕司 

ＯＢ 福留邦晃 高野優  

 

 

行動概要：２月３日 離京 入山 八ヶ岳山荘～行者小屋（ＢＣ） 

４日 登攀日  赤岳主稜 阿弥陀岳北西稜 

５日 登攀日  中山尾根  

       ６日 雪上訓練 

       ７日 登攀日  石尊稜 日ノ岳稜 

８日 ＢＣ～ジョウゴ沢～ＢＣ～八ヶ岳山荘 下山 

 

 

２月３日 晴のち雪 

八ヶ岳山荘（１２：３０）～行者小屋（ＢＣ）（１５：５０） 

 茅野駅からバスで八ヶ岳山荘へ、そこから林道を行き美濃戸口山荘で雨具の下、スパッ

ツを着けた。美濃戸口山荘からの道はトレースがあり雪は足首が埋まる程度だった。行者

小屋が近くなってくると雪が深くなり、トレースは確認できるが膝下まで埋まるラッセル

となり時間が掛った。行者小屋に到着後、急いでテントを設営した。水が出ていたので、

融雪の必要は無かった。 

 

２月４日 曇のち晴 ―２０℃ 

＊赤岳主稜 

水口（４）＝西出（２） 内田（３）＝淀川（１） 

ＢＣ（５：５５）取り付き～（９：００）～赤岳頂上小屋（１３：１５） 

～ＢＣ（１５：００） 

 山稜はガスに覆われて見えない。文三郎尾根は多少のラッセルとなる。赤岳主稜の取り
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付きを中々探し出せず、見つけ出すのに１時間要した。 

１ピッチ目 目の前の凹角を登る。今年は雪が多く付いており、中々ピンが見つから

ない。１年生は凹角で戸惑うも、すんなりとついてきた。 

２ピッチ目 支点から左の階段状のフェースを登る。ランニングは取れないが、容易

に登れた。 

３～５ピッチ目 ２００ｍの雪稜を行く。ガスが薄くなり、雲の隙間からは青空が覗く。 

支点はピナクルなどを使い登って行った。５ピッチ目では真新しいハン

ガーボルトがあったのでそれを利用した。 

６ピッチ目 雪稜を詰め、上部岩壁へと到着。頑丈なハンガーボルトで支点を取った。 

７ピッチ目 上部岩壁は核心である。文三郎尾根側からトラバースし、容易に見える

凹角を攻めた。凹角内にはハーケンが２本打たれており、ザイルの流れ

を注意してランニングを取る。抜けると、手頃なピナクルが奥に見えた

ため、５０ｍ一杯に伸ばし、そこに支点を取った。上部は風が強かった

ため、ビレイヤーとの連絡が困難であった。 

８ピッチ目 傾斜の緩い雪稜を登り、赤岳頂上小屋へと続く夏道へ出て終了。この頃

には空は快晴となった。 

ＢＣのある行者小屋へは文三郎尾根を下る。途中、内田のアイゼンが壊れるも無事に帰

幕した。 

 

＊阿弥陀岳北西稜 

須藤（４）＝小林（２） 

ＢＣ（５：５５）～北西稜取り付き手前（１１：２０）～ＢＣ（１２：５０） 

 ＢＣを出発し南沢を下って行く、すぐに開けた場所に出て、そこから樹林帯に入って、

少し進んで行った所で北西稜の入り口である道に入る。入り口の雪原付近の樹木にはテー

プがありトレースもついていたので分かり易かった。トレース沿いに樹林帯をずんずん進

み、ルンゼ状の場所に突き当たったので、そこを詰める。樹林帯ではトレースもあったの

でラッセルもほとんど無かったが、ルンゼに入るとトレースが分り難くなる。トレースを

見失うとラッセルは深くなり、辛い。傾斜がきつくなり、木の枝が邪魔になりさらに時間

が掛かる。さらに行くと台地の様な場所に出て、登っていたルンゼが間違っていたと気付

き、一度下って登り返すことにする。ワカンを付けて下降を開始する。かなり下った所で

トレースを発見しそれを辿ってまた登り返えすが、そのトレースも雪で埋まっていて分か

りにくく、探しながら登って行く。どんどん登って行くと傾斜も急になりラッセルもかな

りきつくなり、木登り状態の所もあった。右に左にルートを探しながら登ると、リッジに

出た。樹林帯をリッジ沿いに行くと少し開けた所に出て、岩壁が見えて北西稜ということ

が確認出来た。アプローチで時間が掛かりすぎてしまったので、登攀は無理と考え撤退す

る。帰りはトレースをしっかり固めながら下る。ＢＣに着き赤岳主稜隊のためにお茶を作
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って待つ。この日の１７時頃、高野ＯＢが入山された。 

 

２月５日 曇 ―１５℃ 

＊中山尾根 

内田（３）＝淀川（１）＝高野（ＯＢ） 

ＢＣ（６：３５）～取り付き（８：１０）～終了点（１３：５０）～ＢＣ（１５：００） 

 中山尾根にはラッセル跡が薄く残り、アプローチは比較的容易であった。取り付き手前

の稜上で登攀具を身に着け、上級生とＯＢが１年生を挟み取り付きへ行く。天気は曇って

おり、昨日より風は強い。 

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。ルート難易度に

比べて、余りピンが打たれていない。岩に着いた雪を掻きピンを探す。

中々手間がかかる。凹角を抜けるとハンガーボルトがあり、そこで支点

をつくりピッチを切った。 

２ピッチ目 支点の真上にある凹角を進む。雪稜へトラバースするルートもあるが、

雪付きが悪いため今回は行かない。凹角にはそこかしこにピンが打たれ

ており安心する。傾斜がきつく、抜け口にホールドが無いため、Ａ０で

上がった。上がると急な雪稜となり、ピッケルを駆使しジワリと登る。

ランニングは近くの木で取る。５０ｍいっぱいに伸ばし、手頃な木で支

点をとった。 

３～５ピッチ目 雪稜をひたすら登り上部岩壁へと行く。途中シーバー交信を行い、北西

稜パーティが撤退したことを聴く。しかし中山尾根では、時折雲間から

青空が見えるため暫らく様子を見ることとする。 

６ピッチ目 上部岩壁は上の小テラスに向かって、少し左上する凹角がルートである。

しかし凹角の隣には緩いハングを乗り越すルートもあり、今回は前回も

登った経験上、またハングのルートを登った。凹角手前で右にトラバー

スし、ハーケンが２連打されたハングをＡ０して登る。ここは難しいた

め、オーバー手袋を外して登るが、手が凍り付きそうだ。時間が掛るも

なんとか乗り越し、残置されたお助け紐を使い、小テラスへと上がる。

ここでピッチを切る。上部に出たためか風が強く、寒い。１年生は苦労

してなんとか上がってこれた。 

７ピッチ目 小テラスからは３ｍ程のかぶり気味の凹角を抜け、雪稜へと上がる。こ

の凹角はハング越えした後の腕にはきつかった。Ａ０でよじ登り、雪稜

を進む。４０ｍ程進んで、階段状の岩場手前にある３つ打たれたハーケ

ンで支点を取った。 

８ピッチ目 階段状の岩場を登ると、垂壁にぶつかり左へ巻いて越えるとトサカ状岩

壁にあたる。トサカ状岩壁は日ノ岳ルンゼ側の雪稜へ巻いて進む。雪稜
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は雪付きが良く、アイゼンで安定して登れる。トサカ状岩壁から伸びる

リッジを辿りながら進むと、右に赤岳へ伸びる夏道と合流するバンドが

見える。途中でリッジを日ノ岳ルンゼ側から反対に乗り越し、合流する

バンドに乗る。リッジにはハンガーボルトが２点打たれており、ここで

支点をつくった。 

９ピッチ目 バンドを１年生とＯＢが先に進み、夏道との合流点で終了とした。 

ここから地蔵の頭へ向かい、地蔵尾根を下りＢＣへ帰幕した。テントに到着後、お茶を

飲みながらお互いの体を観察する。４年生と３年生には凍傷が見られ、内田の中指には水

疱ができていた。凍傷者は急遽治療を行い、明日以降の計画について話し合いが行われた。 

 

＊阿弥陀岳北西稜  

水口（４）＝小林（２）  須藤（４）＝西出（２）  

ＢＣ（６：３５）～取り付き（８：００）～登攀開始（８：３０） 

～撤退開始（９：３０）～ＢＣ（１１：２０） 

 ＢＣからワカンを付けて出発する。南沢を下っていき、開けた雪原にある樹木にテープ

がつけてある地点から阿弥陀岳北西稜に向かって進んでいく。昨日付けたトレースを頼り

にどんどん進んで行く。稜上に出る直前は傾斜が強くなっているので、ワカンからアイゼ

ンに付け直す。稜上は所々腰ほどのラッセルになり、少し時間が掛かってしまった。上部

岩壁が見渡せ、リッジが細くなったところで登攀具を付けザイルを出す。稜上は常に風が

吹いており寒い。 

１ピッチ目 雪稜をリッジに沿って進む。ビレイ点は無く、ピナクルでビレイする。雪の

付きが悪いためザイルを出したが、場合によってはザイルを出さなくても進

める程度のリッジだった。 

２ピッチ目 再び細いリッジを登っていく、ビレイ点は木で取る。 

２ピッチ目の終了点に着いた時、風が強く雲がなくなる気配もなかった。凍傷になりか

けている者もいたので、これ以上の登攀は無理と判断し撤退を開始する。樹林帯まで戻る

とやっと風が無くなりほっとする。帰幕後も上部の雲はなくなることはなく、天気は相変

わらず悪そうであった。 

 

２月６日 雪 －１７℃  

ＢＣ（７：３０）～雪上訓練～ＢＣ（１０：００） 

 昨日の夜から天候が悪化し、朝は風が強く雪が降っていたので登攀は無理と判断し、今

日はＢＣ周辺で雪上訓練を行う事となった。まず埋没訓練を行おうとしたが雪があまり深

くなく、雪を少し掘ってそこに寝そべり上に雪を盛る形を採った。１年生には初めての埋

没体験となり、雪崩に巻き込まれた場合の迅速な対応の必要性と恐怖を確認できた。その

後、ビーコン、ゾンデ、スコップを用い捜索訓練を行った。ビーコンを入れたザックを雪
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に埋め、それを４人編成で捜索する形を採った。時間はまだ早いがテントに戻り、今日下

山される高野ＯＢに差し入れを頂き、別れを告げた。 

明日に備えて疲れを取っていると１６：００頃福留ＯＢが入山された。この日、福留Ｏ

Ｂの判断により内田の指の凍傷は早く降りて治療したほうが良いということになり、内田

を明日テントキーパーとし、登攀後福留ＯＢ、水口と一緒に下山させることになった。 

 

２月７日 曇のち晴 －１８℃  

＊石尊稜 

須藤（４）＝淀川（１） 西出（２）＝福留（ＯＢ）  

ＢＣ（６：１５）～取り付き（１０：１５）～終了点（１３：４５） 

～ＢＣ（１５：３０） 

行者小屋から中山乗越、北沢の右俣までははっきりしたトレースが残っていたが、各ル

ンゼへの登り返しが始まったあたりから、膝程度のラッセルになる。日ノ岳稜パーティ

とラッセルを交代しながら進んでいく。鉾岳ルンゼから、石尊綾の下部岩壁へと続くリ

ッジへ登り登攀具を着ける。簡単な雪稜であったがここからザイルを出すことにする。

約２ピッチで下部岩壁取り付きに着いた。 

１ピッチ目 岩壁中央の草付きルートを進む。ビレイ点やや右から登り始める。傾斜は

緩いが最初のピンまでがホールドが少なく、嫌らしい。２０ｍ程登ったら、

草付きをトラバースし雪壁を登ると、稜上に戻り木でビレイすることがで

きる。 

２～６ピッチ目 雪稜を進む。上部岩壁手前の約２ピッチはコンテニュアスで進むことも

できる。 

７ピッチ目 上部岩壁はまず階段状の凹角を登り、岩壁を鉾岳方面に巻き、緩い雪面を

登った所でピッチを切る。雪面上部にあるピナクルで支点を取った。この

ピッチはお互いの声が届き難いので注意する。 

８～９ピッチ目 リッジから頂上目指し、容易なガリーを進む。 

石尊峰で先に登攀を終えていた日ノ岳パーティと合流し、地蔵尾根を下って帰幕した。 

 

＊日ノ岳稜  

水口（４）＝小林（２） 

ＢＣ（６：１５）～取り付き（８：１０）～終了点（１３：１０）～ＢＣ（１６：００） 

 念願の晴れとなり皆気合十分である。赤岳鉱泉に向かってずいずい進む。中山乗越を越

え、さらに進むと沢沿いの日ノ岳、石尊稜に続く道とぶつかる。トレースがばっちり付い

ていて進みやすい。途中石尊稜の皆と別れルンゼをさらに詰める。日ノ岳ルンゼに入り少

し行った所で日ノ岳稜に入る。ラッセルが深い斜面を登ると、雪稜に出た。ザイルを出さ

ずに雪稜を進むが両端が切れていて、慎重に行く。少し行くと岩壁につきあたり、ここで
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ハーネスを付け登攀を開始する。１、２、５ピッチ目は小林がリードし、その他は水口が

リードした。 

１ピッチ目 登り始めが少々渋いがピンもありガッチリと登る。バンド状の所から日ノ

岳ルンゼ側を巻くように斜登し、木で支点を取る。 

２ピッチ目 日ノ岳ルンゼ側の雪面を進み、木登りを混ぜながらザイルを５０ｍいっぱ

い伸ばし、木で支点を取った。 

３ピッチ目 リッジ上に出るようにさらに雪稜を進む。雪がずぼずぼで進みにくい。 

４ピッチ目 雪稜をさらに２０ｍほど進み、緩やかなリッジに出る。 

４ピッチ目終了後、コンテニュアスで進む。雪庇が少し出ているので、日ノ岳ルンゼ側

を行く。雪が深くスピードが上がらない。上部岩壁に突き当たりそこからまた登攀を開始

する。 

５ピッチ目 岩壁に突き当たり目標となるピナクルなどを探すが見えなく、鉾岳ルンゼ

側を巻くようにトラバースしてルンゼ状のところを登っていく。木の枝が

邪魔で進みにくい。木で支点を取る。 

６ピッチ目 リッジ上にピナクルが見え、ルートを間違ってしまったことに気付くがそ

のまま直上してリッジに戻ることにする。すぐ上にある凹角をアイスハン

マーを使ってじりじり登る。凹角をすぎ、岩壁を登って行く。ホールドは

たくさんあるが鉾岳ルンゼ側に落ち込んでいて怖い。やっとリッジに戻り、

木で支点を取る。 

７ピッチ目 緩やかな雪稜を行く。クラストしていて登りやすくスピードが上がる。 

８ピッチ目 さらに雪稜を進み終了点に着く。横風が強くかなり寒い。 

風の避けられる岩場の影に隠れ、ＢＣとシーバー交信をした後、石尊稜隊を待つことに

する。その後石尊稜隊と合流するために三叉峰に向かい、石尊稜隊と合流し、下降を開始

する。地蔵尾根を下りＢＣに駆け戻った。ＢＣに戻った後、福留ＯＢ、水口、内田はお茶

を素早く飲み、早々に下山していった。 

 

２月８日 晴 －１２℃  

ＢＣ（６：３０）～乙女の滝（８：３０）～ＢＣ（１１：１５） 

～八ヶ岳山荘（１２：４０） 

 朝方、星が綺麗に見えた。須藤、小林、西出、淀川で行者小屋から赤岳鉱泉に行き、そ

こから硫黄岳方面へ進む。硫黄岳と大同心沢の分岐を硫黄岳方面に進むと、ジョウゴ沢と

思われる所の左股にトレースが付いていたのでそのトレースを行った。少し進むと最初の

Ｆ１が現れたが滝の右股からトラバース出来た。更に進むとＦ２が現れた。滝手前の左股

のルンゼから滝をトラバースした。ここでは多少危険を伴うのでＦｉｘを張った。先に進

むと岩壁が現れたが、近くまで行くと奥に続く道があり、正面に乙女の滝の氷爆が現れた。

乙女の滝の左股から上にトラバースすると、しっかりとした支点があったのでトップロー
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プを張り、登攀を開始する。誰も完登は出来なかったが、アイスクライミングの難しさを

知る良い経験となった。帰りは行きにＦｉｘを張った滝を懸垂下降した。行者小屋に戻り、

すぐにテントを撤収し下山した。 
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１０．春山合宿 

 
 

期 間：２０１０年３月２３日～２０１０年３月２８日 

     

場 所：八ヶ岳 

 

参加メンバー：４年 水口佳祐 須藤一馬 

       ２年 小林新平 西出広平 

       １年 淀川裕司 

 

行動概要：３月２３日 入山 美濃戸口～行者小屋（ＢＣ） 

       ２４日 停滞 

       ２５日 停滞 

       ２６日 ＢＣ～登攀～ＢＣ        阿弥陀岳北西稜 赤岳主稜 

２７日 ＢＣ～登攀～ＢＣ        中山尾根 日ノ岳稜 

       ２８日 ＢＣ～登攀～ＢＣ～美濃戸口   小同心クラック 小同心右稜 

 

３月２３日 曇 

離京～八ヶ岳山荘（１１：３５）～美濃戸山荘（１２：１５） 

～行者小屋（ＢＣ）（１４：４０） 

 茅野駅から美濃戸行きのバスに乗り、八ヶ岳山荘がある終点の美濃戸口に到着する。八

ヶ岳山荘周辺は雪は無い。八ヶ岳山荘を正面に見て左側の林道に入り、少し行くと雪が疎

らにあったが問題無く進むことが出来た。美濃戸山荘でピッケル、スパッツ、目出帽を着

け、美濃戸山荘から柳川南沢に入って行く。柳川南沢に入ってしばらくは雪が少なかった

が道が氷結していて危険な箇所があり、慎重に進んだ。２月と比べて雪は少なく好ペース

で問題なく進み、行者小屋前にテントを設営した。水汲み場の水は凍結も無く汲めたので、

融雪の手間が省けて助かった。 

 

３月２４日 曇のち雪、霙、雨 ０℃ 

停滞 

朝、行者小屋周辺はガスに包まれていた。２３日から２４日にかけて天気はどんどん下

り坂になって行くとの予報であり、合宿日数はまだあるため、本日は無理をせず停滞とす

る。午前の早い段階で雪が降り始め、午後になると霙、雨に変わり、風が吹くようになっ

た。すぐに雨よけのフライシートを張るが風が強い。 
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３月２５日 雨 ３℃ 

停滞 

 昨日から雨が降り続づいていた。フライシートを張り直すが、既にテントは濡れている。

気温は高いがシュラフや服が濡れ、とても寒く感じた。午後を過ぎた頃から雨が止んで来

たので、夕食後にテント内で個装や登攀具等を乾かし明日に備える。夜は月が輝き、星が

瞬いていた。シュラフが乾いているため、よく眠れた。明日こそ登攀だ。 

 

３月２６日 晴のち曇 ―１１℃ 

＊阿弥陀岳北西稜 

須藤（４）＝西出（２） 

ＢＣ（６：００）～取り付き（７：４５）～登攀開始（８：００） 

～終了点（１４：００）～ＢＣ（１６：３０） 

行者小屋から柳川南沢をしばらく下ると沢の左岸に少し開けた所が出てくる。そこが北

西稜の入り口でテープがいくつも付いているのですぐ分った。入口から北西稜に向かって

樹林帯を右上して行き沢に出る。北西稜下部露岩群が見える。露岩を目指して沢を渡り再

び樹林帯の中へと入る。ひたすら急な稜上を登り最後にクラストした稜をつめて北西稜取

り付きに着く。 

 １ピッチ目 クラストした雪稜。支点は良いものが無く、４０ｍ程出し小さいピナクル

でビレイする。 

 ２ピッチ目 リッジの右側に出てから再びリッジ上に戻り、正面の岩を摩利支天沢側か

ら巻く。少し行ったリッジの摩利支天沢側のルンゼ内でビレイ。 

 ３ピッチ目 ルンゼ内から少し登り再び稜上に戻る。簡単な雪稜を５０ｍ。第一岩峰下

まで届かなかったので、ハイマツでビレイする。 

 ４ピッチ目 続く雪稜を第一岩峰下まで登る。２点のハンガーボルトでビレイ。 

 ５ピッチ目 ここから第二岩峰を摩利支天沢側に巻いていくと、草付きの大きなルンゼ

が出てくる。ルンゼ内全体が完全に氷化しており、手前のあまり易しくは

ないが草が比較的出ている所をダブルアックスで登っていく。途中のピナ

クルでビレイ。 

 ６ピッチ目 ピナクルを乗越し、先程のルンゼとは別のルンゼ内に入って左上、第二岩

峰直下まで進む。 

 ７ピッチ目 前回は支点から右上する凹角にルートを取っていたが、今回は北壁側のバ

ンドをトラバースするルートを選択した。支点から北壁側に巻いて岩の張

り出したバンドをトラバース。１５ｍほど出し２点のハンガーボルトでビ

レイ。 

 ８ピッチ目 支点から少し上がり正面に走るバンドを右にトラバース。トラバースする

所は支点がない。今度は阿弥陀岳頂上に向き直り、滑り台上のスラブを登
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る。ピンはたくさんあるが、最後の少しハングした岩を体全体で越す時に

勇気がいる。乗越したら頂上に向かって少し登り、２点のハンガーボルト

でビレイする。 

 ９ピッチ目 簡単な雪稜、ザイルをいっぱいに出す。支点はないのでスタンディングア

ックスビレイをする。 

１０ピッチ目 コンテニュアスで摩利支天下を摩利支天沢に巻くように登り、御小屋尾根

に出て登攀を終了する。 

登攀具を整理し、中岳を越えて文三郎道を下り、ＢＣへ向かう。風が強かった。 

 

＊赤岳主稜 

水口（４）＝小林（２）＝淀川（１） 

ＢＣ（６：００）～取り付き（８：００）～赤岳頂上（１１：３０） 

～ＢＣ（１３：１０） 

 今日は昨日と打って変わって快晴である。勢い良くテントを出発して文三郎道を登る。

雪は軽く締まっているが、ズボズボと埋まって歩きにくい。天気も良いので取り付きはす

ぐに見つけることが出来た。取り付きへのトラバースはクラストしていて危険だったので、

ザイルを組んで通過した。 

１ピッチ目 顕著なチムニーを登る。途中にあるチョックストーンのすぐ下まで

氷化し、以前登った時よりも簡単に感じる。チョックストーンを乗

越し右上しハンガーボルトが２つあるテラスでピッチを切る。 

２ピッチ目 簡単な階段状の岩場を素早く通過し雪稜に出る。雪稜の途中で支点

を見つけてピッチを切る。 

３ピッチ目 雪稜はザイルを５０ｍ延ばして進む。昨日の雨が凍ったのか、カチ

カチの斜面をピッケルとアイゼンを使ってガッチリと登る。 

４ピッチ目 雪稜から階段状の簡単な中間の岩場に入る。ここも氷化していて少し

怖い。ランニングの支点も埋まっていて見つからない。岩場を抜けて

雪稜に出てホッとする。この頃から雲行きが怪しくなりガスが出始め

る。 

５ピッチ目 岩場まじりの雪稜をさらに行く。ランニングはあまり取れない。上部

岩壁の取り付きでピッチを切る。 

６ピッチ目 まずは階段状を登る。階段状の岩場は上に薄く氷が張っていてかなり

怖い。ランニングは定期的に取れるが、ホールドは乏しい。足をガタ

ガタいわせながらなんとか越える。そこから硬い雪を１０ｍほどトラ

バースし凹角状の岩場を足を突っ張りながら登る。岩場を乗越してす

ぐにハンガーボルトのしっかりした支点がある。天候がさらに悪化し、

雪もちらつき始める。 
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７ピッチ目 簡単な雪稜を素早く登る。ここは二重稜線のようになっていて、右に

ラインを取る。ルートを左にとりすぎて指摘を何度も受ける。 

８ピッチ目 岩場の混じった雪稜を行く。途中、岩と岩に挟まれた門のような所

を抜ける。 

９～１０ピッチ目 簡単な雪稜を登り終了点に着き、登攀を終了する。 

 稜線上はかなり風が強く、天気も悪いので赤岳頂上山荘の風が当たらない所に避難して

一休みする。文三郎道へ下山を開始する。赤岳頂上山荘はカリカリに凍った斜面が連続し、

鎖も埋まっていて掘り起こしながら、鎖を掴んでガッチリ下る。中岳と文三郎道の分岐の

直下は尾根が広く、一瞬ルートが分り難くなる。赤岳主稜のトラバース部分の下でアイゼ

ンを外しＢＣまで駆け下った。 

 

３月２７日 晴 －１７℃ 

＊中山尾根 

須藤（４）＝小林（２） 

ＢＣ（６：００）～取り付き（８：００）～終了点（１２：０５）～ＢＣ（１４：３０） 

ＢＣを出発し中山乗越に向かう。乗越で日ノ岳隊と別れ中山尾根を登る。樹林帯は多少

ラッセルがあり時間が掛かってしまう。取り付き手前のやせたリッジの手前で登攀の準備

をする。 

１ピッチ目 岩壁正面から少し右に下がったところにハーケンが打ってあり、そこ

から登攀をスタートさせる。凹角を左上するが出だしが凍っていてか

なり怖い。ランニングも氷を壊して見つけ出し、ピッケルを使って何

とか登った。以前登った時とはまるで様相が変わっていたのでびっく

りした。凹角を詰めて日ノ岳ルンゼ側に体を乗り出すように進むとテ

ラスに出る。テラスには頑丈な支点が設置されている。 

２ピッチ目 テラスからバンドを日ノ岳ルンゼ側にトラバースし、草付きを直上し

ていく。草付きの手前はつるつるの壁があり多少怖いが、木があるの

で木を掴んで登れる。草付きを登り切ると雪稜に出る。 

３～５ピッチ目 雪稜はトップを交代しながらスピードを上げて登っていき、上部岩壁

に着いた。 

６ピッチ目 まずは凹角を一段登る。ここも薄氷が張っていてかなり厳しい状態に

なっている。勇気を出して足場に立ちこむことの連続だった。一段登

るとラインが分かれるがやや右よりを行く。ピンは多くあるが細かく、

若干凍っているので厳しい。声を出しながら何とか中間のテラスに出

る。ルートが間違っていないか心配だったのでここで１度ピッチを切

った。 

７ピッチ目 傾斜がかなりある凹角をホールドをガッチリ掴んで乗り越す。足を突
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張れば確実に登れる。短いがすぐ上にある支点でピッチを切った。 

８ピッチ目 草付きと岩場の混じった稜を登っていく。ここは先行を交代して行く。 

９ピッチ目 雪稜をさらに進むとルートが左右に分かれる。右、稜上のハングも行

くことが出来るが左、日ノ岳ルンゼ側の傾斜の緩い草付きを行く。草

付きを行くとトサカ状岩壁の基部に着く。ここはピナクルで支点を取

ることが出来た。 

１０ピッチ目 トサカ状岩壁の基部にあるバンドを右にトラバースする。バンドは雪で

完全に埋まっていて、その雪も安定していないので慎重にトラバースす

る。縦走路に出て登攀を終了した。 

登攀具を整理し小休止をしてから日ノ岳隊と合流して下降を開始した。地蔵尾根はクラ

ストしていたが問題なく下る。 

 

＊日ノ岳稜 

水口（４）＝西出（２）＝淀川（１） 

ＢＣ（６：００）～取り付き（７：３０）～終了点（１２：３０）～ＢＣ（１４：３０） 

ＢＣを出発し中山乗越に向かう。乗越で中山尾根隊と別れ日ノ岳稜を目指す。ルンゼ内

の雪は締まっていて歩きやすいが、ブレイカブルクラスト気味で上部に行くほど硬くなり、

脹脛が痛くなる。日ノ岳下部岩壁の取り付き点で登攀の準備をする。 

１ピッチ目  下部岩壁の登攀である。岩壁左の鉾岳ルンゼ側から右上するバンドを

登り、バンド終了地点から直上しリッジに出て木でビレイする。 

２ピッチ目  リッジを登ると直ぐに土壁にぶち当たる。ここで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、一段上の急な雪面を日ノ岳ルン  

ゼ側にトラバースする。 

３ピッチ目  トラバース後、土壁の日ノ岳ルンゼ側のリッジを登ると、急な雪面に

出る。この雪面を直上し木でビレイ。 

４～６ピッチ目 急な雪面を登りきると、上部岩壁までなだらかな雪稜に出る。ここを

登り、上部岩壁へと向かう。上部岩壁取り付きは日ノ岳ルンゼ側に１

０ｍ程度巻き、ハイマツを掘り起こしビレイする。 

７ピッチ目 上部岩壁の登攀である。ピナクル下のチムニーかその奥の階段状を登

る。今回は階段状を登攀した。ピナクルまでは簡単だが、そこから鉾

岳ルンゼ側に左上する凹角に向かう。凹角に向かう入口が難しい。 

８ピッチ目 ビレイ点から鉾岳側に左上する凹角を登る。掴みやすいホールドが多

いが立っていて高度感があり恐ろしい。 

９～１０ピッチ目 雪稜を稜上に進み日ノ岳へ向かう。 

登攀具を整理し小休止をしてから中山尾根隊と合流して下降を開始した。 

３月２８日 晴のち雪 －９℃ 
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＊大同心稜～小同心クラック 

須藤（４）＝西出（２）＝淀川（１） 

ＢＣ（４：４５）～大同心ルンゼ出合（５：１５）～大同心基部（７：３０） 

～登攀開始（８：２０）～横岳頂上（１２：４５）～ＢＣ（１４：００） 

～八ヶ岳山荘（１６：４０） 

 行者小屋から赤岳鉱泉へ向かい硫黄岳への道を登っていくと、途中に橋がありそこを渡

らずに大同心ルンゼに入る。しばらく樹林帯の沢筋を進んで右岸の樹林帯の稜に取り付く。 

 

大同心稜～小同心基部 

それほど急ではなく順調に進むが出合から１時間程登った所で雪が固くなってきたので

アイゼンを付ける。その後リッジに出ると視界は開けて大同心、小同心や八ヶ岳の全体が

望める３６０度の視界が得られ壮観だ。出たところで登攀具を付ける。ここから小岩峰を

越えていく。 

１ピッチ目 この小岩峰は氷化具合でザイルを出す判断を迷いそうだ。今回は５０

ｍザイルを出す。 

２～４ピッチ目 雪稜を続けてザイルを３ピッチ、１１０ｍ程延ばして大同心基部に着

く。 

５ピッチ目 バンドを４０ｍ程大同心沢側に南稜取り付きまでトラバース。南稜取

り付きでザイルをしまい、大同心沢をトラバースしそのまま小同心基

部へ。 

小同心クラック～終了点 

１ピッチ目 残置支点はハーケンが１つだけあったが、腐っていたので使用せずピ

ナクルでビレイした。正面垂壁左を左上していく。掴みやすいホール

ドは豊富にあり行きやすい所を行く。凹角内に入り直上してテラスに

出る。出口には支点が豊富にあり、２点のハンガーボルトもあった。 

２ピッチ目 支点から右に出て軽く全体が氷化している岩を乗越す。そこから小同

心ルンゼ側の両側面がぼこぼことしている凹角内を、足を限界まで広

げながら豪快に登っていく。ホールドは豊富。抜けたところはレッジ

で、ここから左右にラインが分かれる。右のクラックルートを選択し

た。ここも先ほどの凹角ほどではないが、ホールドは豊富にある。逆

に少し体を外に出すため傾斜を感じた。抜けた所が肩になっている。 

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。テラス正面の凹角を登った方がザイルの流れは良さそう

だ。巻いて階段状の岩場を登ると抜け口にハンガーボルトがある。小

同心クラックはここで終了のため、一旦ザイルを回収した。 
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終了点～横岳頂上 

１５０ｍ程氷化した雪面を登り、横岳直下で再びザイルを出す。全体が氷化しており、

ダブルアックスで快適に進む。４０ｍ程で横岳頂上に出る。地蔵尾根から下ってＢＣへ。 

 

＊小同心右稜 

水口（４）＝小林（２） 

ＢＣ（４：４５）～取り付き（６：１５）～小同心右稜上（１０：００）                       

～取り付き（１１：３０）～ＢＣ（１２：１０） 

 石尊稜、日ノ岳稜に行くように柳沢北沢右俣を詰め、最初にある分岐でルンゼを詰める。

無名峰北稜にいくのと同じ取り付き方だ。ルンゼを詰め、無名峰ルンゼと小同心ルンゼの

分岐から、左に折れて小同心ルンゼに入る。無名峰ルンゼは小さく一見沢に見えないので

注意が必要だった。目印としては、合流手前に倒木があり沢を塞いでいるので、倒木を乗

り越えれば合流点である。第一岩壁への取り付きは、岩峰下の斜面から直接斜面を登る。 

   １ピッチ目 第一岩壁を直上する。階段状の岩場で簡単だが、岩が脆く木も無いの

で支点が取れない。４０ｍほど登り、支点となる太い木で直ぐにビレ

イする。 

   ２ピッチ目 ビレイ点から左へ１０ｍほど雪面トラバースし、ややハングした脆い

凹角を登る。トラバースは特に問題ないが、洞窟のような洞穴が印象

的だ。トラバースを終え、洞穴横の凹角を右上するように登る。ここ

が悪い。凹角上部は木登りでザックが邪魔だ。 

   ３ピッチ目 支点から素直に直上する。急だが簡単な雪面である。５０ｍ伸ばしナ

イフリッジ上の木でビレイ。 

 ４～５ピッチ目 ナイフリッジと雪稜を進む。 

 この先から二段にわたる岩場が見えるが、予想以上に時間が掛かってしまった。天候も

悪くなりさらに時間が掛かると考え、ここから同ルートを下降する。木が多く下降ルート

の選択や回収に時間が掛かってしまった。５０ｍ懸垂を１回、２５ｍ懸垂を２回行い、沢

まで降り、テントに帰幕し下山に移る。 

 

＊下山 

ＢＣ（１４：００）～八ヶ岳山荘（１６：４０） 

 早朝は星が見えていたが、明るくなってからはガスに包まれ、正午頃になると雪が降り

始めた。大同心稜隊が帰幕するのに時間が掛かってしまったため、先に帰幕していた小同

心右稜隊がテントの撤収を進め、大同心稜隊も帰幕した後すぐに撤収を手伝った。行者小

屋から柳川南沢を下って行く。入山時よりも道が氷結している箇所が多く、アイゼンを着

けても良かったが、アイゼンを着けずに慎重に下山した。美濃戸山荘からの林道は雪が積

もっていたが凍結はして無かったので問題なく進む。八ヶ岳山荘到着後、整理体操をして、
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春山合宿を終えた。 
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１１．個人山行 

期間 場所 メンバー 

５月５日（火） 

～５月９日（土） 

槍ヶ岳 北鎌尾根 中洞拓人（ＯＢ） 水口佳祐（４） 

内田龍也（３） 西出広平（２） 

５月３０日（土） 

～５月３１日（日） 

奥武蔵 天覧山 水口佳祐（４） 西出広平（２） 

小林新平（２） 矢部高貴（１） 

６月３日（水） 

～６月５日（金） 

北アルプス 剱岳 水口佳祐 

６月２７日（土） 

～６月２８日（日） 

湯河原 幕岩 須藤一馬（４） 水口佳祐（４） 

内田龍也（３） 西出広平（２） 

小林新平（２） 

７月４日（土） 丹沢 広沢寺 須藤一馬（４） 水口佳祐（４） 

内田龍也（３） 西出広平（２） 

小林新平（２） 

７月１１日（土） 上越 巻機山 須藤一馬（４） 水口佳祐（４） 

内田龍也（３） 西出広平（２） 

小林新平（２） 

７月１２日（日） 上越 谷川岳 

一ノ倉沢烏帽子沢南稜 

水口佳祐（４） 西出広平（２） 

須藤一馬（４） 

 

７月１９日（日） 黒山 聖人岩 井上徳孝（ＯＢ） 高野 優（ＯＢ） 

須藤一馬（４） 内田 龍也（３） 

 

９月５日（土） 

～９月６日（日） 

奥秩父 小川山 井上徳孝（ＯＢ） 水口佳祐（４）、 

小林新平（２） 

９月１１日（金） 

～９月１２日（土） 

奥秩父 小川山 水口佳祐（４） 須藤一馬（４） 

内田龍也（３） 

西出広平（２） 小林新平（２） 

 

１０月１１日（日） 

～１０月１２日（月） 

 

北アルプス 錫杖岳 

左方カンテ 

１ルンゼ 

井上徳孝（ＯＢ） 西出広平（２） 

小林新平（２） 
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１０月１０日（土） 

～１０月１２日（日） 

山梨県 三ツ峠 水口佳祐（４） 内田龍也（３） 

淀川裕司（１） 

１１月３日（水） 丹沢大山縦走 加入道山

～塔ノ岳 

内田龍也（３） 

１０月２８日（水） 

～１１月４日（水） 

南アルプス 黒戸尾根 

～広河原 

須藤一馬（４） 西出広平（２） 

小林新平（２）淀川裕司（１） 
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１２．部員所感 

 

主将として 

４年 水口佳祐 

成果の年である。年度当初の意気込みは高く、昨年度からの問題を解決しようと皆意欲

的だった。だが結局最後までこの問題が枷となってしまった。この問題は主にリーダーシ

ップ・メンバーシップに現れていたが、皆の意気込みから、枷がバネとなり飛躍に繋がる

と思っていた。 

何が良くて何が悪かったのか、思うところはたくさんあるが、今思えば部員一人一人に

完璧を目指すと認識させ、部員間で競争すること、焦らせることがなかったからだと思う。

単純に今年１年間は温かった。 

主将は部の采配、かじ取り、原動力など多くの役目や責任が課せられる。言葉で言えば

三語だが、実際に行動することは非常に困難だ。時間が取れないため采配や、部の計画的

なかじ取りに力を割くことが多く。練習に参加できないことが多かった。その代わり一層

良い主将であろうとしたが、我儘さが無くなっていったと思う。 

主将は何が何でも勝とうとする競争力や我儘さを持ち、原動力となる存在でもある。部

のそういった流れは主将しか生み出せない。そういった感情は、年度目標に近づけば近づ

くほど必要になるが、その強い泥臭い思いが足らなかった。 

今年度は秋に韓国山行を企画していた。韓国にいったことは部の上半期に非常に大きな

原動力を与えてくれたが、下半期には韓国以上の目的が持てず、秋合宿前後で部が浮つい

てしまった。この時、踏ん張り叱咤激励してかじ取りをする役目であったが日々の作業に

忙殺されてしまった。これが今年度一番の反省点であり主将として至らなかった点である。 

山岳部員としての活動は終わってしまったが、今年の反省を忘れずに今後山ヤとして高

峰に向かって行きたい。後輩達は次世代の主役として山岳部を盛り上げてほしい。 

 

２００９年度所感 

４年 須藤一馬 

当たり前だが、今思うとあっという間の４年間だった。私が一年だったころは上に３、

４年生がいて体力的にも精神的にもまったく足元にも及ばない人と山を登っていた。正直

高校生だったころやっていたものとは雲泥の差、というかまったく別のスポーツといって

も良いくらいだった。朝早く起きて飯を炊いて、素早く食べ、勢い良く出発していく。そ

して体力の限界まで体を痛めつけて帰ってくる。特に夏山合宿は体力的にきつかった。 

 それが学年を重ねるに従って体力も付き、高校時代からは信じられないほどの体力が付

いた。いや体力だけではない、自分が山で行動する上での知識も計り知れなかった。怠け

者の私には農大山岳部でなかったらきっとこんな世界があるとは絶対に分からなかったに
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違いない。それは断言できる。おかげでいろんな山に出会って、人に出会って、道具に出

会って・・。いろんなことを学ばせてもらったが、あいにくそれをまったく私は生かせな

く本当に申し訳なく思っている。 

４年生最後の合宿は年度当初から考えていたものとは外れてしまった。その原因は少な

からず私にあって今の部員たちには申し訳ない。 

同期には感謝している。研究室と部活の両立で忙しいのにあそこまで自分に厳しく出来

る人はそうはいない。私は同期に恵まれている、そう思う。リーダーを支える立場であり

ながら支えてもらってばっかりだった。一方後輩達についてはいい意味で言えば個性的、

悪く言えば変人達だった。でも一緒の山登りは楽しかった。 

卒業しても勿論山は登っていきたい。今の４年生以下にも出来る限り、山を登り続けて

欲しいし、１年生にはまず色んな山に登って山を好きになってもらいたい。大学４年間思

い出が真っ白な人間はいるはずも無く、いろんな色に染まっていると思う。 

きっと山色になってください。四年間ありがとうございました。 

 

２００９年度を振り返って 

                                 ３年 内田龍也 

 山あり谷ありの忙しい１年であったと思う。また良くも悪くも多くの経験が出来た。特

に韓国学生との交流山行は、海外を目的とする農大山岳部の片鱗に触れられたのではない

か。文化の違い、言語の壁を通じてコミュニケーション能力の重要性を考えさせられ、「準

備」がどれ程大変で深いものか再認識出来た。新たな物事に触れて部員達の眼はいきいき

と輝いていたと思う。本当に行って良かった。 

しかし韓国から帰国後は、１年生が抜けたり入ったりと「年間計画」は振り出しに戻り、

隊のレベル、隊の姿勢がブレて行く。思い起こせばブレは少しずつ大きくなりそれぞれの

方向性がバラついていた。結果、春山強化では無雪期に出ていない問題が生じ、年度目標

を撤廃せざるおえなくなる。春山合宿は八ヶ岳となり、基本を取り戻すための「地固め」

をした合宿だった。４年生にとって最後の決算合宿でこのような結果に終わったのは、言

葉では言いつくせない思いであったと思う。自分は悔しいし詫びたい部分もある。だが、

いまさら詫びうんぬんではない。今回の経験を胸に、来年度を見据えようと思う。 

目的を意識し続けることがいかに難しいか、部をまとめることがどんなに重要か経験し

た。来年度へは、４年生の意思を引き継ぎ、どのような状態でもブレない一本の筋を通し

たい。 
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山岳部２年を振り返って 

２年 小林新平 

山岳部２年生として昨年１年過ごしたが、１年生のとき以上に学ぶことが多い１年にな

った。夏山合宿まで一緒にやってきた１年生が秋山合宿前に辞めてしまったり、春山合宿

の計画は上手く行かず、落ち込むことや悔しいと思うことも多く、２年生としての自覚が

足りず、２年生として役割を完璧に理解していなかった。また力不足で、部全体の足を引

っ張っていて、小さいミスや合宿などでの失敗を挙げたらとても多かったと思う。「なにや

ってんだ」と無駄に落ち込んだりして、どうしてそのミスをしたのか自分の中で深く考え

ていなかったことが大きかったと思う。１年を通じて２年生として頑張ろうとしていまし

たが空回りしているような感じだった。 

しかし逆に昨年は山岳部をやっていて良かったと思うことも沢山あった。夏に韓国に行

って、韓国の学生と仁寿峰に登ることができた。初めて海外に行くことができ、しかもそ

こで岩登りをすることが出来てとても新鮮な体験をさせてもらった。耐寒合宿前には新し

い１年生が入ってきて、冬山合宿では初めて冬の槍ヶ岳に登ることが出来、つらいことも

あったがそれも合わせて充実した１年になった。次は３年生になるので昨年の失敗点など

も良く考えて、前向きに元気良く、今年も充実した１年になるように全力をつくしたいと

思う。 

 

１年間振り返って 

2 年 西出広平 

新人歓迎合宿には２人いた１年生も、岩登り合宿では１人になってしまい、その１人も

夏山合宿後に辞めてしまい、入れ替わりに淀川が入部した。１年生の入れ替わりが激しい

年だったと思う。今年度は韓国の仁寿峰に行き、成均館大学の学生と一緒に登攀できたこ

とは、良い経験となった。この山行で海外登山の難しさ、面白さを感じることができた。

今年は様々な問題が発生し、年度目標である積雪期剱岳全員登頂を達成することが出来な

かった。自分達の力不足だと思う。このことについては部員内で時間をかけて話し合い問

題の原因を探った。様々意見が出たがやはり問題は積雪期剱岳に登頂するということのイ

メージが出来ていなかったということだと思う。また私には他人を思いやる気持ちが足り

ていなかったと思う。合宿中自分が厳しい状況になると他人を気遣うことができなくなっ

てしまった。これは上級生にはあってはならないことだと思う。来年度から私は３年生と

なる。３年生は部を引っ張っていく存在であり、部の中心的な存在だと思う。責任感を持

って行動し、自分が理想とする上級生になれるよう努力していきたい。今年１年間は色々

な事があったが、これら全てを来年度への糧とし年度目標を達成したいと思う。 
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２００９年を振り返って 

１年 淀川裕司 

 私が山岳部に入部したのは、今年の９月の後半頃でした。入部する前、私は一人で山に

入り続けていました。週末に限らず平日講義終了後山へ行き、翌日山から登校する事もあ

るくらい好きで、周りからは変態と呼ばれました。そうするうちに、どんどん山の魅力に

引き込まれていき、冬山に入りたい、登攀もしてみたいと思うようになりました。しかし、

冬山や登攀は一人では危険過ぎる。いかがしたものかと思い始めた最中、友達に『そんな

に山好きなら、山岳部入れば。』と言われました。私は、以前から山岳部の存在を知ってい

ました。ホームページを見たことがあるし、雑誌でも農大山岳部が載っていた記事を見た

ことがあり、冬山や登攀を考えた時、頭の片隅のほうに山岳部という選択肢はありました。

ただ、９月に入り夏も過ぎ去り始めたこの時期にいきなり入部していいものなのか、これ

から冬に入るのに山岳部のノウハウが分からない初心者がいいものなのか、一人で楽しく

自由気ままに旅してきた私が耐えられるのか、自由が奪われるのではないのか、そんな言

葉の壁を造り山岳部を敬遠していた矢先の言葉でした。実際、正直に言えば、ノリで入部

を決意した部分もあると思います。入部してみて分かったことがあります。自由は奪われ

ました。これは仕方がないです。そして、これでもかと詰め込んでパンパンになった荷物、

持ってみると重い、これもある程度覚悟していたが想像を遥かに超えていました。登攀も

想像よりもずっと難しく、恐いです。冬山は信じられないくらい厳しい環境で絶望しかけ

ました。でも自分は今、何かをやっていると言う気がして楽しいです。しかし、学生の仕

事はやっぱり勉学です、今年はその事を痛いほど痛感いたしました。私は山岳部に入って

まだ半年程で、１年生に教えられるか不安ですが、自分も教えながら覚えていきたいと思

います。
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