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個人山行            

４月               P40 

爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳  

上級生雪上訓練        L江川 信 

５月              P42  

小川山新歓クラミング      Ｌ江川  信 

６月               P43 

燕岳～蝶ヶ岳             L土田孝浩 

有明山 曲り沢              L土田孝浩 

笛吹川 東沢釜の沢           L土田孝浩 

甲斐駒～千丈ヶ岳        Ｌ小平貴則 

７月               P48 

唐松岳・丌帰ノ嶮           L小島弾人 

甲斐駒～鋸             L小平貴則 

穂高岳                        L土田孝浩 

錫杖岳クラミング           L江川  信 

八ヶ岳縦走報告書            L小島弾人 

八ヶ岳 編笠山～麦草峠       L土田孝浩  

宝剣岳 中御所谷             土田孝浩 

8月               P54 

西穂高岳～奥穂高岳        L土田孝浩 

白馬岳～常念岳            L小島弾人 

夏縦走 北ゕ             L土田孝浩 

縦走合宿单ゕ（光岳～鳳凰三山）       L小平貴則 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月               P65 

秋縦走針ノ木～立山～笠       Ｌ土田孝浩 

女鳥羽川上流、地獄谷         Ｌ江川  信 

北岳バットレス         L小平貴則 

場所：中央ゕルプス            L河野卓朗 

10月              P70 

戸隠岳                      Ｌ土田孝浩 

12月              P71 

八ヶ岳                         Ｌ江川 信 

赤岩尾根                       L土田孝浩 

木曽駒ケ岳 白き洗礼            L小平貴則 

1月               P73 

甲斐駒黒戸尾根：神降る修験道   L小平貴則 

八方尾根               L小島弾人 

2月               P75 

中ゕ 将棋頭山～越百山      L小平貴則 

燕岳～蝶ヶ岳           L土田孝浩 

3月               P76 

仙塩尾根             L小平貴則 
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2010 年度新人合宿報告書 

初めに 

 多くの新人を迎えて、2010 年度が始まった。昨年までの OB におんぶに抱っこの状態から脱出し、現役 SAC として

独立するための第一歩となるのがこの合宿だった。新人の諸君には山の楽しさと厳しさ緊張感を、上級生には上級生と

しての自覚、新人の命を預かるという緊張感と責任感を味わってもらいたかった。 

 信州大学山岳会は長い歴史が有るものの、そのシステムが一度失われてしまったのも事実だ。我々は、OB の力を借

りながら、新しい伝統を作っている最中だと言えるだろう。合宿は形としては復活したものの、その機能を十分に果た

せていない事を痛感した。その最たるものが“係”の役割と責任だろう。細かい反省点の洗い出しは、後の項にまわす

事とするが、各会の役割を手探りで探していると言ったかんじであった。 

 この合宿を通して、同じ釜の飯を食う仲間としての連帯感、そして何より山の楽しさを新人が味わえたのなら幸いで

ある。１年には１年の、上級生には上級生の反省点が見えた事だろう。この経験を通して更なる高みを目指していきた

い。 

自分たちはまだまだ成長過程にある。この事を胸に刻み日々努力していこう。 

 

 昨年に続いてサポートしてくださったボンドさん、古賀さん、車出しをしてくださった牛山さん、本当に有り難うご

ざいました。特に４年不在の中その役割を補う形でのボンドさんの助言に助けられました。最後になりますが、上級生

がダウンする中、槍のアタックで援護をくださった山崎さん有り難うございました。 

CL 江川信 2010 新人合宿 記録 

 

5 月 23 日（日） 雤 

5：00  集合 

6：00  駐車場を出発 

8：00  二俣  

11：10  岩魚留小屋 

14：50  徳本峠着 

初日から雤、雤、雤。誰だ、雤男は。体は冷えるしザッ

クも重たく、かなり辛かった。個人的に、小平さんの変

なテンションに元気付けられた。小屋の御主人のご好意

により、泊めていただいた。しかし、小屋に着いた僕ら

を見て一言「自衛隊？」とおっしゃったのには参りまし

た。 

 

5 月 24 日（月） 雤 

5：30  起床・エッセン 

7：30  徳本峠を出発 

10：35  明神橋近く 

11：30  徳沢 先発隊が行く 

12：40  横尾 

13：10  BC 着 

今日も朝からずっと雤。誰かなぁ、雤男は。徳本峠から

の下り、雪渓の雪が緩くて怖かった。これだけで軽く雪

訓だ。清流・梓川がチョコレート色になっていた。はい、

ここで漢字のお勉強。「濁流」と書いて「セイリュウ」と

読むのだ！「セイリュウ」とは、木を根こそぎ押し流す

のだ！実際にその瞬間を見てしまった。屏風岩との初対
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面はちょっと感動。 

5 月 25 日（火） 曇り 

4：00  起床・エッセン 

5：35  BC 発 

8：00  涸沢ヒュッテ着 

    雪訓 

13：30  涸沢ヒュッテ発 

15：30  BC 着 

本谷橋が架かっておらず、雪の上を渡ることになった。

あちこちにクレバスがあり、恐ろしい。そして、初の涸

沢走り。ぼんどさんの咆哮を後ろに聞きながら先輩達を

追い抜き、血の味がする息も絶え絶えにタクローと競っ

て一位でゴール。してやったり！ぼんどさんによる、歩

行の一見ギャグのような練習が効果的だったようで、ピ

ッケルストップをやる頃にはキックステップの感覚が掴

めてきた気がした。シリセードが意外に面白く、小さい

頃の雪遊びを思い出した。それと、涸沢ヒュッテの方々

にカップ麺とお茶をいただいた。本当にありがとうござ

いました。 

5 月 26 日（水） 雤のち曇り時々晴れ 

4：00  起床・エッセン 

5：30  沈殿決定 

   沈殿 

夜に降った雤の影響で雪質が悪く危険ということで沈殿。

午前中はザイル講習、午後はひたすら暇つぶし。自棄に

なってレーションを一気に食ってしまった。こんな日に

限ってレーションが妙に美味い。更にコッヘルでゼリー

を作った。食う量だけは一丁前である。あまりに暇なの

で皆で横尾まで水汲みに行った。しかし、帰ってきて焚

き火をしていると雤が。結局エッセンはテント内でやる

羽目に。これで三日連続。誰なのよ、雤男は。 

5 月 27 日（木） 晴れ 

4：00  起床・エッセン 

5：30  BC 発 

8：00  涸沢ヒュッテ着 

    雪訓  

11：30  5・6 のコル着 

13：00  涸沢ヒュッテ発 

15：00  BC 着 

久しぶりに天気が良くなった。古賀さんの晴れ男パワー

が凄いのだろうか。しかしそのおかげで走りが暑く、古

賀さんのペースに乗せられて失速、4 位に。くそー、ま

だ弱いなあ。ピッケルストップが段々とモノになってき

た。当然、使いたくないが、進歩が感じられるのは嬉し

い。雪訓の後、5・6 のコルに登った。雪崩が多く怖かっ

たが、気分爽快。K は高い所でのマーキング（という名

の小便）に目覚めたらしい。下りは全員シリセード。グ

リセードも出来るようになってきた。雪国で育ったこと

の思わぬ効果という感じだ。 

5 月 28 日（金） 快晴 

4：00  起床・エッセン 

5：30  BC 発 

8：00  涸沢ヒュッテ着 

    雪訓 

11：50  穂高岳山荘 

12：50  涸沢岳山頂 

14：00  涸沢ヒュッテ発 

16：00  BC 着 

朝から最高の天気。ずっとツンだった山が、ついにデレ

た。穂高連峰はじめほぼ全ての山が見えた。こんなに凄

かったのか、初めて知ったよ。走り最終戦で見事に 1 位

を奪還。それにしても、3 回とも 2 位だったタクローの

安定感は凄い。雪が硬く、ピッケルストップがよく止ま

るのだが痛い。しかし、これはが「止まる痛み」だ。覚

えておかないと。ザイテングラードと抜けて白出しのコ

ルへ、そこから涸沢岳に登った。頂上からの眺めは素晴
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らしく、富士山までくっきり。山よ、妙に演出が効いて

いるじゃないか。3000m にもなると、何か漂っているも

のが違う気がする（多分酸素だが）。下りは勿論シリセー

ド。登りの半分以下の時間で下った。速い！ 

5 月 29 日（土） 晴れ 

3：00  起床・エッセン 

4：00  先発隊出発 

5：30  BC 発 

10：45  槍の肩着 

12：25  槍ヶ岳山頂 

15：40  槍の肩発 

17：50  BC 着 

 

前日ほどではないものの、好天。とにかく槍沢までが遠

い。素晴らしく遠い。しかし途中に岩がゴロゴロしてい

て飽きない道だった。槍沢走りはやらないということを

知って新入生全員が安堵した。やったらどうなったこと

か。その後の登りでスイマー木村がダークホース的な強

さを見せる。大智は前日のペミカン地獄カレーで体調を

崩したようで辛そうだった。ペミカンは三つまでにしよ

う。槍の肩から 3 チームに分かれて槍にアタック。ここ

でフリーのスキルが活きた。そして無事に登頂。誰も居

ない山頂、雲が多く残念ながら景色は楽しめなかったが、

十分に爽快だった。その後全員が登るのに 3 時間以上か

かった。山崎さん、ありがとうございました。下りのシ

リセードは雪質のせいでスピードが出ず。雪渓が終って

からはひたすらハイペースで BC まで駆け戻った。急い

で薪を拾って最後の夕飯。天ぷらは失敗だった。要研究

でしょうか。 

5 月 30 日（日） 晴れ 

6：30  起床・エッセン    撤収 

9：10  BC 発 

10：30  お墓参り 

11：30  一時解散 

13：00  バスターミナルに集合 

16：00  上高地発（バス） 

18：00  松本駅着 

18：40  BOX 着 

17：30  解散 

最終日。撤収後の団装分けツバリで江川さんが鬼のよう

な強さを見せた。美しい上高地を初めて見たような気分

になった。数日前とは別世界だ。お墓参りが終り、一時

解散。バスターミナルを目指してそれぞれの進路をとっ

た。僕は江川さん、土田さんと一緒に遊歩道へ。しかし

明神池で時間を潰しすぎ、遊歩道は「遊走道」と化した。

観光客の視線など気にせずにドタドタ走ってバスター↑

ミナルへ。まさか上高地走りまでやることになるとは思

っていなかった。 

新人合宿が終り、翌日から即学校。正直、現実に戻れて

いないような気がする。僕が居るのは街だが、僕が居た

いのはやっぱり山なのだろうか。 

文責：中島 渉 

係の感想と反省 

装備 

反省点              江川信 

・ ガチャの総量が多かった。参考にした計画書ではバリ

エーションのアタックをしてきる頃だというのを考

慮していなかった。 

・ MSR のポンプ、ツェルトの買い出しを行っていなか

った。 

・ 注文等の手はずが悪かった。 

・ 段箱の防水 

・ テントの天井に紐を張っていなかった。 

・ 網を用意してバーベキュウをしたかった。 

・ MSR の整備が足りないものが一つあった、火力が弱

い。 
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良かった点 

・ ラーメンボックス：冷蔵庫としても最高！ウジ虫ラー

メンにもならない、帰りはやかんも詰められる（多尐

かさばるが） 

・ 土嚢袋の使用。食料等を分類して運ぶのに便利だった。 

装備は準備段階でドタバタしてしまった。あらかじめ段

取りを考えておくべきだった。また、段ボール箱をきっ

ちり防水するべきであった。 

 

会計            担当：土田孝浩 

予算  

合宿費 15000円×11人＝16500０円 

新歓繰り越し        7506円 

ぼんどさんのカンパ      20000円 

予算合計            192506円 

支出 

 食費     96,165円 

 装備費    30078円 

 交通費    27500円 

 医療費     3980円 

 風呂代     8000円 

 涸沢あいさつ  4200円 

 伊那交通費   1670円 

 残金     20913円 

合計（支出＋残金）   192,506円    不明金 ０ 

ESSEN              担当 土田孝浩  

はじめに 今回のエッセンでは食料の見積もりが圧倒的

に尐なく危うく反乱を招くところであった。手を貸して

いただいた OB の方には大変感謝をしております。 

 準備段階で時間がかかりすぎ→2 年同士で持ち場

が随時入れ替わっていたため。現場ごとにしっかり

と指揮系統を構築するべきだった（要話し合い）  

  マカポテの日、エッセン終了が行動開始時間まで

かかってしまった→これはマカポテ作成にも。食べ

きるのにも多く時間がとられるためである。※マカ

ポテ絶滅の危機。（要話し合い） 

 後半おやつを作る時間がなく尐し余ってしまった。 

  スペシャルの日に何をやればいいのか当日まで

分からなかった。天ぷらについては油の温度がうま

く上がらず、天ぷらがうまく揚がらなかった。焚き

火焼きのチルドピザはすごくおいしかった。 

 実際のエッセンについて 1 年は日に日に能動的に

仕事を見つけるようになり、予想以上に働いてくれ

た。 

気象係から           小島弾人 
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２３日雤 ２４日雤 夕方から弱まる ２５日曇り ２

６日雤のち曇り ２７日晴れ ２８日晴れ ２９日晴れ 

３０日晴れ 

今年も初日は雤であった。合宿の前半はずっと２ツ玉

の低気圧に覆われていて天気が悪かったが、後半になる

と東へ抜けていき、良い天気となった。 

２９日の槍アタックの日はテン場に着くのが遅くなり、

天気図をとることが出来なかった。今回、１年と２人で

描くつもりだったのだが、ラジオをイヤホンではなくス

ピーカーにすると音が聞き取りづらく、結局ほとんど１

人で描いてしまった。 

１年も僕も、もっと天気図の練習が必要。季節ごとの

気圧の特徴などを知り、正確な予報が出来るようになり

たい。 

 

 

♪ここで頼れる 2年生を紹介しておこう♪ 

 

↑ムードメーカで空気ブレイカ―の田中(会 2) 

 

多分黒くて見えないが、河野卓朗君（彼女アリ） 

 

首の鎖骨を 4回骨折した事がある、タフメン奥中大智 

 

No clmb, No life ～Wataru Nakajima～ 

渉とその隣に大智と・・・あっ！ 

 

ちょっとだれか忘れていない？→ K！
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新人合宿の総括 

 

 ここでは新人合宿を通して浮き彫りになった問題点や

課題をまとめて書く事とする。ここに書く内用は主に合

宿中のリーダー会で出た内容である。１年にとってはま

だ先の話も多いが、今後リーダーになる事を考え参考に

してほしい。 

準備） 

一部に負担が偏りすぎた。 

・ 原因：係の仕事と責任を互いに把握していなかった。

何をすべきか何に責任を持っているのかを全員が把

握すべきだった。 

・ 対策：仕事を明確にし、任された仕事は責任を持って

こなす。出来ない事分からない事は必ず相談し、分け

合う。 

家族への入山報告と下山報告 

・ 家族に入山報告をしていない者がいた。遭難対策とい

う面で、親族に入山を報告するのは当然、リーダー部

員の中で当たり前の感が強く、１年に徹底していなか

った。 

・ 対策：計画書を家族に送り必ず入山を連絡する事、下

山報告を徹底する。各山行リーダーから計画書を受け

取っていない場合は、必ず催促する。リーダーは責任

を持って全員に計画書を配布する。 

計画の詰めの甘さ 

・車出し、エッセン、ガチャの準備で問題点がでた 

・ 話し合いが十分でなかった。何が足りていないのか、

何をすべきなのか意思疎通をしっかりと行う。 

行動中） 

コールは伝言ゲームではない 

・ コールが形式化してしまっていた。１年の返事はいい

が分かっていないときが多かった。「落石注意」と言

われて、どこから落石がくるのか、どこが危ないのか

を各自が考える必要が有る。そして、どうすべきかに

ついても考える必要が有る。分からなければ聞く。聞

こえた奴が伝える。 

メリハリがなかった 

・ 行動の指揮がとれず全体的にだらだらした場面が目

についた。一部の人間だけが働き、後が暇を持て余し

ている結果となった。このような締まりのない状態は、

則遭難につながる危険な状態と心得、改善が必要。 

・ リーダー部員の指示の出し方に問題が有る。必ず２手

３手先をよみ、何をどう指示すれば一番スムーズに行

くかを考え行動する事が要求される。リーダー部員同

士での確認し合う事も重要。 

・ 指示を出すときには全体像をきっちりと把握させる

ように心がける。 

・ 集合時間をまもる。後何分ときっちりコール。無理な

時間設定は、変更する。 

・ 疲れてきても集中を切らさない。リーダー部員は決し

て集中を切らしてはならない。常に危険と次に何をす

べきかについて考え行動しなくてはならない。 

岩トレ不足 

・ 槍でもたついてしまった。基本が出来ていないのは言

語道断。 

・ 車が無い事から岩トレをいやがる傾向が上級生内に

有ったが、今の状況でははっきり言って危険である。

もっと岩トレをやり込む必要がある。 

・ 装備チェック 

・ 軍手のセルフ、防水、ズボンの素材など細かいところ

に目が行き届いていなかった。 

総括 

 全体を通して言える事は、意思疎通をどう行っていく

か、メリハリをどう付けていくかというところに集約さ

れるだろう。基本的な事だが我々にとって盲点になって

いる部分も多い。楽しむところでは多いに楽しみ締める

ところではきっちり締める工夫が重要である。 

 細かいところをおろそかにしていると必ず事故につな

がる。我々は、大きく成長するための準備段階にある。

当たり前の事を当たり前にこなし確固たる基礎を築いた

上にこそ大きな成果が生まれるのである。 

CL 江川信 
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個人の感想！ 

 中嶋 渉会１ 

 徳本峠に続く道。緩やかなのだが、降り続く冷たい雤

のせいで妙に辛く感じる。今までほとんど背負ったこと

のない荷物の重さも手伝い、「とんでもない部に入ってし

まったものだ」と何度か思ってしまったというのが正直

なところだ。峠の小屋を出て雪渓を下り、横尾まで歩い

た二日目も、印象は似たようなものだった。ぼろい「親

水性」カッパのおかげで寒いことこの上なかったし、何

より肩が痛くなり、BC 入りした日の夜はお世辞にも快適

とは言えなかった。 

しかし、山で泊まるというのは不思議なもので、昼間

の辛さは忘れられてしまう。何度も頭を過ぎった後悔に

も似た気持ちは、次第に回復してきた天気と同じように

スッキリしていった。26 日は沈殿することになってしま

ったものの、翌日からの 3 日間は本当に楽しかった。5.6

のコル、涸沢岳、そして槍ヶ岳。僕は今までフリーばか

りやってきたが、「山もいいな」と浮気心が出てしまった。

キャンプもまた楽しいもので、次第に定着してきた仲間

達のキャラが面白かった。気がつけば、長い付き合いを

している友達のような感じがしていたのだった。 

 

山に入っている間、日常の喧騒は忘れられる。しかし

そこで見えてくるのが「自分」だというのが僕の個人的

な見解だ。僕も屏風岩や穂高連峰を見上げながらあれこ

れ考えていた。一番考えたのが、クライマーとしての「自

分」。これからどんな方向に進むのか、どんなクライマー

になっていくのか。もとはといえば、僕はビッグウォー

ルに繋がるクライミングをしたくて山岳会に入った。そ

れをどこまで実現に近づけていけるのか。もしくは何か

しらの方向転換があるのか。結局クライミングに関して

明確な答えは出なかった。しかし、それでいいようにも

思う。「山もいいな」と素直に感じたし、何度かフリーの

スキルが活きた場面もあった。山とフリーはやはり尐な

からず繋がっていて、その繋がりを感じながら答えを考

えていけたらと思う。 

 

雤に打たれて溜息を吐くのは自分だ。屏風岩を見て目

を見張るのも自分だ。涸沢走りで血反吐を吐きそうにな

るのも、BC でエッセンしながら笑うのも自分だ。OB や

先輩に怒られて反省するのも、涸沢岳や槍ヶ岳の頂上で

喜ぶのも、やはり自分だった。 

しつこくなるが、自然の美しさに感動するのも、その

荒々しさに慄くのも自分だ。そして結局、生きるのも死

ぬのも自分だ。 

この 8 日間でいろいろな自分を見た。 

強くなりたいと思う。 

河野卓朗会１  

７泊８日もの間山に入るなんていうのは、未知な話で

あった。いざ始まってみれば初日から雤に降られ、まさ

しく出端を挫かれたスタートであった。それが最後まで

尾を引いて数人を苦しめたようにも思えるが、この８日

間は濃いものであったと振り返ることができる。涸沢小

屋や徳本小屋で山岳会の伝統の力を見たし、合宿の後半

は天候も回復してくれたりと嬉しいことも数多くあった。

今回の合宿で生活能力の重要さを身にしみて感じたし、

ピッケルストップもまた今後の課題になるだろうとも思

った。これから学ぶべきことの多さを痛感した。 

そして下山した今、下界の退屈さの中でアルプスの景

色とシリセードを懐かしく思う。今後へのやる気がみな

ぎる 8日間だった。 

奥中大智 会 1 

自分自身について、今回の新人合宿のキーワードは「水」

だったと思う。 

合宿初日「雤」。雤の中の山行は何度か経験したことがあ

った事と、これからの期待で、それほど苦にはならなか

った。しかし、ここで早くも問題発生。濡れても書ける

との評判を聞き、わざわざ買った「防水手帳」が滲んで

記録が取れない事態が発生。後から分かった事だが、ど

うやらペンのインクが「水性」だった。細かいところま

で気遣いが行き届いていなかったことが反省点だと思う。 

合宿二日目「雤」。この日、新人合宿で最大のミスを犯し
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ていたことに気づいた。 

今日も雤は降り続いている。ピッケルの使い方を学びな

がら雪渓を下り、順調にベースキャンプ入りを果たした。

それまで順調な一日だったが夕食時に異変に気づく。 

『自分のズボンだけが「乾いていない」その日以降、眠

れぬ夜が続いた。 

合宿五日目 天気は尐し回復。本日は雪上訓練後、涸沢

ヒュッテから 5,6 のコルを予定。 

合宿六日目 天気は快晴。     本日は雪上訓練後、涸沢

から涸沢岳を予定。 

この二日間最高に楽しかった。苦労して登った急な雪面

を爽快に滑り降りるシリセードは、うまく言い表すこと

ができないけれど、感動した。 

合宿七日目 槍ヶ岳へアタック。  不覚にも風邪を引

いてしまった。主な原因は恐らく、あの「乾かないズボ

ン」だろう。ほかにも体のバランスを崩す要因は、いろ

いろあったと思うので今後の反省点となった。 

槍ヶ岳は、高校生の時から登りたいと思っていた山の一

つだ。体調が悪いからといってベースで沈殿なんて絶対

に嫌だ。何度ぶっ倒れても最後まで登り通してやるとい

う心境だった。途中わけもわからず「涙」が出そうな場

面もあったけど、そんな体調で槍の頂上に立った時は普

段とはまた別の達成感でいっぱいだった。 

木村義太朗 会１  

 今回、僕にとって生涯初の本格的登山でした。当初は

一週間も山に篭って生活することが想像もつきませんで

した。本当にうまくやっていけるのかと。しかし、いざ

生活してみれば毎日が本当に濃厚かつ充実したもので、

不安はすぐに吹っ飛びました。また、あらゆることが初

めてで、今思えば時の経つスピードが異常に遅かった記

憶があります。しかし、合宿の後半になるにつれて、時

間の経過が早く感じるようになったのは恐らくそのよう

な生活に慣れてきたからだと思っています。出だしの文

面が尐々抽象的になってしまいました。（汗） 

 まず初日の徳本峠に向けての歩きですが、あれは本当

にきつかったです。ザックも並大抵でない重さに感じま

した。「いっそころせ」と何度か思った程です（汗)。し

かし周りの人を見ればまだピンピンしている。自分の弱

さを痛感した次第です。でもそれ以上に周りの景色は素

晴らしいものでした。標高が高くなるにつれて、植生が

変わっていき、残雪が伺えるようになると『頑張るぞ』

という気にさせられました。峠に到着した瞬間は「俺は

登れたんだ」と歓喜でした。そして涸沢での雪訓につい

てですが、これまた苦戦させられるものでした。特にピ

ッケルストップは思うように出来ない。しかし他の一年

はうまくこなしていく。必然と焦りが募ってしまいまし

た。でもやはりそれ以上に周りの景色が美しい。一面雪

に覆われているのには興奮しました。森林限界を超えた

地に行くのも初めてでした。三日間にわたる雪訓で、最

終的には形が序々に出来てきたかなというところで雪訓

は終わりました。課題はまだ沢山残っています。精進し

たいと思います。 

 この合宿で特に印象深かったのは勿論、涸沢岳＆槍ヶ

岳への登頂です。どちらも3000mを越す高山。自分にと

っては未知の領域。いざ頂に立つと想像を絶するもので

した。写真で見るのと訳が違う。言葉では例えようのな

い気持ち。感無量ってのはこのことなんだなと思いまし

た。なんと神々しい刹那に今までの疲れは吹っ飛び、360

度のナイスビューを心ゆくまで満喫しました。特に槍ヶ

岳山頂で、ラブリーさんとハイタッチしたことは印象深

いです。残念ながら、その素晴らしい景色を写真にはお

さめられなかったので、自分の目にしっかりと焼き付け

て下山しました。その際のシリセード＆グリセードもま

たかなり楽しいものでした。次の機会ではボードで滑り

たいなぁと思いました。 

 この新人合宿で、自分の今までの山に対する考え方を

覆されました。驚き驚き驚きにつきます。これからも色

んな山を登って色んな感動を 

味わいたいなと思いました。 

田中 聖 会 1～我が山旅の記～ 

山岳会に後期から入部し待ちにまった新人合宿もあっ

という間に終わった。 
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小平や土田、弾人を見ていて 1 年前期から山岳会に入

部していたらなと思うこともある。ただ、今の自分に後

悔はない。後期から入部したことで半年かけてゆっくり

山岳会の中身を知ることができた。その間、みんなが山

に行き現役留守をやることで山への思いは強くなり、自

分が何を求めているのか見つめ直せた。正直、登山って

本当に楽しいのかなと思うことも多々あっが、新人合宿

を終えた今では週末の山行しか頭にない。早く山にいき

たい！早く山に行きたい！講義を受けている時もこんな

ことしか考えてなかった。尐しだけ岳人に近づけたか

な？ 

 新人合宿での出来事はすべてが感動的だった。松本か

ら眺めていた槍ヶ岳に登った時の感動。パンツまでずぶ

ぬれになって登った徳本峠での感動。他にもかぞえきれ

ない感動を味わえた。 

 来年は後輩を引っ張っていく立場になる。そのとき、

後輩にしっかり技術を教えられるよう今年の山行で落と

しこぼしのないようにしたい。 

最後に一言 

アイン・ツバイ・ドライ！ 

古屋 諒 会１（3 年） 

反省：新人合宿中、僕には山登りの資格は無いと本気で

思う時があった。滑落初期停止失敗の時に然り、懸垂下

降時も然り、最終日、MSR の扱い失敗時も然り…。しか

し、ごめんなさい。自分の中で山が死なない限り、僕は

山を辞めたくないのです。今回の新人合宿で先輩方に怒

鳴られたこと、2 度目は無いように努力します。 

 

感想：何故人は山に登るのか。このあまりにもシンプル

な問いに答えられる岳人方は、果たして一体何人いるだ

ろうか。岳人からは程遠い僕も答えを見つけられずにい

る。しかし、新人合宿の魅力は合宿参加者なら誰もがそ

れぞれの答えを得ていよう。それはボッカの苦しさから

の解放感かもしれないし、槍ヶ岳頂上からのあまりにも

青い空かもしれない。はたまたエッセンの美味さか…。

しかしながら、新人合宿の魅力はいちいち報告書に書く

事では無いと思う、何故なら皆もう知っている事だから。 

 だらだらした文章になって来たので、シメに入ろう。

槍ヶ岳最高!だから山は止められない!!! 

 K（菅野 直道）会１ 

 今回の新人合宿は人生ではじめて１週間山に入っての

山行だったが、あっという間におわってしまった。とい

うのが今の正直な気持ちであり、思い返してみてもつら

い記憶だけ都合よく忘却したようで、ほとんど楽しい思

い出しかないという嬉しい結果になったのがよかったと

思う。前半はあいにくの天候の中の山行となったため、

気分も滅入りがちになってしまったが、徳合小屋や唐沢

ヒュッテの人などさまざまな人の温かさにふれられてか

えって素晴らしい思い出になった。山行の後半には天候

にも恵まれて、蝶ヶ岳には登れなかったものの、５～６

のコル、唐沢岳、槍ヶ岳（われわれ第２陣だけ山頂がガ

スっていた…）に登れたのがとてもよかった。雪上技術

もまだまだとはいえ、尐しずつコツをつかめていた気が

する。 

 反省点としてまず自分の性格の甘さを思い知ったこと

がある。ボンドさんにもいわれた通り山では、この甘さ

が命取りになるのだから、今後は人一倍意識をしていき

たい。体力面に関しても、体力不足を痛感したのでトレ

ーニングも積極的に行い、パフォーマンスを向上させて

いきたい。それから、デジカメを早い段階で入手して、

文章でも写真でも記録をガンガン残していきたい。 

今回の山行では学ぶことも、反省することも多々あった

ので、今後の活動に生かしていきたい。 

小平貴則 会 2 

 新人合宿の新人は新入生だけではなく、それぞれの年

代になったばかりの者も初めての体験をするということ

から新人なのだという。何となく分かっていたつもりで

あったが、実際新人合宿の準備段階からから痛感するこ

ととなった。 

 準備段階で自分はどのような手順で準備していけば良

いのかというのが頭の中で分かっていたが、一年はそう

で無い。準備も教えながらやり、7人いる一年を効率よ
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く準備に回していかねばならない。暇な奴がいればどん

どん動かしていく必要がある。上級生が常に先を見なが

ら指示もしていかねばならないということだ。準備段階

で上級生としての認識の甘さが浮き彫りとなった。また

出発時には誰が車を出してくれるのか、そして何人乗る

ことができるのか、このことを確認しておらず出発がも

たついてしまった。そういうことも渉外の仕事なのだと

知った。自分の係りに対する責任感が無かったというこ

とだと感じた。 

 初日の徳本は去年同様雤の出発となった。但し余裕が

あるせいか良い雰囲気で歩きだして行った。行動中の注

意喚起は頻繁に呼びかけていた。ただ言い方を変えた方

が良かった。ただ落石注意といっても何度も言っている

うちに一年は、ただの返事のやり取りになってしまう。

そのため危険斜面を手で示してやる。またなぜ危険か理

由を添えてやる。感覚を空けるときも理由があると何が

危険かわかるし、そのようにやると一年にとっても危険

に対する認識が深まると感じた。 

 今回一番苦労したのが、テンバでの一年の指示だった。

テンバについたらまず何をやるのか。その後どうするか。

やることが複数あるのなら、どう一年を配分し効率よく

やっていくべきか等大変だった。また心のどこかで江川

さんを頼っている自分がいて、次の指示を待っている時

があった。とにかく常に先を考えていなければならない

のだと感じた。 

 雪上訓練は個人的には良くできたのではないかと思う。

一通りの技術説明を何度も復習していたのだが、まだま

だ詰めが甘く江川さんに細かいところの説明を言われて

しまった。また今回説明する側に立ち責任感がでかく去

年とまったく違っていると痛感した。これが上級生の責

任感なのだと知った。危険個所の通過は始め全くサポー

トに入れなかった。というよりサポートという概念が完

全に頭の中から抜けていた。ボンドさんや江川さんがど

んどんサポートしているうちにサポートがどんなものか

理解し始め、一年にとっての危険個所も分かり始めてい

った。その後は頻繁に入れたし、サポートの指示も上級

生の間でまわして行くことができていった。先頭を歩く

者は遠くを見て、更に先を予測し、危険個所を見つけた

ら上級生を呼ぶ。先が危なそうと判断したら隊を一度止

め、先を見に行く。先頭はかなり責任のある場所で、上

級生同士の意思疎通も重要だと感じた。但し、後半そう

いうことができてきたことが成長しているのだなと感じ

たことだ。 

 一年は返事が良くできていない。曖昧な返事だと本当

に分かったのかが知れない。逆に分からないのに曖昧に

返事をしてしまっている様子も伺えた。このままだと事

故につながりかねない。しかし、後半いがいと返事や一

年から質問などの声を聞くことができ、声を出しやすい

雰囲気になって来ているのだと感じた。それでも返事は

これからより徹底させていかねばならないと感じた。 

 この合宿を通してメリハリが無ければ事故が起きると

感じた。楽しむ時、集中する時、締めるとき、緩めると

き、特に危険な場面で緩めていれば事故を起こす。準備

やテンバにおいても、締めなければダラダラと事が進ん

でしまい、ものを忘れたなどの致命的なミスを犯しえな

い。そして時間もダラダラ過ぎていく。今回メリハリが

うまくできていなかった。二年だけでは尐しゆるんでし

まい最後には江川さんに締めてもらうということが何度

も起きていた。楽しいことも大切。しかしどういった危

険がそこに隠れているかを見抜かねば事故は起きる。上

級生まで完全に楽しい雰囲気にのみ込まれていってはい

けないと感じた。 

 俺と土田は fix隊として槍ヶ岳にロープを張った。こ

のような大役を任されることがうれしかったし、緊張も

した。ザイルは 3本なので登りで一本、下り 2本使いな

んとか張り終えた。あれだけの人数だと全員登り終える

までかなり時間がかかるんだなと思った。だけどこれは

良い情報だと感じた。Fixでこれだけの人数を登らせる

場合、時間が無い時に行くか行かないかの良い判断材料

になる。Fixとしては懸垂下降の終了点に支点を作り忘

れたこと、トラバースの fixでロープが張りすぎだった

ことなどのミスがあった。細かいところまで気遣いが行
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きとどいていなかった。ただ今回現場で初めて fixを張

るという経験ができ次につなげていけそうだ。 

 新人合宿を終え、一人ひとりに大きな収穫や反省点が

あったと思う。それをもとにより充実した山行を完成さ

せて強くなっていこうと。 

 

土田 孝浩 会 2 

はじめに 今回の新人合宿では雨の日が多かったせいか

体調不良のものが多く出てしまった。これから長期山へ

入ることも念頭に置き、体調の管理について意識させら

れる良いきっかけとなった。 

反省 各係りの反省は別項にするとして計画面、行動面、

生活面、指導面に分けて振り返ってみる。まず計画面、

準備に関して積極性が足りなかったという反省はしない

つもりで臨んだ今回の合宿。積極性については申し分な

かったと思うが。担当した作業の詰めの甘さを指摘され

た。また各係りへの分化がうまく進まず、指揮系統をう

まく構築できなかった事が当合宿においてわずかにあっ

たダレた空気を生み出す原因の一つとなってしまった。 

行動面、２年になり危険箇所のサポートをすることにな

ってみるといろいろ考えさせられた。漫然と危険箇所で

下の方に居ても意味がない。万が一のときを想定してみ

ると・・・。苦肉の策で尐しでもしっかりとしたステッ

プに乗りピッケルをしっかり刺す、あるいはバランスを

崩した１年を滑落につながる前に支える程度とか、これ

からいろいろな経験をしていく中で危険箇所における対

処の仕方を身に着けていきたいと思う。 

生活面、最大の反省は連日の雨で体調を崩してしまった

ことである。体の不調は体力面にも精神面にもいい影響

を与えない。それと一人が風邪を引くと隊内で蔓延して

しまう恐れがあるのでやはり一人一人の体調管理が大切

だと思った。 

指導面、新人ゼミを含めて指導してみると改めて得るも

のが非常に多いと感じた。教えることで分かること、そ

れは１年が明らかに理解してない様子で生返事をしてい

るときに痛感する。つまり説明が回りくどいか、核心を

突いてないため理解させてやれてないのだ。自分自身の

勉強不足、なんとなくごまかしてきた部分がもろに出る。

これからは上級生としてそういったところを洗いざらい

見直していきたい。 

感想 ２回目の新人合宿では行程の大筋は同じでも、立

場が異なり、また求められるものが大きく変わっていた。

というのもつい２,３週間前の GW 山行においては若干移

行が始まっていたものの１年間の締めくくりといった色

合いの強いものだったのが、ここで指導的立場へ移り、

初めは戸惑ってしまった。２年がやるべきことはどこか

らどこまでなのか手探りの作業が始まる。各学年それぞ

れに相忚の仕事があり、全てを２年がやったのでは意味

が無いし出来る筈もない。私は一体どこまで手を出して

良いのか、どこから１年に任せていくのか非常に悩んだ。

この一週間足らずでは要領を得るには至らなかったが、

日を追うごとにやるべきことが見えてきている気がした。

２年になったら今度は２年なりの失敗を重ねて、それを

糧に成長していくのだと感じた。ぜひ長い目で見てしっ

かりお叱りを頂きたい。 

全体を通して 徳本峠越えや、涸沢走りを見ても今年の

１年は頑丈なのが入ってきたように思う。登山経験者も

多く、なかなかの充実度である。是非分らない事を分か

らないままにせず聞いて欲しい。そうした事がお互いに

プラスになり、いいチームを作ることにもつながる。遠

慮は無用。 

小島弾人 会 2 

 今回の合宿は部員数が一気に２倍となり、前日の準備

がまず大変だった。どれくらいの量の食糧・装備を、ど

のように持って行くのか分からず、ＯＢの方々の忚援の

おかげでなんとか団装を作ることができた。 

 そして２日間の峠越え。去年と同じく雤だった。去年

は江川さんの後ろをフラフラと付いていくだけだったの

で、後輩を連れて先頭を歩くのは尐し不思議な気分だっ

た。峠の直前の急登は、とても暗くてじめじめしていた

ような記憶があったが、１年経って歩いてみると、けっ

こう明るくひらけた道だった。去年は疲れっぱなしで、



 14 

全く周りを見ていなかったんだなと思った。２日目の雪

渓の下りは慎重なルーファイが必要だった。僕はキック

ステップが上手く出来ず、１年はついてくるのに苦労し

たと思う。歩くときはもっとパーティー全体を見て、先

のことを考えて行動しなければと思った。 

 ３日目は雪訓。走りで５位になった。ずっと曇ってい

て寒かった。 

 ４日目は雤で沈殿。ＦＩＸの練習をした。これは槍へ

のアタックで役に立った。 

 ５日目は雪訓。３位になった。雪がとても柔らかく、

ピッケルストップの習得には向かないコンディションだ

った。この日の晩から体がだるく、厚着をして寝た。 

 ６日目、体温３７，５度。体が重く、僕だけＯＢテン

で休む。皆は涸沢岳に無事登ったらしい。この日の雪は

しっかり堅かったとのこと。夕方から熱が下がった。 

 ７日目。槍が岳アタック。体温３６，６度。槍の肩へ

たどり着く前からエネルギーが切れて眠くなってきた。

小平と土田も疲れた様子だった。ずっとポケットに行動

食を入れて１年のフォローをした。下りは急いで下りた

が、それでも１３時間行動となった。 

 こうして振り返ってみると反省すべきところは多いが、

それでも減らす努力は精いっぱい出来ていたと思う。し

かしまだ経験不足であり、体力不足だ。とりあえず夏休

みまでにもっと強くなりたい。そして皆に強くなってほ

しい。                     ■ 

 

２０１０年度夏合宿報告書 

初めに 

実に収穫の多い合宿だった。自分たちの力量をしっかり

見つめ直す良い機会になった。未だかつてない程のサポ

ートのもといろんな事が出来た合宿だった。傍目には途

轍もない事が出来たように見えるかもしれない。しかし、

これらの事を果たして自分たちで本当に出来ただろうか。

今まで我々はどの程度のモチベーションで登ってきたの

だろうか。この合宿は、自分たち（上級生）の力不足を

見せつけられたように思う。本当に楽しい合宿だった反

面、今の我々の危うさを痛感するものとなった。具体的

な反省点はこの場では述べないが、ここで得られた我々

の弱点を見直し、成長しなければならない。 

壊滅状態からのび始めている今の時期、ある意味危うい

状態にいる。その事をひしひしと感じるものだった。こ

の合宿で得られた教訓を心に刻み、さらなる発展を目指

して日々の登山を密度の濃いものにしていく工夫が求め

られる。 

６０周年記念事業と平行して行われた現役支援もこの合

宿を境に一区切りつく事になる。本当の意味での現役復

活、山岳会がどう有るべきか、どう有りたいか、自分た

ちの足で立つ時期が来たのだ。まだまだ足りない部分が

有るが、焦る事無く確実に乗り越えていきたい。 

これまでの OB の皆さんからの支援の数々、そして今回

の合宿をサポートしてくださった角谷さん花谷さんボン

ドさんジャンボさん、この場をかりてお礼を申し上げま

す。             CL 江川信 

夏合宿行動記録           文；江川 

１日目 

天気晴れ夕方から曇り一時雷雤 

5:45 ボックス出発〜7:00 扇沢＝7:35 発(トロリーバス)〜

8:00 黒部ダム出発〜14:45 内蔵助平〜17:00 梯乗越（先発

隊）〜19:00 真砂沢ロッジ（先発）〜20:00（後発） 

 前日、前々日と時間をかけて準備を行った。荷物の重

さは、上級生が 40kg の後半で一年が 40kg 前半と言った

ところだ。自分の荷物も何故か重い、装備分けをした土

田はあまり手加減してくれなかったようだ。 

ダムについてから歩き始める。人数が多いので 2 隊に分

けて歩いた。重荷での下りが始まる。いつも以上に慎重

に歩いた。峡谷の底に付き狭い道を行く。途中雪渓が現

れ、高巻くはめに。不安定でなかなか気を使う。 

ここで聖が貧血気味になる。ゆっくりと内蔵助平までの

登りをこなす。 

内蔵助平で隊の編制をかえ、再出発。ジャンボさん花谷

さんと合流し、「ジェット燃料」ことコカコーラをいただ

き元気を取り戻して、ハシゴ乗り越しまで一気に登る。 
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 下りで暗くなり始め、先発は７時に、後発は８時に着

く有様だった。人数が増えた分時間がかかった。来年度

からは、前日入山を考えるべきだと思った。 

後発隊は、最終的には、OB の力を借り、荷物をばらす

はめになったが、最後まで登りきった。木村に至っては

足がずる向けになっていたらしいが「大丈夫です」のひ

とことで泣き言を言わなかった事に全員おどろいた。 

先発隊からエッセンを始める食糧が多すぎる！！うすい

カレーをかき込むはめに。 

長い一日が終わり全員 11 時頃にようやく就寝した。 

2 日目 

天気晴れ夕方から曇り一時雷雤 

5:30 起床〜7:00 出発〜11:00 A フェース岩小屋 江川、

タクロウ、聖・土田、大智、花谷・小平、木村、角谷・

軽、ラブリー、ジャンボの三隊に分かれて登攀、順に富

山大、魚津高、剱稜会、劔稜会、魚津高 

16:00 下山開始〜17:30BC 

 起床後エッセンを済ませ出発する。一年のアイゼンの

合わせがひどい。装備についてチェックが甘かった。 

 雪渓をアイゼンでこなし上部で徒渉。今年は雪渓の稜

が昨年よりも多い。 

土田、小平が先行し後から本隊が続く形ですすむ。弾人

が先頭に立つが、5・6 のコルに登っていってしまった。

トップを交代し岩小屋に。 

各隊に分かれて登攀開始。 

 江川隊は d フェース富山大ルートに取り付く。先行パ

ーチィーがいたが、取り付きで先に行かせてくれた。追

いつかれないように頑張るが、こちらのフォローが出発

するまでには、向こうのトップが到着すると言った有様。

２ピッチ目は登り過ぎ、ぼろい壁の中に止まるはめ

に・・・４ピッチ目以降は快適にぬけた。剱稜会を登る

各隊の様子が見える。14 時半過ぎ登攀終了。C フェース

の各隊と合流し下降開始。A フェエース手前が悪い。先

行の小平はロープを出さなかったが、角谷さんの判断で、

フィックスする。懸垂下降で 5,6 のコルへ。 

岩小屋に集合し下山。夕立を食らう。5 時頃ベースにつ

いた。 

3 日目 

天気晴れ夕方から曇り一時雷雤 

4:00 起床〜5:30 出発〜8:00 熊の岩（１年 OB 隊と分かれ

る） 

花谷、大智、卓朗（5 峰スカイクラック） 

角谷、管野、木村（久留米大ルート） 

ボンド、古屋、聖（剱稜会ルート） 

12:30 条級生隊取り付きへ 

ジャンボ、小平、土田（富山大ルート） 

江川、弾人（魚津高ルート） 

OB 隊も 2 本目へ 

花谷隊（剱稜会） 

角谷隊、ボンド隊（中央大） 

15:00 登攀終了〜17:00BC 

前日の上級生の登りから、支点に対する甘さが浮き彫り

になった。この日は 3 年を含む上級生は、ジャンボさん

の指導のもと熊の岩でアンカーを作る訓練を行う事にな

った。１年は角谷さん花谷さんボンドさんに任せた。 

 熊の岩の上部でハーケン打ちを中心に支点を作る練習

を行った。立岩での練習は工夫次第でいくらでも練習で

きる事を実感した。密度の高い岩トレを行う事がどんな

事なのかをジャンボさんに見せてもらったような気がし

た。 

 練習中、八ツ峰では一年 OB 隊が登っている様子がよ

く見える。「アラヨ！」5峰から花谷さんの声が聞こえた。

５峰のてっぺんに立っている。空に突き上げた人差し指

のような岩の上に登っていた。しばらくした後、d フェ

ースでラックッと言う声とともに、大きな落石が有った。

続けてズーンという音とともに噴煙が上がった。後で聞

いた所によると、木村が落としたらしい。落石には気を

つけなくては。 

 練習後、小平、土田、ジャンボさんは富山大ルートを

僕と弾人は魚津高ルートを登りにいった。3 ピッチの短

いルート、若干斜度は有るが、残置もあり特に問題はな

い。２ピッチ目を終える頃、中央大ルートを登ってきた
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ボンド隊、角谷隊に追いつかれた。ボンド隊とはほぼ同

時に A フェースの頭に出て下降を開始。 

 角谷隊と一緒に下降していた弾人を待っているうちに、

雤が降り始めた。土田隊は、雤が降り始めた頃には D フ

ェースにぬけていたようだ。角谷さんが土田隊を岩小屋

で待ち、残りは集まった順に下山を始めた。 

 具を減らすように指示を出したのだが、相変わらず多

すぎるハヤシライスをかき込み翌日に備えた。 

4 日目 

天気晴れ夕方から曇り一時雷雤 

4:00 起床〜5:30 各隊に分かれて行動開始。 

江川、土田、ジャンボ隊（源次郎尾根平蔵谷側登攀の後、

熊の岩、八ツ峰をへてチンネ） 

以下、江川隊の記録 

5:30出発〜6:00源次郎尾根取り付き〜8:00横断バンド取

り付き〜9:10 成城大 

ルート登攀開始〜15:00 一峰〜16:30 熊の岩〜17:20 剱稜

会取り付き雤のため中止、岩小屋でビバーク 

 

 エッセン後、各隊に分かれて行動を開始する。この日

は、どのパーティーもビバークし二日かけてあちこち登

る事になっていた。パーティー分けは、江川、土田、ジ

ャンボ隊、小平、聖、花谷隊、ダント、奥中、管野、木

村、河野、古屋、ボンド、角谷隊、となっていた。ダン

ト隊がもたもたしているのを尻目に意気揚々と出発する。

テン場すぐの雪渓で話しながら歩いていると、危うく前

日より広がった穴に近づきすぎていた。お腹にもたれた

マカポテを消化しながら、源次郎尾根の取り付きについ

た。急な尾根で殆ど木登りをしているようだ。一年がい

ないのでロープを出さずにどんどん登る。途中になって

いるイチゴがうまい。一峰が見え始めるあたりで横断バ

ンドについた。登る壁を観察する。一息ついてから、横

断バンドを行く。なかなか怖い。急な薮なので足下が怖

い。取り付きで準備をし、土田をトップに登り始める。

草の生えた凹角、フェース、リッジをこなし、核心のト

ラバースまで来た。ここで土田とトップを交代する。ガ

バとフレークが続くのでそこまで難しくはないが、高度

も傾斜もありなかなか怖い。トラバースをクリアするま

ではよかったのだがその後見事にルートが分からなくな

ってしまった。草付きのルンゼを一気に抜けリッジに上

がれば良いんだと頭では分かっていても怖い。怖じ気づ

いた僕は、ナッツとハーケンでアンカーを作りピッチを

きった。土田が登っているときは、速くこなせよ、など

と思っていたのだが自分の段になって無駄に時間を使い

まくってしまった。このピッチの後も何度と無くブッシ

ュに突っ込み苦労した。なんとか登りきったときには 6

時間もかかってしまっていた。ふがいないとしか言いよ

うが無い。 

 二峰も下降後、本峰側へ二つ目のルンゼを下降した。

途中懸垂下降を交え、熊の岩へ。文登研のパーティーと

遭遇した。講師として参加している佐藤さんと話をし、

水を汲んでから八ツ峰へ。剱稜会の取り付きで雤が降り

始め、登攀をあきらめ岩小屋へ。ビバークする。 

５日目 

天気晴れ３時頃から雤、夕方雷雤 

4:30 起床〜5:20 劔稜会取り付き〜7:30C フェース頭〜

9:20 三の窓〜10:25 チンネ左稜線取り付き〜14:40 チン

ネの頭〜18:40 八ツ峰５、６のコル〜岩小屋で 20:00 ま

で待機〜21:00BC 

 

 起床後すぐに水を汲みにいく。水を汲んでからミルク

ティーを飲みレーションを食って出発。昨日の雪辱を果

たすべく剱稜会に取り付く。終始土田をトップに登る。2

ピッチ目、土田の作った終了点が致命的なものだった。

登った後も土田を先頭に八ツ峰を進み池ノ谷乗越へそこ

から池ノ谷ガリーを下降し三の窓へ。歩いている最中、

どこからか他のパーティーの声が聞こえてくる。 

 水を補給した後チンネ左稜線に取り付く。取り付きを

見つけるのに手間取ってしまった。変なところに家のヌ

ンチャクが残置されていた。T4 まで土田が先頭で登る。

ルーファイに手間取っている模様。核心からトップを交

代。ハングは想像していたようなハングではなく十分フ



 17 

リーでぬけられた。かなり気を使ったが・・・成城大の

トラバースよりは怖くなかった。核心を超えてから登っ

ていくのだが、振り分けが下手なせいでロープが重くな

りピッチをのばすのに苦労した。もっとスピードを意識

しなくては。 

 チンネの頭につくと雤が降り始めた。下降はかなり注

意が必要だった。ヌーメラヌーメラではロープを出し、

その後はコンテで歩いた。支点をとりながら進むのでど

うしても後続よりはスピードを出せない。二番手の土田

はロープを手元にたぐりながらどんどん来てしまう。注

意しても「いや、大丈夫です」・・・大丈夫じゃねーよ！

システムを考えろ！俺がもし落ちたらどうなると思って

んだ！とりあえずロープの長さ分間隔を取るように指示

し歩く。 

 最後の懸垂下降ではみるみる積乱雲が近づいてくる。

急いで下りたいのだが、ロープが引っかかって手間取っ

てしまった。コルに最後までのこってロープを回収して

いるときは気が気では無かった。土田とジャンボさんに

は先に岩小屋で待機してもらった。急いで岩小屋に入る。

あたりは一気に暗くなりあちこちで雷鳴が轟く。BC では

皆のみ始めたようだが、こちらは三角座りで雷をやり過

ごす。じっとしているのに飽きて雷が鳴りまくる中お湯

を沸かしミルクティーを飲んだ。どうやら雷雲の直撃は

免れたようでしばらくすると雷はやんだ。真っ暗になっ

ていたが BC へ帰還する。 

４・５日目の行動記録 

文：小島弾人 

メンバー：ボンドさん・角谷さん・弾人・ラブリー・木

村・河野・奥中・菅野 

４日目 

 まずは二股を目指し河原を歩く。瞬時にルートを見極

めることがなかなかできない。７時頃に二股の橋に到着

し休憩。ピッケルを出し、三ノ窓雪渓を登る。半分まで

登り休憩。後半は競争となった。ここで鍋を忘れたこと

に気付く。三ノ窓に到着後、不要な荷物を置き、チンネ

に取り付く。 

 ボンドさんは奥中と菅野、角谷さんはラブリーと木村、

僕は河野と組み、ボンドさんと僕のパーティーは左稜線

を登った。かなり長く時間がかかった。三ノ窓へ戻る途

中、雤が降る。 

 三ノ窓へ戻り、二人用テントを立て、ツェルト二張を

タープのように広げて天井を作る。県警のデポの鍋を使

わせて頂き、ラーメンとお茶を作り、シュラフカバーで

就寝。木村が防寒着を忘れた。寒くて何度も目が覚めた。 

5 日目（２８日） 

 ４時起床。準備に手間取り、出発が６時過ぎになって

しまった。 

 ボンドさんと僕のパーティーは中央チムニー、角谷さ

んパーティーは北条＝新村ルートを登る。終了点のハー

ケンが１本抜ける。 

 登り終えたパーティーから三ノ窓に戻り、テント撤収。

山頂目指して出発。山頂の手前からまた走る。山頂で休

憩。 

 それから蟹のヨコバイを下り、本峰单壁に取り付く。

僕とボンドさんはＡ２、角谷さんはさらに左側のルート。

登山靴で登る。頂上までは行かず、途中で左に抜ける。 

 剱沢までぐるりと回る予定だったのだが、時間が無く

なったため平蔵谷を下ってしまうことに決定。上部は浮

き石のひどいガレ場で、そこを尐し下ったところで雪渓

の上に移り、アイゼンを履いてずっとベースまで歩き続

けた。小平たちより尐し遅れて真砂沢に到着。 

合宿４，５日目文：小平貴則 

メンバー：花谷泰広（ＯＢ） 小平貴則（会 2） 田中

聖（会 1） 

4日目 

4：30 起床 

6：30 出発 

マイナーピーク東面スラブを行くので、緊張と興奮が

入り混じっていた 

花谷さんの話だと、アプローチと下山が核心らしい。 

実際一日を終えてみてすごく実感することとなった 

9：30 取りつきに到着 
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天気は晴れていてすごくよい天気 

アプローチはまず三の沢を詰めていった 

ガレ場のトラバースでロープを出し、その後滝を横から

巻き沢沿いに登って行った。 

取りつきのハングの左側から登り始める 

15：05 マイナーピーク頂上到着 

15ピッチというでかい岩で大変だったがかなり充実し

た 

ルートが長いので、１ピッチ時間を短縮することの大切

さを知った 

支点は木の幹や岩角を使ったが、ほとんど木を用いた 

カムやナッツが決まる所は多尐あるがサイズがバラバラ

なように感じた 

壁のどこからでも登れるらしいが、もっと全体を見てル

ートを決めていくべきであった 

20：40 テン場到着 

ピークからは這松の中懸垂下降を繰り返す 

下ったら目の前の尾根を越えて沢を下りるらしいが、今

回は真砂方面へ伸びる尾根にコルを見つけそこから下り

ることにした 

ただこの沢はあまり良くないようで、懸垂下降を何度か

繰り返し下山をした 

ヘッデンを忘れるというミスがあり、下山に時間がかか

ってしまった 

5日目 

4：30 起床 

5：30 出発 

チンネを登ることを目的とし、時間があれば北方稜線

から本峰へ行くこととした 

10：00 チンネの下部に到着 

周囲はガスっていて、中央チムニーの取りつきが分か

らなかった 

11：10 中央チムニー取りつき到着で登りだした 

取りつきへはジャンダルム近くからⅠ級程度の岩場を

登り、顕著なチムニーへ向かっていった 

中央バンドからは aバンドから bクラックを登って行っ

た 

中央チムニー最初の 2ピッチは岩が脆かったが、その後

はかなり安定していた 

14：00 チンネ頂上到着 

まだガスっている 

そこから尐し下り 2回懸垂下降を行い、池ノ谷ガリーを

あがったら池ノ谷乗越だ 

本峰へは行かないことにし、そこから真砂沢に向かって

下山を開始した 

16：15 ベース到着 

6 日目 

天気晴れ夕方曇り 

4:00 起床〜5:30 出発〜6:00 源次郎取り付き〜11:20 劔本

峰〜15:10 劔御前岳〜15:35 劔御前小屋〜17:30BC 

 この日は全員で源次郎尾根を登る事になった。2 年を

リーダーにし３パーティーに分け登った。これまでの行

動で、上級生の問題点が浮き彫りになっていた。この日

は多尐ぴりぴりした雰囲気で登った。源次郎の取り付き

で事も有ろうか K がメットを忘れた事が発覚。僕とボン

ドさんは BC に戻って取ってこいと言っていると、花谷

さんが自分のメットを外し K に渡した。渡すときにどつ

きと合わせて「なめとんのか！」と一括。 

 2 年たちはルーファイ、判断に戸惑いながらも登って

ゆく。後ろではダントが花谷さんにどやされる声が聞こ

える。土田もちょくちょく道を間違える。 

 2 峰から八ツ峰がよく見えた。天気が良く眺めが最高

だ。山頂では集合写真を撮り小平隊から下る・・・が、

何を思ったか小平が道を間違え、源次郎の方へ。痛恨の

ミスだった。その後当初はそのまま BC に下る予定だっ

たが、劔御前へ行く事になった。かなりの薮こぎになっ

たが御前をまわって劔沢に下りた。ルーファイミスもあ

ったが・・・ 

 BC につくとロッジのオーナーから飲み物を頂いた。

BC では担ぎ上げた酒を飲み尽くした。翌日はゆっくり起

きる事にし、皆しっかり寝た。 

７日目 
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天気晴れ 

6:00 起床〜7:30 撤収出発〜10:15 内蔵助平〜13:30 先発

隊ダムへ〜14:00 後発隊到着 

 朝、おかゆを作り、駒井さんから頂いた舞昆をのせて

食べる。BC を撤収した隊を二つに分けて出発する。思い

のほかスムーズに進み、無事下山できた。服を着替えた

のにどうやらかなり臭いらしく、トロリーバスでは露骨

に嫌な顔をされてしまった。 

 槇に迎えにきてもらい風呂に入って松本へ。 

係の報告 

エッセン             担当：小平貴則 

 エッセン係というのを今回初めてやった。なぜ今まで

やらなかったかというと、料理が全然得意じゃなかった

し、長い間みんなの食事を決めるのは俺がやるべきでは

ないと思っていたからだ。だから毎回この係りになるこ

とだけは避けていたが、今回エッセンを担当してみた。 

 まず食材の量がかなり多かった。ニンジン、ジャガイ

モ、タマネギを１人１つでいいだろうと思っていたけど、

実際そんなに食べることはできないようだった。さらに

それだけの量切らなければならないし、煮るのも時間が

かかる。これではエッセンに時間がかかり過ぎて、寝る

時間も削ってしまうのでそれからは食材を減らすように

した。そのために大量の野菜を担ぎ下ろすというように

なってしまい、バカなことをしたなあと非常に反省した。

やはり食事は多い方がいいけど限度ってものがあるから、

調子に乗って買いすぎないようにしようと感じた。 

 これといってエッセンで良いことが無かったけど、フ

ルーチェはうまかった。早いし楽に作れるので、今後作

っていってはどうかと思う。 

医療係の反省    担当： 弾人 

・包帯や消毒薬など登攀時に携行するものは３セット用

意し、爪切りや体温計など１個ずつしかないものは１つ

の袋にまとめた。どこに何があるのかメンバー全員が把

握していなかったので、医療缶の中身を事前に皆で確認

しておくべきだった。 

 

・足の皮の擦り剝けた者が多く出た。医療係としてもっ

とメンバーの体調に気を配るべきだった。 

 

・せっかく３セットあるのだから、装備テンに置かず、

各テントに１つずつ置いておけばよかった。そうすれば、

夜にバンテリンやビタミン剤を使うことができる。 

・テーピングと絆創膏は、個装にした方がすぐ使えて便

利。 

装備の反省 土田 

・ 何より登攀具の購入量が半端じゃなかった。来年以降

はもう尐し穏やかな買い物になるのではないかと思

われる。 

・ 装備の購入に事前の予算では全く足りず追加徴収や

遭対費を切り崩すなど会計を混乱させる一因となっ

た。 

・ 6 人テンの内張りを付けたまま持って行ってしまっ

た。内張りの有無の確認を怠ったのが原因。 

・ fix 用ザイルを持っていったが今回は使用しなかった。 

会計                  土田孝浩 

  

 



 20 

夏合宿の反省 

この合宿で上がった反省点 

 

クライミングシステムについて 

2 年生部員の支点でのミスが目立った。 

・ 浮いた岩角ときっちり決まっていないナチュプロを

使ってアンカーを作っていた。 

・ アンカーに使っていたナッツがリードの登っている

最中に抜けた。 

・ 腐ったハーケンに掛かった痛んだ残置スリングにセ

ルフを取りそれをアンカーとして使用した。結果、ハ

ーケンが 1 本ぬけた。 

これらのミスはかなり致命的なものである。クライミン

グにおいてアンカーは言わば命を守る肝心要の最も重要

な部分だ、ここでのミスは許されない。いったい普段の

岩トレで何を練習していたのか。残置の扱い、ナチュプ

ロの扱いの技術不足に加え、クライミングシステムその

ものに対する意識が低すぎた。 

ルーファイ 

・ 一般道でルートを間違えたり、前日に通った道を間違

えるという事が 2 年全員に見られた。 

・ 踏み後しか見ずにルート判断を行い、間違う。 

全体が見えていない、また歩いているときに自分の取っ

ているルートの特徴や地形と言った部分を良く見ていな

いためにこのような事が起こった。 

以上の 2 点が今回の合宿で上がった技術的な問題点で最

も危険なものだ。言うまでもなくこのような状態で冬や

バリエーションルートのトップを任せる事は出来ない。

今後の山行は何を得るのかという目的意識を持って臨む

必要がある。 

スピード 

ザイルを束ねたり、登る準備をしたり、片付けたり、と

にかく動きと動きの間で時間を食い過ぎ。冬を意識しも

っとスピードアップを図るべき。 

上級生の問題点 

まず全体が見えていない目の前の事を処理するので一杯

いっぱいになり 2 手３手先を見た行動が出来ていない。

この結果的確な指示を 1 年に与える事が出来なかった。

また、そもそも出していた指示じたいすくない。もっと

積極的に指示をだし 1 年を動かしていかなければならな

かった。結果としてリーダーシップをとれずにだらだら

してしまう場面が目立ち、行動が遅くなるという結果を

招いた。 

1 年生の問題点 

自分で登っているという意識を持つ事。来年は自分が 1

年をつれて登らなければならないという事を意識してい

るかという点。クライミングシステムに関しては個人差

が激しい。 

今回の合宿ではっきりと我々の登り込みの尐なさを感じ

た。ただ登っているだけでは意味が無い。もっと目的意

識をもち、工夫を凝らして登る必要があった。常に各個

人が考えて登るこの姿勢がかけていた。そして、前々か

ら言われていた事だが、コミュニケーション能力、これ

も問題だった。もっと腹を割って話し合うべきだし、指

示を出した際にしっかりと返事をさせるべきだった。い

ろいろな細かいミスは情報をきっちり伝えられていない

ところから始まっている。 

また、各自教えられるのを待つのではなく、自分から積

極的に情報を聞き出し、見て学び、さらに自分で調べる

という積極性に欠けていた。これは会全体に言える事だ。

我々は何でも与えられるのに慣れっこになっているがも

っと自分から動く事を学ぶ必要がある。 

江川信 

 

S お兄さんこと、江川信氏 
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個人の感想 

河野卓朗 会 1 

よくもまあ初日からあの荷物で１２時間以上も歩いた

なと今思う。そしてそこから怒涛の７日間が始まった。

振り返ってみれば今回の合宿はとにかく濃厚だった！ 

まずそのロケーションに感動。松本市街では有り得な

いほどの星が見えたこと、そして源次郎尾根Ⅰ峰からの

眺めは特に感動ものだった。 

そして合宿のメインとなる岩登りでは、初めての本チ

ャンを経験できたこと、そしてそれを BIG な OB の方々

に指導していただけたことが大変に意義のあることだっ

た。特にビバーク装備で出発した２日間の登攀はとても

充実して楽しいものだった。来年は、１０ピッチ以上に

渡るチンネ左稜線ルート、そしてⅤ峰のスカイクラック

のリードという目標もできた。 

現役だけではなかなか気付かない弱点が浮き彫りにな

ったし、みんなの中の今後の会の活動に対する意識も大

きく変わったんじゃないかと思う。特に会１の皆はひと

皮もふた皮も剥けたんじゃないかな？ 

そして今回出た反省点も挙げてみれば数多い。それら

は先の総会で十分に出たことだし、他の人が書いてくれ

ると思うのでここには書きませんが、今回明らかになっ

た反省から学べば、より強い山岳会への基礎は整ってく

るはず。本気で、みんなで日本最強を目指しましょう！ 

K（菅野 直道）会 1 

今回の夏合宿の率直な感想として、非常に内容が濃く、

充実したものだったと思っている。 

初日に持った荷物は夏縦走の荷物の最大量よりも若干軽

かったため、いけるんじゃないかと思ったものの、ザッ

クに引っ掛かり続ける木の枝や暗い中の長時間行動とい

う未知の領域への突入によって最後の１～２時間の記憶

があいまいになってしまって今思い起こしても辛いって

いう印象がわいてくる。 

２～６日目のクライミングに関してはもう最高で快適な

生活であったとしか言いようがなくまさに夢のような

日々であった。 

最終日の行動は、荷物も初日に比べれば軽かったもの、

後半になればなるほどパッキングが悪くなってきて最後

の上り坂は泣きそうなくらい辛かった。 

全体としての感想として今回の合宿で自分の弱点がたく

さんみつかった今後につながる非常に有益な合宿であっ

たと思う。特に今後の改善点という点でいうと自分は星

の数ほど見つかった、その見つかった改善点を一つずつ

消化していき、来年の夏合宿には同じ過ちを犯さないよ

うにするのが今後の目標となった。 

とにかく今回の夏合宿はさまざまな経験を通して経験値

を高めることが出来たし、その経験によって今後の目標

もみつかり、本当に最高の今後につなげることのできる

素晴らしい夏合宿になった。 

今から、来年の夏合宿が待ち遠しい。 

古屋 諒 会 1 

 アッと言う間の 1 週間、それだけ充実していたという

事か…。憧れの剱岳を登れた時、それはもう感無量だっ

た。今回の反省点は、ずばり「指示待ちっ子」であった

点である。先輩方の指示をただ待つばかりで、自分から

（間違ってでも良いから）考えて行動するという事が出

来なかった。完璧なお客様である。先輩方の指示が下っ

た時も、何故そのような指示だったのか？どういう意味

なのだろうか？という考えを持てなかった。また源次郎

から剱に向かう 6 日目、偉大なる OB である角谷さん、

花谷さん両氏に体力面・技術面で無様な姿を見せてしま

った。正直、現時点では解決策を見出せないでいる。場

数を増やせば良いのか？走り込みを行えば良いのか？農

学支部長である小平さんに相談してみようと思う。とに

かく、あせらない事だ。じっくり取り組もう。 

 本当に夢のような合宿だったと思う。これだけ多くの

OB に支えられているという事は、SAC の底力を感じる

と共に、現役メンバーだけではまだまだ剱は危険だとい

う事でもある…。SAC が開発途上であるという事を考え

させられた合宿でもあった。ただ、これも解決策が見出

せない。古屋個人としては、まず現時点の SAC で満足し

ているというこの生温い気持ちを改めなければならない。
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OB の方がいらっしゃるという事がどういう意味か、そ

れだけ現役が頼りない・危ないという危機意識を持たな

ければならない。そうした意識改革が古屋には必要だと

思う。そうなれば具体的に何から取り組めば良いのか、

自ずと見えてくると思う。 

 何だかまとまりのない文章になってしまった（無農学

部にはそもそも無理な話だ）。でも大丈夫、何を考えてい

るかは自分が良く知っているし、古屋は古屋で出来る事

から始めれば良いのだ。最後になりましたが、角谷さん・

花谷さん・ジャンボさん・ボンドさん、数々の御指導を

ありがとうございました。 

小平貴則 会２ 

 皆さん夏合宿お疲れ様でした。今回はトップクラスの

ＯＢ方四人に指導を頂きかなり贅沢で、多くのことを学

びそして非常に充実した合宿であった。 

 まず反省としては、リーダーシップがまだまだ取れて

いないと感じた。的確な指示が出せていないし、一つ先

しか見えていない。常に先の先の先まで考えていなくて

はならないし、視野を広く持っていなければならない。

これは一つのことだけを見るのではなく、あらゆること

に気を向けていなければならないということだ。こうい

ったことがいまだ不十分であるために、スピードが遅く

なりメリハリが無くなってしまっている。これはすぐに

変えられることであるので気をつけていこうと思う。 

 次は技術的なことで、クライミングの支点がへぼい、

ルーファイが全然ダメ、行動中の判断が的確ではない等

のことが指摘され、自分でもまだまだだと感じた。何度

も言われたのだが登りこみやが足りていないし、岩トレ

するにしてもただ登っているだけで何の役にもたってい

ない。とにかく支点についてもっと勉強し考え、工夫し

ていかないといけない。スピーディーに頑丈な視点を作

ることを目標に頑張っていく。ルーファイは道をたどっ

ていてはだめだ。尾根上を歩くのであれば全体の地形を

見ながら、尾根を外さないように歩く。バリエーション

では冬山のような感覚なのだと感じた。地形からルート

を外さないように歩き、且つなるべく安全なルートを選

んでいく。クライミングも大まかなルートを確かめてか

ら、楽なラインを見つけて登っていく。夏山でただ踏み

跡を追うのとは全く異なっている。これからはそういっ

た目で山を見ていかないと。バリエーションや冬山では

通用していかないと強く認識した。的確な指示というの

は周りや先が見えていないとできない。さっきも書いた

ので割愛するが、あとは自信が足りない。間違ってしま

ってもどんどん指示を出していこうと思う。とにかく声

を出してどんどん盛り上げていく。 

 改善点が沢山出てきたが、逆にダメなところがはっき

りと浮き彫りになったのである意味で大きな収穫となっ

た。これを無駄にせず自分で改善策を考え次につなげて

いこうと思う。 

 合宿中たくさん怒られたが、かなり楽しい合宿だった。

何より本チャンのリードを何本もできたことがすごく刺

激的で、興奮した。マイナーピーク東面スラブは、15ピ

ッチというビッグな壁で登っても登ってもつかないので

疲れたが、頂上についたときの達成感と充実感は一生忘

れない。すごく楽しい壁だった。あと去年行くことので

きなかった源次郎尾根、今年はいくことができすごく楽

しいルートであった。Ⅰ峰からの素晴らしい眺めも忘れ

ることはないだろう。 

 今回サポートして下さったＯＢの方々、どうもありが

とうございました。そして一緒に頑張った仲間たち、こ

れからもがんばっていこう。 

小島弾人 会 2 

 素晴らしい合宿だった。自分にとっては初の剱、そし

て初の本チャンだったが、土田や小平たちは去年こんな

ことをやっていたのか、と驚いた。 

 まず初日。荷物は心配していたほど重くはなかった。

でも、後ろを歩いていて遅れる時があったので、もっと

速く歩けるようになりたい。すっかり暗くなってからよ

うやく真砂沢に着いたときはうれしかった。 

 次に二日目。写真で見てあこがれていた剣稜会ルート

をいきなりリード。眺めが素晴らしい。しかしリードの

役割すべてを自力でこなすことはとてもできず、終了点
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など、指導してもらいつつの登攀となった。朝のアプロ

ーチで道を間違え、皆に迷惑を掛けてしまった。この日

は色々なことが新鮮だった。 

 三日目はジャンボさんの指導のもと、ハーケンをたく

さん打った。ここでは、自分たちの岩トレ不足と作業の

遅さが実感できた。午後から登った魚津高ルートは短い

が楽しいルートだった。 

 四日目はツェルトを使っての初のビバーク。一年６人

を連れ三ノ窓に行ったのだが、リーダーとして皆をまと

め、素早く指示を出すことがほとんどできなかった。道

を間違えることもあった。そして鍋を忘れるという失態。

角谷さんがいなければ、ラーメンをそのままボリボリ食

べるしかなかっただろう。 

 そして五日目。チンネの中央チムニーで終了点のハー

ケンが抜けた。墜落の一歩手前であった。これは本当に

反省しなくてはならない。登り切った後、撤収し、剱の

山頂へ。山頂に立った時にはうれしくて涙が出た。 

 六日目。行動中に何度もザイルを出し入れする、今ま

でほとんど経験したことの無い道だった。結局、ほとん

どＯＢの方々に頼りきりだった。そして剱から先、周り

の皆が急に速く歩きだしたな、と思ったら自分が疲れて

動きがトロくなっていた。まだ体力不足。 

 最終日。回りを良く見て歩くことを心がけたつもりだ

った。しかし先頭はほとんど土田に任せきりだった。 

 こうした一週間を振り返ってみて、まず実感したのが

リーダーシップの無さ。今までの僕は、他人との関わり

が薄く、責任感とか、皆をまとめあげる能力といったも

のの意味さえ知らなかったのだが、この大人数で剱に来

て、初めて自分の能力の低さに気付くことができた。も

っと頭を働かせて周りの状況を考え、他人に指示が出せ

るように、これからはもっと意識して登るようにしたい。

また、人の命を預かる、という意識を持ちたい。 

 次に、歩くのが遅い。登攀時の作業も状況判断も遅い。

もっと経験を積んで、冬までに改善したい。体力も付け

たい。 

 そしてクライミングの技術。終了点の作り方やルート

のとりかた。今回死にかけたので、失敗は絶対に繰り返

さない。あと、もっと速く登れるようになりたい。 

 最後に。自分自身を知ることのできる、この上なく良

い合宿であった。これを新たな出発点として、山行や岩

トレをさらに積み重ねていきたい。皆ありがとうござい

ました。 

土田 孝浩 会2 

1 日目 B.C.真砂沢入りまで。ガッシャの重さは去年より

増量したものの、そこまで辛く感じず、体力面での成長

を実感。行程で先発隊と後発隊の差が開きすぎてしまっ

たため 調整したのだが、先発隊は 長く待つことになっ

てしまい集中が切れてしまった。 今回の最終的な到着時

刻も 9 時ごろと遅く、真砂沢をベースでやる場合、前夜

前乗りでダム前ビバークなど改善が必要だと思われる。 

2 日目登攀初日。OB は花谷さんがフォロー。いざ本ちゃ

んという所で本当に自分の実力の 無さを感じてしまっ

た。自分の登りは駄目な登り方のいい見本と言った所。

本番で出たものが実力。基本から洗い直し、登り込む必

要がある。 3 日目 前日の反省から上級生はジャン

ボ横山さん指導の下、支点構築の講習会。基本から 教わ

る。その後土田、小平、ジャンボさんパーティーで富山

大ルートを登る。 

4 日目 江川さん、ジャンボさんとパーティーを組み、源

次郎尾根成城大ルートを登る。 5日目 朝一で剣稜会ルー

トを登攀後、チンネの左稜線へ向かう。徐々に天候は悪

化してくる。5、6のコルまでコンテで下る。懸垂下降を

行っている間にも稲光を発しながら接近してくるいやな

雲はとても恐ろしかった。 

6 日目 全隊で源次郎尾根より本峰を縦走。山頂で記念写

真をとり、勢いで黒百合のコルから剣御前小屋まで縦走

して下山。その晩は皆羽目を外し騒いだ。信大最高。 

7日目 ついに下山日。よく長いようで短かったなどと感

想があるが、2年の夏合宿は明らかに短い。準備から下山

までやることは山ほどあり、一つ一つしっかりと消化し

ていきたかったと悔いの残る合宿となってしまった。先

を考える。周りを良く見る。これまでに何度言われた事
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か。登攀にもとても多く課題がのこり、上でも書いたよ

うに悔いの残る合宿になってしまった。来年は 3 年とし

て夏合宿を引っ張っていくので。そのためにどの様な力

を付けていかなければならないのか考えてこの1年を過

ごしたい。 

ただ、教わる事、発見する事、絶景等。ものすごく楽し

かった。思い返せば自分は去年剱の衝撃的な一週間を境

にクライミングに対する興味が大きく変わっていたのだ。

今年は自分の手で 1 年生にこれを体験させてやることは

叶わなかったか、皆それぞれ楽しんだのだろう。山頂で

の集合写真が凄くいい。そして結果としては無事故で何

より。そして定着の合宿も楽しいが、 

俺は縦走が好 き だ あ あ ぁ ぁ 。

源次郎１峰、鶴仙流の構え 

江川信 会 3 

ここまで立場上反省点ばかり言ってきたから、この合宿

での良かった点を書きたい。まず皆、良く担ぎよく歩い

たと思う。またいろいろな問題点も有ったが、2 年部員

は準備段階では率先してよく働いてくれた。昨年の事を

思うと明らかにレベルアップしていたと思う。 

至らなかった点はいろいろ有るが収穫の多い良い合宿だ

った。これを生かすも殺すも自分たち次第だ。もっと密

度の濃いやりがいのある山行や岩トレを工夫して力をつ

けなくてはと切に感じた。 

最後になりますが、ここまで支えてくださった皆さん本

当に有り難うございます。            ■ 

看護科(医短）の前で合宿の準備 

プレ冬合宿報告書 

はじめに 

今回のプレ冬合宿も直接的に、間接的に大勢の方のサポ

ートにより事故なく終える事が出来ました。黒子役を買

って出ていただいた、古賀様、山崎様。五竜のテレキャ

ビンを手配してくださった白馬村の新谷先生にはこの場

を借りてお礼申し上げます。各自、そして会として誯題

の残る良い合宿となりました。今回得た反省を生かして、

冬合宿の成功を目指します。       CL 土田孝浩 

 山行期間：11・20（土）～23（火） 

 日程：11・20（土）  松本～五竜遠見スキー場

～西遠見Ｔ.Ｓ. 

２1～22（日、月） 雥上訓練、五龍山頂アタック（天

候、時間による） 

23（火） Ｔ.Ｓ.～五竜遠見スキー場～松本 

※エスケープ：往路下山 

 参加メンバー 

ＣＬ：土田孝浩（会 2・エッセン、編集長）    

ＳＬ：小平貴則（会 2・装備） 

3 年：江川信（気象、会計） 

2 年：小島弾人（無線、渉外、医療） 

1 年：奥中大智 菅野直道 河野卓郎 田中聖 中島渉 古屋

諒（記録） 

山行記録   文責：古屋 諒 

11 月 20 日(土) 快晴 

6:00 松本 BOX 発 

8:15 テレキャビン乗車 

8:23 アルプス平駅 

8:40 アルプス平駅発 

10:55 小遠見山一本 

13:58 大遠見山手前の平地をテン場とする。 

14:30 江川・田中隊テン場着 

テレキャビン乗車前に OB の新谷さんが見送りに来て

下さった。その際にカンパ\10,000．-をいただく。あ

りがとうございます。OB 古賀さんと OB 山崎さんが黒

子として山行に参加。テレキャビンでアルプス平駅に着
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くと、下界とは別の世界。新雥が申し訳ない程度に積も

っていた。荷物の整理を行い、山行を開始する。各個人

のペースにズレが生じたので、10:22 には先発隊(小平・

土田・奥中・管野・中嶋)と後発隊(江川・小島・河野・田

中・古屋)に別れる。小遠見山以降急に雥が深くなる。ラ

ッセルを交代交代で行う。しかし卖独行のお兄さんに先

を越され、ラッセルというよりもトレースを追う形とな

る。途中田中が体調丌良となり、江川さんが付きそう。

残りのメンバーは先に進み、ひたすらラッセル。テン場

前になって奥中・古屋がそれぞれ脚をつる。水分・ミネ

ラル丌足であった、情けない!古賀さんに薬をいただき、

脚つりは何とか回復。無事にテン場に着く。一通り整地

を終えテントを張ると、江川さん一行も到着し 1 日目を

終了とする。 

11 月 21 日(日) 快晴 

4:30 起床・エッセン 

6:00 テン場発 

7:40 白岳 

9:38 頂上直下の稜線 

10:15 五龍岳登頂 

11:00 頂上直下の稜線 

12:00 五龍山荘 

13:15 テン場着 

 無風快晴。アタックにしない手はない。ビーコンを装

着し、体調丌良の奥中・田中と 2 人の世話人となった小

島さんに留守番を一任して出発。白岳前で管野のワカン

がはずれる。装着に手間取り、江川さんから怒りの鉄拳

を食らう。白岳でワカンからアイゼンに変えて、いざ五

龍へ。雥が尐ないため岩が露出している場所も歩く。

「Remember アイゼン岩トレ!」と後ろから江川さんが

吼える。Fix を使うことも無く何とか無事にテン場に帰る。

留守番 3 人には悪いが、最高に楽しかった。先に下山さ

れた古賀さんと山崎さんからもカンパをいただく。あり

がとうございます。 

11 月 22 日(月) 曇り~みぞれ 

5:00 起床・エッセン 

6:30 ビーコン訓練開始 

10:50 みぞれが降る。一旦中止。 

12:00 埋没訓練・弱層テスト 

15:00 訓練終了、テン場へ。 

 平日の日に一体我々は何をしているのだろう…。SAC

にそんな無粋な質問は御法度である!!!1 年は黙って訓練

をすればいいのだ。 

 テン場近くの広場で人工デブリを作り、ビーコン訓練

という名の宝探しを開始する。ビーコン 2 個での検索で

は、中嶋が 10 分 20 秒であった。意識して深い場所に

埋めたので、「さすが渉」と感心する。みぞれが降り出し、

CL 土田さんの判断で一旦テント内に。テント内は水が浸

水し、ほぼプール状態。なんてこった!天気が落ち着いた

ので場所を変えて埋没訓練を行う。5 分ばかりの埋没だ

ったが、かなりのパニックに陥った。雥に埋もれる恐ろ

しさを実感、二度とやりたくないと心に誓う。埋没時間

最長者の小平さんの勇気に脱(目出)帽。テント内の荷物を

出し、水を适がす。再び整地を徹底させて、快適なテン

場にする。 

11 月 23 日(火) 晴れ 

4:30 起床・エッセン 

6:20 撤収 

8:27 小遠見山 

9:30 アルプス平駅 

 思えばあっと言う間の 4 日間。こんな風にして人は年

老いていくものなのか。最終日ではあるが、集中力を切

らさないよう蹴り込みを意識して歩く。テレキャビン付

近は雥だったのか、初日とは異なり地面が剥き出しであ

った。 

各係の反省 

記録係              担当：古屋 

ノートにどのような内容を記すべきか、事前に確認する

べきだった。おかげで、合宿期間中は時間と場所だけの

味気ないものとなってしまった 

装備                   担当:小平貴則（会２） 

 今回菅野と一緒にこの係りをやった。正直思ったのは、
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一年は何をやれば良いのかほぼ分かっており大体を説明

するだけで動いてくれた。これは他の一年にも言えるこ

とで、準備の段階でも自主的に動いてくれることが多い

と感じた。ついこの前まで細かく説明しなければならな

かったのに、ずいぶんと成長しているようだ。 

 装備表は菅野とともに作成し、装備の個数確認などは

任せるという形となった。伊那と松本で離れているため

しょうがないことだが、もう尐しこまめに連絡を取り合

っているべきだった。合宿前になり装備を減らそうとか、

買出しについて何が必要だとかもっと早くからやり余裕

を持たせるべきだったと反省。個人的に松本との意思疎

通をもっとしっかり行わなければならないと様々な面で

感じた。管野はしっかり考え働いてくれていたと思う。 

医療                 小島弾人 

 １,２日目に体調の悪い者がいた。各自、体調管理をし

っかりやりましょう。疲れたり足を攣ったりする前に、

水と行動食を充分に摂れば、ある程度は防げたのでは。 

 医療缶の作製にあたっては、過去の計画書等の資料に

かなり助けられた。それと同時に、自分の勉強丌足も痛

感した。山に関係なく、医薬品のことについては一般常

識として覚えておこうと思う。 

 ハサミや爪切り、体温計等の器具類は１セットしか持

って行かなかったのだが、アタックとベースで人が分か

れた時の事も考え、２セット用意すべきだった。 

渉外                 担当:中嶋渉 

 スキー場が良く知っている場所だったので、駐車場の

確認や道案内は滞りなくできた。しかし最重要事頄のテ

レキャビンについては行動が後手後手になってしまい、

連絡が遅れ、新谷さんにご迷惑をおかけしてしまった。 

 係が１年と２年の２人いたので、もっと頻繁に連絡を

取り合い、情報を共有していればよかった。 

エッセン係反省                       

担当：奥中大智 

準備段階での反省は、担当者である私自身がエッセン

の荷造りに携わっておらず、調味料や具材をいつ使うの

かなどの通達ができていなかったこと。さらに自分自身

もどこに何を入れてあるのかを把揜していなかったこと

だ。 

実際にエッセンをしてみての反省は、第一に米の量。

一人 150 グラム計算で持っていったが、それでは物足り

ないと感じた。一人 200 グラムは必要だと感じた。今回

テントの振り分けは、4 人、3 人、2 人だったにも関わ

らず、すべてのテントでペミカンの量は同じになってい

た？だろう。テントごとにエッセンをやるのならそこも

考慮すべきだった。 

今回のエッセンはペミカンをバターで作ったおかげか、

それとも調味料を調整して作ったせいか、塩辛くて食べ

られないということはなかった。そのことだけで満足だ

った。食事は明日への活力となる。これからもおいしく

楽しいエッセンにしよう！ 

気象係 反省        担当：河野卓朗                    

気象係として行った役割としては、 

①合宿の一週間前の天気図をとる（保管） 

②合宿中に天気図を書く 

の二つであった。 

文字通りの仕事はこなしたが、それらのデータを有効活

用できたとは言えない。 

②に関しては直後にあれこれ予想はしてみたものの、天

気が良くなるか悪くなるかといった大まかな部分の予想

しかできなかった。①に関してはデータを集めるだけ集

めて、その後の事は江川さんに一任してしまった。 

それらのデータを活かすためにも、本や雑誌で勉強する

必要性を感じた。山岳気象に関する本も刊行されている

ようなので、一度読んでみようと思う。 

また、合宿中の気象を事細かにメモっておけばよかった

と思う。天気図の予想と、実際の天気を比較するときに

役立つはず。 
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個人の反省 

土田孝浩 会２ 

このプレ冬を２年に任された時、ついに来たか！と思

った。昨年、会１年として臨んだプレ冬合宿では何一つ

として満足出来ることなく周りのサポートによりどうに

か山頂に立った。完敗を喫した。なので今回のプレ冬は

完璧に仕上げる。これが個人の目標だ。 

各係について、去年と同じ感覚で１年に分担していた

が、それをやるにはサポートが丌十分だった様に思える。

また自分が一番松本 BOX に近かったからと、あれこれ

抱え過ぎて手薄な所が出来てしまった。もう尐し分業し

て効率の良い準備ができたはずだ。全般的に上級生と下

級生間のコミュニケーション丌足が感じられた。テント

設営等でも同様で、遠慮、指示丌足などで１年をボーっ

とさせてしまった。冬合宿に向け、改めてチーム作りが

必要だ。しかし、１年陣が成長した来年にはゆとりをも

ったサポート体制ができあがるのではないかと思う。各

自が自分の役割を考えて動けるようになる事を期待して

いる。 

行動中について、ベースまで。本気でバテる、あるい

は足をつって歩けなくなる者が出ることを想定できてお

らず、隊がバラけてしまった。途中のお一人様に置いて

行かれたのは悔しかった、しかし丌完全燃焼だった。全

員の歯車がかみ合えば倍速で歩けるはず。チーム作りだ。

山頂アタック。何より２年の声がうまく出ていなかっ

た。・指示も散発的に出ていて全体としてまとまりがなか

った。先先を考えた指示を出して行くことで１年にも明

瞭に伝わるようになるだろう。FIX を出す事に関して会

で自信が無いように感じられる。これでは厳しい所にも

行けないし、万が一の事が起こりうる。機会を見つけて

ザイルを出して山で FIX を出す瞬発力を高める経験を積

む必要がある。山頂からの下りはクライムダウンの箇所

が若干ヒヤヒヤしたが、無事ベースへ戻る事が出来、一

安心した。快晴の五竜の山頂はたまらなく気持ちよかっ

た。 

雥訓について、日程にゆとりがあり充実した雥訓が出

来たと思う。雥崩の危険の説明などは事前の打ち合わせ

丌足でもう尐し上手くやれたはずだ。２パーティーに分

かれビーコン訓練をやった。どちらも適度に緊張感を持

ってやれていた。また、去年やらなかった埋没体験もで

き良い経験となった。 

体調丌良で登頂できなかった者が出たのは残念だが、

事故なく全行程をこなせたという点ではよい合宿だった

のではないかと思う。隊を分けるときの工夫、基礎体力、

テント設営、冬エッセン、FIX・・・挙げればきりがない

が、協力し合い連帯感の有るチームを作っていこうでは

ないか。 

小島弾人の感想 

 個人の反省としては、まず準備にあまり参加できなか

った。時間割のせいもあるが、医療品の準備などは 1 年

と連絡を取り合い、早めに済ませておくこともできたと

思う。 

 それから、他人への指示がまだテキパキと出せなかっ

た。もっとリーダーとしての経験を積み、頭を働かせら

れるようにしたい。それでも、以前よりは良くなったと

思う。 

 今年は 3 泊 4 日になったおかげで、訓練をじっくり行

う事ができた。去年できなかった埋没訓練ができたのは

よかったと思う。雥は尐なかったが、忘れかけていた冬

山での生活を思い出すという意味で、上級生にとっても

プレ冬は大事な合宿だと感じた。 

 1 年生は雥の上で行動することの楽しさと難しさを知

ったと思う。厳しい冬本番に向けて、もっと体力と根気

をつけてほしい。 

 僕も、去年の冬はかなりミスを犯して危ない山行ばか

りだったので、これからしっかりとした実力を着けられ

るよう、たくさん冬山に入りたい。      

小平貴則の感想 

 この合宿ではＳＬであったのでそれもふまえ振り返っ

てみようと思う。 

 まず計画段階からＣＬの土田にまかせっきりで自分は

ほとんどやれなかった所で、もっとサポートなりできた
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のではないかと感じている。伊那、松本で離れているた

めやりづらい面もあるが、もっと頻繁に連絡を取り合う

べきであった。 

 合宿自体は初日二日が晴れており、入山しやすく五竜

にも登れ良かったと思う。ただ初日はよその強い人にト

レースを作ってもらってしまい、ラッセルを十分にでき

なかった。もともと雥も尐なかったし、これから嫌とい

うほどラッセルはできるのでそれほど気にすることはな

いが、これからどんどん強くなって二度と他のパーティ

ーにトレースを付けてもらうということが無いようにし

よう。 

 五竜アタックでは、ルーファイが難しいと改めて実感

した。初めて雥山の先頭を歩いてみて、ルートの発見に

必死であった。遠くからだと大まかにこういけば良いだ

ろうと分かるのだが、近づくと細かい所で間違えてしま

った。歩いていて選択肢が二つ見えるのだが、そこでの

判断がまだいまいちであった。先の先まで道を見て、歩

きやすさや安全性を考慮した道選びをしていく。とにか

くもっとうまくなろうと思った。 

 そして前を気にしていると、後ろへの注意がおろそか

になってしまっていた。危険地帯ではサポートが必要で

あり、そこは手を抜いてはならない。自分では後ろを何

度もみてはいたが、隊全体の動かし方まで考えていなか

った。危険個所はそんなに早く通過できない。かといっ

て中途半端な所で一年を待たせるのも危険である。危険

個所では後ろの一年をサポートし、ある程度広い安全個

所で全体が追い付くのを待つ。臨機応変に最適な判断と

行動が要求される。その場に応じた最適な判断ができる

ようになりたいと思う。というかならなければならない

し、そのためにはとにかく経験を積むしかない。どんど

ん挑戦していこう。 

 その他に五竜アタックで感じたのは、ＦＩＸについて

だ。まだ自分らの技術に自信がないため気軽にロープを

出すことができない。上級生のサポートで済まそうとし

てしまう。このままではレベルの高い場所へ行くことは

できないので、これからは頻繁に出す。これも現地でど

れだけＦＩＸを張ったかが重要であるので、時間的に余

裕なのであるならばどんどん出そうと思う。これはこの

冬の誯題として取り組んでいく。 

 三日目の訓練では、初めの説明があまりうまくできな

かった。予め何を説明していくか考えてはいたが、項序

立てて話すのができず訳の分からないことになっていた。

これからはどう話していくか細かく考えていく。ビーコ

ン操作はうまくできてきていたと思う。埋没訓練では結

構危なかったがかなり良い経験となり、うまると怖いの

だと実感できた。 

 反省点はいくつかあるのだが、全体的に良い合宿だっ

たと感じる。自分は二年としてこれからどんどん一年を

ひっぱって行く。    

河野卓郎の感想 

いよいよ冬山が始まった！ 

終わってみれば、短い合宿だったなというのが正直な

実感。しかし振り返ってみれば初体験だらけの、濃い合

宿だった。 

五竜岳アタックでは、アイゼン・ワカンを装着して歩

き、そして冬山の山頂に立つことができた。経験値的に

はどうであれ、快晴の山頂に立てたので本当に気持ちよ

かった。他にも 4 日間を通してラッセルやテントでの水

作りなど、初体験かつ印象的な出来事は目白押しだった。

その中でも特に強烈なものとして残っているのが、あの

埋没体験！たかだか 5 分間ほどだったと思うが、雥の中

で確実に息苦しくなっていくのを感じた。雥崩に巻き込

まれたらマジでヤバいということを、身を以て学べた。

まさに百聞は一見に如かず！ 

 冬の山というのは白と黒の世界なのかと思っていたが、

意外とそうでもなかった。特にモルゲンロートは夏山の

それ以上に綺麗だと感じた。また、下山日に見た山々の

姿も、初の冬山の記憶として鮮列なものとなったと思う。

心残りといえば五竜岳に全員でアタックできなかったこ

とぐらいか。良い合宿だったと思う。 

反省として、第一に自分の体力丌足を感じた。途中の

お兄さんが格段にタフだったのかもしれないが、大学生
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的には体力ぐらいでは勝負できなければなあと思った。 

また、衣類や装備の管理をもっと考えるべきだった。3

日目の雤でオーバー手袋やヤッケが濡れたが、それをテ

ント内でどうやって管理するかあまり深く考えなかった。

そのせいでシュラフを濡らして寒い思いをした。日程が

4 日間だったからまだ良かったものの、長期の縦走にな

ったら致命的になってしまうミスだと感じた。 

それと、次回からはサングラスに曇り止めを塗ろうと思

う。サングラスの曇りが原因で足元が見えづらい事が何

度も有った。これが原因で滑落なんてことも十分に有り

得る世界だと思うので、細かい事にも気を配りたい。  

奥中大智の感想 

 今回の合宿では、体調を崩してしまうという失態を演

じてしまい、会のみんなに迷惑をかけてしまった。以後

このような事態を避けるためには前兆を読み取り、その

場でできる処理をすることだと感じた。今回の例だと、

入山日の前日辺りから下痢の症状が見られたことだ。下

痢にかかると腸の水分が流れやすく、且つ吸収が丌十分

になる、その結果、下痢の時は、通常の状態時よりも脱

水症状に 30 倍なりやすい。さらには、ラッセルをして

いるのだから汗を大量に掻くのだが、それを感じにくい

環境が冬であると知った。脱水症状を引き起こす要因は

私自身にもあった。冬山では、水は我慢するものだと思

い込んでいて、水は十分に担いでいたにもかかわらず、

それを節約しようとして飲み渋ったのも 1 つの因子だろ

う。水分に対して敏感であれば、必要な分だけ担げばい

い、そのためにもより体力を付けねば！ 

 体調丌良のせいで五竜登頂はできなかったが、それを

抜きにしても初めての冬山は楽しかった。中でも興味深

いのはエッセンだ。夏とは異なり、雥を溶かすことがで

きれば、どこでも水を得られる。ちょっとした感動だっ

た。その一方で、火器の重要性を改めて感じることがで

きた。さらに印象深い埋没体験。わずかな時間埋まった

だけだが、そうとう苦しくなる。冬山での雥崩が身近な

ものだと感じ、これからも気持ちを引き締めて臨むべき

だと感じた。                            

菅野直道の感想 

今回、人生初の冬山を経験した、天気にも恵まれ、その

内容には非常に満足したものの個人的な反省がいままで

の夏山山行よりも、よりはっきりとした形であらわれて

しまった。第一に体力丌足がよりはっきりとした形であ

らわれてしまった。予想以上にラッセル（今回のはラッ

セルの内に入っていないという話もあったが）で体力を

消耗するということが明らかになり、今回の膝くらいま

での積雥量であれほど疲れたのだからますますの積雥が

予想される今後の山行においては苦戦することが容易に

想像できるので、体力の向上に励みたい。次に生活技術

の欠如が挙げられ、これは卖に初の冬山で夏の生活技術

と大きく異なっていたということもあるが、それ以上に

もっと次を予想した行動をしたり、尐し気をつけるだけ

で回避できたであろうことが多かったので次回以降の山

行にいかしていきたい。それから冬山に挑む上で、自分

で最も気をつけてますますの技術向上を図らなければい

けないと痛感したのがビーコン操作である。ビーコンは

冬山においては欠かすことのできない道具であるのに関

わらず、操作のコツを全くと言っていいほどつかむこと

ができなかった、埋没訓練を通しても分かったことであ

るけれど埋没者の苦しみや恐怖を考えると素早く、正確

なビーコン操作は当然習得しなければいけないものであ

りより一層努力し操作習得に努めなければいけないと思

った。 

以上のように反省点が出て、さらには自分も気づいてい

ないような改善すべき点もあるとおもわれるので、今後

の努力によって改善していきたい。さまざまな反省はあ

ったものの、それを差し置いても初の冬山を体全身で感

じることが出来てとてもうれしかったし、今まで見えな

かった新たな山の魅力的な一面というのを目撃すること

が出来てよかった。今後の山行ではもっと素晴らしく、

また危険な世界がまっているであろうから、いまから丌

安であり楽しみでもある。                   

田中聖の感想 

今回のプレ冬は自分にとって入会一年となる節目の山
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行だった。それだけに、思い入れも強かった。しかし、

三日前に熱を出し、体調を崩してしまった。その結果、

当日は万全の体調で臨むことが出来ず、結局は隊と離れ

てしまい仲間に迷惑をかけてしまった。以下、体調管理、

装備の改善点、今後の対策（冬合宿を視野に入れた）に

ついて考えたい。 

体長管理について、今回、山行三日前に３８度の熱をだ

し、体調を崩してしまった。翌日、病院に行き、薬を処

方してもらった。体のだるさは特になかったが熱がいっ

こうに引かず木曜日の夜の時点で３７度近くあった。自

分でも参加しようどうか非常に悩んだが、当日は体のだ

るさもなく参加することに決めた。しかし 2 ピッチ目か

ら遅れが目立ち、3 ピッチ目からは隊と離れて江川さん

に付き添ってもらい本隊から 30 分程遅れながら歩みを

進めた。「当日は晴天だったがもし吹雥だったら疲労凍死

していた可能性もあったぞ」と江川さんに言われた時、

山行に対する自分の甘さに気づかされた。もし、これが

冬合宿だったら自分はどう責任をとれるだろうか。プレ

冬はベースキャンプを張り埋没訓練やビーコン訓練を行

う山行だったからまだよいが（実際はよくない）、縦走だ

ったりしたら、即撤退につながるだろう。諦めるのも勇

気というが今後山行前に尐しでも体調が悪かったらその

山行は諦めるようにしたい。 

また、当日遅れをとったのも結局は体力丌足だった。

毎回、反省で自分の体力丌足を指摘し今後の山行でバテ

ないようにしたいといった事を書いているが、いい加減

こんな自分とさよならしたい。 

装備・レーションについて冬山は手袋や靴下がちょっ

と濡れただけでも命取りになる。そのため、オーバー手

の防水性には十分気をはらうべきだ。というのも、今回、

オーバー手は槇さん借りたもので防水性がかなりおちて

いた。そのため、薄手袋もすぐに濡れてしまった。さら

に、薄手袋も自分の手のサイズよりワンサイズ小さかっ

たため水分を含んだ手袋は非常にはめにくかった。冬合

宿までには新しい手袋を買いたい。 

靴下は夏縦走から使っていたものだったため繊維が固

くなり保温性、速乾性が弱くなっていた。靴下は予想す

るよりも务化が早いので長期間の山行の前には買い換え

るようにしたい。 

今回、ヘッドライトを新しくした。これは、夏合宿で

のマイナーピーク下山時に使っていたヘッドライトが夜

間行動の際あまりにも役に立たなかったため買い換えた。

このヘッドライトは頭部後部に電池パックがくるタイプ

で電池の種類も卖 3 とパワーも強い。他のヘッドライト

と比べてもかなり明るい。お金に余裕がある人はぜひ試

してほしい。ちなみにブンリンで、5 千円で買える。 

丌注意だったこと 

 今回初めてＭＳＲを炎上させてしまった。原因はプレ

火丌足でその状態でガスを全開にしていたことだ。つま

り、丌完全燃焼の状態でガスを全開にしていたのだから、

当然のごとく火柱が大きくなった。炎上した時の恐怖感

はもう二度と味わいたくない。アルコールが早めに消え

た場合は点火した後もしばらくはガスを弱めに出して、

プレ火を十分にすることが重要だ。 

レーションについてレーションはいつもどおりカントリ

ーマーム、アルフォート、チョコ、ココナッツサンドを

持って行った。このレーションの欠点は塩分のあるもの

がないことだ。ココナッツサンドはパサパサしすぎて冬

山のレーションには向いていない。今後は胡椒せんべい

など塩っけのあるものを持って行くようにしたい。 

 今後の取り組み。プレ冬が終わってほっとしたいとこ

ろだが、冬合宿まで一か月を切っている。冬合宿はプレ

冬と比較にならないほどの困難が待ち受けているだろう。

今回の反省点を踏まえ、冬合宿で同じミスをしないため

にも、日々の体力づくり、オーバー手の状態でのワカン

の装着練習など、冬合宿にむけて自分のできる最大限の

努力をしたい。                 ■ 

 ラ「ABAYO!」                         
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冬合宿報告書 

はじめに 

この冬合宿は直前で変更があって決まった物で一時は開催自体が危ぶまれていましたが、聖岳を提案して下さった bondさ

んを始め相談に乗って下さった大勢の OB、そして実行に結びつけた現役部員一人一人の協力に大変感謝しています。 

この冬合宿が成功裏に終わったから言える事ですが、今年このルートをトレースする事が出来て本当に良かったと思います。      

冬合宿 CL土田孝浩 会２

山行期間 ： 12/25~1/4  (実働７予備４) 

メンバー 

L土田 孝浩（２）医療、会計、エッセン      

SL小平 貴則（２）気象、外渉 

 小島 弾人（２）装備、記録、シーバー 

１年生 

 奥中大智・菅野直道・河野卓郎・田中聖・中島渉 

「ふゆがっしゅく １ねん なかじまわたる] 

12 月 31 日、14 時 30 分。2 年生 3 名、1 年生 5 人の計 8

人で、易老渡に下山した。「お疲れ様ー」という声が交わ

される。それぞれ背負っていたガッシャーを降ろし、装

備を解体し始める。誰かがプラブーツを脱いで解き放っ

た臭いがする。その中で僕は、全員の下山直後の顔を撮

っておくことにした。カメラを向けられ、サムアップし

て見せる小平さん。声をかけられて驚いたダイチ。なん

となく疲れた顔のＫ。タクローは相変わらずクールだっ

た。土田さんと聖さんは臭そうな湯気の立つ足を指差し

ておどけて見せた。 

ひとりひとりの顔を撮っていると、この 8 日間のことが

思い出された。 

最後に弾人さんにカメラを向ける。 

「弾人さん」「うん？」 

カメラに気づいた弾人さんは、いつものように一瞬間を

おき、そしてにこやかにピースサインを作った。満ち足

りた顔をしていた。 

行動記録 

12月 24日（BOX～易老渡） 

13:30 先発隊（土田、田中、奥中、中嶋）BOX発 

17:40 後発隊（小平、小島、管野、河野）BOX発 

18:50 雪  先発隊、易老渡着 

 21:30 雪  後発隊、易老渡着 

12 月 24 日、昼に僕を含む先発隊が松本を出発。小雪舞

う伊那谷を、下道で行った。易老渡に着いたのは 18時近

く。すぐにテントを張り、その中でキムチ鍋を食べた。

巷はクリスマス真っ盛りということで、こちらも対抗し

てシャンメリーを開けた。小気味のいい音とともに溢れ

る甘い匂いと鍋から立ち上るキムチの匂い。可笑しな組

み合わせだった。後発隊が 21時半に到着し、即就寝とな

った。 

12月 25日（易老渡～2100ｍ付近） 

5:00 雪  起床 

  6:50 雪  易老渡発 

  8:00 雪  便ヶ島通過 

  9:15 雪  西沢渡通過 

 10:25 雪 

 11:30 雪 

 12:45 雪 

 14:15 雪 

 14:50 雪  TS決定・設営 25日、サンタだのプレゼ

ントだのと考える暇もなくテントを畳み、今回最も重い

荷物を担ぐ。雪が降っている。感覚ではまだ下界で、雪

の中を歩くというだけで「やれやれ」と思ってしまった

が、雪はただ降っているなら綺麗なものなのだと、僕は

後に知ることになった。便ヶ島、西沢渡を過ぎて尾根に

上がり、うっすら見える夏道を辿る。この日は 2000ｍを

越えた辺りにテン場を造った。ここが傾斜地で、周りか

ら雪を集めて低い所に放り込み、散々踏み固めて雪の舞

台が出来た。昔作ったかまくらを思い出した。頑張った

甲斐あって上は真っ平ら、快適に寝られた。夜のエッセ

ンでは凍ったローストビーフが登場。それを湯煎して解
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かし、冷たいのも気にせず食べた。まさか山に来て牛肉

が食べられるとは。行動初日で元気があっただけか、肉

の魔力か、隣のテントからは小平さん・聖さんの奇声が

響いていた。その勢いに飲まれた弾人さんとダイチはど

うしていたのだろう、ずっと声が聞こえなかった。  

12月 26日（2100ｍ付近～聖平小屋）  

 4:50 雪  起床 

  6:20 雪  TS発 

   7:50 雪 

  8:58 雪 

  9:50 曇り 2400ｍ付近  

 10:45 曇り 分岐、アザミ畑通過 

 11:50 雪  聖平小屋着 

 26 日、この日は半日で聖平小屋まで行った。プレ冬の

時とは違う、パウダースノーと格闘しながら樹林帯を抜

け、アザミ畑の横を通り、迷いながら聖平に下りた。小

屋の手前まで木道を辿って行ったが、そこから木道が消

え、雪が深くなった。土田さんがバンザイラッセルで挑

んだもののすぐに断念、空身ラッセル隊が出動した。幸

い、小屋はすぐそこだったのだが。冬季小屋の中に泊ま

ってもよかったのだが、「テントの方が性に合っている」

ということで小屋の前にテントを張った。この日のおや

つは大切に持ち上げたクリスマスケーキ。何度か不注意

によりガッシャーの下敶きになって、多尐拉げてはいた

が、なんとまぁ立派に見えたことか。凍った苺を飾り、

土田さん・タクロー・K と四等分して食べた。上に乗っ

ていた砂糖細工のサンタは、弾人さんの餌食になった。

あまり美味しくはなかったそうだ。下界のクリスマスは

既に終わったが、山岳会のクリスマスは 26日なのである。

赤いヤッケに K が持ってきたサンタ帽を被って楽しそう

な土田さんを見て、そう思ったのだった。 

12月 27日（聖平小屋にて沈殿） 

  4:30 雪  起床 沈殿決定 

 27日、起きると雪と風。前日描いた天気図から予想し

ていた通り、天気が崩れたようだ。朝のラーメンを食べ

ながら、沈殿を決めた。そうとなったら寝るのみ。もは

や冬眠中の熊のようだった。隣のテントからはトランプ

をする声が聞こえていたが、それもじきにしなくなった。

午後に起き出して、冬季小屋の中で軽く体を動かし、こ

の日のエッセンは予備食のレトルトカレー。前日の盛り

上がりが恋しくなった。夜、寝る前に入山後初めてキジ

を撃った。どうも僕は山に入ると便秘気味になるらしい。 

12月 28日（聖岳ピストン） 

4:30 快晴 起床 

  6:00 快晴 聖平小屋発 

  6:53 快晴 

  8:18 快晴 2600ｍ地点 

  9:35 快晴 前聖岳 登頂 

  10:02 快晴 

 10:35  快晴 前聖山頂 

 11:30 快晴 

 12:40  快晴 聖平小屋着 

 28 日、起きると星空が広がっていた。快晴、アタック

日和だ。このことから、僕がキジを撃つと翌日は晴れる

というジンクスが出来た。橙に染まる空を背に、聖平を

出発。聖岳も朝日に燃えていた。先行していた御一人様

を追い越し、風の強い稜線へ。ここを転ぶこともなく越

えて、雪の尐ないつづら折りを登って、3 ピッチで頂上

に抜けた。富士山に中ア、北ア、雲海の切れ間に駿河湾

まで見えた。その景色の中で、奇声をあげて抱き合う仲

間たち。感動的というよりも、なんだか微笑ましかった。

有名な「そこに山があるからだ」という言葉があり、僕

はそれがあまり好きではないのだが、なんとなく、それ
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が自分なりにしっくりきた気がした。結局のところ、登

らずにはいられないのだろう。そこに山があれば、それ

を登らずにはいられない。僕たちはきっと、そんな人種

なのだろう。時間があったので奥聖岳もピストンし、下

った。途中稜線で今まで経験したことのない強風に見舞

われた。風の強さに歩みを止めたのは初めてのことだっ

た。しかし、冬山ではこれがごく当たり前にあるのだろ

う。美しさの後に恐ろしさも、尐しだけだが垣間見た。 

小屋に戻り、テントで休んでいると、某Ｊ大学の山岳部

がやってきた。この日は茶臼岳から縦走してきたのだと

いう。この情報から、自分たちも 1 日で茶臼岳辺りまで

行けるのではないかという意見が浮上した。翌日の行程

は御花畑までの予定だったが、茶臼岳まで行けるとなる

と、その後の予定が変わってくる。沈殿した時点で年内

下山はないものと思っていたが、ここでその可能性が復

活した。しかし実際のところ、全ては天気次第だった。

そして残念ながら、この夜僕はキジを撃たなかった。 

12月 29日（聖平小屋～御花畑手前）  

4:30 雪  起床 

  6:30  雪  聖平小屋発 

  8:40  雪 

  9:57  雪 

 12:10 雪 

 13:20 雪  TS決定・設営 

 29 日、天気は雪。天気は思わしくなかったが、テント

を撤収し、とにかく御花畑を目指して出発した。樹林帯

を何度かの空身ラッセル部隊投入で抜け、上河内岳の稜

線に出ると、ホワイトアウトしている上に風邪も強かっ

た。100m、いや 50m 先の視界も怪しい状況で、先輩たち

が地形図を片手にルートを探し出していく。ペースは落

ち、体は冷え、指が悴んだ。しかしペースを上げたくて

も、僕はどうすることも出来なかった。そもそも、ルー

トファインディングの能力が無さすぎたのだ。方向感覚

を失う白い世界で、僕は無力だった。もしもこの状況下

に放り出されたら、まず自力では動けなかっただろう。

繋がる先は敗退か遭難、果ては死だ。「天気が悪いなら動

かなければいい」と言うのなら、いつまで経っても山に

は登れない。今回は経験の浅さゆえ仕方なかったと言え

るとしても、いずれ必ず身につけなければならない力が

ある。それを痛感したのだった。幸いにして、スローペ

ースながらも確実に進み、御花畑の手前まで無事に行く

ことが出来た。この日はそこでテントを張り、行動終了

となった。 

この日のおやつには土田さんが持ってきた「ねるねるね

るね」が登場した。このケミカルな味のお菓子でさえ、

山では美味く感じてしまうのだから恐ろしい。これの印

象は強烈だったが、味に関しては、その後に弾人さんが

取り出したハムソーセージに呆気なく負けた。そして、

寝る前にキジを撃つと「渉、出たか！」と、やんやの喝

采。こんなことで褒められるとは。 

12月 30日（御花畑手前～茶臼岳～易老岳～2500ｍ付近）    

4:30  晴れ 起床 

  6:30  曇り TS発 

   7:30  曇り 

  8:10  曇り 茶臼岳通過 

  9:30  雪 

10:15 雪  

11:05 雪 

12:20  曇 易老岳通過、TS決定・設営 

 30 日、起きるとやはり晴れていた。ジンクスは当たる

らしい。しかしそう思っていると、出発する頃には曇っ

てしまった。まあ、当たらずも遠からずというところだ

ろうか。視界がいいのが幸いだった。この日の予定は茶

臼岳を越えて易老岳へ。時間があれば光岳をピストンし

てしまおうという、多尐無理なことも言っていたが、そ

れは本当に無理だった。茶臼岳から下って樹林帯に入っ

たころ、雪が降り始めた。前日のことを思うと、樹林帯

の中で見る雪は、どこか平和だった。多尐迷いつつ、易

老岳には 12時過ぎに着き、そこから尐し下ったところに

テントを張った。易老岳への道の途中で他のパーティー

と知れ違ったし、テントの中で休んでいるときにも何人

か人が歩いて行った。光小屋から来た人、易老渡から登
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ってきた人、いずれにしても、山で年を越そうという人

たちだろう。意外に何人もいるものだ。この日のリーダ

ー会で、翌日は光岳を速攻でピストンして、11時半まで

に帰ってこられたらそのまま下山しようということにな

った。小平さんは「山で年越そうよー」と寂しそうに言

っていたが、光岳のピストンだけでは行程として短すぎ

るし、日程を消化して更に山に残っているのは意味がな

い。「1年生の頑張りに期待」ということでこの日は就寝

となった。そして、この日も寝る前にキジを撃った。 

12月 31日（光岳ピストン～易老渡）    

4:30 曇り 起床 

  6:00  曇り TS発 

  7:08 曇り 2200ｍ地点 

  8:05 快晴  

  8:45 快晴 光岳 登頂 

  9:45 曇り  2200ｍ地点 

 10:46  晴れ TS着 

 11:25 晴れ TS発 

 12:05 快晴 

  13:22  快晴 面平 

 14:30 易老渡着 

31日、大晦日。夜中に目を覚ました時には雷が鳴ってい

た。起きた時の天気は曇り。ガチャ類は持たず、レーシ

ョンと最小限の装備だけ持って光岳に速攻をかける。先

輩たちのルート取りを信じて、ずんずん進む。イザルガ

岳の登り出しに着いたころ、空を覆っていた雲が切れ、

青空が顔を出し、程なくして完全に晴れた。これに元気

づけられ、1 年生が交代でラッセルしてルンゼを駆け上

がった。なんだか皆、顔が活き活きとしていた。ラッセ

ルを楽しんでいるようにも見えた。光岳への稜線へ、そ

の先に見える青空へ向けて突き進んでいく。途中で後ろ

を振り返ると、真っ白い上河内岳が聳えていた。あそこ

で吹雪かれたことなど、嘘のように晴れ渡っていた。ル

ンゼから飛び出し、光小屋を過ぎて、出発から 3 時間で

光岳の山頂に着いた。今度は聖岳まで見えた。ここで小

平さんから「頑張った 1 年生」にお年玉が。聖岳と上河

内岳をバックに、タクローが代表でそのお年玉を受け取

った。ちなみに、お年玉の中身はチョコレートだった。 

写真撮影のあと、急いで下り始める。帰りはもっと快調

で、2時間かからずにテントまで帰りついた。10時 46分。

余裕で間に合った。撤収も手早く終わり、初日よりも大

分軽くなった荷物を担いだ。その荷物の軽さに、7 日間

があっという間に過ぎたことを感じた。易老岳からの下

りは急で雪も尐なく、何度も滑った。危険個所ではなか

ったものの、この歩き方ではいけないと思った。1 年生

が滑って転んでいるのを見て、2 年生から「集中を切ら

すな」という声が飛ぶ。そして易老岳から 3 時間、誰も

怪我をすることなく易老渡まで下りきった。  

係の反省 

ESSEN の反省           担当：土田孝浩 

・冬合宿のエッセンは近年半ばお祭り騒ぎのようになっ

ている感があるが、基本のエッセンはシンプルに計算さ

れたものになっている。冬合宿を挑戦的な登山を目標と

する時がいずれ来る。あくまで通常のエッセンに上乗せ

でスペシャルが登場している事を忘れないように。 

今回のエッセンの内訳： 

通常の食費 32758円 α米 34000円 

パーティー代 13086 円（※約１５％） 

・α米は２００g/人と増量した。残す者も居らず、適量

として定着した感がある。 

・バターペミカンを織り交ぜることで飽きがこずリッチ

な気分を味わえる。 

・一週間程度の冬山なら塩分控えめ「ぺミカン」で保存

性は保たれる上、余計な脱水を防げるのではないかと

実験中。こちらの方が食べやすい。 

丼物は具材となる野菜の比率を気にするとおいしく

なる。 

医療の反省             担当：土田孝浩 

・今回これといって体調を崩す者がいなくて良かった。 

・ビタミン剤を医療缶ではなく調味料袋へ入れるとエッ

センのとき飲みやすいという意見が出た。なるほど。 
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会計の報告        土田孝浩 

一人 12000 円×8 人＝96000 円 

内訳 

食費 48000 円     

食費 32758 円＋ 

嗜好品 13086 円＝45844 円 残 2156 円 

医療費 7000 円    

医療費 6512        残 488 円 

交通費 10000 円     

高速代 480 0＋ 

ガス代 4132 円＝8932 円  残 1068 円 

装備費 25000 円    

装備費 23062       残 1380 円       

お米 35000 円      

お米 34000        残 1000 円 

フリー6000 円       残 6000 円 

※残金は部費へ足しました 

装備係の反省   小島弾人 

・白ガスは６泊で約７L消費した。（１人１日１５０ｍｌ） 

・お玉、食器、雪入れ用の器が１個ずつ壊れた。 

・火器は、炎上はしなかったが、着火時に大きな炎の出

ることが度々あったので、合宿の前に掃除をしておけば

良かった。 

・白ガスは一度に大量に買おうとしても店に在庫があま

りないので、もっと前もって購入しておくべきだった。 

・天気図用の下敶きは役に立った。 

・テントの内張りを止めるボタンが所々無くなっている

ので、直す必要あり。 

・登攀具と赤布・赤旗は使用しなかった。 

・ポリタンクはかさばる。冬は、小さくたためるものを

団装で持っていけばいいのでは。  

気象                  小島弾人 

12 月 25日                            

・行程：易老渡～２１００ｍ付近（T.S.） 

・天気：雪 

低気圧が日本全体を張りだしていたことと、 

单で高気圧

が移動してい

たことから一

日中雪が降っ

ていた。 

 

 

12 月 26 日 

 

・行程：T.S.

～聖平小屋 

・天気：ガ

スで視界が悪

い。 

午後から風

が強くなり雪が降った 

午前、低気圧が北にあり单アには影響が尐なかった。徐々

に高気圧が太平洋に張り出してきたため天気が悪化した

ようだ。 

12月 27日 

・行程:沈殿 

・天気：午前

は強雪、午後は

曇り風は一日

中強い。寒冷前

線の影響で夜

から昼にかけ

て雪であった。気圧差も大きかったので強風なのだと考

える。 

 

浮かれまくる土田 
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冬合宿個人の反省 

小平貴則（会 2） 

 まず冬合宿自体開催されるか分からず、計画も寸前に

決定した。そのような中で無事行うことができたのも全

員の協力と、多くの方の助けがあったからだと思う。本

当にありがとうございました。 

 合宿前いくつか事があったが、山に入ったら山に集中

する。その状況下で自分のできることを精一杯やる。そ

のような気持ちで冬合宿が始まった。 

 今回一番の課題となったのはルーファイである。聖平 

小屋へ行くとき、ホワイトアウト中の行動、易老岳へ行

く最中、その他何度かルーファイで時間を多く消費して

しまった。これがスムーズに行えれば１日の行動時間が

長くなるし、余裕も出る。ただ初日に比べたら、後半は

スムーズではあった。今後何度も繰り返すことで、ルー

ファイ能力を向上させる。この能力をもっともっと上達

させたい。この冬全力で取り組む。 

 ホワイトアウトでの行動が今回のポイントとなった。

まず上河内岳分岐まで自分が、それ以降は土田が先頭で

歩いていた。目の前は完全に白い世界、後ろには１年が 

続いている。さらに岩の出ている稜線ということで前ば

かり見てはいられない。正直怖かった。このまま無事た

どり着くことができるのだろうかと。こんな経験は初め

てだったのでどうすればよいかも分からなかった。とり

あえず平然とした様子で、前を歩こう。ずっと一本の尾

根伝いだからしっかり見ていこうと、そういう気持ちで

あった。そして分岐に着いた時はかなり安心した。つい

て良かったと思った。そのあとは土田が先頭で行き、分

かりにくいあの下りで確実に道をとらえていることにす

げーと感じていた。道と天候が悪かったので、できる限

り一年を見ることに専念していた。無事テンバに着いた

時は心の底からほっとした。２年が 3人いるのでルート

見る奴、1年見る奴それぞれ分業をしていくべきだった。

このときはルートばっかりになり 1年のサポートがしっ

かりできなかったことが悔やまれる。もっと強くなる。 

 聖岳、光岳アタックの日だけ晴れ快適な山頂を踏むこ

とができ、みんなかなり楽しかったようだ。適度に楽し

く適度に辛く、非常に充実した合宿となった。それぞれ

課題があると思うのでこの冬克服していこう。これから

どんどん山を楽しんでいこうと思う。

 

誰もが認める｢自称イケメン｣の小平貴則(会２) 

小島弾人 

 今年の冬合宿はとてもいい合宿だったと思う。1 日の

行動時間やラッセルの激しさは昨年の方が上だったが、

今年は快晴の中のアタック、ホワイトアウトの中の読図、

沈殿など、色々な体験ができた。 

 今回は初めての先輩のいない合宿であり、絶対無事に

帰らなければ、と思っていた。振り返ってみると、ルー

ファイ・偵察・テント設営など、まだ課題はあるものの、

2 年 3 人で力を出し合い、リーダーとしてよく頑張れた

と思う。1 年生も雪入れやラッセルよくやった。 

 印象に残ったことを振り返ってみると、まず出発前に

テルモスのコップが壊れた。代わりにアルミのマグカッ

プを持って行ったのだが、テルモスの蓋を開ける手間が

要らず、お茶を飲む時贅沢な気分になれて便利であった。 

 一番つらかったのが 5 日目の上河内岳付近。未体験の

強風に襲われ、睫毛が凍った。ほとんど迷わずにテキパ

キ歩けたおかげで皆凍傷にならず、本当に良かったと思

う。僕はこの日はあまり役に立てなかった。眼鏡が曇っ

たり、風にバランスを崩されたりして、強風の中で先頭

を歩けなかったのは、今合宿で 1 番残念な点だったと思

う。下山日は天気が良く、光岳をピストンし、そのまま

下山することができた。僕は年内下山できて嬉しかった

のだが、すれ違いに入山していく人が結構いたので驚い

た。しかし年末年始は天気が荒れ、初日の出を拝めた山
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はあまりなかったらしい。気の毒。 

 今回経験できたことを活かして、1 月からはさらに上 

級生として実力を着けていきたい。 

 「孤高の弾人」 

田中 聖   装備編 

・ゴーグルを使ってみたが気温が低かったため、レンズ

とレンズの間が凍ってしまい、使い物にならなかった。 

佐藤さんに即相談。 

・肌着の上に finetrack のドライレイヤーという製品を使

用してみた。この製品は汗を吸いだし、かつ汗戻りがな

いという優れた製品で ICI の店員さんから、前々から勧

められていた。値段が¥5,000.-のためプレ冬前は手が届

かなかったが今回は冬合宿ということもあり、購入した。

暖房器具のない白樺荘のクソ寒い部屋の中で着てみたと

ころ、超あったかい！薄っぺらい肌着だが、その保温力

は抜群。山行中も快適でした。ぜひ、どうぞ。 

・あま蓋にものを入れすぎるとチャックが爆発します。

物の入れすぎには皆さん注意しましょう！ 

・冬山でのサングラスの曇りは岳人なら誰しも抱える悩

みの一つ。何か良い対策を知っている人は教えてくださ

い。今度の山行では曇り止めを試してみようと思います。 

・ヘッデンの電池は電池が切れてから替えるのではなく、

暗くなってきたなと思ったら替えてよいと思う。今回、

大事な場面で電池が切れている、あるいは暗くなってい

る人が多かったと思う。電池はケチッてもしょうがない

と思う。ただ、シビアな山行の場合は別だけど。 

感動編：今回の合宿で感動したことが 2 つある。1 つは

ドピンカンのなか聖岳にアック出来たこと。もう一つは

上級生のお楽しみ袋。 

聖岳は夏縦走で登ったが、聖平小屋から聖岳への道は

険しく辛かった記憶しかなかった。そのため、冬なら尚

更辛いだろうというマイナスイメージしかなかったが登

り始めたら、あっという間に着いた。そして、頂上から

の眺めは最高！单は伊豆半島、相模湾、北は伊那谷が一

望でき、「冬合宿最高！」と心の底から思った。 

上級生のお楽しみ袋には感謝感謝です。長期山行では

人間の欲（性欲・食欲・睡眠欲）をつくづく感じます。

そのなかで、毎日朝は餅ラーメン、夜はペミカンだとど

うしても飽きが来てしまう。そのなかで上級生のお楽し

み袋には助けられました。特に、弾人が持ってきた肉に

は感動でした。「廃棄の肉でしょ！」といってすいません

でした。   

来年、僕もぜひやりたいと思います。 

辛かった編：ラッセルが辛かった事は言うまでもないが、

それより辛かった事といえば・・・そう！雉打ちと夜中

の尿意。ションポリが登場するまでは夜中に尿意をもよ

おすことはなかったが、合宿二日目から登場したション

ポリにより気が緩み一晩に 2 回は尿をもよおすようにな

ってしまった。今後はマイションポリを持参したい。雉

うち、夜中の尿意を制する者は山行を制す。 

総括編：今回の冬合宿を一言で言い表すと「あっという

間」だ。今までの合宿はすべて定着型だったが、今回は

縦走タイプのため時間が早く過ぎたとも考えられる。し

かし、それよりも、山での生活に慣れてきたため、時間

が過ぎるのが早く感じたのではないだろうか。つまり、

「山」という環境で生活することにストレスを感じなく

なってきたということだ。今までは、何かしらの不安を

抱えて山に登っていたが、今後はこのような不安を抱く

ことなく山に登ることができる。こうした成長は山行を

重ねて身に付くものである。今後も山行きにガンガン参

加し、山体力を鍛えたい。 

魂の叫び：お正月は親戚の家に行き、のほほんと箱根駅

伝を見たりご飯を食べたりしていたが、この年ともなる

と周りからは就活の話ばかり。僕の従兄妹は１人が男で

７人が女、そして女４人は結婚をしている。その時必ず

話題にあがるのが夫の職業の話。やはり、世の中「年収」

なのだろうか。伯父はやたら公務員を勧めてくるが、ま
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だ、就活という気にはなれない。むしろ、婚活のことし

か頭にない。とはいっても、いつかは就職しなくてはな

らない。そう考えると、一生のうちでバリバリ山に行け

る時期はこの時期しかない。世の中「世間体」と「金」

なのかと思うお正月でした。           

奥中大智 

 積雪期に入ってから何かと体調が優れず、冬合宿まで

の山行では一度も頂に立っていない状態で挑んだ冬合宿。

「今回こそは、」と体調と気合も万全にして臨むことがで

きた。 

 入山、傾斜はあったもののまだ雪は浅く、軽いもので

ラッセルが楽しく感じられた。隊の先頭を行くと人間の

足跡はなく見えるのは白い森だけ、そんな白い世界を尾

根伝いに歩きやすそうな場所を選んで歩いて行くのは爽

快の一言に尽きる。今までは、赤旗を追い、トレースを

追うことに専念していたが今回はじめて地形を読み、そ

れを理解して歩いたこと実感した。 

 沈殿、みんなが 2 度目の眠りにつく中、一人用意して

きた本を読んだ。テントひと張り隔てた外では凍えそう

な風が吹き荒れているというのに中ではこんなにも穏や

かである。山の楽しみ方をまた一つ知れた気がする、い

つかはウクレレを持っていきたいな。 

 山頂アタック、感動。最強の天気と最高の仲間とワタ

クシ初となる冬山の頂。深いラッセル、岩の出た稜線、

激しい横風もありの道のり一つ一つが今となっては愛お

しくも感じる。最後に、いつも感じる事ではあるが、今

回の反省や思いを次につなげることを大切にしたい。 

K（菅野 直道）

 

冬合宿が終わった今、振り返ってみるとあっという間に

過ぎた７日間だった。一日一日がとても濃厚で早く過ぎ

て行ってしまった。そもそも冬山自体の経験が尐ない自

分にとっては今回の合宿で味わった強い風、ホワイトア

ウト、腰ぐらいまでの雪の中でのラッセル、アイゼンや

ワカンのような冬山独特の装備、ちんでんなど冬山での

生活、とても貴重な経験になった。そういった経験を通

じて自分の中に経験値をためることが出来たのはとても

有意義な体験だった。 

今回は今までの合宿では見えてこなかった反省というよ

り冬山だからこその反省点が見えた。それは読図である。

いままで経験した夏道が出ていたり、快晴のなかの冬山

登山中にはどこに行けばいいか次にどこの方向を目指す

かなど、そんなに意識をしなくてもよかったが、今回ホ

ワイトアウトを、実際に身をもって経験するとこの読図

の大切さというのが文字通り身にしみてわかった。今後

この読図する力を身につけ今自分がどこにいてどの方向

へとすすむべきか正確に読み取る必要があると思うし、

読図力は登山に絶対不可欠なものとして身につけなけれ

ばならないとおもった。そのためにも自分の周りの状況

をしっかりと把握できる余裕を持てるようになりたい。 

この合宿を通じて自分のスキルを高めることが出来たし、

さらに自分の中に改善点もみつかったのでとても有意義

な合宿になったと思う。この経験をいかし一歩ずつ確実

にステップアップしていきたい。                                 

中嶋 渉 

冬合宿が全員無事で終わったことに、まずは安心して

いる。自分は勿論、他の仲間も皆無傷で、元気に下山出

来たことが、僕はリーダーではないけれど嬉しかった。 

プレ冬では堪能しきれなかった冬山の魅力。それを今

回、感じることが出来た。冬独特の生活様式にも大分慣

れ、急斜面でのラッセルも体験し、稜線での強風に飛ば

されそうにもなった。そして、空と山がなす青と白のコ

ントラストも目にした。ここでしか感じられないものが

たしかに在った。勿論、冬山の魅力はこれだけではない

だろうが、今回はこれだけでお腹一杯になった。 

それだけではなかった。冬山は恐ろしい所だと、改め
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て思った。吹雪いてホワイトアウトした稜線で、自分で

はどうしようもないという無力さを感じた。迷い、風に

体を傾けて、冷たくなった指を必死で動かしていると、

自分がこうして歩き続けていることが不思議になった。

自分一人だったら、死んでもおかしくない。ルートを見

つけ出し、導いてくれた先輩たちに感謝、そして自分に

対して「もっと強くならなくては」と思った。 

プレ冬のときから更に増えたモチベーションと恐怖心。

その両方を胸に留めて、また冬山に行きたくなる。そん

な合宿だった。皆さん、お疲れさまでした。 

冬合宿雑感              土田孝浩 

入山初日：ようやく始まった。妙な丌安で眠れない日々

が続いたがどうにか開催に漕ぎつけたようだ。ホッと胸を

なでおろす。実質９割成功だと思う。しかし残りの１割は無事

降りるまで決して詰まる事はない。文字通りこれからが本

番。易老戸にてシャンメリーで入山を祝う。今日はイブだ。 

12/25 易老渡（前夜泊）～便ヶ島～1900m付近 TS 

 初日はひたすら歩く。そこそこの重さに成長したガッシャ

がぞろぞろと歩いて行く。パッキングにやや手間取ってい

たように感じた。合宿中の進化に期待。 

   26 1900m付近～聖平小屋 TS 

この日はホワトゕウトの中のルートフゔンデゖングを経

験した。ほんの１０～１５ｍ先の標識が見えず。分岐点を探す

のにずいぶん時間がかかってしまった。分岐から小屋まで

は深いラッセルに空身ラッセル隊を出す。よく歩いた。 

   ２７ 雪の為沈殿 

2８  聖平小屋～聖岳ピストン～聖平小屋 TS 

昨日と打って変って快晴。ピーカンの中山頂へ。雪の状態

も良くサクサク進む。最後の登りで聖がつらそうにしていた。

山頂付近はさすがに風が強い。奥聖もピストンして慎重に

下る。 

   ２９ 聖平小屋～上河内岳～御花畑付近 TS 

 この日もルートフゔンデゖングに苦労する。单岳付近や

上河内付近も常に近い図を確認しながら歩く。上河内付近

は風も強くあまり休憩もできなかった。あのあたりに磁石

なしで放り出されたらどうなってしまうのだろうか。各自凍

傷を気にしながら歩く。 

 ３０ 御花畑～易老岳 TS 

この日一気に光まで行ってしまおうと考えていたが、ルー

フゔとラッセルに阻まれ断念。茶臼周辺は風が強く記念

写真も撮ってられない。樹林帯に入り一安心する。 

   ３１ 易老岳～光岳ピストン～易老渡～松本 

前日のリーダー会で１１：30までにゕタックして撤収が完了

したら下山してしまうと決定。出発してまず土田、小平が先

頭でラッセル＆ルーフゔをし、ザルヶ岳の登りだしまで

行く。ここから登りにラッセルは1年ズの成長の見せどころ。

 

1ピッチもかからず稜線へ抜けそのままの勢いでピーク

をゲット。帰りは弾人が隊を率いて 10：50には到着していた。

撤収も手慣れてきた様子で先先を考えて動いている様子。

下りは急であったり、細くなっていたりして注意しながら下

っていく。氷の上を滑らないように下っていく 910m、８９５ｍ、

８８０ｍ腕の高度計の中で行われているこのカウントダウン

は世間のそれを忘れさせてしまう程待ち遠しかった。 ■ 
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個人山行編 

4 月 

爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳      文 小島弾人 

4 月 3～5 日  

参加メンバー  小島弾人・土田孝浩・大木信介ＯB                                

行動記録 

４/3 日 

 この日の朝は晴れてはいたが寒かった。7 時にＢＯＸ

に集合し、７時半頃にボンドさんの車で出発。８時４５

分に扇沢手前のゲートに到着。ワカンは使わないだろう

ということで車に置いていくことにした。そこから登山

口まではコンクリートの道を歩く。空が曇りだす。道の

脇にはフキノトウが出ており、猿が大勢いた。１０時１

０分に登山口に着き、靴を履き替え、３０分に尾根に取

り付く。そこの扇沢に大量のデブリが積もっており驚く。 

 登り始めると、空が白くなり、雥が降ってきた。单尾

根は細く、のぼりで迷う心配は全くないが、下るときは

注意しないと扇沢へ下りてしまうことがあるという。シ

ャクナゲなどの生える樹林帯で、地面は堅い雥や氷に覆

われており、歩きにくかった。１２時にアイゼンを履く。

風も強かったので、転ばないよう慎重に歩いた。 

 １４時半頃、ボンドさんのデポ缶その１が埋まってい

るジャンクションピークに到達。 

天気が悪いので、山頂はあきらめ、そこをテン場とする。

ボンドさんがデポを掘り出す間に弾人と土田でテン場を

整地しようとするが、斜面を掘ってのテント設営は初め

てだったので戸惑ってしまう。ボンドさんに教えてもら

いつつ山側の雥を掘り、風上側にブロックを積み上げ、

１５時２０分に設営が完了した。 

 テントに入ってからはお茶や甘酏を飲んでくつろぐ。

土田の靴が一箇所だけ壊れてしまったが直せず、下山ま

でそのまま使うことにする。夕食は赤飯とマーボー春雤。

初めてα米を鍋で炊く。夕方から晴れてきて、夜には星

空が見えた。靴下を足首に巻いて寝た。 

４日 

 日の出前に爺の山頂で写真を撮りたかったので、３時

に起床、４時にアイゼンを履き出発した。登っていくと

西に剱が見えた。５時頃に山頂に到着(三角点の無い单峰

の方)。デポ缶その２・その３を掘り出し、中からこの日

の行動食だけを出して持つ。高気圧に覆われ、空には雲

ひとつ無く、山頂からは剱・針の木・鹿島槍などが見渡

せ、３人とも１時間ほど写真を撮る。 

 ６時半に再び歩き出し、７時５５分に冷池山荘で休憩

し、９時２５分に布引山に着く。ボンドさんのテルモス

が行方丌明になる。東側は大きな雥屁があるので、稜線

上か、やや西側の斜面をずっと歩いていった。風が強い

ので、所々地面や岩が露出していた。鹿島槍への登りで、

先行していた二人組とすれ違う。その二人組は赤岩尾根

を来て鹿島まで行ってきたらしい。１０時１０分に鹿島

槍の单峰に到着。北峰へも出来れば行きたかったが、雥

で真白に覆われており、ルートが良く分からず、ザイル

も無いのでやめておく。軽く休憩して下りかえす。帰路

は日が昇ってとても暖かくなり、雥がアイゼンにくっつ

いてくる。ピッケルで足の雥を叩き落としながら歩いて

いると、ボンドさんから注意を受けた。ピッケルにアイ

ゼンが引っ掛かって転ぶことがあるので、これは注意し

てやらなければいけないという。 

１２時頃、ダンゴがひどく歩きにくいためアイゼンを

いったん脱ぐ。しかし３０分も経たないうちに氷と岩の

斜面になり、履きなおす。朝は西側の斜面をトラバース

したが、帰りは爺ヶ岳の三角点のあるピークを通って帰

ることにする。そして朝掘り出しておいたデポ缶２つを

背負い、１５時過ぎにテン場着。テントから爺の山頂ま

で、朝はすぐ着いたが、帰りは雥の融けた砂利道を下っ

たので、やけに長く感じた。 

テントでは昨日と同じくお茶を飲んだりお菓子を食べ

たりして寛ぐ。替えを持ってきていたので靴下を履き替

える。土田は靴のせいで軽く靴ずれを起こしていた。 

５日 

 のんびりと４時４５分に起床、６時３５分に出発。デ

ポ缶計３つを一人１つずつ持つがそれほど重くはない。
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尾根上は樹林帯だし凍っているし歩きにくいので、一気

に单の谷を下る。雥は堅く、所々デブリになっている。

急な斜面だったので蛇行しながらゆっくりと下りていく。

しかし、入山日に４時間かけて登ったところを１時間ち

ょっとでコンクリート道についてしまった。この時７時

４０分。そこからフキノトウを採りつつ歩き、９時２０

分にゲートの車にたどりついた。大町の温泉に寄ってさ

っぱりしてから松本へ帰った。 

感想  まず、食糧のこと。今回はデポを使わせて頂い

たため、とてもバリエーション豊かで充実していた。ラ

ーメンに入れる餅は十字に切れ込みの入ったものを使う

と、これは手で４つに割ることができ、とても扱いやす

く美味しい。天ぷらそばは初めて食べたが美味しかった。

ラーメンの代わりにたまに食べても良いと思う。 

装備のこと。ワカンは全く必要無かったので車に置き

去りにして正解であった。今回、日焼け止めを全員が塗

った。これから紫外線が強くなるので、忘れないよう注

意が必要だろう。燃料はたっぷりあったので尐し空焚き

をした。ボンドさん曰く、火は疲れを取るために重要な

ので、上級生は皆余分に白ガスを 500ｍｌずつ持つよう

にしてみてはどうかとのこと。冬の山行で白ガスが足り

なくなることは今まで無かったが、これから大人数で長

期の山行をする事になれば、やってみてもよいと思う。 

1 番重要な、行動面のこと。今回は、荷物が軽く、天

気は良く、写真や動画を撮りながら歩いていたこともあ

り、特に 2 日目はゆったりとした雰囲気だった。しかし

転ばないよう、最後まで集中は切らさずにしっかりと歩

けていたと思う。これは声掛けをしてくれた土田のおか

げであった。対して自分は、あまり後ろに声掛けができ

なかった。これから後輩と共に歩く意識をしっかり持ち

たい。斜面へのテント設営は、大体の全体像が頭に入っ

たので、今度からもっと上手くやれると思う。 

今回、ボンドさんが扇沢まで車を出してくださった。

縦走合宿の時に電車とバスを乗り継いできたことと比べ

ると、非常にスムーズで楽だった。車には色々な物をデ

ポしておけるので、この様な山行の場合には着替えとタ

オルを持って行くようにしたい。ボンドさんからは、山

での行動のことや新歓のことについて、様々な助言、提

案をいただきました。ありがとうございます。                             

最後に・爺から下山後、シュラフカバーをベランダに干 

しておいたら、消えて無くなりました。今度からは風に 

飛ばされないよう注意したいです。 

上級生雪上訓練      文：江川 信 

期間：2010/4/10 

場所：赤岩尾根の单、西沢にて 

メンバー：江川、小島、小平、土田、槙、田中、大木（OB） 

目的：新入生を迎えるにあたり、雪上技術の確認を行う 

   スタカット、支点の知識を習得する 

０日目 

伊那組、ぼんどさんと Box で集合。この日は初の新歓ガ

イダンスがあったのだが、教室を間違えるなどドタバタ

してしまい、１年の心をつかみきれず落ち込んでいた。

ボンドさん、佐藤さんに一括される。ハートをつかむの

は大変だな〜とにかく新人を獲得できなければいつでも

廃部の危機、頑張らなくては。軽く酒を飲み就寝した。 

１日目 

5:30 起床〜6:00 出発〜7:45 大谷原〜9:00 赤岩尾根取り

付き〜西沢にて雪上訓練 13:30 撤収〜14:25 大谷原 

天気晴れ、明日は雤の予想なので計画を変更し日帰りと

する。小平の車と槙の車に分かれて出発する。現役の車

だけで移動する日が来ようとは・・・大谷原のゲートか

ら歩き始める。道に雪が残っている。扇沢に比べてこち

らの方が雪は多いようだ。気温はたかく歩いていると汗

をかいてしまう。雪が溶けた急斜面にはフキノトウが芽

を出しており、それをボンドさんが狩っていた。 

赤岩尾根の取り付きで、２年にピッケルストップを教え

る練習をさせた。教えるのはなかなか難しい。 

沢を渡り、適当な斜面で訓練開始。ピッケルストップを

やりまくる。次に支点を作る。デットマンの意外な強さ

に感動した。軟雪で使わない手は無い。最後は、スタカ

ットビレイ。槙がマットを使って容赦なく滑るのを、小

平は微動だにせずにうまく止める。僕もやってみるが、
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上体を持っていかれてしまった。槙・・・重い・・・ 

思ったよりスムーズに訓練は終わり、帰路につく。 

夜はほとんどボンドさんのおごりで飲みまくり、全員ボ 

ックすで就寝した。 

５月 小川山新歓クライミング     2010/5/8~5/9 

場所：廻り目平キャンプ場周辺（父岩・リバーサイド・

マラ岩・屋根岩２峰・空豆スラブ） 

メンバー：L 江川（会３）小島 小平 土田（会２）伊澤  

奥中 オリガ 河野 神野 木村 中島 田中 古谷(会 1) 

大木（OB） 

 前日ばたばたと準備をする。GW から休みなしに、ザ

イルゼミの実技を２日間朝から行い、金曜には１年の装

備の買い出しを午後から済ませ、日曜までのレポートを

提出し、伊那組が合流した８時過ぎから団装の準備と食

料の買い出し籠詰めチェックをこなし、渉への事前連絡、

ボンドさんの予定確認とてんてこ舞いだった。全体の準

備が完了したのは１１時過ぎ、そこから個装を済ませ

BOX に戻ったのが１２時半、ラブリー到着が１時過ぎ、

ダントに至っては２時過ぎにようやく BOX にきた。そし

て、ボンドさんは２時前に東京出発。その夜は冷え込ん

だ寒いボックスで上級生は仮眠をとり翌日に備えた。 

5/8 ５時起床シュラフをたたんでいるところに１年が

ちらほら集合し始める。5:20 ボンドさん到着！１年の集

合を待って荷物を車に詰め込み、いざ出発。 

天気は申し分のない快晴。澄んだ空気が心地よい。高速

で小淵沢まで。八ヶ岳高原ラインで小平を引き離す。巻

き添えを食らってラブリーもおいていかれる、延山周辺

で待つがめんどくさくなりそのまま廻り目平へ。 

廻り目平で澤田夫妻と合流した。 

小平、ラブリーの到着を待って、テント設営し 9:00 には

二班に分かれて出発した。江川、土田、小平、聖、奥中、

オリガ、伊澤、神野は父岩へ、残りはボンドさんと弾人

それに澤田夫妻が引き連れてリバーサイドエリアへ。 

クライミングを開始する。小川山ストーリー、小川山ス

トリート、タジヤンⅡにトップロープを張る。神野（以

下 K）と奥中はなかなか元気がいい。小川山ストリート

は意外と最後が悪く、不覚にも落ちてしまった。墜落シ

ーンに多尐１年を驚かせてしまったようだ。 

４時まで登りテンンバに戻る。ボンド隊の到着を待ちな

がら、夕飯の準備をした。 

その晩は澤田さんの協力も有り多いに盛り上がった。１

年はまだ遠慮しがちのようだが、たき火を囲んで楽しげ

にしていた。 

5/9 前日までの疲れから、寝坊するかと思いきや、５時

半までには起きてしまった。テントを出ると土田が既に

大方の朝食の準備を済ませていた。 

６時全員が起床し、オートキャンプならではのおしゃれ

な朝食をとる。いつもはこうはいか無いが・・・ 

8:00 出発。この日は屋根岩２峰に陣取り、組み分けをし

ない事にした。ダーククリスタルや、セレクションの下

部などにトップロープをはり、空豆スラブにも３本程し

かけ１年を登らせる。昼すぎ、１年がよれた頃を見計ら

って、上級生が暴れだす。小平は、スラブの逆襲（11b）

を手中におさめたうえ裏ジェットストリームをワン転で

クリア、俺はいいとこなしだった・・・ 

全員程よく疲れたところで下山。澤田さんにお礼をいい

廻り目平を後にする。 

帰りの高速で聖カーがボンドカーをうっかり抜いてしま

った事からカーチェイスが始まった。普段はとろとろ走

っている小平カーもスピードを出してくる（といっても

せいぜい 80〜100km/h だが）前車、マナー内のぎりぎり

ラインで抜きつ抜かれつをくりかえす。最後に小平が、

狭い車間距離の間に割り込んで興ざめし、勝負は終了。 

無事ボックスにつき片付けを済ます。上級生は忙しいな

がらも十分楽しめた合宿になった。１年はどうだったの

か、気になるところでは有るが、“新歓”はこれにて終了

し、次は新人合宿を目指していく事になる。 

初々しき 1年ズ 
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6 月 

燕岳～蝶ヶ岳山行報告書  

日程 6/12,13 土田 孝浩  

行程 中房温泉～燕山荘～燕岳ピストン～大天井～常念

小屋  

常念岳～蝶ヶ岳～徳沢～下山  

メンバー Ｌ土田 小平 小島 古屋 田中  

行動記録  

6/12(土)  

4:30 快晴 起床 土田がコッへルをパッキングしていな

い事が発覚  

5:55 中房温泉到着（6:11 出発）  

9:30 燕山荘到着 燕岳を空身でピストン  

9:55 燕岳山頂  

10:15 燕山荘出発 この後、古屋（ラブリー）が頭痛を伴

う疲労感を訴える。  

1:05 大天井岳山頂  

2:10 晴れ 東天井岳  

3:15 横通岳山頂から尐し下ったあたり  

3:52 常念小屋到着  

前日穂高駅に乗り込み駅前にてビバーク。土田がコッヘ

ルを忘れため、代用鍋を購入。のちのエッセンに大きな

支障が出た。バスの運転手によると今日は午後から雨の

予報。  

燕岳まで、出だしは様子を見ながらスピードを落とし気

味で歩く。雪は全体的に去年より多く付いていた。燕山

荘から空身でピストン。燕岳山頂から北アルプスを眺め

る。  

燕山荘を出発して蛙岩の辺りから、古屋が頭痛を訴える。

最近忙しく体調管理が不十分だったよう。尐しペースを

落とす。大天井岳への上りのガレ場に気を付けながら登

る。日中穂高が見えていた。東天井岳で別の尾根に入り

そうになるが、すぐ気付き、雪の付いた尾根を乗り越し、

慎重に10ｍ程トラバースする。常念小屋が見えてくる尐

し手前で1本を取り、常念小屋で一気に下る。エッセンに

て古屋がナイフで手を切る。メインディッシュはビニー

ル袋と枝でカレーを食べる。本当に申し訳ない。天気図+

携帯の気象予報では二つの低気圧が接近中晩に雨が降り

午後は曇るそうだ。  

6/13(日)  

4:00 曇り 起床 雨が降った様子はない。二低気圧の馬の

背が通ったのだろうか？  

5:15 出発  

6:20 常念山頂 8:20 2592ｍのピーク  

9:20 蝶槍  

10:20 妖精の池  

12:10 2050ｍ付近の平らな所で一本  

1:15 徳沢到着  

朝一の常念の上りはまた様子を見ながら歩く。どうやら

古屋は本日は調子がいいようだ。この日は打って変わっ

て弾人が不振。いつにも増して口数が尐ない。常念の下

りを足元に気を付けながらゆっくり歩く。土田は夏靴を

修理に出しているため、プラ靴で下る。田中聖は昨日よ

り慣れた様子。2512ｍピークの先から雪が出てきたため

ピッケル、スパッツを着用。蝶槍の登りでは苦労した記

憶があったのだが、雪の直登と夏道を織り交ぜながらサ

クっと登る。聖と小平は小歌を歌って居やがる、チクシ

ョー。カモシカ、ライチョウと遭遇しながら蝶へ。去年

はもっと凄かったんだぜ。はぁ。  

蝶ヶ岳で穂高をバックに記念撮影をしていざ徳沢へ。暑

さで水不足が心配されていたが大丈夫みたいだ。この先

は夏道通し。何度か最後尾にいた小平にルートファイン

ディングで助けられた。頼りになると思った矢先、すこ

しはしゃぎ過ぎる。八分目で止めていて欲しかった。と

もあれ、全員無事徳沢へ下山。  

全体の反省  

伊達に年を食っているメンツが多かった今回は皆思った

より歩けていた。コッヘルを忘れた。今さら何をしてい

るんだと情けなくなったが、食卓が悲壮感溢れるもので

は無かった事に随分救われた。去年も同じ時期に同ルー

トを歩いたのだが、予想していたよりも尐し雪が多かっ

た。雪の状態は歩きやすく助けられた面もあった。下調
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べ不足で常念小屋で水を購入する事に。８Lを残し雨乞い

をして就寝するも曇ったり晴れたりで水不足を心配する

事になってしまった。  

下山後に聖が初日に靴ずれを起こしていた事が発覚。１

年のコンディションに関してもっと突っ込むべきだった。

１年も心身の異常は我慢せず言って欲しい。  

会計を立てた方が行動は円滑に進んだだろう。  

新人合宿のエリアを別の視点から眺める事で、尐し位置

関係が整理された様子。行動全体を通して楽しんでもら

えたようでよかった。 

有明山 曲り沢  

山行期間 ６月１８日  

メンバー Ｌ土田孝浩（現・２） 佐藤祐樹（ＯＢ） 堀川

達也（部外）  

行動記録  

2:30 曇り 起床  

5:06 出発  

6:46 20ｍトイ状  

8:00 2段15ｍの滝  

9:57 25ｍトイ状の滝  

11:45 雨 山頂到着  

1:00 1915ｍのピーク  

2:15 中房温泉到着  

蛇足的な報告  

今月末に釜の沢の遡行を控え、楽しみにしていた頃、OB

佐藤さんが、来週の金曜日に有明の沢へ行くけど行く

か？と誘って頂いたので、俺は行きますと即答。こうし

て急きょ合同岩トレの前日に沢登りをすることが決定し

た。佐藤さんを始め、臨時のリーダー会に忚じてくれた

上級生部員には大変感謝しています。  

翌朝早朝、大学の東門で佐藤さんと待ち合わせて中房温

泉へ向かう。天気予報によると午後から雤。降り出す前

に抜けきる作戦だ。  

AM5:00 頃行動開始。思っていたより水量は尐ない沢だ

った。まだ履きなれない沢靴で穏やかな沢を行く。この

沢では`道’というものが無く歩きやすい所を歩いて行く。

なんとなくアルパインな感じだ。しばらくすると滝出現。

5m、20m の滝が立て続けに現れていく。日ごろ装備を濡

らすなと口を酸っぱく、時には臭くして言われてきたの

で、沢に浸かりながら水面を漂うザイルでビレイする事

に強烈に違和感を覚えたが、一たび滑って腰までつかっ

たら後はもうどうでも良くなった。飛沫を上げる滝を沢

靴でガシガシと攀じ登る。夢中で登りふと後ろを振り返

ると自分で稼いだ高度の向こうにまだ雪の残る常念山脈

が広がっていて感動。見せ場は多く、10m 以上の滝が何

本も続いていくため、ザイルは繋いだまま行く。アルパ

インな感じだ。10 時頃の 25m トイ状の滝では下部はチ

ムニー状になっているのだが、濡れて苔むした岩に足を

突っ張るのは非常に心許無かった。体勢も窮屈になって

しまいあまり「スマートな」登り方が出来なかった。上

部の露出した木の根っこにしがみつき登りきる。沢を詰

めていくと次第に水量が減尐していく。その後も現れる

滝やガレ場を慎重に登っていくといつの間にやら目の前

は熊笹。１００ｍ程藪こぎをすると登山道に出る。その

まま山頂へ。源流で汲んだ水で淹れたコーヒーを飲みな

がら山頂で寛いでいると今さら達成感が湧き上がってき

た。雤も降りだしているので下り始める。有明の登山道

は思いのほか悪く慎重に下る。下山後冷えた体を温泉で

温め、アイスを食べてクールダウン。充実した一日は幕

を閉じた。 

笛吹川 東沢釜の沢 

山行期間 6 月 26 日～27 日 

メンバー Ｌ土田孝浩（会 2） 小島弾人（会 2） 木村義

太郎（会１） 河野卓郎（会 1） 

古屋諒（会 1） 大木信介（ＯＢ） 

行動記録 

26 日 

4:30 曇り 起床 車、バスを乗り継ぎ西沢渓谷入り口へ。 

10:15 行動開始 

10:50 雤 河原で装備を整える 

11:50 4m 程の滝を登った所で一本 

2:00 東のナメ沢で一本。 
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3:15 千畳のナメ 

4:50 6ｍ曲り滝の先で幕営

 

山梨市駅にて大木信介ＯＢ（ボンドさん）と合流。すで

に小雤がパラパラ。バスで西沢渓谷入り口へ。途中高校

生にカラみながら二股を目指す。長いつり橋を渡り河原

へ降りた所で沢靴に履き替える。ここから鶏冠谷出会い

まで崩れかけた登山道を行く。この先 4ｍ程の滝出現。

滝の直下の足場までは足の付かない深さなので土田が腰

にロープを巻き直下まで泳いでいく事に。カッパの水か

きを装着して突撃。雥解け水では無いが非常に冷たい。

全力でかえる泳ぎをしているとボンドさんからストップ

がかかる。何かまずいのかと思い戻ってみると、一言「プ

ッシーだな～」。全然進んでなかったのか？？？ ・・・

そうではなくどうやらガンバ！をタンマ、タンマ！と聞

き間違えたらしい。気を取り直して再び人間魚雷の特攻。

冷たさと全身運動で末端の酸欠感が凄い！後続はロープ

に繋がれたガッシャにしがみ付きやってくる。フェルト

の摩擦で立っているのでロープを引く手に上手く力が入

らない。そのため、手掛かりを使わず、ロープを引っ張

って上陸しようとした水の怪人小島ダントに引きずり込

まれそうになる。滝を登った所で一本。この先の魚留め

滝にて直登は困難と判断。高巻にも戻れないため、引き

返す事に。先ほどの滝は上からドボン！まずガッシャを

投げ、それを浮きにして飛び込む。ＳＥＥ ＹA――

 

後から来る木村は凄く良い顔をしていた。高巻から先ほ

ど层たあたりを眺める。こんな天気なのに何という景観

だろう。（もっとも見どころはまだ先にあるのだが。）し

ばらく行き『ホラノ貝のゴルジュ』を見るため下へ降り

る。入り口を覗いただけだが、断崖の間から澄んだ水が

ゆったりと流れる独特な空間に皆言葉を失った。高巻を

終え、河原に出る。このあたりからわらじ組の足元の崩

壊がひどくなって来る。歩いて行くと目の前には右から、

左から次々に現れるダイナミックなナメ滝に皆興奮を隠

せない。古屋のわらじ終了。ナメのトラバースでボチャ

ボチャ滑り落ちる。ボンドさんと足回りを交換する事に。

魚止め滝で土田が滑落。骨折するんだろうなとか考えた

が幸い段差激突した時に体が回り、ほぼ無傷。何とこの

醜態をカメラは捉えていた。ルート取りの悪さ 

を大いに反省した。魚止め滝を越えると噂の千畳のナメ。

きれいなナメ床がこちらへ広がってきている。

非常に見所の多い沢だ。

６ｍの滝の先に幕営。差し入れの焼酎とベーコン、過去

最高に具沢山の豚汁を頂き就寝。 

27 日 

4:00 雤 起床 

5:35 出発 

6:35 広河原にて一本 

7:45 10ｍナメの先で一本 

8:45 曇り 甲武信小屋の水場に到着 コルにガッシャを

デポして甲武信岳山頂アタック 

9:50 霧雤 戸渡り尾根分岐 

11:00 近丸新道分岐 



 46 

11:47 ヌク沢に降りる 

1:00 西沢渓谷バス停 

朝の準備はもう尐し早くできたと思う。出発してすぐ両

門の滝これもまた素晴らしい景観。東俣を右側から巻く。

登り切ったら渡渉。流れが強いが思い切って渡る。マヨ

イ沢に迷いそうになる。ヤゲンの滝、6ｍの滝を越えると

広河原に出る。つい川岸を歩きがちになってしまうが、

実は川の中を歩いた方が楽な事が多い。いくつか支流が

入っているので間違えないように気をつけていく。徐々

に水流が減り、岩がごろごろしてくる。木族沢の出会い

を越えると石垣が見えてきた。甲武信小屋の水場である。

一息ついてからコルまで上り、ガッシャをデポして空身

で山頂へ、山頂からは曇っていたが秩父の山々が見えた。

記念撮影をして下山に取り掛かる。『こんな山の登り方も

あるのか』と古屋が言う。下りは木族沢を巻いて戸渡り

尾根から近丸新道を行く。 

しっとりとした奥秩父の森を

堪能。木村が膝の痛みを訴える。ヌク沢へ降りたらあと

1 ピッチでバス停である。着替えてバスに乗り込み、塩

山駅前で打ち上げをして無事終了。 

 

反省と感想 

釜の沢の景観は素晴らしく、見所も連続して飽きさせな

い。加えてアプローチも悪くないので自分自身、とても

いい形で沢入門が出来たように思う。今回は雤が降って

いたものの目立って増水する事もなく無事下山できたが、

沢には未知な部分があり。要勉強、ステップを重ね、自

在に沢へ入れるようになりたい。 

準備、行動、休憩などもう尐し速やかに行えたのではな

いかと思う。 

まだ沢のラインが読めてないと言われてしまった。（最大

の反省。） 

食器は余分に持っていくべきだった。 

歩き慣れてないせいかワラジがあっという間に崩壊して

しまった。1 年生は絶対に沢靴で行くべきである。加え

てワラジを 1 枚しか持ってきてなかったのは上級生のミ

スである。全身を使う沢登りで各々誯題を見つけられた

と思う。夏の大山行は間近に迫っている。気を引き締め

て一つ一つの山行をこなして欲しい。

 

千丈ヶ岳、甲斐駒ケ岳山行報告 

日程：６月２６日～２７日 

場所：单アルプス仙丈ヶ岳、甲斐駒ケ岳 

メンバー：小平貴則（会２） 江川信（会３） 奥中大

智（会１） 管野直道（会１） 

 田中聖（会１） 

行動記録： 

６月２６日  

４：００白樺荘（小平家）車で出発 

４：４０仙流荘到着 道が不安だったので二時間を見込

んで出発してみたが、たったの 40分で着いてし

まった。皆朝早くてごめんなさい 

６：０５北沢峠行きのバスに乗る。この頃から軽く雤が
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降り出していた。今後どうなるのやら、鋸岳が

かっこいい！ 

７：３０北沢駒仙小屋着。ここでテントを張り必要最低

限の荷物で出発。なんだこの軽いガッシャは 

７：５０準備が完了し出発 

８：４０２５００ｍ付近で一本。途中で面白い登山者に

出会う。みなさんまだまだお若いですよ。雤が

強くなっている 

９：５０小千丈ヶ岳を越え、風が凌げる所で一本。風と

雤が強い！ただ一年はみんな元気で快調に千丈

へと近づいている 

１０：４０千丈ヶ岳登頂。うれしい、無性に感動した。

毎日見ている山を登るというのは最高！ガスっ

てなにも見えないというのが残念でどうしよう

もなかった。 

１１：４５樹林帯に入った所で一本。これといった問題

は特にない。 

１３：００テン場到着。雤はやみ一瞬見せる明るさに感 

激！予想以上に早く下りてきてしまい、テントで昼寝を 

する余裕までできてしまった。かなり楽な計画を立てて 

しまったと反省。一年は仙丈に感激しているようで良か 

ったが、これからは縦走系だけで行こうと思う 

２７日 

３：００起床 夜中にすごい雤が降っていた気がする。

朝も降り続けている。 

４：２０出発。撤収が無いはずなのにかなり時間がかか

ってしまう。それなりに急いでいたと思ったが、

まだまだ甘かった。 

５：１７仙水峠到着。雤にうんざり、道も水浸し、とに

かく行こう。風も強くなってきている。 

６：３７駒津峰を越えて一本。風は強いが、どうやら上

の方では雤が降っていないようだ。 

７：３５甲斐駒山頂。巻き道で登る。ここはパワースポ

ットなのか？みるみるパワーがみなぎっている、

さらに霧のために顔肌が潤う。 

９：１０二児山で一本。卖調な下りで気が緩んでしまっ

た。大智が朝から咳をしていて調子が気になる。

管野はシャリバテになったそうだ。聖はいつも

通り。 

１０：２０テンバ到着。予想通りはやくに下山をする。

一年は昨日より今日の方が辛かったようだ、そ

して楽しかったと言っていて、なんか嬉しかっ

た。 

１３：００仙流荘行きのバスで帰る。二時間も暇だった。

みんなで遊びながらバスを待つ。これが意外と

成功し、楽しく時間を過ごす 

１３：５０仙流荘到着。車で伊那へ帰る。 

感想：とにかく計画が緩過ぎてしまった。北沢峠にベー 

スを張り、二つの山を空身でピストンは一見かっこいい 

のだけれど、楽な山行になってしまう。これからは縦走 

をしよう。嫌でも荷物を背負い、多くの山を感じ一歩ず 

つ進んでいるということを感じられるものにしていこう 

と思う。 

今回は雤ばっかりで晴れ間が一瞬も無い状態が続いた。 

何も見えないっていうのは山を登っていて物足りない気 

がするが、山を登るのだという気持ちが僕らを前に進ま 

せた。一年も雤など気にせず前へ前へと歩を進めており、 

特に気を使うことなく登ることができた。また甲斐駒、 

千丈に登れたことに対し感動している姿が、計画を立て 

た自分にとってかなり嬉しい気分であった。 

   行動中一年を先頭に歩かせていたのだが、やはり 

前方全体を見て歩きやすいルートをとっていくというの 

があまりできていないようだ。自分がいる場所の地形把 

握、そこから地形図を読んでいく。そういったこともま 

だできていない。初めてなのでそれは当り前のことであ 

るので、これから多く先頭を行かせ後ろから指示を出し 

つつ、そういった能力を高めていこうと感じた。 

段々一年をまとめ、動かしていくということに慣れて

いった。しかしまだ江川さんに口を出されてしまうこと

があるので、まだまだ甘いようだ。今回雤ではあったが、

この山行を通し一年ともに自分も得るものが大きいもの

となった。互いに高め合っていこう。 
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7 月 

唐松岳・不帰ノ嶮 報告書 

 ２０１０年７月１０・１１日   

小島弾人（会２）・田中聖（会１）・奥中大智（会１） 

１０日 

6：01 松本駅～8：10 白馬駅～8：55 スキー場～12：15

八方池山荘～15：00白馬岳山荘（TS） 

 朝の天気は晴れ。白馬駅からスキー場までは近いので

徒歩。しかしスキー場を歩いて登ったのは間違いであっ

た。ひどい藪こぎと急坂で 2時間ほど余計にかかってし

まった。 

 スキー場の最高地点からさらにリフトを 2本使い、八

方池山荘に着く。そこからは広い登山道で、人が大勢い

た。八方池で軽く雤が降り出す。八方尾根からは、不帰

ノ嶮がちょうど前方に横たわっており、峰の連なる様子

がよく見えた。上部は所々に残雪があったが、ピッケル

は不要だった。山荘に着いてからは雤は降らなかったが、

霧で眺めはいまいちだった。19時に就寝。 

１１日 

3：00起床 3：55山荘発～4：43唐松岳山頂発～5：10 二・

三のコル～6：50天狗の下りの下（折り返し地点）～8：

50山荘着、撤収～11：30八方池山荘～13：20白馬駅 

 アタック装備とヘッドランプで出発。山頂で御来光を

見てから不帰に突入。危険箇所が長く続くが、鎖や梯子

がしっかりしており、荷物も軽いので、慎重に歩けば問

題はなかった。不帰を抜けた折り返し地点で小雤がぱら

つき始めた。幸い、道が滑りやすくなるほどの雤ではな

く、行きとほぼ同じ時間で山荘に戻り、小雤のなか下山

を開始した。 

 尾根の下部では、木の通路や敶石が濡れてとても滑り

やすく、注意が必要だった。リフト一本でスキー場最上

部まで下りたが、スキー場の下降は昨日登ってコースが

分かったからそれほど時間はかかるまいと思い、ゴンド

ラには乗らずに駆け下りた。ちょうどいい時刻の電車が

あったので、そのまま駅まで歩き通して松本へ帰った。 

感想 

縦走合宿の偵察を兼ねた山行だったので、不帰ノ嶮を

予定通り歩けたのは良かった。大智は岩場でもスムーズ

に歩いていた。聖は登りがたまに遅いと感じた。天気図

の用紙の忘れ物があった。スキー場は草ぼうぼうなので、

尐なくとも上る時はゴンドラを使うべき。 

下山が尐し慌ただしく、温泉にも寄れなかったが、充実

した山行だったと思う。 

甲斐駒ケ岳（黒戸尾根）～鋸岳 

日程：7月 10日～11日 

メンバー：小平貴則（会２）江川信（会 3） 

土田孝浩（会 2）河野卓郎（会 1）古屋諒（会 1） 

9日 日野春駅に集合し夢のステーションビバーク 

貨物列車のばかでかい音など気にせず爆睡？ 

10日 

4：00 起床 晴 軽く寝不足だけど、元気よく行こ～！ 

4：20 タクシーに乗る。24時間動く車が小型１台だけ

とのこと。ピストンで 2回に分ける 

5：18 甲斐駒神社の脇にある横手登山口から入山！ 

   みんな無事で最高な山行になりますよ－に 

6：15 一本。順調な歩き出し。早起きして山を歩くって

のはいいもんだな～ 途中で雲海が目の前に広がった。

最高だなぁ、久しぶりっ！ 

7：16 もう一方の登山口との合流点を過ぎ、1626ｍのピ

ーク手前で一本。 

   快晴。やっぱ晴れるんだよな 

8：19 刃渡りを越えたところで一本。久々の晴れ山に気

分は絶好調。刃渡りは思ったほど危険ではなく、鎖もあ

り安全に通過修験道だけあり、そこら中に石碑やら祠が

点在している。厳かに進む 

9：25 屏風岩からの登りを終え一本。急な登りに梯子の 

連続。非常にうっとおしいが順調に高度を稼いでいく。 

時々吹く風ってなんでこんなに気持ち良いんだろう。 

空は青く爽やかに時間が過ぎていく。爽やか青年五人組、 

甲斐駒を目指す！ 

10：35 2650ｍ付近で一本。うわ－、ガスってきたよ－ 

ただし快調なペース。ラブリーが尐し疲れてき 
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た様子。山頂はすぐそこだ、頑張れラブリー、そしてタ 

クローも！ 

11：43 甲斐駒山頂到着。よっしゃー、晴れたぞ！初晴 

天の甲斐駒。 

さぁ、パワーを頂いていけ。予想以上に早く着き、山頂 

でのんびりしてしまう。おっ、美人なお姉ちゃん二人組。 

お父さんと家族で来ている。かわいいなぁ写真をとって 

あげる事に。向こうもこちらも良い思い出の瞬間 

12：15 出発。では気を引き締めて 

13：30 六合石室到着。一か所怖い下りがある。ラブリ 

ーは岩場の通過をうまくこなすことができないよう。こ 

の石室は予想以上に快適な場所。但し、マナーを守り使 

わせていただきましょう！ 

ラジオの天気予報では、翌日の午前中は曇りとのこと。

天気図では雤が降るだろうということしか分からず、読

み取りの難しさを実感した。とりあえず朝雤が降ってい

たり、すぐ崩れるような感じではなかったら前進するこ

とにした。 

早く小屋に着いたので 2：30からエッセンを開始し、 

5：30には就寝。 

 

11日 

3：30起床 朝焼けが見られた。薄曇程度であったので、

鋸岳へ行くことにする。 

4：40出発 

5：33熊穴沢ノ頭で一本。足元が徐々に悪くなり、緊張

して進む。天気はまだ持ちそうだ 

6：49第二高点の先で一本。ガレ沢をつめて第二高点に

あがる。この時ヘルメットを装着。 

尐しずつ雲が出てきている。雤よ、降らないでくれ！ 

8：45第一高点で一本。小ギャップの登りでフィックス 

を張る。鎖は垂れ下がっていたが、軽い岩登りであった 

垂下降したほうが良かったかもしれない。また大ギャッ 

プを巻くところから鹿窓に抜けるまでも足場が不安定で、 

かなり気をつけながら登っていく。 

第一高点に着いたときの達成感は半端なかった。一瞬何

も言えず、じわじわと登ったという実感が沸いてきてめ

ちゃくちゃ嬉しかった。 

10：10角兵衛沢の樹林帯に入ったところで一本。浮石だ 

らけ逃れ場に神経を費やす。多尐の落石はしょうがない 

ので、でかいのは落とさないようにし早く抜けることを 

意識していく。ガレ場が終わりかなりほっとした。 

11：23戸台出会いで沢を渡り一本。難所をこなし、安全 

な場所まで抜け切ったという安堵感が大きかった。 

12：55戸台駐車場着。あらかじめ置いておいた車で松本 

へ帰る。 

今回は上級生、下級生共に大きな一歩となる山行であっ 

た。特に天候判断はきわどい感じがしたが、下山まで雤 

は降らず成功したことがすごいと思った。二年は自分ら 

が主体となる初のバリエーションなので緊張したし、興 

奮もした。まだまだ江川さんに指示を出させてしまう部 

分もあったが、それなりに引っ張っていけリーダー部員 

だということを実感した。 

また江川さんの指示ややっていることで勉強になること 

がいくつもあったので、自分のものにしていこうと感じ 

た。 

一年にとってはかなりハードな山行であったにも関わら 

ず頑張って着いて来ており、たくましく思う。ラブリー 

は岩場の通過やフィックスの場面で、遅れが見られた。 

岩場の通過はまだ慣れていないのでしょうがない部分も 

あったが、一歩一歩を丁寧におくことを意識したほうが 

良い。フィックスなどでシステムがまだ体に染み付いて 

おらず、そこは自分の責任でもあるので岩トレなどもっ 

と指導していかねばならないと感じた。 

様々な反省点もあるが、それも含め収穫の多い充実した 

二日間となった。これは全員にとって大きな自身とあっ 

たので、これを次へつなげ更にすばらしい山行をしてい 

きましょう。 
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穂高岳～槍ケ岳 

山行期間：2010/7/17~ 7/19  

メンバー：L 土田孝浩 小平貴則 会 2 菅野直道  

河野卓郎 会 1 

涸沢岳で 1枚！ 

行動記録 

7/17   松本～穂高岳山荘    

4：45 曇り  松本発 

  6：30     上高地着 

  7：00 快晴  上高地発    

  8：55     岳沢ヒュッテ 

  11:25  紀美子平着→前穂アタック 

    12:25  曇り     紀美小平発 

  14:00 雤    奥穂高岳 

    14:55           穂高岳山荘着 

天気もよく快調に高度を稼ぐ。後半ややペースが落ちた。

後に雷雤となりあわてて山荘を目指す。 

雷時の行動の判断について話し合いたいと思った。奥穂

からの下りも気が抜けないので慎重に下る。 

7/18   穂高岳山荘～肩の小屋     

6:08 晴れ  出発  

6:25          涸沢岳山頂 

   8:25 快晴  北穂高岳山頂 

  10:12          A 沢のコル 

 11:40     单岳小屋 

 1:40    槍ケ岳 肩ノ小屋着 

 18:00～18:45 槍ケ岳山頂アタック  

天気が回復し一安心。涸沢岳から单岳まですれ違いや、

休憩を容易にするため、マンツーマンの２パーティーの

ようにして進む。 

昨年来た時よりリラックスして通過できた。 

A 沢のコル休憩をしていると他のパーティーが落石を引

き起こしながら降りて来るのであわてて出発。 

心配されたテン場はどうにか確保出来た。 

7/19     肩の小屋～上高地    

 4:00     起床 

 4:23     槍へアタック 

 5:28 快晴  出発 

 7:25     槍沢ロッジ 

 9:00     横尾 

 11:30         上高地 

早朝槍アタックをして下山。槍沢はまだ雥渓が残ってい

たキックステップで慎重に下る。 

感想反省 

キレット通過のコースを１年連れで歩くことが出来てい

い経験になった。 

奥穂高付近で荒天に遭遇し、今回は強行突破が成功した

が、雷に対する知識を得て荒天遭遇に備える必要性を感

じた。 

やはりこの時期になると人が多い。平日に行くしかない

のか？ 

 

錫杖岳クライミング報告 

期間：2010.7.17~19 

場所：錫杖岳 

メンバー：江川信（会３）中嶋渉（会１） 

ルート：前衛フェース左方カンテ、注文の多い料理店 

 烏帽子岩 

前夜、佐藤さんに車出しをしていただき新穂高の登山口

へ。明朝１時頃に駐車場に到着。そのまま露天風呂へ。

前日までの雤で川はすっかり増水し、濁流と化していた。

栗谷谷の徒渉が心配だが、湯船につかりながらのんびり

と日本酒を楽しむ。２時就寝。 

7/17 

天気晴れ、近畿からのクライマーが続々と集まってくる。

４時半に起床して支度をし、５時半には出発した。沢は

多尐増水していたが問題なく徒渉できた。錫杖沢の出会
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いで水を汲み、岩小屋を目指す。 

途中小さな沢筋を右に入ってしまい、一ルンゼの取り付

きに出てしまう。一ルンゼから左にトラバースし左方カ

ンテの取り付きを確認する。泉州山岳会の方に出会った。

角谷氏の知り合いらしい。錫杖沢の岩小屋まで引き返し、

生活用具をデポして取り付きへ。注文の多い料理店の取

り付きまで登りルートの様子を眺めるが、しっかりぬれ

ていてどうしようもない。あきらめて左方カンテへ。 

既に複数のパーティーが取り付いていた。十時過ぎによ

うやく登攀開始。前が詰まっていて思うように登れない。

ボルト類は、終了点を残してほとんど奇麗になくなって

いる。渉とトップを交代しながらつるべで登る。ぐしょ

ぐしょにぬれたチムニーをぬけ、フェースを登った先に

ある広いテラスで、先行パーティーに完全に追いついて

しまった。核心のチムニー登りに先行パーティーがもた

つき、さらに次々と下降してくるため、一時間半もテラ

スでぼーっと過ごすはめになった。下りてくるパーティ

ーには恐ろしく危なっかしいおじさん三人組がいた。 

三時過ぎようやく登り始めるが、小雤が降り出す。全く、

はじめに道を間違えて一ルンゼに出てしまったのがすべ

ての元凶だ！ 

最後の一ピッチを残して注文から下降する。注文の多い

料理店では核心部のにピッチめで終了点のハンガーボル

トが一つぬけていた。 

岩小屋で穂高が雷雲に包まれているのを眺めながら夕食

をとった。土田隊は今頃雷雤かなどと考えながら。 

 

7/18 

天気晴れ、申し分なし。ツェルトとコンロ、食糧に・・・

ビールを持って出発。案外ザックが重い。 

注文を眺めながら、この重い荷物でここをぬけるのは不

可能と判断。かといって左方カンテのみで烏帽子までぬ

けるのもつまらん、という事で、空身で注文をアタック

する。 

僕はまだまだ技術不足なので終始フォローに徹する。４

番のキャメロットが大活躍した。核心のハングでワン転、

あきらめて A0 でついていった。もっと練習しなくては。

下降が混雑していて手間取った。 

注文を下降後２時頃に左方カンテに取り付いた。ザック

が重い、無駄にいっこいっこの動きが難しく感じられる。

例のぬれたチムニーでは荷物を降ろし後から引き上げて

登るなど時間を食ってしまった。 

左方カンテをぬけきり二峰の頭への踏み後をたどるが、

明瞭ではない。幾つか踏み後が有り迷いやすい。二峰は

右側から巻き込んでピークを越え烏帽子の横断バンドに

到着。斜面は切れ落ちていて、笹が生えているので滑っ

てなかなか怖い。慎重に左肩の岩小屋につく。７時行動

終了。 

わざわざ担ぎ上げたビールを堪能する。 

 

7/19 

天気晴れ。寝過ごした。４時に起きて烏帽子に取り付く

つもりが５時になっていた。お茶とレーションで軽く朝

食を済まし烏帽子に取り付く。あまり登られていないよ

うで浮き石が目立つ。しっかりした終了点も無い。８時

烏帽子のピークに立った。二度の懸垂で横断バンドに下

りた。 

９時、撤収下山開始、踏み後が分かりにくい。下降路の

沢（右俣沢）につくが思っていたより急。他の場所は無

いかと偵察するが踏み後はない。どうやらここを懸垂で

下るようだ。道を知らないのは本当にドキドキする。頼

りない支点を発見しロープをセットし下る。４度の懸垂

下降を繰り返す。途中、ハーケンを打ち足した。錫杖沢

に合流し後は沢沿いに。11 時半、岩小屋についた。撤収

し急いで下る。バスは 13:43 だ。スピードを上げて休ま

ず歩くと、１２時半にバス停についた。風呂につかり、

ラーメンを食べる余裕ができた。 

下山してきた登山客で賑わうバスに乗り込み、錫杖を後

にした。 

反省 

下降路の様子や状況についてもっと情報を集めておくべ

きだった。手間取って無駄に時間を費やした気がする。
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条件が良かったから対忚できたが、悪天に見舞われてい

たらどうなっていたか分からない。 

最後に 忙しい中、送ってくださった佐藤さん有り難う

ございました。               江川信 

八ヶ岳縦走報告書 

2010 年 7 月 17～19 日 

小島弾人（会 2）・田中聖（会 1）・奥中大智（会 1）・木

村義太郎（会 1） 

文：小島 

17 日 

5：39 松本～7：00 小淵沢～9：35 地蔵平～11：45 編笠

山～14：45 キレット小屋（TS） 

 曇りのち晴れ。小淵沢駅から登山口までは徒歩。蒸し

暑い。編笠の登りはアブがとても多く、腕を刺されてし

まった。3 連休のため、人も多い。編笠の山頂には小学

生の集団がいた。 

 さらに 2 時間ほど歩き、長い梯子や鎖を通過する。眺

めがよい。木村が疲れた様子。キレット小屋は混雑して

いたが、なんとか場所を見つけてテントを張る。16：30

からエッセン開始。どうやら木村は偏頭痛らしい。コマ

クサがたくさん咲いていた。 

18 日 

4：00 起床～5：25 出発～7：00 赤岳～8：40 横岳～9：

32 硫黄岳～10：45 根石山荘～ 

13：05 にゅう～14：20 蒼苔荘（TS） 

 晴れ。出発をもう尐し速くしたい。硫黄岳は人が多く、

とてもにぎやか。中山峠のあたりは大きな岩場で、疲れ

た。蒼苔荘の水は白駒池の最深部から揚水しているので、

無駄遣いはしないようにとのこと。夕食はスープパスタ

を作ってみた。 

19 日 

3：00 起床～4：20 出発～4：43 麦草ヒュッテ～5：32

茶臼山～6：42 坪庭を越え、横岳ふもと～7：20 横岳～8：

10 亀甲池～10：10 蓼科山～12：15 茶屋に下山 

 バスの時刻を考え、ヘッドランプをつけて早めに出発。

麦草ヒュッテでトイレのため長めに休む。茶臼と縞枯山

は道に石がごろごろしており歩きにくく、木に囲まれて

眺めは良くない。朝早いので、坪庭は人がおらず静かだ

った。横岳は上るのは楽だが、池への下りは長く、やや

きつかった。亀甲池は水位が上がっており、道が没して

いたので、尐し脇にずれて歩いた。 

 そこからは、開けた谷間を 1 時間ほど歩く。僕が蓼科

山に向かう横道を見落として引き返し、20 分ほど無駄に

してしまった。蓼科山の山頂はとても広く、眺めが良か

った。下りは道が歩きにくく、しんどかった。 

感想 

 3 連休にやるにはちょうどいい長さの山行だった 

と思う。今度は冬に行ってみたい。 

八ヶ岳 編笠山～麦草峠 

山行期間:2010/7/24~7/25  

メンバー:土田孝浩 会 2 

行程：23日小淵沢駅より 2〃3時間程歩いた所で前夜泊  

24日 5:30 晴れ 出発 

      9:00    編笠山 

    10:45    権現岳 

    11:30    三つ頭 

    13:40    キレット小屋 

天気が良く、編笠山までは少し登っては後ろを

振り返りニヤニヤする。 

権現岳山頂付近で長居をしてしまい、また、人の

多さに気が抜けてしまう。 

キレット小屋の水はあまり期待しない方がいい 

25日 4:20 晴れ 起床 

    5:00        出発 

   7:00    赤岳 

    8:20        夏沢峠 

   9:15    根石岳 

   10:30        ニュウ 

   11:30        麦草峠 

起床してお茶だけ飲み、出発。朝焼け、雲海、富士

山、素晴らしい組み合わせだ。  

赤岳の登りで自分の先をコンバースのスニーカーを履いた
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オヤジが行く。赤岳山頂付近も人が多い。個人的に硫黄岳

の登りは好きだ。 

根石をダッシュで登り、その勢いで西天狗をピストン。 

ここから、にゅう～白駒池までは幸運にも人に会わず、楽し

めた。麦草峠へ下山後バス停に付くとちょうどバスが来て

おり、飛び乗る。駅前で昼飯を食べて松本へ帰る 

 

感想反省 

今回日程を調整した結果空き日が出来たため、この山行を

企画することが出来た。 

実験的にエッセンなしで行ってみた。(お茶用に火器は持っ

ていった) 

明らかに朝は早く出発できるのと食糧、ガス分軽量化に繋

がるが、一方でエッセンによって 

頭が冴えたり、一日のモチベーションが高まっているように

感じられた。色々試してみようと思う。 

一人で行くと小さなミスが誤魔化されずそのまましっぺ

返しを食らうことになるので慎重になれる。普段些細なミ

スの多いやつは卖独での登山を経験するべきだと思う。 

宝剣岳 中御所谷 7 月 27 日 

メンバー （主催）堀江謙一 

（部外 クライミングジム・ホリエ オーナー）   

・土田孝浩（会 2） ・佐藤祐樹（０５卒 OB）  

・桜井孝憲（部外 ガイド）・高橋奈津子（部外 石井ス

ポーツ勤務） 

行動記録 

３：４５ 快晴 松本出発 

５：３０ タクシーに乗り継ぎ、しらび平到着。 

６：００ 日暮の滝。堀江が我こそはとリードしていく。 

７：００ 15m チョックストーンの滝 こちらも堀江リ

ード。右のルンゼから登ると２０m 懸垂して本谷まで降

りる必要が出てくるので滝のすぐ右脇を高巻く様にして

登る。さながら藪漕ぎのようなワイルドな登りになる。

８：２０ ２０m の滝。佐藤リードで右側から登る。 

８：５０ フォローで登っていた高橋が３メートルずり

落ちる。すねをぶつけた様で尐し出血が見られる。本人

は大丈夫だと主張したが、念のため診察を受けるように

して、下山を開始する。１５分ほどで登山道へ出る。登

山道は人が入っていないためか、舗装は辛うじてトラロ

ープがあると言う具合。道に藪が侵食していて丌快。 

１０：００ しらび平に到着。ここで桜井と別れる。タ

クシーで下の駐車場まで行き、車に乗り換え病院へ向か

う。幸い、検査の結果、骨などへの異常は無いようで安

心する。 

１３：００～  駒ヶ根、伊那を観光 

１９：００   松本到着 

感想 

今回の山行は、社会人の山行に現役である土田が参加す

る形で、計画書の作成から承認、山行中の責任の所在な

ど様々な点で通常の現役同士の山行とは異なり、これか

らは話し合い、明確な基準を作成しておく必要を感じた。

加えて、このように複雑な状況で事前に決定していた八

ヶ岳を優先したため、余計に情報が混乱してしまった。

現役の内に「総会に間に合わない臨時の山行はリーダー

部員話し合いの元許可を出す」といったルールがあるが、

これも取り止めもなく行ってしまうと締りが無くなって

しまう。あまりに山行準備期間が短い場合はやはり許可

するべきではないのだろうか。これも近い総会の場でル

ールを決める必要がありそうだ。 

沢自体は明るく豪快な滝が連続していて見事だった。 

ぜひリベンジしたいと思う。 
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8 月 

  西穂高岳～奥穂高岳 

山行期間：2010/8/1～8/2 

メンバー：L 土田孝浩 小平貴則 

 

行動記録 

８/１  曇り      

４：００    起床 

５：００    出発   

７：１０    焼岳小屋→焼岳 

８：５５    焼岳小屋 

１２：00 頃  西穂山荘到着 

前の晩にサマ天入りして朝小梨平から出発。焼岳の登山

口までが思いの外長い。 

焼岳小屋空焼岳までもガスっていて風景は楽しめない。

山頂付近では何かが噴射されているであろう音が真っ白

な空間の中で響き渡っていた。じめじめとした道を３ピ

ッチ歩き昼ごろ西穂小屋に到着。突如現れた上高地の様

な人ごみに驚く。彼らは９時過ぎても寝静まる気配はな

かった。あと、山でホットケーキを焼くのは素人にはお

勧めしない。焦げるぞ。(*:追記アラスカで上達しました) 

８/２  快晴      

４：００    起床 

５：０５    出発 

６：４０    西穂高岳 

８：１５    天狗岳  

９：４０ 晴れ ジャンダルム山頂 

１０：４５   奥穂高 

１１：４０   前穂高 

１：００    岳沢ヒュッテ 

２：４０    サマ天  

朝起床してみると早くもにぎわっている。周りよりやや

出遅れ、渋滞を喫す。西穂独標、西穂山頂と人影が減っ

ていき、ようやく落ち着く。朝もやの白と日の陰になっ

た稜線の黒のコントラストがとても絵になる。逆層を越

え登り降りを繰り返しジャンダルム。ここでおっさんに

遭遇。馬の背を越え、一息で奥穂山頂。山頂は華麗にス

ルーして余裕を演出。涸沢で一泊の予定を繰り上げ前穂

から重太郎新道を経て下山。途中で明神岳へ行っていた

OB 三森さんと再会。参加されていると知らなかったの

で驚く。サマ天に戻りごちそうを御馳走になり満足する。

ジャンダルム付近はやや人影が尐なかった。人混みを避

けるには深い所か険しい所へ行かなくてはならない模様 

感想反省 

二年部員となり、下級生を指導することの難しさを痛感

したが、その一方で自分自身の事が疎かになりがちだっ

た。その意味で今回の山行は気楽でよかった。そして楽

しかった。 

しかし、このルートも一般路の範疇でいわゆる本チャ

ンとは趣の異なるものだった。そちらの経験が圧倒的に

尐なく、夏合宿に向け登攀能力を高めないといけないと

丌安と焦りを同時に感じた。 

いきなりの本チャンが却下されたがこれも一つのステ

ップとして受け取ってもらえば次は認めてもらえるだろ

う。  

来年はクライミングの意識を高めていこうと思った。 

サマ天はご飯がおいしく、雰囲気もよくとても楽しか

った。また参加しようと思った。 

２０１０年 縦走合宿報告書 （小島・菅野隊） 

場所 北アルプス 白馬岳～常念岳 

期日 ８月５日～１５日 

メンバー 小島弾人（２）・菅野直道（１）                                

記録：小島 

五日 

Ｋと集合し、６時に松本駅発。荷物の重さは３５キロ。 

猿倉で登山届を書き、９時入山、１０時に白馬尻着。
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晴れており、風がとても涼しい。ピッケルとスパッツを

装備し登り始める。キックはほとんど丌要だった。雥渓

は霧がかかっていた。途中、救助隊員に付き添われて休

んでいるパーティーと出会う。怪我か病気か。幸い、我々

は落石にあうこともなく、１３時頃に夏道に出る。雥渓

上を休まず抜けたため、Ｋはしんどそうだった。１４時

過ぎに避難小屋を通り、１６時に頂上宿舎に到着。テン

トを張り、佐藤祐樹さんから頂いたスイカを食べる。Ｋ

がナイフを忘れたことに気付く。１９時半に就寝。 

六日 

 ３時起床、４時４０分発。５時半に杒子岳手前、６時

半に鑓が岳手前でそれぞれ休憩。 

８時に天狗山荘に着き、３日分の水を汲む。重い！予想

以上にゆっくりとしか進めない。 

 １２時に丌帰ノ嶮に突入し、１７時２５分にようやく

唐松山荘に到着。五竜まで行く予定だったがとても無理

なのでここで一泊とする。２人とも疲れた。この日はず

っと曇り。 

 テントを張ったら雤が降り出した。 

七日 

 ３時半起床、５時発。曇り。鎖のある岩峰を慎重に歩

く。次に狭い道のアップダウンが続き、１０時に五竜岳

着。昨日の遅れを取り戻そうとするも、歩きにくい岩稜

帯が続き、やっと１６時にキレット小屋着。ここで休憩

を兼ねて、初の天気図を描く。小屋の前にテントを張ら

せてもらおうというナメた考えは小屋の人に却下され、

鹿島槍の登りの途中、尐し広い場所に１８時前にテント

を張りビバークしてしまった。 

八日 

 ３時起床。昨晩の余りのカレーでカレーラーメンを作

る。他人にビバークがバレないよう、急いで出発。今日

も曇り。５時５０分に鹿島槍单峰。９時前に爺ヶ岳。９

時半種池小屋。どうやら、冷池でも種池でも水は無料で

分けてもらえるようだ。こんなにかつぐ必要は無かった

か、などと話しながら、ひたすら針ノ木を目指す。１３

時５５分に赤沢岳、１７時１７分に針ノ木岳。疲れるが

飴を舐めて頑張る。 

１８時１５分に針ノ木小屋着。これまでの遅れを取り

戻した。この３日間、行動中に水をたくさん飲んだため、

仕方なく６リットル買い足す。小屋の前に熊がいたらし

いのだが、見に行く気力もなく就寝。夜は雤が降ってい

た。 

九日 

 三日連続の１２時間行動で疲れが溜まり、４時起床、

５時５０分出発。６時５３分に蓮華岳。肩が痛い。この

日は霧が晴れて眺めが良い。１０時に北葛岳。汗をかい

たのと、服の素材のせいか、背中がとても痒い。１２時

に船窪小屋着。テントを張り、水場で水を汲む。信大ワ

ンゲルの３人組と遭遇。七倉から登ってきたらしい。 

十日 

 ３時半起床。ふかひれラーメンを食べ５時出発。脇が

崩壊し切れ落ちた箇所が多く、慎重に歩く。樹林帯の坂

道でなかなかハード。１０時頃、土田隊とすれ違う。ち

ょっとだけ元気をもらう。丌動岳あたりから樹林が終わ

る。午後から雤が降り出し、１４時過ぎに烏帽子小屋着。

雤が激しいため、烏帽子の山頂ピストンはあきらめる。 

 体中痒くてよく眠れなかった。雤具がびしょぬれにな

った。 

十一日 

 ３時半起床、５時２０分発。曇り。７時４０分に野口

五郎小屋。途中で霧雤から雤に変わる。水晶岳ピストン

はあきらめる。１３時に三俣小屋着。去年はここで水を

たっぷりつかい、太陽の下でまったり休んだものだが、

雤が降っているので、手拭いを濡らして体を拭くことし

かできない。一瞬だけ晴れ間から、槍と北鎌尾根が見え

た。水を汲み、うどんを食べて就寝。 

十二日 

 ３時４０分起床。風雤が強かったが、行動できると判

断し５時２０分発。稜線の西側の巻道をずっと歩く。８

時に双六小屋着。ここで雤がさらに激しさを増し、まる

でゲゲゲの鬼太郎のミサイル針のように体に突き刺さる。

この天気で槍まで行くのは無理と判断し、双六小屋に風
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で飛ばされそうになりながらテントを張る。防寒着が要

るほど寒い。 

テントに潜り込んでＭＳＲを出すものの、湿気のせい

でライターの火が着かず、二人で小一時間格闘。一旦ト

イレに行ってからもう一度試したら着いた。ココアを飲

んで暖まる。空焚きをしても暑苦しくなるばかりで、装

備は全く乾かない。 

前日まででペミカンは終了したので、魚肉ソーセージ

でハヤシライスを作る。雤は夜中には止んだ。 

一三日 

 ３時半起床、５時１０分発。曇り。７時半に硫黄乗越

を通過。槍に近付くほど霧が濃くなる。前日に双六まで

前進していたためか、コースタイムよりかなり早く、９

時半に槍に着いてしまった。早いが、計画通りここで一

泊とする。 

槍の穂先は登ろうと考えたのだが、ちょうどその時、

怪我をした人を下ろす救出劇が繰り広げられており、邪

魔になりそうなので断念。午後から霧は尐し晴れ、常念

が見えた。寝袋を外に出して乾かす。穂先はずっと人が

多くて登る気になれない。 

 夜はスパゲティーを茹で、茹で汁で卵スープを作った。 

僕らの隣にテントを張った大人たちは、小槍を登った

らしい。僕もいつか登ってみたいものだ。 

一四日 

 雤・風・そして霧が強く、沈殿すべきか迷うが、明る

くなるのを待ち五時半出発。視界は２０メートルほど。

濡れた岩場を慎重に抜けていく。９時半に鎌尾根を抜け、

ヒュッテ西岳に到着。喜作新道は初めてだったが、木と

金属の梯子・階段の続く、なかなか疲れる道だった。そ

して人が多い。皆、防水性のありそうな雤具とスパッツ

を装着し、続々と歩いてくる。すれ違うのに苦労。１１

時５０分に大天井ヒュッテ着。 

さらに大天井岳を過ぎたあたりから、風が強くなる。予

想はしていたが、やはり歩きづらい。１５時過ぎに常念

小屋着、テント設営。土曜日だからか、テントが多い。 

 すでに１日、双六小屋で沈殿したので、予備食に突入。

ラーメンを２食食べて飲み物をたくさん飲み、就寝。 

一五日 

 今日は下山日。オートミールを食べて５時出発。霧雤。

６時１０分、三股への分岐に着き、ザックを置いて常念

山頂へピストン。戻ってきて下山を開始し、７時２２分

に前常念。 

 ここの道は大岩の上を渡っていくのだが、このような

道は苦手で、時間がかかってしまう。それでも１時間ほ

どで樹林帯に入る。連日の雤でぬかるむ道と滑る木の根

に注意しながら、ひたすら下る。途中、何回か休憩し、

１１時に三股着。さっそく下山報告と思ったが携帯が通

じず、８００メートル先の駐車場まで歩く。そこで自宅

の母の車と合流。下山報告をし、温泉に寄る。体重を計

ってみたら、二人とも落ちていた。それからＢＯＸまで

送ってもらう。片づけをして１６時に解散。 

反省・感想 

小島弾人 

 今年の合宿は台風四号のおかげで、ずっと天気が良く

なかった。去年晴れ続きだった僕には尐ししんどかった

が、後輩と無事に下山できてうれしい。 

 菅野は毎日良く歩けていたと思う。しかし、登りの続

く道ではつらそうであった。この縦走で根性がついたと

思うので、さらにトレーニングを積んで頑張ってほしい。 

 僕自身の反省点としてはまず、計画を立てる際、ゆと

りを持たせなかった点が挙げられる。荷物が重くなった

ときに、どんなに歩みが遅くなってしまうか考えず、結

果として長時間行動、そしてビバークという結果を招い

てしまった。もっと考えて計画を立てるようにしたい。 

 次に、起床から出発まで時間がかかり過ぎた。これは、

指示をもっとテキパキ出せば改善できたことだと思う。

しめるべきところはしっかりと厳しくしていかなければ

いけないと思った。 

 食糧計画は良くできていたと思う。ただ、カロリーを

もっと増やすべきだった。体重が落ちてしまった。僕ら

は痩せるために登っているのではない。 

 僕の古い雤具は今回、全く撥水性を発揮せず、おかげ
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で苦労した。次回からは新しい雤具を使いたい。防寒具

はかさばるので、持たないことも考えたが、結局寒かっ

たので、持って行って良かった。 

 そして今度は夏合宿。歩荷も登攀も丌安だが、ここま

での経験を活かして、全力を出したい。 

K（菅野 直道） 

１０日間山に入る（しかも二人で…）。このことは人生

初の経験であり、まさに未知の世界でした。終わってし

まってから振り返ってみると、ありきたりだけれども短

かったような長かったようなでもやっぱり短かったと感

じるほどに内容の濃い、いろんな経験をした１１日間で

した。 

今回の縦走で一番の思い出といえば、やはり台風の暴風

雤の中でのテント生活でした。あんなに生き物のように

テントが内側にいる我々に向かって襲ってくるなんては

じめての経験でしたし、テント設営の時にテントが吹き

飛ばされそうになるしポールを差し込むのすら困難にな

ってもうしっちゃかめっちゃかでした。（もうトイレに行

くのすら億劫になっていました、ライターもつかいもの

にならなくなって…） 

その上はじめて経験した４０キロオーバーの荷物にただ

ただ唖然として茫然として「えっ…なにこれ普通にはも

ちあがらないじゃん」と肩の痛みとなんだかんだとでも

うなんどもなんども泣きたくなったものです。未知の領

域の重い荷物のせいで下り坂があんなに膝に負担がかか

ってきついものだってはじめて知りました。丌帰でほん

とに帰れなくなるんじゃないかって心配したもんです。 

つらいこともいっぱいあったけど、やっぱりその分楽し

いのが山ってもんでわずかな晴れ間に見える景色なんて

もう素晴らしすぎました。鹿島槍からの眺めが一番よか

ったと思われます。エッセンも毎日充実していて山で食

べる物ってなんであんなにおいしいんだろうって思いま

す。（スパゲッティーがなんともいえず美味でした）それ

に何と言ってもテント生活（毎日晴れてればもっとよか

ったんだけど）が楽しい、行動時間が短い日は天国のよ

うだった。 

とにかく毎日毎日が充実していて下界にいては決して味

わうことのできない苦しみ、喜びを毎日１０日以上にも

わたって経験することができて幸せでした。この経験は

絶対に今後の山人生にいきることでしょう。 

８月 夏縦走 北ア 燕 槍 海 

山行期間：2010/8/6~8/19 (実１２予２) 

メンバー：L 土田孝浩 奥中大智 河野卓郎(会１) 

行動記録： 

8/6 中房温泉～燕山荘 

5:30  起床 

6:15  中房温泉出発 

11:00  燕山荘到着 

11:45  燕岳山頂を目指す 

13:00  テン場着 

中房温泉にて前夜泊。星が良く見えていた。苦労して準

備した縦走の荷物は全員 40kg オーバー。5 時間程度で

ガッツリ消耗する。1 年は腰を擦り剝いたり、足をつり

ながらも心折れることなく無事テン場到着。予定では大

天井までだが、焦る必要もないのでここまで。テント設

営後、燕の快適な稜線を歩く。 

8/7 燕山荘～殺生ヒュッテ 

     4:00  起床 

     5:30  出発  

     8:15  大天井ヒュッテ 

     11:45  水俣乗り越し   

     14:00  殺生ヒュッテ 

     14:25  槍ケ岳山頂を目指す  

     15:20  槍ケ岳山頂 

     16:35  テン場到着
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前日分を巻き返して殺生ヒュッテまで。東鎌尾根は比較

的険しく、重荷がこたえる。テント設営後、佐藤祐樹 OB

からの差し入れのスイカ割りをしに槍山頂へ。空身がい

かに楽だったか。山頂で記念撮影後、肩の小屋でスイカ

の死刑執行。刑務官タクローの一振りで真っ二つになっ

たスイカ。 

※割ったスイカはスタッフがおいしく頂きました。 

8/8 殺生ヒュッテ～三俣小屋 

     4:30 曇り  起床   

     6:00      出発 

     10:00        双六小屋 

     12:40       三俣蓮華岳山頂 

         14:50        三俣小屋着 

ダイチが若干丌調気味。三俣まで行けば予定通りになる

ので頑張る。双六小屋で謎に一人３本水を汲む。ここで

は双六岳を巻き、三俣峠にザックをデポして三俣山頂へ。

予定より早く付いたのでしばらく自由行動。ここで土田

は秋縦走のヒントを得る。タクローは植物の名前に詳し

くなり、ダイチは体が冷えた。 

8/9 三俣小屋～烏帽子岳 

    4:00 曇り 起床 

    5:50    三俣小屋出発 

    8:10    水晶小屋 

    10:55    真砂岳山頂 

    11:35    野口五郎岳 

       14:00       烏帽子小屋着 

『「地中海の船着き場でフィリピン人の母娘と２ケ月ぶ

りに遭遇。娘を頼みます、と押し付けられてしまったの

で、俺も知らない人に押し付けその場を去る。」という夢

を見た。』  ～タクローの行動記録より抜粋～ 

前日の教訓を生かし、水をギリギリで行くしかし予想し

ていた水場も見当たらず乾く。途中ダイチが皆にゼリー

飲料をふるまう。彼はのべ 1.2kg のゼリー所持していた。 

テン場に早く付いたため、エッセン前に皆でラジオ体操

をする。予想以上の効能に浮かれたのもつかの間、土田

のメガネが重傷を負い、以後苦戦を強いられる。 

8/10 烏帽子小屋～舟窪小屋 

    3:00 快晴 起床 

    4:30    キジを撃ち出発 

    5:00    烏帽子岳山頂 

    7:37    丌動岳山頂 

    8:47 小島隊（Team ダーンツ）と遭遇 

       2 分でお別れ 

    10:40        舟窪岳山頂 

    11:41        舟窪テン場着

 

今朝は久々会心の朝だった晴れっぷりや雲海、烏帽子岳

等々サイコー！だった。 

舟窪付近はいつも丌快だ。今日は後半妙にだるかった。

テン場についてから雤が降り、止んでから水を汲もうと

しばし待機。汲みに行った水は濁っていた。残念。 

8/11 舟窪小屋～針ノ木小屋 

    3:40 曇り 起床 

    5:40    舟窪小屋出発 

    7:35    北葛岳 

    9:35    蓮華岳山頂 

    10:45    針ノ木小屋到着 

6 日目折り返しで一番楽な行程。鎖場を越え、どっしり

とした蓮華岳を越えればそこはテン場。ここからしばら

く水場が無いのでガッツリ 30L 担ぐ。水も豊富なので料

理を楽しむ。 

天気図によると台風 4 号（ひろ子と命名）が接近してい

ることが発覚。 

8/12 針ノ木小屋～冷池山荘 

   3:00 曇り 起床  風が強い。 

   4:45 曇り  出発  空がピンク 色 

   5:35 雤   針ノ木岳山頂 
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   7:25     赤沢岳 

   9:00     新越山荘 

   10:15    岩小屋沢岳山頂 

   11:10    種池山荘 

   12:30    冷池山荘到着 

朝から悪天の知らせが。台風が直撃して大荒れ。新越山

荘で一時避難させてもらう。9 時の気象予報より回復し

ないことが判明。先を急ぐことにする。視界は悪く、風

雤がカッパを叩く音しか聞こえない。テン場に付き防風

の為石を積む。疲労し、冷え切った体にこの作業は拷問

じみていた。テントに入りその恩恵に素直に感謝する。 

8/13 レスト 

昨日ずぶ濡れになり、縦走の疲労もピークに達してきた

のでレストも兼ねて沈殿とする。ここでしっかり休んで

サイヤ人の如く復活を狙う。装備を干し、エッセンやノ

ートに落書きをして時間をつぶす。しかしこの晩から本

気で荒れる。夜は怖くてよく眠れなかった。 

8/14 冷池山荘～五龍山荘 

3:00  雤  起床     しばらく待機 

   5:55     出発 

   7:30     鹿島槍山頂 

   8:32     キレット小屋 

   11:40    五龍岳山頂 

   12:20    五竜山荘到着 

大智はしゃっくりが止まらない様子。新越山荘に思わず

避難したあの台風がなんぼのもんじゃい。というヤバい

強風の中キレットを行く。ところどころ細くなっていて

足の運びに注意が必要。二人とも集中を切らさずに歩け

ていた。風により、五竜山荘でもテントの設営に苦労す

る。 

8/15  五竜山荘～白馬岳頂上宿舎  

   3:00 曇り  起床 

   4:35     出発 

   6:30     唐松岳山頂 

   8:00     丌帰 1 峰の頭 

    10:35        白馬鑓 

   11:55    白馬岳頂上宿舎 

10 日目、初めての二桁入山日。雤は降っていないものの、

風が強く寒い。唐松から先は険しくなっていて、注意が

必要。テン場は水が使えてエッセンも弾む。荷を軽くし

て日本海を目指す。この時点でみんな元気。 

8/16  頂上宿舎～黒岩山の先  

   3:00  雤   起床 

4:50    頂上宿舎発 

   5:25    白馬山荘発 

   6:15    三国境 

   7:55    雥倉岳山頂 

   10:45 雤  朝日岳山頂 

   13:35 晴れ 黒岩山山頂 

   14:30 雤  文子の池で T.S. 

冷池以降視界が全く効かない事にストレスを覚える。比

較的卖調な道が続くがザラザラで滑りやすい。集中を切

らさないように意識した。今日予想以上に歩けたので、

あす下山を決定。俄然盛り上がる一同。しかしこいつら

はよく歩ける。 

8/17  文子～親丌知 

   3:00     起床 

4:40 晴れ  出発 

   6:20     犬ヶ岳山頂 

   7:32 曇り  黄蓮の水場 

   9:27 晴れ  白鳥山 山頂 

   11:00     坂田峠 

   13:00    親丌知登山口 

   15:00    親丌知ピアパーク  

最終日。朝は待ちに待った晴れ！しかしガクンと標高を

下げた栂海新道は暑く気力を奪っていく。白鳥山の辺り

から海が見え始め興奮する。ガンガン下って行くのだが

中々付かないのが栂海新道。下山パワーを発揮し、栂海

新道登山口に付いたのは午後 1 時。道路に放り出された

時、はじめ訳のわからなかった、落ち着いてからコーラ

で祝杯を上げる。尐し間をおいて各々最高の瞬間を迎え

た。 
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・・・ 

駅前まで続く灼熱のアスファルトの上を歩き、安いラー

メンで改めて無事を祝う。 

海の見えるテラスで反省会をしながら日が沈むのを待つ。

その瞬間はゆっくりと訪れた。海岸へ行き写真を撮る。

お盆明けの人影も疎らの浜辺で我々の夏縦走は幕を閉じ

た。 

感想反省 

・エッセンは食材の品目を多く持っていったためバリエ

ーションも多く飽きなくてよかった。 

・渉外 入山は槇さんに車で送ってもらい、帰りは電車、

比較的安く仕上がった。 

・医療 今回の縦走で実際に役立ったもの→オロナイン、 

キンカン、ハッカ油。オロナインは 

股ズレ対策。ダイチの持ってきたハッカ油は蚊に対して

効果テキメン。   

・キジ場が遠かった所もあるが朝の準備はもう尐し早く

できたと思う。 

・長く入山する場合、疲労のピークが来るころは行程を

緩く組むか、レストを取ると後がすっきり歩ける。 

・台風やそれ以上の風の中の行動を体験し、夏山での疲

労凍死の可能性を感じた。 

・全日程を通して 1 年に主体性が感じられた。夏の一般

路は問題にならないだろう。 

 

この縦走でよく歩き、生活技術を磨き、荒天にも遭遇し、

総合的に経験を積むことが出来た。予想通りに事が進む

こともあれば、想定外の事も起こる。ヤラセもある。様々

な経験をこれからの登山に生かしていきたいと思う。 

 

｢わかめ超うめぇ♥｣ 

縦走合宿「南アルプス」 

日程：８月６日～１６日 

場所：单アルプス（光岳～鳳凰三山） 

メンバー：小平貴則（会２） 田中聖（会１） 古屋諒

（会１） 

行動記録 

５日 

友達に来るまで易老渡まで送ってもらう 

いろいろハプニングがあったけど、どうもありがとう 

６日 

4：00 起床 

4：52 出発 ザックが重いぞー 

5：38 一本 初めてのザックの重さに聖辛そう。天気は

晴れ 

6：48 1600m 付近で一本 途中で聖の荷物を持ってあ

げる遅くても一歩一歩、歩いていこう 

7：40 1900m 付近で一本 二人ともしんどそうだが良

いペースだ 

    ほら、聖岳が見えているぞ！ 

8：45 2150m 付近で一本 晴れたときの樹林帯って気

持ち良いなあ 

    おっ、弱音も吐かず頑張っているではないか 

9：42 2254m で一本 一歩ごとにあえぎながら歩いて

いる姿に後ろから笑い 

10：45 易老岳到着 林の中の山頂だったけど縦走最初

のピーク最高 

11：25 2228m の手前で一本 ラブリーの足が痛そうだ 

    本人はテーピングをきつくまいたからといって

いるが、捻挫がまだ痛いのだろうか。今後が心配だ 

12：20 イザルガ岳最後の沢沿いの登りで一本 ラブリ

ーはテーピングを外したらもう痛くないらしい。聖頑張

れ 

13：20 光小屋到着 初日は大変だけどよく頑張った

よ！ 

13：47 光岳山頂 テンバからすぐ近く。ガスって何も

見えない 
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7 日  

4：00 起床 

テント内メチャクチャ暑かった 

5：20 出発 晴れ、富士山デカーい 

6：32 イザルガからの坂を下って一本ザックが重いと下

りは遅くなる。やっぱ晴れは最高 

7：27 易老岳尐し手前で一本穏やかだなー 

8：32 2315m を越えたところで一本。 

9：40 仁田岳への分岐で一本、順調に進んでいる 

10：55 茶臼岳山頂 朝からアップダウンの連続で大変

そう雲の様子も気になる 

11：55 お花畑付近で一本 完全にガスってしまった 

    スピード落ちてるなあ、二人の荷物を持つこと

に。時間無いから上河内岳は巻こう 

13：01 上河内岳手前のコルで一本 かなり疲れている

様子天気も余りよくないし、雤降るなよ 

14：05 2385m 付近で一本 いまだにガスっている 

    あと尐しだ、がんばれー！ 

14：52 聖平小屋到着 やっとついた、おつかれー 

8日  

4：00 起床 夜中に雤が降ったようだが、今は晴れてい

る 

5：20 出発 

6：22 2662m 手前で一本 快調な出だし  

    調子オーケー！ 

7：32 聖岳の登り 2700m 付近で一本風が出てきて軽く

雤も降った。嫌な雲だなあ 

8：40 聖岳山頂 聖を先頭にガッツで登っていった 

    風が寒いから雤具でも着ようか。 

9：12 奥聖岳 

9：27 戻ってきて聖岳 

10：28 兎岳手前のコルで一本 歩きにくい下り 

    曇り 

11：55 ウサギ岳山頂 風が強い、霧 

    美しいお姉さんに励まされ元気百倍！久々に見

たなあ 

12：55 2738m のコルで一本 曇り、気温は低い 

13；53 中盛丸山で一本 完全にガスり何も見えない 

    疲れてはいるが頑張っている。時間が無いから

大沢岳は巻いていこう 

14：58 百間洞山の家到着 

9 日 

4：00 起床 

夜中に雤が降り、朝も降り続いていた 

5：15 出発 雤はやんだ 

6：15 百間平で一本 どんより雲だけど快調な歩き出し 

7：30 赤石岳斜面のトラバースを終え一本 

    風が尐しある 天気が悪くなりそうだなあ 

8：30 赤石非難小屋で一本 

    霧雤 完全にガスってしまっている。台風も来

ているようだ 

9：30 小赤石手前で一本 ついに雤だー 

    テンション上げて行こう！ 

10：38 一本 

11：40 荒川小屋で一本 よし、頑張って登って行こう 

12：45 尾根に上がったコルで一本 ガスって雤も強い 

    時間内に千枚小屋まで行けるのだろうか 

13：45 前岳と中岳とのコルで一本 

    風強い 登りでスピードがかなり落ちてしまっ

ている 

13：58 中岳で一本 

    今後台風が来ること。このスピードだと千枚小

屋に着くのがかなり遅くなると判断し、高山裏非難小屋

へ行くことに。悪沢岳には行けず残念だけどしょうがな

い！ 

14：57 高山裏非難小屋への長い下りの途中で一本 

    気を抜かずに頑張っていこう 

15：55 小屋前の斜面トラバース中で一本 

    さあもうすぐそこだ 

16：28 高山裏非難小屋到着 

10 日 

4：30 起床 
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   30 分寝坊してしまったー 

6：00 出発 

7：10 板屋岳手前で一本 またガスった 

8：13 大日影岳を越え 2599m ののぼりで一本 

    ガス晴れたー！ 気持ちいい 

9：37 小河内岳山頂で一本 晴れているけど雲量が多い 

   東京電機大学の山岳部と出くわす 

10：00 出発 山頂でのんびりした 

11：10 烏帽子岳山頂 晴れ 塩見岳は雲に隠れて見え

ていない順調に歩けている 

12：10 三伏峠小屋到着 

    早稲田山岳同好会の人と会う どうやら北沢峠

まで行程が同じらしい午後から雤が降り出した 

11日 

3：00 起床 晴れだったのにガスった 

4：20 出発 

5：15 本谷山の登りで一本 ザックが急に軽くなった気

がする 

6：25 2608m の次のピークで一本 曇り 

7：25 塩見小屋前で一本これから行く山すべてが見渡せ

た 晴れ、雲多い 快調！ 

8：45 塩見岳山頂 ガスっていて風も強い 

    ラブリー沈黙、聖大はしゃぎ 

10：00 2701m で一本 ガスっている   

    早稲田に追いついた 

11：02 北荒川岳を尐し過ぎて一本  

雤が強くなってきた 

12：00 新蛇抜岳近くで一本 雤と風強い 

13：05 安部荒倉岳手前で一本 雤は尐しやんできた 

14：13 熊ノ平小屋到着 雤クラスの友達が働いていた 

一瞬見えた農取岳が心に響く 

小屋の人の情報だと雤が降ると北岳から両俣小 

屋への道が閉鎖されるらしい 

    そのため翌日は北岳の小屋に泊まり、その次の

日に三峰岳から両俣小屋へ行くことにした。 

12 日 

3：00 起床 またガス 

4：25 出発 

5：30 2800m 付近で一本 雤はそんなに降っていない

が風が強い 

6：30 三峰岳の下で一本 風強すぎだろー！ 

    完全な暴風雤なので一気に小屋まで行くことに。

スピードを上げる 

8：45 北岳山荘到着 なんとか着いた 

    こんな天候の中、よく頑張りました！ 

13日 

2：30 起床 星がすごい！ 

3：40 出発 必要なものを持って北岳を登りにいく 

4：35 北岳山頂 富士山サイコー 

5：15 テン場到着 撤収 

5：40 出発 

6：37 中白根を尐し超え一本 風強い 

    雤は降ってないけどかぜがとにかく強い 晴れ

ろー！  

7：35 三峰岳と間ノ岳との間で一本 

    ガスってるし風強いし何なんだこれは！台風は

いま北海道にいるんだろ 

8：40 千塩尾根の 2699m 手前で一本 

    うわー、一気にくもったなあ 

9：48 2488m ピーク手前で一本 

    曇り、徐々に暑くなってきた。風はおさまって

来ている 

10：50 野呂川越を尐し下って一本。ついに晴れたぞー！ 

    もうじきテン場だ、今日はシュラフを乾かすぞ 

    早稲田と二日ぶりの再会 

11：30 両俣小屋到着 晴れ 

    どんどん乾いていく。最高だなあ！ 

14 日 

2：30 起床 夜中に軽く雤が降ったようだが、そんなに

濡れていない 

3：40 出発 段々出発が早くなっているようだ 

4：35 野呂川峠への途中で一本 
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    辛いと道が分かりにくく、何度か道を間違えて

しまった 

5：42 横川岳山頂で一本 

    ガスっており、軽く雤も降っている。きっと低

気圧の影響だろう 

6：44 2499m のピークを越えたコルで一本 

   なんでこんなに風が強いんだ。二人の調子は良い

ようだ 

7：54 葱平に入ったところで一本 

    まだ風が強い。千丈の方から人が沢山来ている 

8：40 2755m 付近で一本 

    高校山岳部が来ていた。まだ風強し 

9：53 大千丈手前で一本 

    風強い、霧、なにも見えない 

10：20 大千丈ヶ岳到着 

10：45 千丈ヶ岳到着、早稲田に出会う 

11：13 小仙丈手前で一本 

12：17 大滝頭で一本 

    ああ、人が恋しくなってきてしまった 

    いろんな人に会いたい、会って話がしたい 

    しかし、下りは快調なペースで進んでいくなあ 

13：20 北沢駒仙小屋到着 

    思ったほど時間がかからなかった 一日多く使

っているので甲斐駒へ行くのは諦めることに… 

15日 

2：30 起床 

3：45 出発 

4：36 栗沢山の登り途中で一本 

    なかなかペースが上がらない 

5：50 栗沢山で一本 

    風が強くガスっている。風が凌げる所で休む 

6：48 アサヨ峰の尐し下で一本 

   一向に風が弱まる気配が無い。雤が無いだけまだ

ましだ！ 

7：33 アサヨ峰到着 

8：13 2553m 一つ手前のピークで一本 

    時々ガスが晴れ、現れる太陽がまぶしい！ 

9：32 早川尾根小屋到着テン場代が 400 円と安かった 

16 日 

2：30 起床ついに縦走最終日が来てしまった 

3：40 出発、晴天！ 

4：32 赤薙沢ノ頭最後の登り手前で一本 

    待ちに待った快晴に心がおどる 

5：29 高嶺の登り、2650m 付近で一本 

    快晴！すごくきれいな景色 

6：30 赤抜沢ノ頭で一本 

    オベリスクに登っている人がいた 

7：29 観音岳で一本、サイコーだ！ 

8：00 薬師ヶ岳 

8：50 下山途中で一本、たぶん 2500m 付近 

    かなり良いペースで下っている 

10：14 車道まで下りてきた    晴れ、暑い 

10：32 青木鉱線到着  11 日間お疲れさん！ 

   温泉で強烈な臭いとおさらば…しきれなかった！ 

そのバスに乗り 、韮崎駅へ行き伊那に無事帰って来た 

感想                  小平貴則 

11 日間と長い日程だが、あっという間の 11 日間でも

あった。 

更に１日１日をつい昨日のことのように細かく覚えてい

る。そうとう自分にとって濃厚な縦走だったということ

だ。このような縦走ができ満足だし、一緒に歩いてきた

聖とラブリーにとっても価値ある縦走になっただろう。 

 11日間という長い山行だと予定どおり行くということ

は難しいということを感じた。それは気象条件が影響し

たり、メンバーの体調や時間が関係してくる。それはど

うすることもできないことであるため、いかにその条件

下で適切な判断を下し最適な方法をとることができるか

がカギとなってくる。今回何度か行程を変更したが、は

たしてその判断が適切だったのか。今思うともっと頑張

ればよかったのではないかとか、別の方法をとればよか

ったのではないかといろいろ考えてしまう。しかし、こ

の判断は実際の現場にいたときに下したものでその時の
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自分は適切だと感じていた。その良しあしは別として、

現場判断の難しさを痛感することができ良かった。 

 今回エッセンを一年二人に考えてもらったがなかなか

面白いものを考えてくれて、毎日夕飯が面白かった。新

しいメニューで失敗もあったけど、これから改善すれば

かなり良いものになる飯がいくつかありエッセンが楽し

かった。しかし玉ねぎを刻むというのが辛くて仕方なか

った。テント内に玉ねぎのエキスが充満するせいで、誰

かが切ってるだけでみんな涙ボロボロ。このどうしよう

もない辛さだけが耐え難かった。 

 リーダーが自分一人だけで、判断を下すのや指示をす

るのが全て自分のみでなかなか大変な時もあったがそれ

が普通にもなってきて、それが良かった。普段何となく

他の人に頼ってしまっている時もあるので、今回はかな

り良い経験をすることができた。とにかく適切な判断、

適切な指示が下せるよう頑張っていこう。 

 最後に单アルプスはデカかった。１つ１つがデカくて

かっこいい。やっぱ单アルプスは最高だなあ。聖岳に登

った時聖が涙を見せていたが、俺もその姿に感動してし

まった。その時感じたものをずっと忘れないでいて欲し

い。この三人で縦走した单アルプス。この思い出をずっ

と残していこう。そして次の山へ挑んでいこう。聖、ラ

ブリーありがとう、これからもがんばっていこう。 

田中聖 の感想  

夏縦走は辛いことが多かった気がする。もう、縦走な

んてヤダ！と何回もおもった。ただ、終わってみると、

その達成感がじわじわと湧いてくる。縦走が終わって二

週間たってもまだ湧いてくる。これが登山の楽しみなの

だろうか。 

来年は上級生として、後輩を連れて行くことになる。

初日は小平に荷物を持ってもらうなど恥ずかしい場面が

いくつかあったが、今後改めたい。    

古屋 諒 

11 日間という長期に及ぶ今回の山行は、確かな生活技術

の体得・夏合宿に向けてのステップアップという目的で

実施された。夏合宿を終えた今、こうして感想と反省を

書いているのだが、思えば縦走合宿のステップが無けれ

ば夏合宿は無事に終える事が出来なかっただろうと感じ

る。以下にそう感じるに至った事例を示したい。 

まず縦走初日におけるボッカでの登りは、体重移動を

意識するトレーニングになり、それがそのまま夏合宿の

ボッカ入山・下山に繋がっていた。体重移動は未だにマ

スターしてはいないが、今回の縦走合宿で大きな飛躍と

なった。 

個装についても考えさせられた。今回の縦走では、ほ

ぼ全日程を通して同期の田中聖からテーピングを借り続

けていた。長期間縦走のために、脚がボロボロであった

ためである。正直、縦走合宿以前は古屋自身がテーピン

グの重要性を蔑にしていた。そうしたテーピングを始め、

自分の個装で何が必要で何が不必要かが分かった。これ

はそのまま夏合宿当日でも活かせた事であった。 

課題も多く出た。縦走中に先頭に立った際の留意点を

小平さんに教わった。次回以降の山行で実施してみよう

と思う。岩稜歩きや下りでの歩行もまだまだ危ない（滑

落・転倒・落石の危険性を含んだ不安定な歩き）と言わ

ざるを得ない。歩行中に足腰を集中し、体を意識して動

かす事がまだ出来ていない。私の場合、まだまだ場数が

尐ないという事だろう。 

感想については、ここでは多くを書こうとは思わない。

文章で山行中での感動を伝えるのは、私にとってはあま

りにも不得手だからである。ただ聖岳山頂に着いた時は

聖君の涙にもらい泣きしたし、最終日の地蔵ヶ岳はそれ

は美しい山であった。3 年生（SAC では 1 年生）が過ご

す夏休みにしてはあまりにも贅沢であった。CL の小平さ

ん、单アルプスの計画を立てて下さり、ありがとうござ

います。                 
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9月  秋縦走  針ノ木～立山～薬師～笠 

山行期間：2010/9/8~9/17 (実 8 予 2) 

メンバー：L 土田孝浩（会 2） 

行動記録 

入山初日(8 日) 雤 扇沢より入山。針ノ木峠小屋まで。 

5:30 雤  起床。バスに乗り扇沢へ 

7:20    扇沢を出発 

9:25    雥渓基部 

11:45 曇り 針ノ木小屋到着   

初っ端の雤で挫けそうになる。なに、行けば楽しいさと

言い聞かせ薄暗い針ノ木登山道を歩いて行く。2，3 ピッ

チも行くとだんだん気が楽になって行く。そんな感じ。

夏道上に雥渓はほとんど見られなかった。 

2 日目  晴れ  針ノ木谷を下り、平の渡しで対岸へ

渡りくろよんロッジまで      

5:30 晴れ 起床 

7:00    出発 

9:05    針ノ木谷出会い 

11;30    单沢出会い 

12:10  黒部湖 →14:20 乗船 

17:15 曇り くろよんロッジ到着 

  

針ノ木谷は天気のおかげで明るく人影も無くある意味こ

の縦走のハイライトであった。平の渡しの船に興奮。 

本日のレーションはココア（粉末） 

夏合宿の余り物で経貹削減するとともに無駄な空間のな

いレーションにトライ。これが後の丌調を招く。    

・3 日目  晴れ 一乗越～真砂岳～雷鳥沢キャンプ場 

5:30 晴れ 起床 

6:50    出発 

11:40    一乗越 

14:10 曇り 真砂岳山頂   

15:15   雷鳥沢キャンプ場着 

調子が出ないので本日も 5 時半起床。前から一度は乗っ

てみたいと思っていた立山ノロープウェイ。気付けばそ

の下の樹林帯を歩荷している。うむ、感慨深い 

本日のレーションはミルクティー（粉末）。立山周辺で

足が上がらなくなる。おそらく原因はこれ。テン場につ

いてカツオ節でアミノ酸を大量摂取。めちゃくちゃウマ

イ。明日の回復を祈る。 

・4 日目  晴れのち雤 剱御前小屋～大日岳～称名滝

～雷鳥沢キャンプ場まで  

2:40 晴れ 起床 

3:00    出発 

4:30    剱御前小屋 

6:35    奥大日岳 

8:15    大日岳 

11:15    称名滝 

12:50       弘法 

16:40 曇り テン場到着 

この日はビバーク装備のみ持ち実質空身の行動レーショ

ンも通常の物で豆類が非常においしかった。アミノ酸パ

ワーと身軽な装備でトレランの真似事。称名滝から八朗

坂を登ると舗装路と木道であった。充実した一日だった。

空身最高。 

5 日目  雤   雤の為沈殿  

前日の夕方ごろから降り出した雤はなかなか止まず、天

場代も安いので沈殿とする。出発前に用意したルービッ

クキューブで一日が終わる。ここで食糧の節約。空腹と

の戦い。昼にテントが水たまりになり、1 度張り直す。 

6 日目  雤   浄土山～ザラ峠～スゴ乗越小屋 

4:30 雤  起床 

6:00    出発 

7:30    浄土山登山口 

10:00    ザラ峠 

10:45    五色ヶ原山荘 
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13:15 晴れ 越中沢岳山頂 

15:25 曇り スゴ乗越 

16:15    スゴ乗越小屋 

昨日の沈殿を後悔する程風は強くなっている。しかし気

象通報によると午後からは回復するみたいなので出発。

竜王付近の稜線は脆く落石に注意が必要。ザラ峠は特別

風が強い。誮もいないと思い、正気を保つためにマジン

ガ－Z を大声で歌っていたら、ご夫婦の登山客とすれ違

って聞かれる。越中沢岳からスゴ乗越小屋までが意外に

遠い。 

7 日目  曇り  薬師岳～薬師峠キャンプ場 

6:00 晴れ 起床 

7:40    出発 

9:00    間山 

10:00    北薬師岳 

11:40    薬師岳山頂 

12:45    薬師峠キャンプ場着  

かなり長めの行程だったが寝坊してしまう。昼過ぎで行

動を打ち切り、明日巻き返す事にする。悔しい。 

8 日目  曇りのち雤 黒部五郎岳～双六岳～双六小屋  

2:45 曇り 起床 

 4:05    出発 

 5:55    北ノ俣岳 

 6:25    赤木岳 

8:20    黒部五郎岳 

9:30    黒部五郎小屋 

11:33   三俣蓮華岳山頂 

13:30 雤 双六小屋到着   

昨日の遅れを取り戻すべく、早めに出発。人気の尐ない

なだらかな稜線を歩く。黒五山頂からカールを行くここ

は広くなていてホワイトアウトしたら厄介そうだ。双六

へに下りで足がもつれる。非常に格好が悪く、より体力

の必要性を感じた。 

９日目  雤   抜戸岳～笠ヶ岳山荘 

4:30 雤 起床 

6:10   出発 

10:05   笠ヶ岳山荘 

この日はただ早く下山したいと考えていた。勢いで笠ヶ

岳山荘テン場まで直行。テントを設営して気が抜けてか

ら冷たい雤の降る受付の山荘までが果てしなく遠く感じ

られた。山荘外の気温計は 0℃を指している。ガスの残

量が丌安で衣類を乾かせず、寒い夜を過ごす。 

10 日目 雤のち晴れ 笠ヶ岳～笠新道より山 

4:00 雤  起床 

4:50    空身で薬師山頂へ 

5:40 雤  薬師岳山頂 

8:20 曇り 杒子平 

10:36    笠新道登山口へ無事下山 

結局寒くてあまり寝られなかった。明け方は昨日よりも

さらに冷え込み決心が鈍りそのまま下山しようと、朝食

代りに残ったココアを飲んでいたらやる気が出てきた。

そんなもんか。ずぶ濡れで体は冷え切っているが最後の

ピークをしっかりと堪能できた。下山後新穂高温泉で空

腹に耐えながら 3 時間バスを待って松本に帰った。 

感想反省 

食糧、ガソリンをケチって後半ガス欠気味となってしま

った。また毎日のエッセンも練られておらず、炊いたご

飯で夜、朝フリカケおにぎりとした日などは気分も乗ら

ず辛かった。 

それとは別問題として 10 日以上の山行をこなすにはま

だまだ体力丌足であると痛感した。 

一人で縦走すると自分の持ち込んだものが全てとなるの

でラターの個数にしても慎重になる。実際大町で買った

3本目のラターの出番が回ってしまった。精神的にまだま

だ弱い事を自覚して、改善すべく来る冬に備えたい。

 剱岳 
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女鳥羽川遡行 

場所：女鳥羽川上流、地獄谷 

期間：2010/9/9 

メンバー：江川、古屋 

道無き道を歩く事で読図能力とルーファイ能力を鍛える

事を目的とする。 

コースタイム 

5:00ボックス集合〜6:15烏帽子岩登山口〜8:35大沢出会

い〜12:00 武石峠〜14:05 烏帽子岩〜15:10 登山口 

天気曇り昼過ぎから晴れ 

ボックスで小平、ラブリー（古屋）合流し、準備を始め

る。小平に電話が有り何やら長話をしている。実家が泤

棒に入られたらしい。母親一人で相当テンパっているよ

うなので、小平は山行中止にして諏訪に向かわせた。 

ラブリーと二人で出発。天気はすっきりせずじめじめし

ている。登山道が地図とは違うが気にせず進み、道がな

くなったところから沢に入った。小さな堰堤を巻いた先

に、大きな堰堤が待ち構えていた、そこを超えると泤が

堆積し水が干上がった場所に出た。何とも残念な姿だ。

その先いったいどうなるのかと不安になる。 

しかし、そんな不安は境沢出会いを超えたところから吹

き飛んだ、規模こそ小さいが、滑床の瀬や、ゴルジュが

出始める。ゴルジュの先に 3 メートル程の滝が有る場所

が出てきた。両側は崖で、水に深く削られている。意外

に深く胸まで浸かってしまった。滝を超えるところでロ

ープを出した。 

細い沢なのに岩魚が泳いでいる。こんなところで釣りを

したら一瞬で全滅かななどと考えながら進む。 

大沢は地獄谷と１：１で合流していたそこを超えるとさ

らに細かい滝や滑床の瀬が連続し始めた。５〜１０メー

トル程の滝を直登、ロープを出してクリア。傾斜は無い

が滑る。案の定ラブリーが 2 度程滑ってテンションをか

けてきた。 

烏帽子岩から来ている尾根と沢の合流点あたりに不動滝

にでた。右俣と左俣に分かれている。この辺りから読図

が怪しくなってきた。このとき判断していたのよりも、

実際は下流にいたのだが、もっと上流にいると勘違いし、

尾根に取り付き登り始めた。途中、何度もコンパスで方

向を確認、ずれてはい無い。登る事約一時間、読図が正

しければ道に出るはずだが、尾根上に這い上がってきた。

ここで間違いに気づくが、尾根をつめれば必ず道に出る

場所なのでそのまま突き進む。武石峠（地図上の武石峠

よりは上の峠、標識上は武石峠）に出た。現在地を確認

し、しばらくゆっくり休み、下山を開始。 

一般車通行禁止の林道を突き進む。登山道は思いのほか

踏みあっとがしっかりしている。今回は読図の練習なの

で細かく場所をチェックしながら下りた。烏帽子岩から、

登ってきた場所を確認した。やはり登った尾根は、思っ

ていた尾根より一つ下だったようだ。 

登山道は最後まで踏み後がしっかりしていた。 

出だしこそがっかりしたが、ルーファイ、ロープワーク

とすべてがこぢんまりと収まった楽しい山行だった。こ

の山行では、何を練習する、という目的意識をもって登

る事で楽しみ方はいろいろあることに気づいた。 

今回読図を間違った大きな原因は、かかった時間の割に、

距離は進んでいなかった事が上げられる。上部と下部で

似たような地形が出てくる場合には注意が必要だ。登る

前からよくよく地図を読む事で間違いを減らせるだろう。 

感動をありがとう 

北岳バットレス（第四尾根） 

場所：北岳バットレス（第四尾根、ピラミッドフェース） 

日程：9月 17日（金）～19日（日） 

メンバー： 小平貴則（会 2） 江川信（会 3） 

行程： 

反省・感想： 

 去年からずっと行きたかったバットレスについに行く
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ことができた。しかし下調べをしっかりしていたにも関

わらず、いくつかのミスがありピラミッドフェースは登

らないという結果に終わった。 

 まずルーファイ能力がまだまだだった。バットレス沢

を上がる際、沢沿いに登っていき途中から尾根に乗りあ

がるのだろうと予想はできていたのだが、実際いくつも

踏跡があると惑わされてしまっていた。とにかく自分の

考えに自信を持って選んだ道を行く。それで間違えたら

能力向上につながるだろうけど、これではそれ以前の問

題だ。慎重に自信を持って歩くということを心がけよう。 

 第四尾根自体は難しくなくザイル操作などを身につけ

るという意味では良い場所だと感じた。壁のルーファイ

もややこしくなく混んでいなければスムーズに登ってい

くことができるだろう。核心は下部岸壁までとそこから

四尾根取り付きまでのルーファイだ。下部岸壁ではｂガ

リー大滝を登ったのだけれど、待っている際上で人がト

ラバースしているなら落石には要注意だ。今回も落石が

ヒュンヒュン降ってきて危なかった。 

 江川さんとツルベで素早く登っていこうと思ったのだ

けど３つ前にいたパーティーがやたらと遅くすっごい待

たされた。途中からガスって寒いのに一時間待ちという

ことも何度かあり結局 8時間かかり北岳山頂到着。もう

うんざりだー、と思ったけどそういえば今って三連休じ

ゃん！ということに気付く。それじゃあ明日は沢山人が

来るのではと思い、テンバに戻ったら何だこれはー。テ

ンバを埋め尽くすほどのテントの数。明日は 2：30に起

きて一番乗りで取り付きに行こうと意気込みシュラフに

入る。 

 翌日は素早くエッセンを済まし 3：00に出発。自然と

力んで暗いにもかかわらず突っ込んでしまった。案の定

沢の方へ行きすぎてしまい道を探さなければならなくな

ってしまった。暗い時こそ慎重に行く。 

 初日偵察していた沢につき登って行ったのだが、どん

どん登ると五尾根支稜の左側へ来てしまっていた。すで

に明るくなり五尾根支稜に到着するとすでに多くの人が

順番待ちという状況が出来上がっていた。江川さんすみ

ません、完全にやる気を無くしてしまいました。偵察段

階で道を間違えていたことは致命的で、もっと調べてお

くべきだった。 

 今回感じたのは、現役だけで本チャンに挑戦すること

はすごく効果があるということだ。ＯＢの方がいるとや

はりどこかで頼ってしまう部分がある。今回一緒にいた

のなら、間違えず五尾根支稜についていてこのような失

敗はできなかっただろう。自分立達でできる範囲で一歩

ずつレベルアップしていこうと思った。 

 最後にテントを忘れツェルト泊となってしまいすみま

せんでした               小平貴則 

中央アルプス縦走 報告書 

期間：2010/09/21~2010/09/23 

メンバー：河野卓朗(L)・菅野直道・奥中大智 

記録（河野卓朗） 

 

一日目（２１日） 

6:50 桂小場 発 

8:20 野田場 

11:00 胸突きの頭 

11:35 西駒山荘 

13:50 頂上山荘 

一日を通して濃い霧に包まれた行動だったため、現在地

の把握が困難だった 

３人ともに睡眠不足（と二日酔い）で辛い行動となって

しまった 

２日目（２２日） 

5:50 頂上山荘 発 

9:30 檜尾岳 

11:00 熊沢岳 

12:20 東川岳 
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12:45 木曽殿山荘 

14:40 空木岳 

16:00 擂鉢窪避難小屋 

・相変わらず天気は芳しくなく、濃い霧と強風の中の行

動となった 

・この日は計画を変更して、行程を伸ばした 

・避難小屋の居住性は抜群で、十分な休息がとれた 

・１７時ごろから雨が降り出し、１８時からは更に雷雨

へと天候が悪化した 

・翌日もこの天気なら、空木岳のエスケープから下山す

ることに 

３日目（２３日） 

5:50 避難小屋 発 

6:30 南駒ケ岳 

8:35 越百山 

9:10 越百小屋 

12:45 伊那川ダム 

13:45 行動終了 

・朝の時点では風・霧のみで、雷雨は無かったため、当

初の予定通りに行動することに 

・３０分ほど歩き、稜線上に出ると雨が降り出しやがて

雷雨へと変わった 

・雷の中稜線上を歩く事が危険なのは言わずもがなでは

あるが、それ以上に恐怖を感じた 

・越百山まで進んでも天気は相変わらずであったため、

予定変更し伊那川ダムへと下山することに決めた 

・登山口まで下りても携帯が圏外だったので、電波の届

く所までさらに歩く羽目になってしまった 

・その後無事タクシーを呼び、無事に下山することができた 

反省 

・１日目は寝不足と二日酔いでコンディション最悪だっ

た。今後気をつけなければ。（全員） 

・持参したお茶が尐なかった。準備段階での確認不足。 

・今回はレトルトを使ったが、それだけでは物足りなか

った。これは、卖純に量の問題であったとおもう。 

・朝の出発が予定より２０分ほど遅れた。１年生だけで

気が抜けてしまった。 

・高さのある岩から転落してしまった。一歩の油断が重

大な事故につながる。（K） 

・結局、予定外のエスケープルートを使った。計画の段

階で、もっと多くの事を想定しておかなければいけな

いと感じた（河野） 

・水分をもっと意識して摂るべき（奥中） 

・基本的には、岩場の通過なども難なくこなせた 

・道間違いの修正が早くてよかった。チームとして機能

していたと思う。 

・３人とも米炊きの成長を感じた 

・天候が最悪だった割に、楽しかった 

感想 

奥中大智 

今回の山行で自分が特に感じたことは、気持ちの持ち

ようで体力やコンディションが大きく変わってくる、と

いうことだ。自分が先頭に立って歩いた時、ルーファイ

やペース配分を考えながら能動的（前向きな気持ち）に

歩いていると、ふしぶしの痛みも和らぎ精神面の大切さ

を実感した。 

反省点としては、入山前日にお酒を飲みすぎて二日酔

いになったこと、さらに寝不足も重なり体調が芳しくな

い状態で山行の初日を迎えたところだろう。 

天候には恵まれなかったものの初 1 年生だけ山行は楽

しかった。しっかりと集中しなければならない所は真面

目にこなし、しっかりと和むべき時は、全力で気を抜い

た。最終的に雷雤のため途中敗退をしたが、それでも悪

天候の中、一年生だけで乗り越えた山々は得るものがあ

り、そして何よりも困難を楽しめたことが一番の収穫だ

ったと思う。 

感想反省                河野卓朗 

 今回がリーダーとして初めての山だった。そこでリー

ダーならではの反省・感想を持つことが出来た事が、自

分にとっての一番の収穫であったと思う。 

 第一に計画の大切さについて。今までは計画に乗っか

って山を歩くだけだったが、計画を立てる事に初めて挑



 70 

戦できた事で新たな一歩を踏み出せたと思う。しかし今

回の自分の計画には甘い部分が有った。結果的に、リー

ダーである僕の想定外の道を使って下山した。計画段階

での想定の範囲が狭かったのだと思う。あらゆる行動を

想定した上での計画でなければ意味がない。 

 そして二つ目、先頭を歩く難しさ。今まではだいたい

リーダーの後ろをついて歩いていた。しかし先頭を歩く

となると、足元だけでなく、向かうべき道へと目を向け

なければならず、地図とも睨めっこしなけらばいけない。

これが難しいのだけれど、楽しい事であると気付けたの

は良かった。 

 今回の山行はとにかく天候に恵まれなかった。しかし

終えてみると楽しかったと思える。それは、全ての事を

一年生だけでこなせたという達成感から来るものだろう。

行動中はいつも以上の緊張感を持ち、テント内ではいつ

も以上にリラックスした。下山の日はどうなることかと

思ったが、そこも何とかなった。三日間だったが、とて

も濃い山行だった。また一年生だけで、そして来年は後

輩を連れていけるよう頑張りたい。 

木村とも一緒に登りたかった・・・。   菅野直道 

 今回の縦走は初の１年生だけの山行ということでいろ

いろと心配していたところもあったが、想像以上に楽し

く悪天候の割には楽しい山行になった。初の１年生山行

だったので多くの不安もあったものの、全体を通して特

に多くの事故もなくこなせたのでよかった。 

今回の山行では仲間と山に登る楽しさを再認識すること

ができたのが大きな収穫だった。今回の山行によって得

られたものがたくさんあるので、今後の活動に上手く活

かしていけるようにしていきたい。 

戸隠岳山行報告書     文：土田孝浩 

期間 10/16~17 

行程西岳～高妻山 

メンバー：L小平貴則、土田孝浩、河野卓郎 

行動記録 

16日 

7:00 晴れ 行動開始 

10:45 曇り 弁慶岳 

11:30 晴れ 八方睨 

15:00 曇り 一不動避難小屋 

早朝車で鏡池まで田中聖に送ってもらう。田中は体調不

良により今回の山行は不参加。 

紅葉の鏡池はとても美しく長居したくなるが、我々はも

っと奥を目指して行く。 

西岳方面の登山道は蟻の戸渡りコースと比べるとやや脆

く所々急ではあるが、特に問題はなかった。弁慶岳から

八方睨みまでは、砂利や根っこで滑りやすくなっており、

滑落に対して警戒が必要。1年のタクロウ君もよくあるい

てくれた。八方睨みから一不動避難小屋までは部分的に

泤でぬめった斜面が出てくるが問題なし。

 

17日 

5:00 晴れ 起床 

6:10    出発 

7:10    戸隠牧場到着 

当初予定していた高妻方面は下山後のプランのためカッ

ト、まぁ、来年リベンジすんべ。 

この避難小屋では環境への考慮で携帯トイレブースが設

置されている。 

ウン袋を投げる小平 

沢沿いについた登山道を下っていく。秋山らしい風景を

堪能し、ものの1時間程で今回の山旅は終了。下山すると
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そこは牧場の朝。すがすがしい気持ちで帰宅の途につく。 

12月 ※12/4 八ヶ岳は別冊報告書参照 

赤岩尾根 報告書       文：小島 弾人 

期日：2010年 12月 11～12日 

メンバー：土田・小平・小島・田中・河野・菅野 

10日 

 かのうで夕食を食べ、伊那組の車で大谷原の橋まで入

り、道路脇にテントを張って就寝。 

11日 

4：30 起床。棒ラーメンを食べる。土田・小平・聖の 3

人がビーコンを忘れたことに気付き、小平と聖が小平の

車でＢＯＸまで取りに戻る。他の 4人はテントで待機。2

人が 8：30頃戻り、8：48出発。 

10：02 西俣出合に到着。オーバーズボンを履く。 

2年生が渡渉点を探し、尾根に取り付く。 

12：05 1 本。15～20ｃｍの積雪。ワカンで軽いラッセ

ル。 

13：32 2000ｍ付近。聖がばてる。 

14：15 ＴＳ 

 紅茶と砂糖の量が尐なかった。ＭＳＲボトルから白ガ

スが尐し漏れていた。 

明日はザイル 2 本、スノーバー3 本、登攀具、医療缶、

ツェルト、赤旗を持ってアタックしようと話し合い、就

寝。できれば爺ヶ岳まで行きたい。 

12日 

4：30 起床 

6：15 出発 快晴。 

7：28 1本。赤旗が邪魔で、ここから先使うこともなさ

そうなので全て残置した。 

    深いラッセル。左右の切れた狭い場所が所々に

あり、慎重に進む。 

8：50 高さ 4ｍの岩が出てきた。ロープを出して岩を越

える。先を見ると、稜線に出るまでに同じような

危険個所があと数ヶ所ありそうに見える。時間切

れになりそうだったこと、加えて雪の状態が悪く、

雪崩れそうだったことから、引き返す。 

10時過ぎ テントに着き撤収。ポール袋を無くす。 

10：30出発。 

12：20 西俣出合。  13：55 車に着き、帰路に着く 

 

 反省点の多い山行だった。ビーコン忘れについては、

出発前にきちんと確認すべきだった。ＭＳＲももっと注

意深く扱うべきだった。 

 敗退したことは悔しいが、いつかまた登ってみたいと

思う。 

木曽駒ケ岳：～白き洗礼～ 

日程：１２月１８日～１９日 

メンバー：L小平（農、会２） 土田（理、会２） 小

島（理、会２）ルート：将棋頭山～木曽駒ケ岳 

１８日 

５:００ 伊那の小平宅出発。雪が軽く舞っている 

５:２０ 桂小場到着。冬はゲートが閉まっており、林道

を歩かねばらない 

５:５８ 入山口到着。たいした距離ではないけど、林道

はうっとうしいものだ 

６:３８ 1500m付近で一本。冬も始まったばっか、さす

がに雪はほとんどない 

７:２０ ノダ場到着。良いペースで高度を稼いでいる、

というかラッセルねーなー！ 

７:５２ 1966mの小ピークで一本。徐々に積雪が増して

きた。雪が降っており、上空は風も強そうだ。 

９:０６ 2300m付近で一本。もう稜線直下に来てしまい

ました。最後は脛辺りのラッセルまでの積雪。雪尐ない

とやっぱ早いなあ。稜線は風強いのでヤッケ装着！アイ

ゼンも 

１０:５４ 将棋頭山で一本。風強く視界悪い。ホワイト

アウトになり、見えるはずの小屋がどこにあるのか全く

分からない。地形図を頼りに、考えられる道を全て見て

いく。にしてもクソ寒いし、風強いしで顔やばい～！俺

の股間も凍りつきそうなぐらい痛い… 

１１:４０ 西駒山荘到着。無事着きましたー！結局一本

取った場所から尐し先にあり、ホワイトアウトの恐ろし
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さを実感。三人とも黒くはなっていないが顔に違和感あ

り。冬期小屋を使わせていただく。偵察しようかとも話

したが状況が悪いので小屋で休む。 

１９日 

５:００ 起床。快晴、最高のピークハントが期待できる。 

６:３０ 出発。 

８:００ 木曽駒山頂。寒いし風強いけど、快晴ならなん

でも OK!最高の山頂であった 

９:４７ 小屋到着。途中で Fixの練習で２０分使用。 

１０:１５ 撤収し出発 

１１:３５ 一本。下りは信大ルートから 

１２:５０ 桂小場着。無事下山！ 

 

反省・感想 

 二年のみの山行ということで、自分たちだけに集中で

きるため正直気が楽だった。更に自分らの甘い部分も表

れた。 

 一番の問題はホワイトアウト時のルートファインディ

ングや、行動の取り方であった。実際一年を連れていた

場合今回のような動きはとれないだろうし、とりたくも

ない。稜線に出た段階で視界は完全に悪く風も強く寒い

状態であった。状態としては良くないが、２０m先ぐら

いは見えていたので何となく出ている夏道を歩いて行っ

た。ここで、もっと地図を見ながら歩いていくべきであ

った。何度も言ったことがあるため歩いていれば着くと

いう感覚でしかなかった。そのため細かな現在地が把握

できていなかった。そのボロが現れたのは将棋頭山につ

いてからだった。一本とっている間に地図で現在地を確

認していたら、小屋を過ぎてしまっているのではないか

という問題が生じた。実際のところ、小屋はほんの尐し

先に行けばある。しかし視界が悪くそんな事には気付く

わけもなかった。 

 しばらく休んだ後、とりあえず戻ることにし今来た道

を引き返すことに。小屋は尾根の伊那側に存在するはず、

とにかくそっち方面に張り出す尾根を見つけよう、そう

いった考えで歩いて行った。しかしそれらしき尾根は一

つだけ。更にかなり急な尾根で見覚えもない。しかしあ

るかもしれないので慎重に歩いて行った。その時小屋ら

しき黒い塊が見えた。おっ、小屋があるじゃないか！と

喜んだのはつかの間、近寄るとそれはただの岩にすぎな

かった。気を落としながらこの尾根ではないので下の稜

線に引き返す。こんなことをしているから絶望感で一杯

かと思われるかもしれないが、三人ともこの状況を楽し

んでいた。大げさな表現かもしれないが、ホワイトアウ

トを経験したことのない僕らにとってこの状況は新鮮な

もの。この時こそ己の能力が発揮されるものと奮起して

いた。しかし楽しんでいると言いつつも各自危機感を持

ち、小屋を見つけることに目と頭をフル使用！ 

 と、そんなときガスが尐し切れ目の前に長い尾根が目

に見えた。と同時に土田がここをトラバースしていけば

あるのではないかと提案。まさに今見えた尾根に続く道

でもあるため、とにかく行くことにした。さあ、今度こ

そ小屋よ現れろ！進めば進むほど期待で高鳴るこの鼓

動！これでなければどこにあるのだろうか？そして…つ

いに小屋を発見！三人とも絶叫。やっとたどり着いたよ-。

反省点は有りますがとにかく小屋に入り冷え切った体を

温めましょう。 

 これがホワイトアウト時の行動である。地形図で把握

していればこの先に小屋があるとはかったはず。ただパ

ニックにならず落ち着いて、一つ一つ可能性を潰してい

き見つけたのは良かった。また三人バラバラにならず一

緒に行動したのも良かった。しかし、ここに一年がいた

と考えると、とても見せられた姿ではなかった。経験が

浅かったためにこのようなことが起きた。そして今回の

体験は非常に良かったと感じる。ホワイトアウトの怖さ、

読図の難しさ等々得るものは大きかった。今後につなげ

ていく。 

 木曽駒アタックは最高！ただそれだけ。Fixの練習も

でき、風も強かったので効果的な練習となった。そして

スノーバーも最高！稜線でもこんなに役立つのかと見直

してしまった。この後ある冬合宿に向けて良い山行であ

った。 
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1 月 

甲斐駒黒戸尾根：神降る修験道 

日程：１月１４日～１５日 

メンバー：小島・小平・土田（会２）、奥中・河野・菅野・

田中（会１） 

行程： 

１４日 

３:３０ 起床 部室寒いー 

４:１０ 部室出発 

６:００ 竹宇の駒ケ岳神社到着 晴れ 

７:２０ トラバースから尾根に取り付いて一本。快晴、

雪無し、順調に進む 

８:３０ 横手への分岐を尐し上がり一本（１６２８ｍ）。

横手からの道にはトレースが付いていないので竹宇の方

から人が多く入っているようだ。 

９:４０ 刃渡りの尐し前で一本。雪は有るが尐なく、ト

レースもしっかりついているが逆に滑って歩きにくいの

でアイゼンを装着。 

１０:５０ 黒戸山の下で一本。2000mを越えても雪は

20cm程度。急な登りではあったが快調に進むことができ

る。 

１２:１８ 七丈小屋への登り途中で一本。岩小屋からこ

こまで階段や鎖場の連続。登りは問題ないが下りはかな

り悪そう。天気は快晴。甲斐駒が良く見えすっごいかこ

いい！ 

１２:５０七丈小屋到着。徐々に雲が張り出してきて雪が

舞い始めた。 

１５日 

４:００ 起床 

５:３０ 出発。ガスっており寒い。視界が悪いがずっと

尾根上なのでルートは大丈夫そう。 

６:３０ 2700m付近で一本。雪が降っている。一か所鎖

のある岩の乗越しがあり、腰紐でセルフをとらせながら

登らせた。 

７:３０ 甲斐駒山頂。ガスで視界が見えない、あっとい

う間についた感じであった。 

８:０４ 2750m付近で一本。岩陰で一本を取ったのだが、

その岩のてっぺんに剱が三本立っている！ 

９:１０ テン場に戻る。 

１０:００ 出発。下山開始、天気は徐々に悪くなってき

ている。 

１１:１７ 五丈岩小屋で一本。悪い場所の連続、一度懸

垂をする。 

１２:３０ 刃渡りを渡り切って一本。下りるほど天気は

良くなっているので、上空だけ悪いみたいだ。 

１３:５０ 1000m付近で一本。アイゼンを脱いだらやは

りみんな転び始めた。 

１５:００ 駒ケ岳神社到着。最後のピッチは土田が先頭

でばんばんとばしていった。 

反省・感想 

夏に黒戸尾根行ったとき、冬行ったら結構な難場にな

るのだろうと思っていた。そんな黒戸尾根に行く計画を

し、緊張するとともに楽しみでもあった。２年の実力で

どこまで安全に登ることができるのか。 

 実際行って感じたのは雪がかなり尐ないということ。

トレースが付いていたとはいっても、積雪自体は樹林帯

の中で２０cm程度。冬合宿に聖岳で相当の積雪があった

ので、かなりのラッセルを覚悟していたので拍子抜けで

あった。单アの韮崎側の尾根ということで、地形的に積

雪の尐ない場所なのかと感じた。 

 そんなわけで予定していた黒戸山へあっという間に到

着してしまい、時間もかなり余っているので七丈小屋を

目指すことに。刃渡りでは Fixは必要なく、足場がしっ

かりしていたためそれ程危険ではなかった。これも予想

外なことで、夏は結構悪い印象しかなかったのだが雪が

つくことで逆に歩きやすくなったようだ。 

 五丈岩小屋からは梯子や鎖場が続いた。登りでは危な

くはなかったが梯子の連続は相当うんざりする。七丈小

屋に着いた時は時間的にもちょうど良く、良いテン場も

あった。 

 ここで、テント設営の際時間がかかってしまった。一
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年への指示がうまくいかなかったためだ。 

 まずテン場に着いたらガチャを外させ一か所にまとめ

る。その後テン場を指定し整地に取り掛かる。テン場の

指示は全員で確実に共有させる。その後とりあえずテン

トを出させてテントを張る。この時人員に余裕があれば

団装を出させるが、いなければまずはテントを立てる。

それでから団装をまとめる場所を指示し出させ、それと

同時に一年を中に入れる。あとはいつものとおり。この

ような流れで次の唐松ではやってみようと思う。とにか

くいかにスムーズに進行させていくかを常に考え一年を

動かしていく。 

 二日目のアタックは距離が短いこともあったが、かな

り順調に行ってこられた。感じたのは一年のアイゼンワ

ークが良くなってきていることだ。まだ心配な時もある

が、アイゼンに慣れてきているようだ。甲斐駒山頂は視

界が悪く何も見えなかったが、それぞれの心には１つの

山行で登った山頂として刻み込まれた。 

 長期山行の後の週末山行では物足りない物を感じるが、

一つ一つを大切にして技術や体力を高上させていこうと

思う。 

1月 八方尾根 報告書 

メンバー 小島（会 1）小平（会 2）河野（会 1）奥中（会

1）菅野（会 1）中嶋（会 1） 

期日 2011年 1月 22日～23日 

 

22日 

 朝 5 時に BOX 集合、小平と聖の車で出発。7：40 に白

馬の無料駐車場着。雪。ここで聖と別れ、靴とヤッケを

着る。8時過ぎにスキー場を上がり、9：10ワカンで八方

池山荘発。 

 締まった雪の上にサラサラの新雪が３０ｃｍほど積も

っており、風はなく歩きやすい。 

１０：１０八方池。夏道の杭やケルンがあちこちにあり、

迷うことはなかった。 

１１：２０ 2300m 付近。尾根が分かれて下山時に迷

いやすそうな場所は、赤旗を立てながら登った。スキー

ヤーが 3人、前を登っていた。 

 １２：４０ 2460m 付近。雪が多いのでテントではな

く雪洞を掘ることにした。尾根から赤旗を刺しつつ单斜

面に５０ｍほど降り、上を踏み固めてから掘り始めた。 

 １５：１０完成。広く快適。ヤキソバと豚汁を食べる。

みんな疲れて眠そうだった。 

23日 

 4：30 起床。雪。酸欠気味で火器の調子が悪いので入

口を開ける。雪が積もっており苦労した。アタック装備

で外に出てみたものの、雪が腰以上の高さまで積もって

おり、天気が悪く視界もあまりなかったため、稜線まで

上がってしまうと今日中に下山するのは不可能だと判断

し、このまま下山してしまうことにした。装備を詰め直

し、６：４０発。 

 下りでは身長以上のラッセルとなり、先頭は空身、荷

物を後続が持って後に続き、尐しずつ標高を下げていっ

た。 

 2170m 付近、分岐で 1 本とる。ホワイトアウトで、遠

くの木がかすかに見える状態。 

休憩中に 2 年 2 人で軽く回りを偵察し、道を確かめる。

前日に刺した赤旗は埋まっており発見できなかった。 

１０：４０八方池を越え、第 2ケルン。スキーヤーが 10

人ほど上がってくる。 １１：４５八方池山荘、１２：

２５駐車場着。小島と渉は小平の車に乗り、他の 3 人は

温泉に入ってから電車で帰る。車組は新谷先生宅へお邪

魔し、雪下ろしをする。白馬は雪が多い。カンパと温泉

割引券を戴いたので車組も温泉に入ってから松本へ帰還。

新 谷 先 生 、 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。            

紛失：赤旗 3本 

感想 

 唐松岳は行けなかったが、1 年と雪洞が掘れたのはよ

かった。去年、田辺さんから教わっていてよかったと思

う。もっと製作時間を縮められるように経験を積みたい。

また、みんな未体験の雪の深さとラッセルの難しさを味

わうことができたのも、良い経験になったと思う。眺め

が全然よくなかったのは残念。聖と小平は車出してくれ
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てありがとう。 

2 月  中央アルプス縦走（途中敗退） 

日程：2月 6日～2月 10日 

メンバー：小島弾人 小平貴則 土田孝浩（会 2） 

ルート：中央アルプス主脈縦走（将棋頭山～越百山） 

2月 5日 

つい最近山岳会をやめた農学部 3年古屋氏に、自慢の軽

トラで桂小場まで乗せて頂く！ 

寒く澄んだ空には満天の星空が広がる。19：30荷就寝し、

明日から始まる中央アルプス縦走に期待を膨らませる。 

2月 6日 

4：30 起床 

5：50 出発 天気は晴れで暖かい陽気 

6：20 林道を終え、登山口に到着 

7：40 1620m付近。雪はまだ深くないのでツボ足で進む。 

8：50 1870m付近。途中から和カンを履きラッセルがい

よいよ始まる 

9：57 大樽避難小屋 

11：25 6合目到着。晴れ 

12：10 樹林帯を抜け、稜線へ出る。 

14：30 西駒山荘 

10日分の荷物と深いラッセル…というか表面がやたらと

固く中は軟らかいというやりづらいラッセルに苦しみ、

予想以上にペースは上がらない。6合目では土田の足が

つりそうになり、2人で先に進み稜線で待っていた。快

晴陽気で体力的にしんどい日でもあった。稜線上は気持

ち良かったけど、なかなか進まない。風も強い。12月に

ここへ来た時は小屋を探すのに 2時間近くうろついてし

まったが、今回はさすがに一発で見つけ快適な冬期小屋

へ。小屋って素晴らしい、外がどんなに吹雪いていても

関係ない！とにかく体力の回復に努めこの日は就寝。明

日からは毎日稜線歩きが続くから気を引き締めて行こう。 

2月 7日 

4：30 起床 風が強く視界がない 

9：20 出発することに 徐々に晴れ間が見えているが風

は強い 

10：05 出発 

11：10 Ｐ2779付近で一本 

12：15 頂上山荘着～駒ケ岳ピストン 

14：00 宝剣山荘到着（Ｔ.Ｓ.） 

やはり一度来ているルートは先が分かっているので、多

尐の安心感がある。とはいえ風が強い。昨日の疲労を抱

えながらであったのでペースはゆっくりであったけど、

確実なアイゼンワークで馬の背も難なく進んでいく。駒

ケ岳への登りは斜面をただ歩くだけで、割と凍りついて

いるので注意が必要であった。宝剣山荘でのテン場づく

りは吹き溜まりをひたすら掘り出しテントを建てた。い

よいよ明日は核心の宝剣！無事乗り越えて行こう 

2月 8日 

4：30 起床 

5：30 宝剣の偵察に出発 

8：30 撤収をし出発 

10：40 核心の下りを抜け、Ｐ2858で一本 

12：55 Ｐ2700で一本 

13：55 檜尾小屋到着 

15；00 テン場を作り終えＴ.Ｓ. 

朝起きて、宝剣をいきなり超える前に一度空身で偵察に

行こうという話になった。空身で用意を済ませ、とりあ

えず山頂まで行く。自然なラインで山頂まで行くが、急

斜面のトラバース、不安定な雪質の雪稜など緊張の連続

であった。 

一度行けば二度目は多尐楽、しかし下降が難しそう。ど

うやっていこうか考えながら、まずは一本目の懸垂下降。

岩の下をくぐったりと不安定ではあったものの、無事通

過。そこから気の抜けない岩稜歩きが続き、岩峰を巻く

所で Fixを張る。雪の所ではスノーバーが絶大な効果を

発揮する！そして、宝剣の核心部分を抜け切った時の達

成感、安堵感は相当なもので、とにかく無事で何より。

檜尾小屋まではアップダウンのある尾根歩きで、ガスっ

てはいたが一歩一歩順調に歩を進めて行く。やはり長期

縦走は歩行ペースが非常に重要で、ゆっくりでも同じペ

ースで歩いて行くことが大切なのだと感じる。その日の
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テン場は快適で、ぐっすりと眠りにおちる。 

2月 9日 沈殿 

この日に事件が勃発。朝団体装備訳をしていると、「あれ

っ！ガソリンなくね」一気に血の気が引いて行く。確か

にガソリンが尐ない。今後の行動日数を考えてもガソリ

ンが 4ℓはあったはず。必死に雪の中を掘り起こす。無い

わけがない、とにかく雪の中にあるんだ、雪の中にあっ

てくれ！ガソリンの存在を祈り、一心に掘り起こす…が

…無い。過去を振り返ってみると、宝剣小屋に置きっぱ

なしにしてきたのではないか？その時の自分が悔やまれ

るが無いものは仕方がない、この先の行動はできないの

でやむを得ず敗退を決定。檜尾尾根からの下山を考えた

が、過去に事故が起きているし視界も全くないので今日

は沈殿し明日下りることに。檜尾避難小屋の凍り付いた

扉を一生懸命に開け、沢山食べ気持ちを落ち着かせる。

ラジオから流れるのは「はるかり」という歌手が歌う「浪

漫飛行」。女子旅気分でうたいました～。なんだこりゃ。

ひどいなあとか、たわいもないことを話して、それなり

に沈殿を堪能した日であった。 

2月 10日 

5：00 起床 

7：20 出発 

8：30 2350m付近 

11：00 赤沢ノ頭 

13：30 林道まで下山＝バスに乗る 

15：00 駒ヶ根でバスから下車＝松本 

この日は最高の天気で、一日中無風快晴であった。こん

な日に下山というのも気が引けるが、赤く染まった中央

アルプスをしばらく目に焼き付けてから下山開始。やは

り過去に雪崩事故があったこの尾根なので、皆慎重にな

っていた。事故があったと思われる場所は明らかな雪崩

斜面で、なるべく尾根上を一列になりながら急ぎ足で通

過。非常に緊張した瞬間であった。上部の 2350mまでは

ルーファイや、不安定な足場の通過、岩稜の巻き型等難

しかったが、全員が集中していたので安定して下ってい

た。赤沢の頭を越えたあたりから尾根が分かりにくくな

っていて、一度尾根左の雪の深い斜面へどんどん入って

しまった。尾根は隣に見えるもの、そこを下れば良いと

いうのは下から分かったのだが、雪が深い！斜面もきつ

いからこれでは胸までのラッセルである。必死になって

足を上げながら上にいる 2人と何とか合流。道を外した

と感じたらすぐに引き返しましょう。林道に出たらちょ

うどバスが出発する所だったので、全力で駆け込み乗車。

あっという間に終えたこの縦走を振り返りながら帰路へ

着いた。 

燕岳～常念岳～蝶ヶ岳 

日程：2月 19～2月 23 

メンバー：L土田孝浩 小平貴則 小島弾人 

奥中大智 河野卓朗 田中聖 中嶋渉 

19日アプローチ中房温泉 20日燕山荘 

21日常念小屋 22日徳沢 23日下山

(>_<) 

3 月 

仙塩尾根縦走 

日程：３月２日～３月１０日（実動８＋予備２） 

メンバー：小島弾人（会２）小平貴則（会２）土田孝浩

（会２）奥中大智（会１）河野卓朗（会１）田中聖（会

１）中嶋渉（会１） 

ルート：地蔵尾根～千丈ヶ岳～塩見岳 

３月１日 

今年の春山で最長の山行がいよいよ始まる。予定では８

日間とまだまだ長いとは言えないが、自分たちにとって

は冬山において初めての長さ。様々なハプニングや感動

が起きるのだろうと想像しながら市野瀬へと向かう。市

野瀬までは農学部の同じクラスにいる女の子２人と、中

央アルプスでお世話になった古屋さんに車で送っていた



 77 

だく。やっぱり女の子の送迎って素晴らしい！本日は登

山口手前の駐車場で前泊。 

３月２日 

４:３０ 起床 

６:００ 出発 前日軽く雤が降っていたが、今朝は晴れ 

８:１５ 登山道分岐点過ぎのトラバース部分：このトラ

バースが長い 

１０:２０ Ｐ１９８３：ここからの下りが分かりにくい 

１１:４０ 松峰のトラバース部分で一本：雪は多いが道

は分かりやすい 

１２:４５ 松峰とＰ２０８７のコル：Ｔ.Ｓ. 

予備も入れ１３日分の食料となるとやはり重い。始めの

１ピッチはほぼ雪がないとはいえ、ペースは上がらずゆ

っくりのスタートとなった。しかしそれは仕方がないと

考え、余裕を持って考えた行程なので毎日確実にこなし

ていこう！始めの長いトラバース付近から雪が多くなり

ワカンによるラッセルがスタート。ただこのトラバース、

とにかく長い。やっと終えたと思うと、道の分かりにく

い登り。ルーファイをしっかり行いガツガツ歩いて行く。

Ｐ１９８３で一本を取り、現在位置を確認しながら下り

るべき尾根を探すが、ここは地形図でも分かる通りいく

つも尾根が派生している。上空はガスっていて目印とも

なる松峰が確認できない。偵察を２方向に出すなどして

何とか進む方向を決めるが、若干の不安を抱えながら歩

きだす。目の前にはだだっ広い雪原！地形図にあるよこ

の場所。一瞬ガスが晴れると目の前には松峰らしきもの

が！良かった～、一気に不安が吹っ飛んでいく瞬間であ

った。松峰を夏道通り巻くか直登するかで迷ったものの、

雪崩の心配はなさそうだし、巻き道には赤テープがしっ

かり付けられているので巻き道から行く。その先のコル

は松峰避難小屋がある場所で、雪に隠れて確認はできな

かったが、予定通りここでテン場とする。もっと進める

かとも思っていたけど、まあこんなもんでしょう。 

３月３日：ひなまつり 

４:３０ 起床 

６:００ 出発：曇り 

７:４５ Ｐ２０８７ 

９:００ 地蔵岳への登り途中で一本：時々晴れ間 

１０:３０ 地蔵岳直下で一本：晴れ 

１２:００ 地蔵岳先の小ピークで一本 

１３:２０ ２３５６ｍ先のピーク直下で一本 

１４:５０ Ｐ２４２２先（Ｔ.Ｓ.） 

この日はひなまつり。女の子はいないんでそんなこと関

係ないですよ。翌日が千丈ヶ岳へのアタックとなるので、

樹林帯ギリギリまで行っておこうと思っていた。計画で

もそのようになっていたため、長い行程ではあるが焦ら

ず進めた。ラッセルが徐々に激しくなっていて、どんど

んと交代していくものの後半はまさに自分との戦い。気

合で足を上げ踏み込んでいく、この作業は一定ペースで

辛さが来るのでリズムを作れば良いのだが、そんな考え

ではスピードは落ちグダグダしたラッセルになってしま

う。常に全力疾走な気分で疲れたら迷わずチェンジ！先

頭は必死に道を切り開いていく。ラッセルを終え後ろを

見たとき、自分の付けた道が一直線になっているのを見

たときに気分は最高だということがある。あとこのラッ

セル、卖調だが激しい作業。こんなとき頭の中では出発

前に良く聞いていた音楽が再生されている。しかもサビ

の短い部分がエンドレスで延々とリピートされるのだか

ら気分は良くない。ラッセルを終え後ろについてからは、

ルートを確認するのはもちろんのこと、意中のあの子の

ことを考えてしまうのは皆同じだろう。帰ったらどうア

プローチしようか、あの子のこんな時の表情はどんなも

のか、あの子ってこんなときどんなこと思うのだろうか、

あの子は僕のことをどう思っているのだろうか、やっぱ

あの子って素敵だよなあとか…長くなってしまったけど、

女の子の存在ってのは男を悩ませ時としてやる気を出さ

せ、自信を失わせる。だけど僕はあの子のためならこの

身を犠牲にしてでも幸せにしてあげたい。そんなことを

テントに入っても、シュラフに入ってもひたすら考えて

います、僕は。他の方はどうでしょうか？どうせ考えて

いるのでしょう。 

３月４日 
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４:３０ 起床 

６:００ 出発：曇り時々軽く雪 

７:４０ ２００ｍほど登った樹林帯の中で一本 

９:２０ ２８５０ｍ付近の岩場の影で一本 

１０:４０ 千丈ヶ岳山頂：晴れ、風強し 

１３:１０ 大千丈ヶ岳を越え、２７５５付近で一本：ガ

スっており風非常に強し 

１５:１５ 高望池：Ｔ.Ｓ. 

この日の行程は長くて緊張の連続。森林限界までのラッ

セルはかなり順調で予想以上に早く千丈ヶ岳直下まで抜

けた。天気は快晴で風は強いもののそれ程気にならず進

む。登りの途中でアイゼンを履くため、隊を二つに分け

次の一本で合流。千丈ヶ岳へは危険個所は無く慎重に登

れば山頂に着くといった具合である。ただ山頂かと思い

きやまだ先であった…なんてことが２度ほどあり、心砕

かれるが山頂は広く快適な場所であった。そこから大千

丈ヶ岳を超える道のりが、雪庇の張り出した狭い尾根歩

きであったので再び気合を入れなおし出発。なんだかん

だ疲れている、けどしっかりした足取り。大千丈の下り

が分かりづらく、雪の斜面を下りるか、雪交じりの岩場

をクライムダウンで下りるか迷う。どちらでも行けそう

であったが、岩場の方から下る。とにかくルーファイが

難しかった。安全な場所まで下り、大千丈を振り返って

みると、こんなところを下りてきたのかあと思わずため

息をついてしまう。さあ、ここまで来たら後は高望池ま

でただただ歩くのみ。みんな水筒の中はほとんど空で、

レーションも底をつき始めている。疲れで言葉も尐なく、

時間も遅いので気分は良くないけど、最後の１ピッチは

頑張った。やっと着いた―、って気分で整地を行い肉を

食う！明日は短いのでしっかり休みましょう。 

３月５日 

４:３０ 起床 

６:００ 出発 

７:２０ ２４９９付近で一本 

８:３０ 横川岳山頂 

９:４０ 横川岳の下り２４００ｍ付近で一本 

１０:５０ 野呂川越の先２３６７ｍ手前で一本 

１２:００ ２４８８ｍ登り手前で一本 

１３:００ ２５００ｍ付近で一本 

１４:１０ Ｐ２６９９手前：Ｔ.Ｓ. 

地形図ではゆとりのある１日を期待していたものの、実

際歩いてみるとなかなか進まず、結局一日フルでの行動

となってしまった。思うように行かないものだなあと感

じながらも頑張って歩いた。横川岳周辺は雪が深くラッ

セルが大変。下りでは多くの木が邪魔をし、突然ズボっ

たり、転んだりで戦意喪失。快晴だったので間ノ岳など

非常にきれいに見え、すごく気持ちよかった。ずっと樹

林帯の中であったため、精神的には楽。とにかく体力勝

負な一日であった。翌日の三峰岳アタックに向けできる

限り樹林帯を進むことができ良かったと感じる。 

３月６日 

４:００ 起床 

５:２０ 出発：雪 

６:４０ ２８００ｍ付近で一本 

８:３０ 三峰岳山頂：雪、風強し 

１０:００ ２７６１ｍで一本：ここまでの下りは緊張 

１１:５０ 熊ノ平小屋：Ｔ.Ｓ. 

三峰岳へアタックの日、しかし天気は雪。風も強いが行

動できないほどではないので出発！三峰岳直下まではア

イゼンによる軽いラッセル。風も強いので急ぎ足で向か

い快調なペース。山頂登りの岩場のルーファイが微妙で

あるが、比較的登りやすい所から山頂へ出られた。Fix

を出すかきわどい部分でもあったが、結局出さずに上が

る。ここは出した方が良かったと後から感じる。山頂か

らの下りもしばらく悪場が続き気は抜けないものの、皆

アイゼンワークが安定しており比較的ルーファイに集中

して歩けた気がする。広く安定した場所へ着いた時はや

はり安堵感がたまらない。熊ノ平小屋へは雪の深い下り。

雪庇と雪崩斜面に気を付けながら小屋へ到着。テン場を

作成している一方で、翌日スムーズに稜線へ上がれるよ

うラッセル隊が稜線までのトレースを付けて行く。この

山行もいよいよ終盤に差し掛かりこれまでの行程を皆で
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思い返す。 

３月７日 

４:００ 起床：昨夜から大雪 

５:１５ 出発：大雪 

６:２０ 安部荒倉岳 

１０:１０ 新蛇抜山：尾根の分岐で道に迷う。１時間ほ

ど周囲の偵察 

１２:３０ ２５４２ｍのコル：雪、風弱し 

１４:００ 北荒川岳：テン場探しで先へ偵察隊を出す 

１４:４０ ２７１９ｍ付近：Ｔ.Ｓ. 

昨夜からの大雪で大量の雪が積もっている。せっかく作

ったトレースもこれでは全く意味がない。残念だけど、

深いラッセルに耐えつつ何とか稜線へ。稜線も深いラッ

セルで、樹林に入ったり出たりを繰り返す。とにかくラ

ッセル、ラッセル、ラッセル…。新蛇抜山からのルーフ

ァイが非常に長く考え込んでしまった。歩いている時間

に比べ距離が短すぎるという考えがルーファイを鈍らせ

ていた。おまけに視界は全く効かない。考えられる尾根

を探り何とか道を見つける。安部荒倉岳を尐し進んだ部

分から派生する尾根と、ここの尾根が平行であるため、

どっちにいるのかで迷いこんでしまう。自分たちのスピ

ードを真摯にとらえ、すすんでいる距離の希望と現実の

距離を考え分け、冷静に読図することが重要。そこから

先は何の問題もなく北荒川岳まで進むが、これがとにか

く長い。まだ着かないの―、とか思いながら一本の時間

になるのが辛い。北荒川岳付近でテン場にする予定であ

ったので、そこからテン場探しに偵察隊を出す。ちょう

ど風もなく広い場所があるので、そこをテン場とする。

それにしても一日中降り続いた日であった。明日のアタ

ックに対し、冷静に考えねばならない。 

３月８日：沈殿 

これから塩見岳をアタックするにあたり、この日の行程

では雪崩の危険性が非常に大きいことを考慮し、晴天で

はあったものの沈殿することに。昼ごろ塩見岳の斜面で

雪が崩れているのを見て行かずに良かったと胸をなでお

ろす。山に入ったら予備日は全て使うものだと考えよう。

下界でやりたいことがあるから予備日を使わず下りたい

とか、行程を短縮して早く下山しようとか、そういうの

は止めましょう。山に入ったからには下界のことなど一

切気にせず目に前に山に集中するべし。これまでの長い

行程もあったので、疲れも取れ良い沈殿日となった。 

３月９日 

４:００ 起床 

５:３０ 出発：快晴。気持ちの良い朝焼け… 

８:３０ 塩見岳直下 

９:１０ 塩見岳山頂：眼下の猛吹雪 

１１:００ 塩見小屋：雪と風がやばい。 

１２:１０ 権右衛門山 

１３:４０ ２５１２ｍのコル：Ｔ.Ｓ. 

この山行最後のピークへアタックの日。朝出発時は最高

の天気で、最高のアタックができると期待。塩見岳基部

までガンガンと進んでいき、山頂直下までも非常に快調

なペースで進んでいく。やっぱり１日レストするとこん

なに違うのかと、休むことの大切さを実感！塩見岳の山

頂は感動は全くなかった。というより目の前の光景にド

ン引き。吹雪じゃんって落ち着いている余裕ないし、さ

っさと下山だ―！完全にガスで隠れてしまう前に下るべ

きルートを目に焼きつけておく。下りのルーファイはそ

こまで難しいものは無いが、場所によってクライムダウ

ンなど悪い。更に寒さと風の強さで、顔面凍傷は仕方な

いと思い切り、ルーファイに専念する。塩見小屋は雪に

埋まっており確認できなかったけど、この辺りだろうと

いう場所でやっと一本を取る。やっと落ち着ける瞬間。

ここから権右衛門山へのルーファイが重要。真剣にルー

ファイを行い一発ＯＫ！完全に道は分かる場所まで行き、

そこからはラッセルをどんどん交代していきこの日のテ

ン場へ。翌日の工程も考えラッセル隊を出し、本谷山手

前のピークまで全力で進む。疲れているけど翌日下山な

ので、皆のためにとトレースを残すことに専念…しかし

風が強い。雪も降っている。引き返す時にはすでに埋ま

っていましたよ。残念、だけどそこまで無駄でもなく、

偵察にもなったのでよしとしよう。 
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３月１０日 

４:００ 起床 

５:４０ 出発：快晴 

９:００ 本谷山を過ぎて一本 

１０:１０ 三伏峠小屋 

１３:００ 鳥倉林道からの登山口 

１４:２０ 小渋橋：タクシーに乗り下山＝松本 

いよいよ最終日。長かったけどこれで最後。そう思うと

短かった気がしてしまうけど、最後まで頑張っていきま

しょう。前日のラッセル隊で本谷山だと思っていた所は

まだまだ手前のピークで、本谷山はもっと山と言われる

ほどの山でした。この辺りは電波が入るので、ここから

タクシーを予約。雪は深く明るい樹林ではあるものの、

道が分かりづらく自信を持ちながら進むということはで

きない。やっぱり気分的に不安な要素があるとガツガツ

ラッセルで進む気にはなれない。ここだっと分かってい

るとガンガン進めるが、三伏峠小屋手前はだだっ広い場

所で小屋の位置が完全には分からない。ガンガン進んで

しまって小屋を過ぎているなんてことになってしまった。

幸い近くに小屋があったので一安心。三伏峠からの下山

道を探すのが厄介と聞いていたが、しっかりと地形図を

確認し地形もみていればそれほど難しいものではなかっ

た。この道は何となく夏道に雰囲気が雪の上からも分か

り、つづら折りに下っていけば良い。しかし、それに気

を取られていると、ふと広い斜面へ入った時進むべき方

向を見失ってしまった。迷いやすい場所だそう。何とな

く斜面を横切った方向に道が続いてそうだったので、そ

っちの方を偵察。あった、よかった、引き返し再出発。

そこからは何の心配もなく下っていく。長い道のりで、

下りてからも林道がひたすら長かったけど、これまでの

行程を思い返しながら歩いていた。お互いの会話はほと

んど存在していなかった。小渋橋でタクシーを見たとき

は思わず手を振ってしまった。 

 今回の長い山行は自分たちにとって得るものの大きい

ものであった。来年はもっと長い山行を積み重ね強くな

っていこうと感じた。         ■ 

編集後記 

大変長らくの間この報告書にお付き合いして

いただいた皆様、途中ですっ飛ばして最後の

ページをチラ見してしまった皆さま。お疲れ

さまでした。 

当会も週に複数の山行計画が組まれるように

なり、報告書も無駄に分厚くなってまいりま

した。このままでは読みにくく報告書の資料

的価値も大変低いものとなっていしまいます。

なので今年度から編集方針を変えていこうと

思います。 

具体的な話は現役の内で改めて話し合います

が一案として、、、 

・合宿の報告書を分離する 

・個人山行は無雪期、積雪期で分ける 

・2段組みをやめ、そのまま貼り付けできる

ようにする。 

・・・昔のまんまですね。 

要はそれだけ部員が増えたのです。まして来

年は 1年生をわんさかゲットして嬉しい悲鳴

PART2 を上げるつもりなので報告書をよりコ

ンパクト化していく必要があります。報告書

化する時の事を少し意識するとより読み応え

のあるものになるのではないのかと思います。 

「え～、でも書き足りない」そんなあなた

にも用意していますよ→≪魂の叫び≫ 

ええ、どんどん復活させていきましょう。 

“順調にいけば”1 月中には 11 年度上半期の報

告書が上がるのではないでしょうか！ 

お楽しみを。 

 

あと編集委員は複数名立てましょ。こんなの

ムチャぶり以外の何物でもないので 

 

2011年の夏山は不完全燃焼気味だったので来

年頑張ります。          つちだ
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☆メンバー紹介 

江川 信（会 4） 理・生 昭和 62年 4月 22日 O型 

         今年度前期リーダー。岳と学を両立し、見事大学院に合格。 

これで安心して遊べますね。来年の目標はズバリ｢鹿島槍北壁｣ 

土田 孝浩（会 3）理・物理 平成元年 10月 12日 A型 

           今年度後期からリーダー。果たして務まるのか。地元の皆は就職しているぞ。 

最近かなり怪しい我流ベジタリゕンやっています。あと MTB買いました。復学しまし

た、講義楽しいです。でもだらだらもしたいです。なので時間が足りません。 

小平貴則（会 3）農・森  平成 3年 3月 16日 A型 

           農学部の頼れるゕニキ。尋常じゃない筋力で１１台を次々落とす。来年は１２か。 

こいつが酔った時は気をつけろ。油断すると後ろからガブリだ。↓以下被害者達 

小島 弾人（会 3）理・化 平成 2年 11月 5日  B型 

               あの弾人が逞しくなって帰ってきた。数々の山行を重ね。徐々にではあるが確実に 

             実力を付けてきた弾人。最近ちょっとしゃべるようになってきたし。この冬その真価 

が問われる！ 

田中 聖（会 2） 農・森 3回生 平成 2年 7月 27日  A型   

          山岳会の宴会番長。人生設計はしっかり組んでいる様子。学業や山岳会の活 

動はしっかりやっている半面、母親連れの幼児に笑顔で駆け寄る、危ない一面 

も持つ。今春の中ゕ全山頑張って。 

奥中 大智（会 2） 農・森 平成 3年 6月 30日  O型 

          Q 年末の一大べントは？ 

          A  奥田民夫のライブ。      ・・・おい 

河野 卓朗（会 2） 農・森   平成 3年 7月 1日  O型 

           山の実力もさることながら、時折スケールのデカさを感じさせる男。卓朗。 

           来年は登るのか？飛ぶのか？潜るのか？。乞うご期待。 

中嶋 渉（会 2） 教・言     平成 3年 9月 9日   A型 

           山岳会きっての超実力派。そこに岩があると聞かば、西へ東へ。最近 

交通事故に遭ったけど、それでもすぐ治って、登っちゃう。そんな奴。 

菅野 直道（会 2） 人・文   平成 3年 12月 12日  O型 

               流行に敏感な彼の携帯はもちろんスマートフォン。メガネもオシャレ。その 

卓越した情報収集能力で山岳会に貢献。１１年の夏合宿後に脱退を表明 

ラブリー（古屋 諒）農・森 2012の年度から大学院へ 

           当時３回生、もたつく事もあるが、憎めないやつ。その屈託のない笑顔は人々 

       を癒す。（P６７参照）農学部中原寮寮長となった彼は１０年プレ冬後に脱退表明 

隠しキャラ 

木村：スマー。夏合宿まで参加 オリガ:ロシゕ人のおねーちゃん Honda:教育学部 izawa 
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2010年も 

 

一年間、 

よく頑張りました。 
 

 


