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新人合宿 

日程：5/21～26 

記録 

1 日目 晴れ 

先発隊    後発隊 

5:55 出発   6:05 

6:45  砂防ダム  6:55 

7:45  二俣    8:05 

8:20  一ノ沢   9:55 

11:30  岩魚留小屋 12:10 

12:30  出発   12:50 

15:10  力水   15:35 

16:30  徳本峠 T.S. 17:15 

 昨年同様、自家用車で徳本峠入口まで乗

り入れた。一年生は約 30 ㎏の歩荷、辛そ

うであった。徳本峠直下のつづら折りに雪

が残っていた。 

 

2 日目 晴れ 

6:00 起床 

7:35 出発 

11:20 明神登山口 

13:10 横尾山荘 B.C. 

今年は上級生の数が少ないため、偵察隊

は出さずに進んだ。道に残っている雪が薄

く、キックステップで渡るのに緊張を強い

られた。一年生が渡るときは上級生がスポ

ットに入った。 

 

3 日目 晴れ 

3:30 起床 

4:45 出発 

6:00 本谷橋 

10:00 雪上訓練開始 

12:40 終了 

15:50 本谷橋 

16:50 B.C. 

本谷橋をこえてからは雪渓が出てきた。

雪渓は薄く夏道沿いに進んだが、夏道には

いやらしく雪がついており雪上歩行に不

慣れな一年生の通過に時間を要した。雪上

訓練は直登・直下降・トラバース・斜登降

を行った。 

 

4 日目 曇りのち雨 

3:30 起床 

4:40 出発 

5:40 本谷橋 

8:45 雪上訓練開始 

9:40 終了 

12:50 本谷橋 

13:55 B.C. 

 前日同様、ペースはあまり上がらなかっ

た。涸沢に着いた時点でどんよりとした雲

がかかっており、9:30 ごろには雨が降り

出した。雪上訓練では前日の復習を行った。

帰りは雨と疲れが溜まっているせいかバ

テてしまった一年生がいた。長時間雨に濡

れていることを考慮して、歩ける者は先に

帰らせ、バテた者は上級生がついて後から

B.C.へ帰ってきた。 

 

5 日目 晴れ 

3:00 起床 

4:50 出発 

5:40 一ノ俣 

6:35 槍沢ロッヂ 

7:30 ババ平 

8:45 大曲 

9:30 雪上訓練開始 

12:30 終了 

13:50 ババ平 B.C. 

 今年は一年生のペースが上がらないこ

とや前日の悪天で雪上訓練が十分にでき

ていない。一年生の体力を考えると 1 日

で横尾から槍ヶ岳には行けないと判断し

たため、最終日の雪上訓練はババ平にベー

スを上げ、槍沢で行った。上級生も本気で

ある。この日は槍ヶ岳で使うであろう直登

と直下降を入念に復習した後、ピッケルス

トップを行った。 

 

6 日目 晴れ 

3:30 起床 

4:45 出発 

6:00 大曲 

8:00 殺生ヒュッテの横 

9:05 槍の肩 

9:40 頂上 
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11:40 槍の肩 

14:10 ババ平 B.C. 

 ババ平から大曲までは雪渓が不安定で

緊張した。一年生は雪上訓練を終え槍ヶ岳

に登れるとあってウキウキしていた。去年

同様グリーンバンドを超えたあたりから

みんな騒ぎ出した。下りはシリセードした

りしなかったりでサクサク降りた。 

 

7 日目 

5:00 起床 

7:30 出発 

7:55 槍沢ロッヂ 

9:40 横尾 

10:25 新村橋 

12:40 河童橋 

 マカポテを食った。墓参りをした。温泉

はさいこうだ。 

 

反省 

会 1 

〇安西 

私にとってこの新人合宿は初めての山

登りであった。初めての経験ばかりでなか

なか自分の中で思うようにいかないこと

も多かった。以下はそのことについて触れ

ることで反省文という形にしたい。 

まず真っ先に思い浮かぶのが歩荷を含め

た体力不足だ。約 30 キロの荷物を持つこ

とは今までなく想像以上に重く体力的に

きつかった。しかしそれだけでなく脚力や

背筋など体自体が弱かったため最後まで

持たなかったのだと思う。そしてしんどく

なるにつれて注意力が散漫になってしま

った。また雪訓ではバランスの悪さにより

直下降を含めた歩行技術をあまり習得で

きなかった。 

次に朝ラーやプレ火などの行動が遅くな

ってしまったことだ。朝ラーは流れ自体知

らなかったこともあるが軍手をはめずに

鍋を持つというとんでもないことをして

しまった。焦っていたからというのは理由

にならない、時短できるところはしてやる

ことをやっていこうと思う。またシュラフ

をたたむのが遅くほかの人に迷惑をかけ

てしまった。次から頑張りたい。 

最後に今になって思うのは自己中心的に

考えていたことだ。自分のことばかりで精

いっぱいになりテントの中であったりコ

ールを回すことであったりほかの人がや

ってくれるからいいかという気持ちがあ

ったと思う。確かに私は全体から見ても一

つ一つの行動が遅かったから周りのこと

をする余裕があまりなかった。だからこれ

からの山行ではささっと自分のことをす

ませ少しでも協力するようにしたい。 

 

〇大川 

･反省 

一週間山で過ごす中で何度も失敗し、何度

も反省したが、自分の中の一番の反省点は

五日目の朝にテント内で火器を炎上させ

てしまったことである。事前に受けていた

火器ゼミでも火器の取り扱い方法につい

ては学んでいたのに、自分の不注意でガス

が出た状態のままプレ火をしてしまった。

今回は近くにいた上級生が素早く対応し

てくださったおかげで大事には至らなか

ったものの、山での“不注意”は遭難に繋が

る重大事である。当たり前のことではある

が、まずはやるべきことをしっかりとやろ

うと思った。また、今回の反省をこの先忘

れずに、用心堅固に、謙虚に行動していこ

うと思う。 

･感想 

SAC に入会して初めて山に入った今回の

新人合宿。全体を通してみて、楽しかった

という気持ちがとても強く残っている。も

ちろん、辛いことやしんどいこともたくさ

んあったが、それ以上に楽しかったと思え

ているのは、今の自分に与えられた、この

恵まれた環境のおかげだと思う。語り合い、

高め合える同期。頼もしい上級生。そして、

ただただ大きかった山。他では絶対に得ら

れないものがここにはあった。SAC に入

って良かったと心から思えた。これからの

山行でもこの初心を大切にしていきたい。 

また、山で過ごすにあたって、自然と人と

の関係だけでなく、人と人との関係の難し

さと大切さを感じた。仲間とはいえ他人と
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共に生活する中で、想いやりをもって行動

し、言葉にして自分の想いを伝え合うこと

が自分自身においても、会一においても、

これからの課題になると思った。 

最後に、今回、槍アタックは厳しいかもし

れないという状況になった中、私達をなん

とか山頂に登らせるために長い間話し合

い、対策を立ててくださった上級生の方々

には本当に感謝の気持ちでいっぱいであ

る。これからも、一所懸命について行きた

いと心から思う。 

 

〇川地 

安全面に関する反省、エッセンまたは朝

ラーに関する反省、そして最後に全体の感

想を述べる。 

 まず最初に安全面に関する反省だが、大

きく分けて 2 つある。 

 １つ目は落石に対する注意である。体力

が残り少なくなり、疲弊しているときは、

落石の注意を怠ってしまう場面が度々あ

った。いつ、どこに落ちてくるか分からな

いという危険性を自分は十分に理解でき

ていなかった。今後の山行では、今回の合

宿で先輩がおっしゃっていた、「疲れてい

るときこそ上を見る。」をモットーに山行

に臨みたい。 

 2 つ目はピッケルの持ち手とピックの向

きである。ピッケルの持ち手に関しては、

落石や足の踏み場に対する注意に意識が

集中してしまい、間違えるケースが多かっ

た。やはり慣れないうちは自分が今足を滑

らせたら体がどちらに滑っていくかとい

うことを常に意識して歩を進める必要が

あるようだ。ピックの向きに関しても同様

である。特に雪面では上り下りが切り替わ

る場所が多かった。そういう場面でもキッ

クステップばかりに注意がいきすぎない

ように心がけていきたい。 

 次に、エッセンまたは朝ラーに関する反

省である。今回の合宿では軍手やライター

を下に落としてしまったことが非常に反

省すべき点である。新人合宿の反省会で先

輩がこのようなことをおっしゃっていた。

「軍手やライターが濡れて使えなくなれ

ば、それだけ隊の作業効率が落ちる。」幸

い今回は私の軍手やライターが使えなく

なることはなかったが、もしかしたら隊全

体に迷惑をかける事態になっていたかも

しれない。自分には責任感が足りていなか

った。今後の山行では十分に注意していき

たい。 

 最後に、新人合宿全体を振り返って、私

は非常に楽しかった。特に槍ヶ岳の頂上に

着いて辺りを見渡していた時は最高の時

間だった。だが、同時に自分の体力不足を

実感させられた合宿でもあった。声援をか

けてもらえる時があり、最初は嬉しかった

が、だんだん自分にばかり声援が浴びせら

れている現状がとても悔しくなってきた。

今後の山行や日々のトレーニングを通じ

て回りのペースに遅れをとらない体力を

身につけていこうと思った。 

 

〇後藤 

「はぁ、疲れた」「あぁ、痛い」歩荷一

日目の行動中、私の頭を占めていた。まず

はこの原因を考え反省とする。SAC での

初めての登山では歩行ペース、コール、一

本や間隔のあけ方、さらにはガッシャーに

いたるまですべてに不慣れだった。ゼミで

一本については聞いていたが腰を下ろし

ただけで頭の中はフル回転、レーションを

食べる、斜面に背を向けない、水を回す、

地図の確認、記録。気づけばあと三分。そ

んな一本が続いた。いい加減慣れろよと自

分に言ってもなぜか休んだ気になれなか

った。ガッシャーの背負い方が気になりだ

したのは三本目の休憩あたりから。肩が痛

かった。腰ベルトをきつくしたり、肩ベル

トを緩めたり、姿勢を変えてみたりと自分

ではいろいろ試したつもりだった。それで

も足りなかった。上級生にアドバイスをい

ただき楽になった。「装備の機能は入山前

に熟知しておくこと」できていなかった。

力水からの九十九折の登り、同期が苦しそ

うだったがかけられる言葉はガンバのみ

私自身コールを回す、上方注意が限界だっ

た。体力不足、注意不足に反省。 

 二日目。この日は全体での行動で隊列が
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長かった。必然的にコールは一回では回ら

ない、周りにどれだけ気を配れるか。そん

な戦いだった。一年の中では最後尾を歩い

ていた私と竹田の仕事はコールを回した

人に届く返事だ。それが聞こえなければ中

ほどの人が混乱する。どこまで回ったのか

最後まで届いたのか、それを知らせるのは

私の役目だった。が、できていない。テン

ポを遅らせて返事をするなど今考えれば

いろいろあったと反省する。一本時に雨蓋

のジッパーを閉めることを指導される。手

元に目が行き過ぎていた。岩トレの指導で

全体を見ろと言われていたのにだ。 

 雪訓。いわれないとできない。いわれて

もなおできない。自身の低レベルさにいら

立ってきた。疲れなど言い訳にならない。

山の恐怖を上級生が全力で指導してくだ

さっているのになぜ吸収できない。ピック、

キックステップ、上方注意何度言わせてし

まったことか。これについては反省ではな

い。3 日目以降こんなことなど常識でなけ

ればならない。それができていない現状は

論外だ。雪訓から一週間位経つが未だに何

が反省で何を得たのか整理ができていな

い。ただわかるのは自分が何かから逃げて

いた。今は逃げずに向かう覚悟ができてい

なかったことに反省している。 

 生活。初日のテン場で到着後の行動を学

んだ。テントの立て方から個装の入れ方、

エッセンの手順まで一通り教えていただ

いた。大きな反省点はエッセン時の気遣い

と作業のスピードだ。周りを見ろと言われ

続けているのにエッセン時にはまた自分

のことで手いっぱいだった。上級生の作業

を変わろうとするのは当然、同期の鍋持ち

も気遣いでいくらでも協力できたはずだ。

作業のスピードは軍手を素早くつけるこ

とからからパッキングまでいろいろな作

業があるがどれもこれも遅かった。慣れて

いないというのは今後言い訳にならない、

自分で試行錯誤し全体行動に迷惑が掛か

らないよう改善したい。 

 

〇竹田 

高校生の時からずっと憧れていた信州

大学山岳会。この新人合宿を乗り越えれば

本格的に山岳活動が始まる。裏を返して言

えば、ここで挫折してしまっては夢が夢で

終わってしまう。そのことが怖くて、入会

以来新人合宿という壁を前にずっと震え

ていた。その一方で、久しぶりに山に入れ

るという喜びと、何よりも、信州大学山岳

会の一員として山に登れることへの期待

があった。 

登山行動における反省を挙げれば、枚挙に

いとまがない。山側に背を向けない、常に

上方注意を怠らず、自身もまた落石を発生

させない様に細心の注意を図る、返事は大

きく、後方にコールを回す、ピッケルの持

ち手、ピックの向き、雪上におけるしっか

りとしたキックステップ、、、全て合宿の中

で強く注意を受けた。また生活技術の面で

も SAC 伝統のやり方・流れがまだまだ新

鮮で先輩の行動の早さに驚いた。特に朝起

きてからの 1 分をかけた準備は、命に直

結する行為だということを覚えた。 

以上に挙げたのはほんの一例に過ぎず、ま

だまだきちんと反省すべきことは沢山あ

るが、これらのことは今後の週末山行で体

が覚えていくことであり、ひたすら山に入

って山で生活することで習慣化されてい

くだろう。問題なのは意識だろう。僕は先

輩方に怒られるのが怖かったし、純粋に嫌

われたくないなと思っていた。だから雪訓

で、実はステップが安定していないのにた

またま先輩がそれに気づかずに注意され

なかった時はホッとしてしまったし、他に

もその様なことが多々あった。簡単に言え

ば「怒られないためにこれこれをする」と

いった感じだろうか。しかし、合宿が終わ

った今思いを巡らすと、先輩方の注意は、

そして僕たちがしている一つ一つの行動

は、そんな次元の話ではなく、命にダイレ

クトに関わることなんだと思わされる。先

輩方のあの怒号は僕らが死なないための

怒号であったはずだ。また僕が作るステッ

プの一つ一つは僕が死なないための確固

たる足場でなければならないはずだ。それ

なのに「怖いから」「嫌われたくないから」、

その場しのぎの半端なステップに、自分は
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足を、いや命を乗せていたのだ。「死んで

いてもおかしくない」。そういう意識が今

の僕には完全に足りていなかった。そして

この意識は、とりあえず山に入っていれば

身につくものではない。常に意識していか

ないといけない。このことを今後強く肝に

銘じて山に入ります。 

槍の登頂について。先輩方の「登らせてあ

げたい」という熱い想いと、会 1 の「絶対

に槍に登る」という必死な想いが形となっ

た。山頂で会 1 の一人一人と握手を交わ

し、これからもみんなで一緒に強くなって

いきたいという思いが溢れてきた。槍の上

からは山々がずーっと広がっていて、そこ

ぜーんぶ歩きたいと思った。槍はでかかっ

た。そして、自分は驚くほど小さかった。

それに気づけて良かった。 

最後に。本当の「強さ」って何だ。まだハ

ッキリとは分からないけどこの山岳会で

見出せる気がする。だから、ひたすら山に

入ろう。ひたすら岩を登ろう。まだ行った

ことのない沢にだって雪山にだって行き

たい。そうしているうちにきっと強くなれ

る。僕は強くなりたい。もっと言えば、僕

だけじゃなくて、山岳会として強くなって

いきたい。 

こっから始まる。全力で山やろう。 

 

〇藤曲 

山岳会初山行である新人合宿を終えた。私

はこの合宿を経て様々なことを学ぶと同

時に、山に対する心持ちが大きく変化した。

以下合宿の反省を交えて述べていく。 

今回の合宿を通して学んだことは、一人で

登っているわけではないということだ。初

日に３０㎏の荷物を背負い仲間とともに

目的地を目指す。一本中にレーションを取

り出し雨蓋の閉め忘れで注意を受けた。ま

た山側に背を向けないということも度々

注意を受けてしまった。しかし、それぞれ

の行動にしっかりとした意味があること

を先輩から教えて頂いた。行動の後半にな

ってくると私含め同期の足取りが重くな

る。そんな中、先輩方が一年生に励ましの

声を上げた。私は、それに続き同期を励ま

す声を上げた。仲間を励まし、みんなで登

ることの大切さを感じられた。二日目は平

坦な行動が多く、比較的穏やかであった。

その日の晩飯をみんなで協力して行った。

米を炊く人、おかずを作る人、火を担当す

る人、食事の時でさえ一人一人に責任があ

ることを知った。３日目から５日目は雪上

訓練であった。この３日間は先輩方から注

意を受けることが多くあった。歩行してい

るときのピッケルの持ち手やピックの向

き、また落石の不注意などだ。これらがで

きなければ死に繋がるというのに、私は何

度も注意を受けてしまった。無意識にでき

るまで意識し続けようと思う。また雪上訓

練を行っている際、同期が歩行技術に苦戦

しているときに同期全員で励ましていた。

６日目は槍アタックであった。道中会員全

員で自己紹介をしたり、大声で歌を歌った

りして、会の志気を高めた。このとき私は

仲間と登る楽しさを改めて感じた。私が受

けた注意も、皆で励まし合う声も、すべて

隊である所以であると考える。一人でも落

石注意が欠ければ、隊としての支障を来す

かもしれない。励まし合う声がなければ誰

かが辞退したかもしれない。すべてのこと

が、信州大学山岳会として安全、楽しく山

行を行うために、そして生きて帰ってくる

ために行われていると感じた。先輩に怒ら

れないためではなく、安全に登山するため

に一年生全員で情報共有していきたい。 

次に山に対しての考え方について語る。今

回の合宿を通して山はとてつもなく怖い

と感じた。このように思ったのは、雪上訓

練の３日目の滑落停止訓練のときである。

このときの先輩方はいつも以上に威厳と

した態度で私たち一年生を指導した。一年

生全員滑落停止に苦戦し、先輩方から注意

を受ける。そんな中、先輩二人が「この訓

練はほとんど意味ない、初期停止できなか

ったら、死ぬしかない」と言った。このと

き、一気に鳥肌が立った。一年生全員必死

に訓練をやっているのに、先輩方も今まで

以上に声を張って指導しているのに、なぜ

この訓練を行っているのか不思議で仕方

なかった。再度先輩が「運良くこれで止ま
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ったら生きられるから」と言った。私はこ

のとき山は恐怖でしかなかった。山をやめ

てしまおうとさえ思った。私は高校の時も

山をやっていたが、これだけ死を身近に感

じることはなかった。死にたくないと思っ

た。生きるために限りない努力をする岳人

たちに恐怖と尊敬を覚えた。山には様々な

魅力がある反面、恐ろしさもあることを初

めてくらいに感じた。この体験を胸に日々

の山行をしていきたい。 

 

〇丸山 

 私の新人合宿での大きな反省点は、危機

意識の低さであると感じた。危機意識の低

さが行動中の落石注意を怠ること、ピック

の向きへの無自覚、甘いキックステップ等

や、テント場でのエッセン中の火傷に対す

る不注意、低い濡れへの意識などにつなが

ってしまったのだと思う。新人合宿におい

て、雪上訓練や先輩方からの叱咤を通じて、

山の怖さを感じることができた。特にピッ

ケルストップの訓練では、滑落したら死ぬ

ということを痛感した。この経験を踏まえ

て、高く危機意識を持ち、どのような事故

が起こり得るか想像力を働かせ、安全に山

に登れるようこれからの山行に臨みたい。 

 

〇森山 

 反省 

新人合宿での反省点は大きく分けて二つ

ある。一つは生活面だ。これは反省会でも

指摘されたように、テント内での生活にお

いて他メンバーへの気配りやコミュニケ

ーションが足りていなかった点だ。気配り

やコミュニケーションが自然にできるよ

うになるためには、まず自分の支度をすぐ

に終わらせられるようにしなければなら

ない上に、ただでさえ狭いテントの中で、

お互いに気持ちよく過ごすためにも調理

時等のコミュニケーション、気配りの大切

さを痛感した。二つ目は事前学習について

だ。調理時の手順やプレ火の流れなどの一

回目はなんとかできたが、スムーズにはで

きなかった。また上記で示したコミュニケ

ーション不足に関しては、去年の活動報告

に記載されていたことを見ていたにも関

わらず、忘れていた。それは見たとは言え

ない。また新人合宿で行った徳本峠や涸沢

や槍ヶ岳に関する情報も調べずに行った

がために、道中では道順しかわからず、目

標地点がどのような場所かわからないま

まに到着していた。事前に調べていれば、

山の情報を先輩に頼り切ることもなくな

るだろうし、山行も豊かになっただろう。

上記で挙げた反省以外にも反省点は存在

する。たまたまその時先輩に注意されなか

っただけで、自分で気づいて直したことも

あれば、同期に指摘されて直したこともあ

る。他人も自分も気づかず、もしもが起き

たらどうなっていたのだろうか。恐怖しか

感じない。そのような技術的な反省点は、

先輩が言った「技術に終わりはない」とい

う言葉が響いた。現状に満足せず、臨機応

変に対応できる基礎を築き上げたい。そし

てその行動の意味を理解し、行うことが目

的にならないように、意識付けして行いた

い。 

最後に、ここに挙げた反省や反省会でメモ

した反省は次に活かさねばならない。この

気持ちを忘れずにしっかりと活かしてい

きたい。 

感想 

今回の新人合宿では、山の楽しさを再確認

することができた上に、山の恐ろしさも知

ることができた。だが、それらは氷山の一

角である。これからまだまだ楽しみの発見

はあるし、恐ろしさもあるだろう。それで

も、幼少期に感じていたあの山の楽しさを

再確認することができて本当に良かった。

また団体で登ることの楽しさも改めて感

じることができた。登っているとき、エッ

センをしているとき、登っているとき、と

ても楽しかった。こんなにも真剣な上級生

の先輩方と同期とともに登れたこと、これ

からも登れることに感謝しながら、これか

らも登りたいと思います。いつかこの

SAC を飛び出すときに、SAC に入って良

かった！と胸を張って言えるように、これ

からの山行も安全第一に、それでも楽しさ

を忘れずに行いたいと思います。 
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〇横山 

 今回の新人合宿を省みると、反省すべき

点については枚挙にいとまがないが、真に

反省すべきなのは、山が危険なものである

という認識が欠落していたことだ。山側に

背を向ける、上方注意を怠るなどした結果、

降ってきた落石に気づかず当たる。ピッケ

ルの持ち手や向きを誤った結果、初期停止

に失敗し滑落する。そんなことが起きると

いうのに、自分の中には甘さがあった。い

ずれも、山の危険さ、山の怖さを認識して

いれば取らなかった行動ばかりではない

か。思えば今までの山行でも、一歩間違え

れば死んでいたような、危険な場面に直面

したことがあったが、山行を終えれば大丈

夫だったと済ませていた。しかし、今後も

そういった思考を続けるならば、いずれ命

を落とすことにもつながりかねない。山が

危険なものであるという認識を常に持っ

て山行に臨むことが今後の自分の課題だ。

山行以外でも、事故報告書を紐解くなどし

て、認識を徹底させたい。 

 

会 2 

〇今井 

 今回の新人合宿は、自分の甘さが目立つ

山行だった。 

まず最初に反省すべきは落石である。私は、

槍の肩手前のつづら折りで落石をしてし

まった。落ちていった石は仲間のすぐそば

まで転がって止まった。[落石はしてはな

らない]私が会 1 の時の新人合宿から教え

られ続けたことだ。石を下に落とせば誰か

に当たり、ケガをするということは、考え

るまでもなく判ることである。今回は人に

当たる前に止まったが、石がもう少し大き

ければ誰かに当たって誰かはケガをして

いただろう。落石は大罪である。サッカー

で例えればオウンゴールである。分かって

いながらなぜ落石をしてしまったのか。そ

れは私の甘さが致すところであり、分かっ

ていながら「実際、落石してもどうってこ

とない」と思っていたのかもしれない。一

年生に怒鳴りながら教えていたのに分か

っていなかったのである。 

次はろくに米が炊けないことである。水の

量を間違った。夏ではあんなにおいしく炊

けていたのになぜ炊けなかったのか。それ

は、冬にアルファ米を使っていて米を炊く

ことがなかったからである。あの日の米は

非常にまずかった。「飼料ってこんなだろ

うな」と思った。いや、家畜でも食べない

かもしれない。そんな米を新人合宿の一日

目に合成してしまうという、大失態を犯し

た。エッセンが不味ければたくさん食べる

ことができない、食うのも遅くなって寝る

時間も削られる。結果、疲れを癒せずに次

の日を迎える。更に初エッセンの一年生に

「山の飯って闇が深い」と不信感を抱かせ

たかもしれない。エッセンが山行において

最も重要だということをすっかり忘れて

いたのである。 

本合宿の反省点を挙げれば数え切れない

ほどあるので書かないけれども、自分の心

に留めておいて、これからの山行に活かし

たいと思う。 

 

〇宇野 

 ・個人の反省 

一年生をみるということが本当にできて

いたのか疑問だ。みるということは単に落

石をちゃんと注意しているかなどのレベ

ルの話ではないと感じた。こいつは何を思

ってそれをしたのか、今から何をしようと

しているのか、どんな感情を抱いているの

か、考えだしたらきりがない。二年がただ

の教育係ではつまらないと私は思う。一番

近い存在というのが私としてはしっくり

くる。つまり今回の私は業務的にこなして

いたのではないかと感じる。これから長く

ともに山に入る仲間というよりもいつ事

故を起こすかわからない危険な存在とし

て扱ってしまった。私はそれだけではレベ

ルが低いと感じる。事故を起こさせないよ

うに見ることはあたりまえのことにした

い。 

・医療係の反省 

まず良かった点はエッセンの後にだけ体

調を伺うのではなくこまめに聞いていた
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ことだ。雪訓の途中に体調を聞くことは事

故の防止につながったと感じる。至らなか

った点は事前に想定できた場面を想像し

ていなかった点である。例えばピッケルス

トップのあとはけがの可能性が極めて高

いのでけがをしていることは容易に想像

がついた。また鼻血など些細なことについ

ては医療係の判断を通してしまったこと

は考え物である。すべての情報を伝えるこ

とがいいのか、自分で必要と思ったことだ

け伝えることがいいのか、次に医療係にな

った人は考えてみてほしい。 

 

〇杉本 

 会 2 は１年生をビシバシ指導しなけれ

ばならない。もちろんそこで間違ったこと

を教えるのはあってはならない。自分はこ

れすらできなかった。思えばごく単純なこ

とだ。去年インプットした情報を今年はア

ウトプットするだけ。だがそれができてな

かったし、難しいと感じた。また、今回の

合宿で１年生が山に入る危険性を実感し

た。上級生として１年生を見るということ

が全くできてなかった。行動中はいつこけ

るかわからないしエッセン中も急に火傷

することもある。１年生の疲労がどれだけ

溜まっているのか認知するのも困難であ

った。口頭で聞くだけじゃ基本的に「大丈

夫です。」しか言わないのでそこでも常に

１年生を観察しなければいけないと感じ

た。２年生として初めての山行で、反省と

いうより学びが多かった。それはこれから

噛み砕いて反省していかなければならな

いと思った。 

疲れる１週間だった。「あ、しんど。」。

正直この言葉が、今回の新人合宿すべての

感想である。１年生９人に対して上級生４

人の時もあった。そんなん見きれるわけな

いやろと思った。でもやるしかなかった。

できてたかは分からない。 

 装備係の反省はリーダーに確認せずに

装備テントを選んだことである。火器も予

備として持って行ったのをフルに使って

しまった。 

 記録係の反省はこの新人合宿の報告書

が見にくければそれである。 

 

〇永山 

 ２年目の新人合宿は去年とは見えるこ

とも考えることも全く違った。去年はと言

えば、山もろくにやったことのない新人と

して急に 1 週間山にぶち込まれ、SAC の

基本を学ぶことに必死だったのだから当

然だ。実際、僕が上級生という立場になっ

て一年生を見る中で見えた課題は多かっ

た。特に大きく視野の広さと想像力の 2 点

が強く足りないと感じた点だ。 

 まずは視野の広さ。会 2 という立場は

主に 1 年生の指導になる。1 年生を指導す

るうえで道の状況はもちろん一年生の様

子、体調、隊全体の雰囲気、こうしたこと

に余裕をもって気を配れるだけの視野の

広さが必要だ。この合宿中、僕にはまだ自

分自身のことでいっぱいいっぱいになる

ところが見受けられた。視野の広さを確保

するには自分の事＋他人の事まで余裕を

もちつつ考えることのできる強さが必要

だと感じた。 

 2 つ目は想像力。地形から想像できる危

険性、雪渓に潜む危険、今ここで落石した

ら、一年生の疲労は一週間の合宿でどれく

らいたまっているのか、など、創造を働か

せなければ防げない事故もあればピーク

を踏めない可能性もあることを強く実感

した。 

 視野の広さと想像力はどちらも欠けら

れない力。インプットがなければ考えるこ

ともできないし行動に移すこともできな

い。たとえインプットが十分であってもそ

れを整理して状況を判断する想像力がな

ければ意味がない。これらの能力を山でフ

ルに発揮するにはまだまだ経験が足りな

いことを実感した。 

 今年はたくさん山に入る。そして強くな

ろう。僕はまだ弱すぎる。 

エッセン係 

 今回のエッセン係の不備は多かった。ま

ずは計画段階。計画書の訂正稿を上げるの

がギリギリで会が困惑した。また行動時間

や内容に気遣ってメニューを考えること
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がなかった。他にはエッセン時の新人への

指示と教育はエッセン係がもっと率先し

てこなすことが必要だった。また隊として

計画書のコメの量よりも増やす変更を山

行準備当日にしたにもかかわらずその変

更が隊全員が知らない等連絡、コミュニケ

ーションの部分にも改善の余地はあった。 

会計 

 会計は特に反省事項はない。しかし一度、

新人合宿費全額が入った袋を自分の管理

外においてしまうことがあった。かなりの

金額を管理することになるので取り扱い

には神経を使う必要があります。 

 

〇原田 

 《全体の反省》 

今回の新人は、欠席すると留年する講義が

あったので雪上訓練 1 日目の夕方にベー

ス入りをし、2 日目に雪上訓練をして下山

するという形をとった。この短い 2 日間

でいかに会二として動けるかが大きな課

題であった。 

 まず１日目について、大きな反省点とし

ては隊の帰りが遅れたことに対して、エッ

センを作っておく等の気遣いができなか

ったことである。自分はその時、「新人合

宿だし、一年生がエッセンを作って手順を

覚えた方がいいのではないか？」と考えて

いた。しかし、結果としてエッセンの時間

が遅くなり、就寝が遅れて疲れが残り、そ

れ以降の新人合宿に影響がでるという結

果となった。確かにエッセンも大事だが新

人合宿の中で大きな目的となるのが雪上

訓練である。より良い雪上訓練をするため

にも優先順位を考え、行動するべきであっ

た。 

また、この日については他の会二に比べ、

一年生への指示や合宿についての意見が

少なかった。確かに、途中参加のため現状

が把握できていないこともあるが、そうで

あれば質問をするべきであった。 

 二日目についてはセックン場所にいく

までで一年生への配慮不足が反省点とし

て挙げられる。悪場の通過のときのペース

ダウンなど危険に直結するようなものも

あった。結果として、さらに一年生に余計

な疲労を蓄積させてしまった。その他にも

セックンの時にシュミレーション不足が

あった。会二同士でもっと具体的な進め方

をしっかりと決めておいた方が良かった。

これから隊の第一の方針案をだす会二と

して歩くスピードや一本をとる場所など

しっかりと考えていていきたい。 

《渉外の反省》 

本谷橋のかかっていたことに対して全体

の連絡をしていなかった。他にも行帰りの

交通手段の調査や時間を調べて、全体のメ

ーリングリストにながすべきだった。 

 

会 3 

〇江川 

 今回の新人合宿、自分は今までより余裕

をもって臨めた。１年の時はついてゆくの

に必死だったし、２年の時は１年への指導

でもっと必死だった。その余裕のある一歩

引いた視点で見た時、３年目にして初めて

SAC らしさ、というのがわかった気がす

る。 

 SAC 体操、徳本峠越え、涸沢走り、初

日からガチガチのペミ。一見非合理的で、

ただ３日間雪訓して槍に登るというだけ

なら明らかに不要な労力や行為。けど１年

の始めにそれをやるから我々は SAC なの

であって、「SAC の新人合宿」のためには

いずれも欠いてはならないのだと身に染

みて感じた。それを特に痛感したのが槍へ

のアタックである。 

 天候や雪訓の進行具合、１年生の体調…

それらを考慮したとき、「槍に行かない」

という判断を下すのはある種合理的であ

ると思う。言い方は悪いが、槍なんていつ

だって行ける。けど、小山さんはそうはし

なかった。ベースを移してまで、非合理的

な槍アタックを敢行した。そして、頂上に

立った１年生の表情をみて、それが正しか

ったのだと知った。 

 槍には確かに７月でも８月でも行ける

けど、新人合宿、特に最初の新人合宿で槍

にアタックできるチャンスは一度きり。そ

んなことを恥ずかしながら、３年目にして
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痛感した。ここであの槍の頂上にこのメン

バーで立てたことは、１年生はもちろん、

我々上級生にとっても大きい経験になっ

たと思う。来年も無事に１年生を槍に立た

せてやらねばならない、そう強く感じた。 

 

〇高井 

 【反省】 

 今回の新人合宿で一番考えたことは自

分がすべき SL としての役割ということ

だった。CLである小山さんをサポートし、

会全体を見て目が行き届かない部分をカ

バーすることが求められることなのだろ

う。しかし、そこに何か具体的な行動が示

されているわけではない。何をすることが

サポートであり、どの部分をカバーすれば

いいのか手探りだった。自分の SL として

また、会 3 としての役割を考えたとき、反

省すべき点が大きく 2 点ある。1 つ目は 1

日目徳本峠での登りで 1 年生がバテて空

身で登るということがあった。反省点は空

身になって登るという判断をする遅さと

会 2 へ明確な指示を出すことが出来なか

ったことである。まず、空身で登ると決断

したのが 17時となったのは遅すぎであり、

それよりも前に到着時間を考えて行動す

べきであった。出発から到着、エッセン、

就寝までの全体の時間の流れを甘く考え

ていた。次に、会 2 が判断する部分と会 3

が判断すべき場面というのがあり、会 2 が

判断しかねているのならどうすべきかの

判断を具体案とともに提示すべきであっ

た。2 つ目は私が途中下山し、再び入山し

た後「抜けてしまった部分を埋めるための

努力」が全くしなかった点である。抜けた

日の 1 年生の様子はどうだったのかや雪

訓の状況、怪我の具合など聞くタイミング

はいくらでもあったのにほとんど聞くこ

となく過ごしてしまった。今考えれば、上

級生として無責任な行動であったと反省

した。 

 「会 4 の存在に甘えても、会 2 に放任

してもいけない」と意識し、自分の立場を

意識しながらの言動に心がけるのが合宿

のポイントであるように思う。 

【感想】 

 「できることがないと思っているうちは

ない」と本を読んだときやたらと心に刺さ

った。つまり、この言葉がぐさっとくると

いうことは、自分にはできるという自信と

自負が足りないのだろう。正解などない山

で最適な判断を下すためには正しい知識

と経験を身につけ自信と責任感を持たな

ければならないのだと改めて実感した。 

 3 年目になり、全体を見渡して SAC は

楽しくて、面白いなと思った。 

 

会 4 

〇小山 

 四年目の新人合宿について思うことは

四年生にとって新人合宿は退屈であると。

想像はしていたが仕事は特になく後輩を

見守るだけである。そんな合宿にモチベー

ションは上がらずにいた。しかしはじまっ

てみれば予想以上に楽しかった。合宿とい

う雰囲気のなかに身を置きリーダーとし

て後輩を見ているだけでよいものがあっ

た。感傷に浸るような、伝統というものを

見た気がした。 

 以下、今合宿についての所感 

・上級生の参加率が悪い。一年の始まりで

ある新人合宿だというのに合宿を完遂し

た上級生は 4 人しかいない。新人諸君に

は強制参加を謳っといて上級生は授業や

その他都合で欠席する。これはどうだろう

か。 

・上級生の危機管理が甘い。素人の一年生

を山に連れて行くということは相当の危

険が伴うわけでそれ相応の配慮が必要。特

にセックン、槍ヶ岳アタックなどはなおさ

らである。 

・三年生以上の一年生への介入が過不足

あり。しかるべきところではしっかり指導、

注意が必要だがそれ以外ではすべて二年

生が行うべき。ただ二年生の指導含め口出

しする箇所しっかりする。その塩梅は個人

やその年の会の方針でも変わってくるが

上級生はそこでも頭をつかわなければな

らない。 

・一年生の疲労やコンディションを上級



13 

 

生が把握する。そのためにも会話が必要。

今回私はこのコミュニケーションをさぼ

ってしまった。 

・寂しい。今回同期の山口は就活のため欠

席。やはり寂しかった。 

 

夏合宿 

≪行動記録≫ 

〔１日目〕 

14:30 BOX 集合→16:30 扇沢駅バス発

→16:46 扇沢駅着→17:20 行動終了 

この日は前泊で扇沢駅へ。不安と期待を胸

にパスタを食べて明日に備える。 

 

〔２日目〕 

3:00  起床 

・先発隊 

5:00 出発→9:45 蜂の事故で停滞→10:50

出発→11:45 内蔵助平→17:00 真砂沢ロッ

ジ T.S. 

・後発隊 

5:10 出発→9:50 蜂の事故で停滞→10:50

出発→11:45 内蔵助平→17:30 真砂沢ロッ

ジ T.S 

一年生が歩荷をしての真砂沢ベース入

りの日。天気は雨が心配されていたが、ほ

ぼ曇りで留まった。スイカを指名性にした

ため、指名された一年生は特につらそうで

あったが皆頑張っていた。内蔵助平手前の

地点で先発隊の大川、安西、高井さんの三

人が蜂に複数箇所を刺され、一度処置のた

め停滞するというアクシデントが発生。現

場の様子を見に行った小山さんも刺され

るなど中々バタバタした。見てみると登山

道のちょうど足を置くところの下に蜂の

巣があったようだ。ロッジで確認したとこ

ろ黒スズメバチだったようだ。バタバタし

たが、一度全員が合流し、蜂の巣がある箇

所を避けてトラバースして内蔵助平に到

着。その後、多少メンバーを調整した後、

二隊に分けて出発した。適宜、怪我をした

一年生の荷物をもつなどして、なんとか真

砂沢に日が暮れる前にたどり着くことが

できた。 

 

〔３日目〕 

雨のため沈殿 

 

〔４日目〕 

・偵察隊  

4:30 起床→5:30 発→6:02 長次郎出合

→8:00 岩小屋→9:50 真砂沢ロッジ 

・八ツ峰隊  

4:30 起床→5:45 出発→6:40長次郎谷出

会→8:20 熊の岩手前で敗退決定→9:50 真

砂沢ロッジ 

・源次郎隊 植野(会５)、江川(会３)、永

山(会２)、安西(会１)、横山(会１)、丸山(会

１) 

4:30 起床→5:45 出発→6:40長次郎谷出

会→7:45 源次郎尾根取りつき→11:00 敗

退決定→13:30 源次郎尾根取りつき

→14:15 真砂沢ロッジ 

前日のリーダー会での決定で、天気が悪

くても雪渓の様子や所用時間を知るため

動くことになった。天気は最初こそガスだ

けだったが隊が分かれたあたりから徐々

に雨に。八ツ峰隊は登攀が不可能と判断し

撤退。一年生はとても残念そうであった。

源次郎隊は取りつきでジャンボさんに会

ったらしい。会ったあと登攀を試みたが、

中々ペースが上がらず時間切れで撤退。悔

しい一日となった。 

 

〔5 日目〕 

・偵察 

3:30 起床→4:35 出発→5:15 長次郎出合

→6:50 岩小屋 

・八ツ峰隊 

3:30 起床→4:35 出発→5:15 長次郎谷

出合→8:00 岩小屋 

・源次郎隊 江川(会３)、今井(会２)、永

山(会２)、大川(会１)、川地(会１)、後藤(会

１) 

3:30 起床→4:35 出発→5:15 長次郎谷出

合→11:00 一峰→12:00 二峰→13:40 懸垂

下降終了→16:30 バンド→17:50 真砂沢ロ

ッジ～登攀 

・C フェース剣陵会 原田(会２)、藤曲(会
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１)、横山(会１) 

  8:35  登攀開始→11:30 ４P 途中で撤

退決→17:15  真砂沢ロッジ 

・D フェース 富山大 小山(会４)、杉本

(会２)、竹田(会１) 

8：30 登攀開始→12：10 トップアウト

→13：00 懸垂開始→13：30 岩小屋→16：

30 真砂沢ロッジ 

・A フェース魚津高 高井(会３)、安西

(会１)、丸山(会１) 

8:25 登攀開始→11:30 トップアウト

→13:15 岩小屋→14:27 岩小屋発→16:30

真砂沢ロッジ 

この日は朝起きるとガスはあったが、連

日に比べると可能性がありそうだったの

で、出発する。 

八ツ峰はいってみると完全とまでは言

わないが岩は乾いていた。全パーティー登

攀することを決める。ところが登攀が後半

にさしかかったところで雨に。魚津高、富

山大は継続したが剣陵会のパーティーは

撤退して往路懸垂を行った。この時、スタ

ックなどをしてかなり時間食い、結果ベー

スに帰るのが遅くなった。他二隊は無事に

登攀を終える。 

源次郎隊も取りつきはしたが雨などの

影響により時間切れとなり、撤退をした。

このとき、熊の岩あたりに降りるエスケー

プを利用した。 

この日は合宿で唯一登攀が成功した日

であった。ただ気象条件的には例年なら沈

殿をしていた可能性の高い日であった。つ

っこみ過ぎて、帰るのが遅くなったパーテ

ィーもあったため、この日の行動が正しか

ったかは考えておく必要があるだろう。 

≪6 日目≫ 

雨のため沈殿 

≪7 日目≫ 

 4:00  起床→5:20 出発→8:00  剱沢

小屋→8:55  剱御前小屋→10:10  雷鳥沢

キャンプ場→11:10  室堂バスターミナル

着 

本来なら最終登攀日であったが、雨で不

可能のため帰ることに。天気が雨であるこ

と、刺されたメンバーのアナフィラキシー

ショックが心配される点を考慮して室堂

へ下山。風も強く寒い下山となった。室堂

バスターミナルに着き、ホッとする気持ち

と登攀があまりできずモヤモヤした気持

ちを抱え、夏合宿を終えた。 

≪係の反省≫ 

○会計係(高井) 

 今回会計において不明金は発生しなか

ったが、スイカと梨の金額をメモしておか

なかったために、分からなくなり他の人に

頼ることになってしまった。今回は金額を

覚えていてくれたため不明金が出なかっ

たが、覚えてられるだろと、いう甘い考え

はやはりするべきではなく、領収書がない

ものはしっかりメモをとっておかなけれ

ばならない。 

 

○生活装備係(杉本) 

反省としては、無線の知識が全く足りて

いないことだ。今回は無線の不具合が多く、

そのたびに今井に頼んで診てもらってい

た。自分の係のことをできていなかったの

は反省である。 

 

〇医療係(江川) 

 今回の合宿では入山時に蜂に襲われ、4

人が刺されるという事故が起こった。しか

し医療係に適切な知識がなかったため、最

適な処置を行うことができずに対処療法

を行うにとどまった。今回その数日前に同

じルートを通った時には巣はなかったた

め、この巣は短期間で作られたと思われる。

つまり山行を行う以上虫に襲われるとい

ったアクシデントは起こりうるし、それに

対する知識を持って置くべきだった。また

同様にこれから先の山行でもこういった

事故は起こりうるため、医療係はもちろん

山行に行くメンバー全員が毒虫の知識を

もって置くべきだろう。 

 今回の合宿でも捻挫などの外傷が主に

一年に見られたが、それに対しては把握し、

適切な処置を行えた。細い橋を渡り終えた

直後や朝の出発直前にトイレに行くとき

など、急ぎながらも気が緩む瞬間に転ぶケ

ースが多かった。一年が気を抜くところこ



15 

 

そ上級生が注意してやり、事故を未然に防

がねばならない。 

○記録(原田) 

一日目の何人かが蜂にさされた際、ドタ

バタして詳細な記録がとれていなかった。

事故に近い出来事だったのだからもっと

しっかり記録をとっておくべきであった。 

○エッセン(原田) 

例年、前泊のパスタのゆで汁をスープの

粉を持ってきてスープにしていたらしい

が、記憶が無く忘れてしまった。もっとし

っかりと他の上級生に聞いて忘れている

ことがないか確認すべきだった。もう一つ

反省点として、その日のエッセンの内容を

自分が忘れているなど、エッセンに対する

把握が甘かった。 

今回のエッセンではパスタを一人、約４０

０ｇにした。例年３００ｇであることも考

えると多いように思えたが、意外とあっさ

り食べきることができた。あまり食いしご

きになっていないことを考えると増やし

ても良い気がするが、横山など一年生にか

なり食べられるやつがいたことも考える

と微妙なところである。 

○登攀装備(永山) 

 登攀装備係の反省点は特にない。強いて

言うならば装備テント内の整理整頓を心

掛けたほうが気持ちよく装備を使えるだ

ろうな、ということくらいだ。 

○気象(今井) 

今夏の夏合宿は、入山前から全沈が予想さ

れていた。天気図は、毎日かいても日本に

停滞前線が横たわっており、明らかに「よ

くはならない」ことが読み取れた。しかし、

今夏合宿は一日だけ登攀した。それはなぜ

か、それは前日に源次郎隊が持ち帰った怪

しい情報によるものだった。「明日は晴れ

るらしい」という情報を気象係である私が

信じてしまった。その結果、普段なら「雨

です。望み薄です。」という言葉をはっき

りとリーダー会で言えず、雨の中の登攀と

なってしまった。あの時にはっきりと言え

ていたならもう少しましな結果になって

いたのだろうか。 

 

≪個人の反省≫ 

・小山悠太 CL 

夏合宿とはどうあるべきか、夏合宿に何

をすべきかなどをずっと考えていた。そし

て今年の合宿では私の想っている合宿を

完遂できなかった。登攀や歩荷など満足い

く内容ではなかった。それは反省とか改善

策などの必要な話ではなく、自然と対峙し

た時の我々の無力さなのかもしれない。し

かし今回は不順な天候の中でも頑張った

と思う。それは雨の中偵察隊をだして長次

郎谷を詰めたことや、雲行きの怪しい中で

登攀を行ったことはよかったと思う。よか

ったといってもそれは各自の判断や満足

度の兼ね合いがあるので簡単には言えな

いが私のなかではよい経験になったと思

う。 

ずっと雨が降りテントは浸水し、沈殿が続

く。そんな天候の中でビショビショのテン

トの中で楽しむことができる集団になれ

たら良いと思う。 

D フェース富山大：所感 

ルート自体の難しさはそれほど感じなか

った。ルートはとぽを見ていれば間違える

ことはなさそうだった。残置のハーケンが

多くそれに頼ることもできるが自分でナ

チプロを決めながら登ればさらに楽しい

だろう。後半では雨が降ってきてつらい登

攀になった。 

 

・高井野乃子(会３) 

 夏合宿初日、小山、高井、安西、大川が

蜂に刺された。先発隊で隊の真ん中にいた

安西、大川が前進も後退も出来ずに何ヶ所

も刺されてしまった。この時の私の反省と

して、蜂に関する知識がなかったこと、安

西を後退させる判断が遅かったことが挙

げられる。蜂以外にも山の中での危険につ

いて知識がなさ過ぎると実感した。ここで

は蜂に刺されたときの具体的な対処法は

記さないが調べると簡単に出てくるので

知っておくべき知識だと思う。また、安西

を後退させる判断が遅かったというのは

安西にザックを下ろさせて素早く蜂の巣

から離させれば 20ヶ所弱も刺されてしま
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うような状況にはならなかったのではな

いかと悔やまれる。 

 登攀日が今合宿では 1 日しかなかった。

その登攀日ですら晴れたというわけでは

なく、霧によって岩は濡れていたし、途中

から雨が降ってくるという事態となった。

その時雨が降ってきても落ち着いて 1 年

生を不安がらせないような声かけや慎重

さが私には足りなかったように思う。 

 下山日は雨が降る中での雪渓歩きとな

った。そんな中、無線でのやりとりが本隊

の中で共有できていなかったために偵察

隊との意思疎通がうまくいかず、上級生を

減らしてまで偵察隊を出した成果が得ら

れなかった。無線を持った人を本体のどの

位置に配置するかは重要だと思った。また、

私が深く考えずに指示を出してしまった

ために小屋の直前で 1 本をとってしまっ

た。上級生として深く考えずに発言してし

まったのは絶対にやってはいけないこと

だった。 

【感想】 

 新人合宿の反省で「会 4 の存在に甘え

てはいけない」と書いたくせに、今合宿で

は小山さんがいるという状況に気持ち的

に頼りすぎてしまった。反省会で「今の立

場に甘んじている」と言われてしまったが、

ＣＬの山口さんが参加出来なくなったの

ならその穴を埋めるように行動すべきだ

った。ＣＬを決めることすらせずに入山し

たのは本当に意識が足りなかったと思う。 

 

・江川 夏(会３) 

一番にまず源次郎尾根でのミスを挙げ

ねばならない。雨が降ることやそのリスク

を承知していたにも関わらず後輩の「行こ

う」の一言や OB の発言に流され、自分の

撤退という意見を行動とすることができ

なかった。しかしこの源次郎尾根隊のリー

ダーは自分であり、それが流されて行動す

るなど言語道断である。北鎌尾根でも反省

した事柄であるが、自分の主体性をもっと

持って山へ向かわねばならない。 

 長次郎雪渓を詰めるときなどの退くか

進むか、の話も同様である。リーダーの小

山さん任せになってしまい、自分の判断、

発言ができなかった。これから冬山という

厳しい環境に身を置く以上、この甘えは捨

てなければいけない。自分自身の判断に自

信を持てるような判断力を身につけねば

ならない。 

 

・杉本公俊(会２) 

行動中の反省としては、一人で勝手にイ

ライラしていることが多かった。一年生が

少し遅れれば団装がばらされたり、雨の中

ペースが上がらず寒い中歩くとき等々イ

ライラして周りに嫌な空気を流していた

気がする。最近どんどん気が短くなってい

る気がするので精神面の成長が必要だと

感じた。足置きの技術もまだまだ不十分だ。

どんなガレ場が来ても、落とさず歩かなけ

れば意味がない。 

 生活の反省では、沈殿中にテントから逃

げるようにロッヂの休憩スペースに足を

運び雨をしのいでいたことだ。沈殿中こそ

テント内でのコミュニケーションが大事

だと感じた。また、もっとエッセンへの参

加をすべきであった。エッセンは面倒くさ

いことではなく、みんなでワイワイと行う

楽しいものである。ワイワイ楽しもうと思

った。 

 

・今井滉大(会２) 

 今回の合宿は雨が多く、全日程が沈殿に

なることは覚悟していたはずだった。この

山行の反省点はその覚悟が足りていなか

ったことにある。今回行動したのは 2 日

目と３日目である。2 日目は、岩室までの

時間を知るために行動したが、雨の上にガ

スがかかっていて長次郎谷の上は真っ白

だった。八つ峰隊はガスにより落石が見え

にくいため、岩室まで行けず、手前で撤退

した。一方、源次郎隊はある程度進んだが、

時間が足りないため往路下山で撤退とな

った。問題は 3 日目である。３日目は「晴

れるだろう」という浅い考えで隊を出し、

ガスっていても八つ峰隊は登攀し源次郎

隊は進んだ。私は源次郎隊だったが登り始

めて４時間ほどで雨が降ってきた。その後
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も晴れることはなく、ガスも濃くなり、雨

も強くなってきた。晴れることなんてなか

ったのである。そもそも、「晴れるだろう」

という根拠は 2 日目に源次郎隊が某伝説

的 OB の手下から聞いた「明日の午後から

は良いみたいっすね」というまた聞きの言

葉だけだった。２日目の天気図は日本海側

に停滞前線が横たわっており、頭の悪い私

でも「明日はよくはない」ということは判

断できたはずだった。それなのにどうして、

最も信頼性のないまた聞きの言葉を信じ

てしまったのか。それはどこかで「一度は

登攀または劔に上らなければいけない」と

いう気持ちがあり、焦っていたからである。

３日目は去年だったら沈殿したいただろ

う。去年の判断がすべて正しいとは限らな

いが、天気図的にもよくならないと判断で

きたなら行くべきではないのだ。また聞き

を信じて行くくらいなら気象係なんてい

らない。最初から小屋に天気を聞けばいい。

３日目の登攀を止めなくてはいけなかっ

たのは、気象係である私だ。その私に全日

程を沈殿にする覚悟が足りなかったため、

雨の中で登攀するという結果を招いたの

である。まったく情けない。 

最後にこの山行で思ったことをちょっと

だけ書く。「行けない理由」を探せば際限

なく見つかり、行かない選択肢が大きく膨

らんでいくが、「行ける理由」を過大評価

して行かない選択肢をつぶしてしまうの

もどうかと思った。 

 

・原田凌(会２) 

今回の夏合宿は悪天がかなり多く、結果

として物足りない夏合宿になってしまっ

た。唯一、登攀できそうだった三日目は、

自分の剣稜会のパーティーは往路懸垂で

完登できなかった。 

この日について思うところが一番多いの

で今回の反省分では特に三日目について

書きたいと思う。終わってみればそもそも

自分の実力では撤退の判断が遅すぎたよ

うに思う。アルパインの経験の浅さから、

ロープがスタックしたり支点の構築に手

間取ってしまい、結果としてベースに帰る

のが遅くなったし、一年生の二人には寒い

中不安な思いをさせてしまった。今回、一

回リードしたところなら二年生はリード

して良いということでリードをさせても

らった。毎年こうなっている訳ではないし、

このことについてもう少し考えるべきで

あった。ロープワークも遅かった。普段の

岩トレをなんとなくで終わらせてしまっ

ていることが原因だろう。加えて自分の中

で、今回のように途中で雨が降るなどの事

態に対して想定が甘かった。小山さん、高

井さんがいくということで自分もなんと

なくいくという判断になってしまったよ

うに思う。この日のことでもう一つ反省と

して一年生への配慮のなさがある。自分の

ことで一杯一杯になってしまったため、レ

ーションや水、休憩などの気配りが足りな

かった。全体をとして、反省点の多い一日

であった。だがその分、迷惑をかけた一年

生には申し訳ないが本当に良い経験をで

きたように思う。 

 

・永山虎之助(会２) 

 今年の夏合宿は、雨でほとんど行動でき

ていない。その中で僕は二度源次郎尾根に

アタックしているが、二回とも敗退。情け

ない結果に終わった。両日とも敗退の原因

ははっきりとしている。 

初日は一年生の岩場の通貨の遅さでタイ

ムアップ。日ごろの立岩での岩トレで、一

年生を鍛え上げるという意識が、松本組で

ある僕と、同じく会 2 の杉本の両名とも

に足りなかった。岩登りの技術の向上に関

しては、SAC の現状、個人のやる気によ

るところが大きい。やる気のある人は自主

トレーニングも岩場に行く回数も必然と

多くなるので問題はない。しかし、そこま

で岩に対するモチベーションの高くない

会員は朝の岩トレで上級生が技術を引き

上げてやるしかない。会全体で成功させる

必要のある夏合宿では、このやる気のない

奴らの引き上げを夏休み前までに僕たち

が努力しなければいけなかった。めんどく

せえな。 

二日目の敗因は、上級生のルートファイン
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ディングだ。源次郎尾根の一峰手前で会 2

の僕と今井が「少し悪いな」とおもうよう

な道を進んでしまったことによって、一年

生通過の際に緊張を強いることになり、ロ

ープを使う回数が増えた。一年生もオール

フリーで越えられるような道を選んでい

く感性が必要だった。また、二日目は悪天

と時間を考慮して二峰懸垂下降後のコル

から長次郎谷側にエスケープした。このエ

スケープの際、僕が先頭に立ってルーファ

イを行った。これが想像以上に面白かった。

ピナクルに捨てスリングをかけて懸垂点

を構築、ハーケンを打ち込んでセルフ用の

視点を構築、などアルパイン要素の強い行

動を山の中で実践できたことはかなり面

白い経験になった。こうした経験をもっと

増やしていきたいと思う結果になった。 

全体として、登攀日の少ない不完全燃焼感

否めない夏合宿であった。けれども、悪天

に対する耐性や、対処の仕方、など学ぶこ

とは少なくなかった。来年は好天に恵まれ

ることを願いつつ今年の夏合宿を終える

こととしたい。 

 

・丸山聖生(会１) 

夏合宿では、行動時、生活時ともに多くの

反省点を見出すことができた。 

まず、行動時の反省点は、歩行技術の未熟

さや一本中の行動の遅さなどが挙げられ

る。歩行技術の未熟さにより、雪渓の通過

中にアイゼンの前爪を引っ掛けて前のめ

りに転ぶ大怪我に繋がりかねないミスを

したほか、源次郎尾根や八峰 VI 峰フェー

スへのアプローチなどの一般登山道を外

れた道では浮石が多く、落石をした。また、

一本中の行動やアイゼンの着脱などがス

ムーズに行えず、隊全体を待たせてしまう

ようなことがあった。特にアイゼンの着脱

は非常に遅く、隊の前方で他の人より早く

アイゼンをつけ始めたのにもかかわらず、

隊を待たせるということがあった。 

次に生活時の反省点として、朝のプレヒー

トの遅さ、濡れへの意識の低さ、天気図、

エッセンへの参加の積極性などが挙げら

れる。特に濡れへの意識の低さは、雨が降

り続いた今回の夏合宿で強く意識される

ものであった。防寒着を防水せず、テント

内に置いておくなどしたことは二度とし

てはならないと反省している。生活におい

て、いかに隊に気が使えるかという点は重

要であると思うので、積極的なエッセンへ

の参加、コミュニケーションなどはこれか

らの週末山行などでも、意識していきたい。 

これらの反省点を改善するためには、数多

くの山行をこなしていく必要がある。週末

山行での意識を高めることはもちろんと

して、個人山行に積極的に参加するなど質

の高い山行へたくさん参加していきたい。

もう一度自分の基礎を見直し、事故なく冬

山に登れるよう、技術の向上に努めたい。 

 

・後藤 拓馬(会１) 

「やらない、いかないその理由ばかりを探

すな」リーダーが言った一言に私は今度の

夏合宿 を振り返りたい。  

予定登攀日全５日中５日間が悪天に見舞

われた。会１である私に登攀決行と中止の

判断は わからない。だが、自身の心持ち

はどうだったのか。合宿前、上級生から「後

藤はハードな 方だなぁ」と言われたのを

覚えている。それから何を準備していたの

か。今思えば、何も準 備できていなかっ

たどころかしていなかったのだろう。歩荷

で使い果たした気力は悪天で さらに失わ

れ登攀の心持ちなど、どこにもなかった。

雨だから、岩が濡れているから、今日 も

中止だろう。そんなことを思いながら起き

たのは何回あっただろう。むしろ今日こそ

登り 

たいと思いながら起きたのは何回あった

だろう。自分でやらない、行かない理由を

探してい た。そんな気がする。 初日の歩

荷、確かにあれは重かった。だがなんだ、

たかが人ひとりもない。それを背負えな 

いのか。段差も越えられないのか。私は弱

い。それは今もだ。重いから背負うのはゆ

っくり でいい、重いから歩くのもゆっく

りでいい。そうではない。成長する機会を

弱さで失ったの だ。ペースが早ければば

らされることもなかっただろう。事故があ



19 

 

ろうとスイカを失うこと のなかっただろ

う。弱さで失ったものは私のために用意し

ていただいた絶好の機会だった。 今頃そ

れに気づく自分が嫌になる。 最終日の下

山。膝が痛かった。曲げるだけで痛かった。

前後の上級生には心配されたが体が 痛く

なるのは自己管理のせいだろう。予測行動

もできないのか。体調管理はおろそかにし

て はいけない。隊に迷惑をかけた。  

山岳会に入会してから初めてのバリエー

ションだった。基礎は歩き。応用だという

ことを知 った。下調べが最重要というこ

とを知った。ひとつひとつの行動の遅さが

どう影響するのか を知った。様々なこと

を吸収できたが能力は成長したのだろう

か。わからない。来年が思い やられる。  

同期のやる気を目の当たりにした。私がい

かにマイナス思考で進む意欲がないのか

を痛感 した。気の持ち方を考え直したい。

できない理由は一つでいい。行動する意欲

を持とう。そ 

う決意した今回の夏合宿。反省は自己管理

の疎かさである。  

  

・大川佐知(会１) 

この夏合宿は反省点が多すぎて逆に反省

文として何を書くべきか悩んだのだが、今

の気持ちを率直に書こうと思う。山岳会の

メンバーと話していると、よく｢強さ｣とい

う言葉が出る。｢強くなりたい｣、｢強さっ

て何だろう｣と。各々が各々の｢強さ｣を求

めて生きているように思う。これは山岳会

に限った話ではないのだろうが、ここでは

それが顕著なのだ。そして、みんなが｢強

さ｣を見つめているのだとしたら、私が見

つめているのは｢弱さ｣である気がする。夏

合宿を終えて、その気持ちが大きくなった。

前者と後者は表裏一体のようで、根本的に

異なっているように思う。それが良いのか

悪いのかも分からないし、私の考えすぎに

過ぎないのかも分からない。分からない。

今の自分には足りないものが多すぎるか

らだろうか。この先自分なりの答えが出る

にせよ出ないにせよ、こうして考えること

こそが実は一番大切なのかもしれない。だ

から今は、ふらふらしている自分も自分の

一部として大切にしていようと思う。 

 

竹田昴(会１) 

夏合宿は僕たち会 1 にとって初めてのバ

リエーションルートの経験であり、初の本

チャンということで、入会当初からとても

楽しみにしていた行事だった。しかし天候

には恵まれず、結局登攀ができた日は 1 日

のみで、物足らなさを感じて下山した。ま

た、不安だった重歩荷も時間的な都合でバ

ラすことになり、合宿全体として不完全燃

焼感があった。 

しかしここで思わされるのは、果たして自

分に完全燃焼するだけの力があったかど

うかということだ。思い返してみれば、ス

イカの入ったガッシャーを背負ってあの

行程全てを歩き通す体力が僕にあったと

は到底思えない。たまたまあのタイミング

で先輩方がバラすことを指示したから最

後まで歩けたのではないだろうか。また、

バラした直後の 1 ピッチで足をくじいた

のも完全にそこで気が抜けてしまったか

らではないだろうか。ハシゴ谷を乗越した

後の下降路でコケまくったことを思い返

しても集中力の欠落を否定できない。 

行動日についてはどうであっただろうか。

仮に毎日行動可能だったとして、果たして

自分に毎日長次郎谷を詰める体力があっ

ただろうか。情けないが、朝一でのアイゼ

ン歩行は普通に疲れたと言わざるを得な

い。また、慣れないアイゼン歩行で、何度

もツメをもう一方のアイゼンのヒモに引

っかけて転びそうになった。もし毎日アイ

ゼン行動をしていたら、どこかで滑落して

いた可能性も十二分に考えられるだろう。 

今思うと僕には不完全燃焼で終わってし

まう力しかなかったのかもしれない。フル

行程をこなす力などなかったのかもしれ

ない。そう思うとすごく悔しい。 

また、テント生活での僕の行動力のなさは

新人合宿からの成長が全くと言っていい

ほど見られなかった。雨が降る中外に出て

仕事をするという行為にためらいを感じ

てしまう。結局その躊躇が他の同期を動か
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すことになってしまっていた。集団で行動

している以上やはり自己犠牲の精神は必

ず必要になってくる。ただ、そもそも仕事

を見つけるのも、行動にうつすのもノロマ

なのでまずはそこを変えていくべきだろ

う。今後の週末山行では積極的に動いてい

きたいと思う。 

行動日に関して、僕は八ッ峰 D フェース

富山大ルートを登攀した。雨の中の登攀で

なかなかテンションが上がらなかったが、

それでもやはり本チャンを経験できたの

はとても嬉しかったし、やはり登るのは楽

しいと心から思った。アルパインだとあら

ゆることがゲレンデとは異なるというこ

とを体感した。ロープの流れであったり、

重さであったり、絶対に落ちれないという

プレッシャーであったり、あらゆる面でよ

り高度な技術が求められるように思えた。

今回はフォローで登ったが、来年には必ず

リードでまたトライしたい。そのために後

期は精力的に立岩に通えたらいいなと勝

手に考えている。 

最後に、コンディションについて、特に自

然環境的要因に関して、僕たち人間にはど

うしようもないところではあるが、どんな

悪い状況でも心の余裕が欲しい。外的なコ

ンディションはきっと内的なコンディシ

ョン、言い換えるならテンションによって

多少は良くなるものだと思う。どんな状況

でも山にいる喜びを噛み締められるよう

な岳人になりたい。 

 

・藤曲勇人(会１) 

夏合宿では自分の成長を感じつつも、半人

前な部分を見つけてしまった合宿でもあ

った。 

 夏合宿では初日の 40キロ歩荷が恒例の

行事である。私は自分の体力に自信はあっ

たが、この日を迎えるまでは非常に不安で

あった。しかし、40 キロを背負い初日の

行程をすべて通すことができた。非常に達

成感があり、入部間もないころであれば、

ついて行けなかったと感じる。これは週末

山行や長期に渡って入った夏縦走の成果

だと感じる。夏合宿の良いスタートが切れ

た。 

しかし、登攀は天候により 5 日あるうち

の 3 日沈殿という結果となってしまいや

りきれない気持ちが残る。このうち 1 日

だけ登攀を試みた日があったが、雨の中で

の登攀であった。登攀に関しては初めてな

事もあり、不安や緊張があるなかでの登攀

となった。朝の岩トレや週末山行での技術

を忠実に行えば問題はなかった。ただリー

ドしていただいた原田さんを見ていると

様々な事を考えて登攀をなさっていた。雨

で岩場が濡れているリスクを考え 1 ピッ

チ 1 ピッチ考えながら登っている姿が見

られた。3 ピッチ目で往路懸垂をする決断

を原田さんは下したが間違えではなかっ

たと感じる。結果的に安全に帰れることが

できたからだ。問題を一つ一つ解決してい

った姿に感銘を受ける。私はそのような状

況で何もできなかったと感じる。ただつい

て行っただけのように感じる。また 2 年

生になったときそのような判断をしっか

りと下せるのか不安が残る。今回の夏合宿

の経験を大事に自分に何が足りないかを

見つめ直し、改善していきたい。 

生活面に関しては視野が狭いと感じるこ

とであった。それは沈殿の日のことであっ

た。翌日の朝ラーの準備のためにポリタン

に水をくまなければならなかった。しかし

同じテントの上級生である杉本さんに空

になったら入れといてと注意をうけてし

まった。本来、1 年がやるべき仕事を杉本

さんにやらせてしまったとういう生活面

の弱さが出てしまった。2 回目の沈殿の時、

私は意識してポリタンの中身を確認し、上

級生より先にやるようにしていたが、これ

でいいのかと思う自分もいた。入部して 4

ヶ月が過ぎるというのに言われてからや

っている自分の行動を見返し、さらに自分

の欠点が出てしまった。生活面での視野を

広くし、自分の為すべき事を確実に行うこ

とが行動中の安全に繋がると私は考える。

これからの冬に向けてより一層生活力を

高め、皆がストレスなく生活できるよう会

の一員として努めていきたい。 
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・安西郁也(会１) 

今回の合宿は私にとって心に残るものと

なった。それはいい意味も悪い意味も両方

である。中でもスズメバチに刺されるとい

う事件があり蜂に刺されるなどというこ

とは初めてだったのでかなりパニックに

なった。周りの人が懸命に看病してくれた

ので落ち着けたものの頭の中はもう帰り

たい、かえって病院に行きたいということ

しか考えてなかった。しかし今思えばこの

考え方はよくなかったなと思っている。蜂

に刺されたからといって帰るというのは

違うと思うしましてや一日目の序盤であ

ったのでこの合宿でのやる気があったの

かと疑問に思う。また蜂に刺された時の対

処法も全く知らなかったというところも

よくなかった。反省会で江川さんもおっし

ゃっていたが山に入る以上むしにさされ

るなど容易に想定できることで今回は自

分だったが次誰がやられるかはわからな

い。そのような時知識をもっていれば助け

られるかもしれない。団体で動くからほか

の人に任せておけばいいだろうという考

えは捨て山に対するあらゆる知識をつけ

ていこうと思った。また反省会の最後に小

山さんがおっしゃっていた「沈殿を皆が喜

んでいるのをみて複雑な気持ちになった」

という言葉に素直に自分はそんなことは

ないとは思えなかった。5 日間でしっかり

晴れた日が一日もなくくもりか雨の日ば

かりで私自身すごくネガティブになって

いた。今日は登りたくないなとか明日雨降

らないかなとかそんなことばかり考えて

いた。しかしそんな中でも小山さんはテン

ト内で明るく振舞っていた。どんなに自分

が嫌でもそれを態度に出さないというの

が次に向けての課題だと思う。 

 

・川地一樹(会１) 

今回の夏合宿では、大きな反省として、行

動と生活に関わる反省がある。まず、行動

では歩荷が挙げられる。40kg ぐらいの荷

物に体が振られ、ガレ場で滑落しそうにな

ることがあった。足場が悪い所で丁寧に足

置きをすることは今まで散々言われてき

たことであり、それが実行できなかったの

は反省すべき点だ。アイゼンの着脱はまだ

まだ遅いと感じた。着脱だけでなく歩く際

にも足の幅が狭いことを何度も注意され

た。下界でアイゼンが速く装着できるよう

練習して、今後の山行でアイゼンを着けて

の歩行が上達するよう努めていきたいと

思う。また、自分は今回の山行で ATC を

紛失してしまった。懸垂下降をする際に何

かのひょうしに落としてしまった。それに

加えて自分が落としたということに気付

かずラックを言えず下にいる人を危険に

さらしてしまった。懸垂下降は週 1 回の

岩トレで何度も行ってきたのに、こんなミ

スを起こしてしまったのは非常に反省す

べき点だ。装備を紛失しないために物を落

とさないことを肝に命じて山行にのぞみ

たいと思う。 

 次に、生活に関する反省である。まず、

朝のプレ火の際に炎上させてしまい、さら

にその火が自分のマットに移ってしまい

同じテントにいる人に怖い思いをさせて

しまったことである。原因としてはポンピ

ングした時にガスが漏れてしまったこと

である。朝は時間との戦いで急がなければ

ならないが、火器に少しでも異常がみられ

る場合はすぐに火器を扱うのをやめるべ

きだった。また、ラーメンを分けるのが遅

くてあと茶が沸騰するほうが早かったな

ど、全体的に基本的なことができていない

と感じる場面が多々あり、自分はもう一度

初心に戻る必要があるということを気づ

かされた山行だった。 

 

・横山慶(会１) 

今回の夏合宿では、体力、技術、経験全て

において、改めて自分が未熟であることを

思い知らされた。 

 初日の歩荷で、状況が状況とはいえ団装

をバラすことになってしまった。同期には

自分よりも重い荷物を背負って歩いてい

る人もいるのに、比較すれば体格の良い部

類に入る自分がこの有様というのは、ただ

ただ恥ずかしい。また、もし仲間の身に何

かあった時に、果たして仲間を背負って歩
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ききることができるのだろうか。そう考え

ると、大荷物だから背負えなくてもしょう

がないというわけにはいかない。 

 縦走を経て歩行技術はある程度身につ

いたと思っていたが、バリエーションルー

トを歩く上では未熟であった。アイゼン歩

きも少しだけだが経験していたというの

に、何度も転びかけ、スパッツも破いてし

まった。 

登攀面は技術も経験も不足しているので、

今合宿で少しでも場数を踏んで糧とした

いと思っていた。それゆえ、あまり登攀で

きなかったのは大きな痛手だった。ここで

経験できなかった分は自分で埋め合わせ

たい。 

 悪天に見舞われた今合宿では、テント生

活が占める部分が大きかった。その中で、

溝掘りやエッセンなどで、濡れることを嫌

がって行動を躊躇うことが多かった。しか

し、濡れるのが嫌なのは皆同じであって、

そこで率先して行動できる人こそが信頼

を勝ち得るのではないか。そういう面では、

岳人以前にまず人として成長しなければ

ならな 

 

・森山拓洋(会１) 

私はこの夏合宿で登攀することが出来な

かった。理由は沈殿と自分のケガによるも

のである。ここでまず反省すべき点は、ケ

ガの原因となった自分の不注意と常日頃

から自分の体をケアしていく姿勢にある。

そして、反省というか後悔というかわから

ないが、忘れてはいけないことがある。そ

れは、怖さを知ることが出来なかったこと

だ。去年の夏合宿の永山さんの反省文で山

下さんが述べていることから見るに、怖さ

を知るということが夏合宿で重要なのは

明快である。私は行動できた日に見た、ガ

スで見えない雪渓に恐怖を感じたが、他の

1 年が感じたであろう夏合宿での登攀の

怖さを知らない。この差はとても大きい。

そのことを忘れてはいけない。次に反省す

べき点は時間管理である。即ち、時間の記

録をとっていないということである。初日

と一回目の行動日になにもとっていなか

った。1 本の際に、休憩よりも先にメモを

取ることを今一度肝に銘じたい。最後に、

夏合宿一日目の歩荷中、山を楽しむ自分が

いなかったことも反省である。様々な原因

が考えられるが、主に重い荷物を背負い周

りを見る余裕が無かったのが原因だと考

える。もっと体力や体力以外の何か（精神

力やストレスコントロール力など）を強め

ることで、山を楽しむことが出来るはずだ。

以上を踏まえ、今後は山の怖さも楽しみも

知っていきたい。 

 

・植野侃太朗(会５) 

 今年は途中下山という形で参加し、さら

に雨続きで登攀も殆ど出来ないまま終わ

ったため、あまり多くを見ていたわけでは

ないが、感じたことを述べておこうと思う。

今回、一番感じたことは上級生間でしっか

りコミュニケーションが取れているか、思

ったこと・感じたことを口に出せているか

ということである。当たり前のことではあ

るが、行動中も、テントの中でも全体的に

口数が少ないというわけではないが声を

出しているのが、注意を発しているのが一

部のものたちばかりだと感じた。確かに、

下の者を成長させるために上が口を出し

過ぎないことは大事だ。しかし、それにし

ても注意が少なくないだろうか。他の者が

言ってくれるだろうから自分は言わなく

ていいと無意識に思ってはいないか。今一

度、冬に入る前に自分の学年としての役割

を考え直して見て欲しい。 

 

上級生雪訓 4/8 

メンバー 

会 4 小山 

会 3 江川 高井 

会 2 今井 宇野 杉本 永山 原田 

 大冷沢・西沢にて上級生雪上訓練。 

雪上支点 

・スノーバー 

・デッドマン 

・ボラード 

・土嚢 
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FIX の張り方 

新人合宿指導など 

 一年生は二年生となり上級生としての

技術を学びました。 

 

週末山行 

ジャンダルム飛騨尾根 

メンバー 

小山悠太（会 4） 

塩谷晃司（OB） 

 

行程 

4/23  

3：10 新穂高 

4：45 白出沢出会い 

6：00 天狗沢 

10：00 飛騨尾根取りつき 

15：00 トップアウト 

15：25 ジャンダルム 

18：00 穂高岳山荘 

19：30 白出沢出会い 

20：00 新穂高 

 二時にボックスに集合。なんとじゃん飛

騨をワンデイで攻めるというのだ。天候に

より工程の短縮を余儀なくされたわけで、

それはこの地獄の始まりであった。真っ暗

な新穂高をテクテクと猛スピードで歩い

ていく。天狗沢出会いから D 尾根を登っ

ていく。D 尾根から飛騨尾根へのトラバー

ス。ここが案外傾斜があってつかれた。ダ

ブルアックスでゆっくり進む。というか、

ゆっくりしか進めない。雪は腐っていて慎

重な足置きが求められる。疲れた。飛騨尾

根自体は高度感があり天気も良く気持ち

の良いクライミングであった。尾根の下部

は少し岩がもろい感じであったが、上部で

は岩もしっかりしてきて心地よかった。し

かし行動時間が 8 時間を超えたあたりか

ら私の体が悲鳴を上げ始めたのだ。身体と

いうよりも体力的に厳しさをかんじ記憶

が定かでないのだ。つるべで登っていたが

2/3くらいは塩谷さんにリードをやっても

らった。岩には雪はついておらず手袋も必

要ないくらいだった。ジャンダルムのトッ

プについたころには行動時間は 10時間を

超えていた。ヤバ身。その後奥穂高へむか

いロバの耳とか馬の背とか超えていく。こ

のジャンダルム～奥穂間も気が抜けない

場面で疲れ切っていた。ロープも出しなが

ら進んだ。奥穂高についてから飛騨尾根を

見るとすさまじくかっこいいスカイライ

ンが映っていた。ここからの下山はアドレ

ナリン残量の問題もあり記憶の残すとこ

ろにはなかった。 

 

GW 山行 

メンバー 

会 4 小山 

会 3 江川 高井 

会 2 宇野 原田 虎之助 杉本 今井 

 

行程 

５/４ 雨・雪 

6：55 新穂高 

8：30 白出沢出会い 

10：１５ 滝谷出会い 

11：40 槍平 

 

５/５ 晴れ 

7：00 出発 

10：20 飛騨沢乗越 

12：00 槍平 

16：05 新穂高 

 

 本来 5/3 からの予定であったが春の嵐

なる低気圧により入山和をからにする。こ

の時点で笠ヶ岳までの予定をカットして

西鎌尾根に目標を絞った。 

 5/4 は雨の中の入山となった。本来 1 日

目で肩の小屋目で行くつもりだったが天

候を見て初めから槍平を目標に T.S とし

た。 

 5/5 も強風予報とメンバーの予定から

T.S を上げることはせずアタック装備に

て行けるところまで行くことにした。しか

し目標としていた西鎌尾根までも行くこ

とができずに帰ってきてしまった。理由は
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飛騨乗越にあがったときにとてつもない

強風を体感しメンバー全員が戦意を喪失

してしまったためである。後日の反省では

翌日にもう一回アタックをかけても良か

ったのではないかということもあった。惨

敗であった。しかし二週間後に控えた新人

合宿に向けて残雪の状況や歩行に関して

新人合宿を見ることができたのではない

かと一人思うのであった。 

 

鳳凰三山 

日程：2018 6/2~6/3 

メンバー 

会 2 杉本 宇野 

会 1 大川 後藤 丸山 

 

1 日目 

8:00 青木鉱泉出発 

9:45 南精進ヶ滝 

11:25 白糸の滝 

12:00 五色の滝 

13:10 鳳凰小屋 

 

2 日目 

4:00 起床 

5:00 出発 

5:45 地蔵岳 

7:05 観音岳 

7:45 薬師岳 

11:30 青木鉱泉 

 

1 日目：天気晴れ。青木鉱泉に着いた時点

で人がわんさか居てあせった。テンバがう

まると怖いので先を急ぐ。鳳凰小屋に着く

とギリギリテントが張れるぐらいであっ

たが、5 人テンはすごく迷惑だったであろ

う。登山道の状況は、雪もなく快適であっ

た。 

2 日目：晴れ。稜線上も爽やかな風が吹い

ていた。地蔵岳直下のザレた所も特に問題

はなかった。薬師岳からの下り始めはやっ

ぱり雪が残っていた。が、ピッケルを出す

ほどではない。青木鉱泉までも迷うことは

ない。例年お世話になっている青木鉱泉だ

が、その評判を SAC で聞いたことがない。

次に行く隊はぜひ入浴を検討してもらい

たい。 

 

蝶ヶ岳～常念岳 

日程：6/2～6/3 

メンバー:L 原田(会２) 高井(会３) 藤曲

(会１) 横山(会１) 森山(会１)  

ルート： 三俣～蝶ヶ岳～常念岳～一ノ沢 

≪1 日目≫ 7:45  登山口手前の臨時駐車

場 

        8:15  三俣登山口 

           8:45  ごじらみたいな木 

        9:50  まめうち平 

       13:20  蝶ヶ岳ヒュッテ T.S.着 

≪2 日目≫ 4:00   起床 

       5:05   出発 

           5:35   横尾分岐、引き返す 

           5:50   蝶ヶ岳山頂 

       6:40   蝶槍ヶ岳 

     11:30   常念岳山頂 

          11:50   常念小屋 

     15:15   一ノ沢登山口 

今年度はたくさん山に行こうというこ

とで例年より大分はやく一年生のいる週

末山行を行った。当初は鍋冠山のほうから

入る予定だったが、登山口までの林道が通

行止めだったため、三股より入山した。雪

の状況も考え、ほとんど使わない予定でア

イゼンを持っていった。 

まず１日目、心配していた雪はまめうち

平の終盤で出てきて、だんだん量が多くな

っていった。何度か雪渓をトラバースする

場面もあったが、十分いけるレベルであっ

た。一年生も最後こそ少しバテるやつもい

たが、最初の週末山行としてはちょうどい

い感じであった。 

二日目、蝶ヶ岳山頂の位置を勘違いして

おり、少し引き返す。雪に関しては蝶槍か

らの下りと一ノ沢に主にあった。次週に白

馬大雪渓に行く一年生がいたため、練習程

度に蝶槍の下りでほんのワンポイントだ

け、アイゼンをつけた。無くても通過は可

能だっただろう。常念へ行く途中、燕の隊

から｢アラよ！｣ときこえ、一同テンション
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が上がった。二日とも晴れ気持ちのよい山

行となった。 

結論として、この時期から蝶常念に行くこ

とは、もちろん雪の残り具合にもよるが可

能であるだろう。ただ、次回はおそらく鍋

冠山のほうから入った方が雪が少なくだ

ろうからそちらから入山するのが良いか

もしれない。 

 

燕岳-常念岳 

日程：6/2～6/3 

[メンバー] 

会 3 江川 

会 2 今井(L), 永山 

会 1 安西, 川地, 竹田  

[１日目] 

8:55 中房温泉 

11:10 合戦小屋 

12:50 燕山荘 

16:40 大天井岳 

16:45 大天荘(T.S.) 

アプローチで永山に一の沢登山口に車を

置いて自転車で中房温泉に来てもらった

(その他は中房温泉で待機)ところ予定し

ていた出発時間から 2 時間ほど出発が遅

れた。中房温泉から合戦小屋までの登りは

雪がなく快適だった。しかし、合戦小屋か

ら燕山荘への登りで雪が出てきてピッケ

ルを出した。燕山荘に到着した時間が遅い

ため燕岳ピストンをカット。あと２時間早

く出ていればピストンすることができた

だろう。会 1 も残念そうな顔をしていた。

燕山荘から積雪情報を聞くと「燕山荘から

燕岳にかけては雪がない」、「燕山荘から大

天井にかけては大下りの下ったところに

雪がある」、「大天井のトラバースは雪を切

っていないため直上ルートを使わなけれ

ばならない」という情報が得られた。実際

に行ってみると西側の稜線には雪がほと

んどないが東側の稜線には雪が結構残っ

ていた。また、大天荘に人が入っていない

ため登山道があまり整備されておらず、ち

ょいちょい道を外れて獣道のような危険

な場所を歩くことがあった。大天井直上ル

ートはザレていて非常に歩きづらく思い

のほか時間がかかった。大天井から大天荘

までは雪があったがピッケルを出す程で

はなかった。 

[2 日目] 

04:30 起床 

05:40 大天荘発 

08:10 常念乗越 

09:10 常念岳 

10:30 常念乗越 

14:20 一ノ沢登山口 

朝は非常に寒くテントの裏側が凍ってい

た。日が落ちてから明け方にかけてかなり

冷えたようだ。大天荘から常念乗越間は東

大天井のトラバースにべっとりと雪がつ

いていただけだった。常念乗越から常念山

頂まで空荷でピストン。常念から蝶に延び

る稜線上には別パーティーの蝶-常念隊が

見えたが、あらよと言っても返ってこない。

一の沢の下りは所々雪がついており最終

水場まではピッケルを出すほどではなか

ったが、最終水場から雪渓となっており、

雪渓を避けて谷の斜面を歩くが最終的に

雪渓に乗ってあるかざるを得なかった。一

の沢の長い下りを終えて登山口から駐車

場までは 10 分程。変態的なアプローチの

おかげで山行費は一人当たり2000円を切

った。車が２台そろえばかなりグッドな山

行になっただろう。 

 

白馬三山 

日程：6/9~10 

一日目 

7:05 猿倉荘 

7:50 白馬尻小屋 

9:55 岩室手前 

12:15 頂上宿舎 

12:30 白馬山荘 

13:05 白馬岳 

13:40 頂上宿舎 

雪渓がガスに覆われていたら撤退と決め

ていたが、前方 100m 弱まで見えるので

アイゼンを着けて進んだ。杓子岳側からの

落石が多い、1 ピッチに 2 回は中規模の落
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石をみた。岩室のあたりでは落石をあまり

見なくなった。岩室の傾斜は厳しく、左側

の雪渓を上がったが慎重なつづら折りが

必要。丸山は滑落しかけた。ここは、岩室

の登山道を進むほうがよい。頂上宿舎は営

業してなかったが、水場はある。 

二日目 

4:00 起床 

4:50 発 

5:50 杓子岳 

6:45 白馬鑓ヶ岳 

8:30 頂上宿舎 

10:15 岩室 

11:40 白馬尻小屋 

12:40 猿倉荘 

テントをデポって鑓ピストン。ピストンで

はピッケルを持っていなかったが、割と雪

がついていた。ピッケルは必要。岩室の下

りはかなり急で 30m ほどクライムダウン

した。岩室のあたりでは登山道を使った。 

 

焼岳～西穂高岳 

日程：6/9~10 

メンバー 

会３ 高井野乃子 

会２ 永山虎之介(L) 

   原田凌 

会１ 後藤拓馬 

   藤曲勇人 

 

行動記録 

1 日目 

06:00 中ノ湯温泉登山口 

08:30 焼岳山頂 

09:45 焼岳小屋 

12:50 西穂山荘 

2 日目 

03:30 起床 

04:20 出発 

05:20 西穂独標 

06:15 西穂山頂 

08:30 西穂山荘 

10:30 田代橋 

12:00 釜トンネル 

12:30 中ノ湯温泉登山口駐車場 

 

所感 

全日天気が晴れて気持ちの良い山行と

なった。しかし、リーダーの永山がヘルメ

ットを忘れる、1 年の後藤が水を忘れる、

など、初歩的なミスが目立つ山行だった。 

1 年生にとって 2 回目の週末山行とな

るこの週に西穂高岳という岩々した稜線

を歩くということに関して、危険や目的に

ついて様々な意見が上級生から出された。

リーダーの僕個人の主観によれば、気持ち

の良いピークを踏めるこの山行は一年生

にとってしてもよい山行になるだろうと

思う。一方で「重い荷物を背負って長く歩

かせたい」という 1 年生の教育の観点か

らすれば、そこまで行動時間は長くならな

いこの山行には疑問符が付くところだ。 

 

木曽駒ヶ岳 

日程：6/9~10 

メンバー 

会 3 江川 

会２ 宇野 

会 1 安西、大川、川地、竹田 

［行程］ 

1 日目 

8:35 桂木場 

8:50 ぶどうの泉 

10:10 馬返し上の分岐 

10:50 大樽避難小屋 

12:35 将棋頭山 

16:05 木曽駒ヶ岳 

16:15 頂上山荘 

2 日目 

5:00 起床 

6:10 中岳 

8:00 将棋頭山 

9:15 大樽避難小屋 

10:00 ぶどうの泉 

10:20 桂木場 

一年生の初めての週末山行ということな

らば木曽駒ヶ岳はちょうどいい歩きにな

る。そう思って計画したが少し易しかった
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気もする。歩きは予想タイムくらいといい

ペースであった。西駒山荘に行くトラバー

ス道に雪がついておりキックステップで

進んだが 30メートル進んだところで先も

ずっと雪がついていることがわかり将棋

頭山への稜線ルートに戻ろうか迷った。結

局斜面を直登する形で稜線にのった。地形

図には稜線にはルートが記されていなか

ったことでルーファイを怠ったことがこ

の事態を招いてしまった。反省である。帰

りは素直に稜線ルートと使って帰った。 

 

朝常念（毎週火曜日、計三日間） 

日程：2018.6.5/19/26  

メンバー 

会２ 永山虎之介(L) 

行動記録 

03:30 松本出発（自転車） 

05:30 三俣登山口 

08:20 常念岳山頂 

～山頂で 1 時間と少しの間朝食～ 

10:30 三俣登山口 

12:00 松本 BOX、部会 

※上記の行動記録は初回（6 月 5 日）のも

の 

 

所感 

 体力づくりのために毎週火曜日午前中

に常念岳に登るこの計画を、「朝常念」と

呼ぶことにした。松本から自転車で登山口

まで行けばさらにハードなトレーニング

になる。が、僕は朝早すぎるのが毎週つら

くて初回以降は車で前夜に登山口まで行

き車中泊していた。情けないが仕方ない、

眠かったんだもん。 

 常念の登り自体はレストなしで 2 時間

半くらいが僕のタイム、あまり飛ばしすぎ

ると、だんだん足が上がらなくなってくる

のがまだまだ体力が足りないと感じるポ

イントだった。 

 松本からかっこよく見える常念岳を毎

週トレーニングのために登り、頂上で体に

悪そうなマクドナルドを濃い目のインス

タントコーヒーで流し込む。これほど充実

した朝はない。 

 

甲斐駒ヶ岳ワンデイ 

日程：6/17 

メンバー： 

宇野、杉本（会２） 

行程： 

9:00 北沢峠 

9:10 出発 

9:25 仙水峠 

10:00 駒津峰 

10:40 山頂 

12:10 北沢峠 

私がトレイルを走ってみたいと思って計

画を立てたところに乗り気でない杉本が

ついてくる形になった。この日は快晴で

とても気持ちがいい。何度も来たことが

あるところなので難なく進んだ。下りを

走ることは疲れなくてとても気持ちがい

い。登りは早歩きで十分だと分かった。

天候に恵まれた山行だった。 

 

八ヶ岳縦走(１DAY) 

日程：2018/6/17 

メンバー：高井(会 3)、原田(会 2) 

行程：観音平～編笠山～赤岳～横岳～硫黄

岳 

～東狗岳～北横岳～蓼科山～女神茶天屋 

コースタイム： 

0:07 観音平(発) 

1:50 編笠山 

3:07 権現岳 

5:09 赤岳 

6:20 横岳 

7:10 硫黄岳 

8:20 根石岳 

8:42 東天狗岳 

9:50 中山 

11:16 麦草ヒュッテ 

12:05 茶臼山 

13:05 縞枯山荘 

14:00 北横岳 
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14:55 天祥寺原 

16:25 蓼科山 

17:55 蓼科山登山口 

 前日 21:00にBOXを出発し 23:15に観

音平に到着したため、仮眠を取ってから出

発することにした。アプローチは観音平ま

では車で行き、下山口に迎えに来てもらい、

デポした車を回収することにした。 

 八ヶ岳縦走をするにあたって、自分の体

力や 2 人で行くためペースや休憩のタイ

ミングなどが不安だったが、思っていたよ

りずっと楽しく歩くことができた。満点の

星空から始まり終日ずっと晴れで天気に

恵まれた。行程的には特に問題もなく、最

後までほとんどペースは落ちなかった。し

かし、キレット小屋～赤岳の悪場の通過や

横岳～硫黄岳の区間では眠さによってペ

ースが落ちてしまった。眠さが今山行の核

心だった。しんどい。途中麦草ヒュッテで

水を買った。また、天祥寺原に 16:30 に着

くことができなければ蓼科山をカットす

ることを条件としていたが 14:55 に着い

たため蓼科山に登ることにした。 

 

 

餓鬼岳～燕岳 

日程：2018.7.7-8  

メンバー 

会２ 永山虎之介(L) 

   杉本公俊 

会１ 丸山聖生 

   森山拓洋 

   横山慶 

 

行動記録 

1 日目 

06:20 白沢三俣 

08:00 魚留ノ滝 

10:40 大凪山 

13:45 餓鬼岳小屋 

2 日目 

03:00 起床 

04:00 出発 

04:05 餓鬼岳 

07:20 東沢乗越 

09:30 燕岳 

10:10 燕山荘 

10:50 合戦小屋 

12:15 中房温泉 

 

所感 

 両日雨に見舞われつらい山行となっ

た。一年生の歩くペースが遅く、予定に

入っていた唐沢岳ピストンを削る悔しい

結果となった。餓鬼～東沢岳間のケンズ

リと呼ばれるポイントは梯子が多い岩場

で少し危ない。このケンズリで今回、横

山が木製の足場を通行中、足場が斜面側

にずり落ち、ハイマツ帯に横転する事故

が起きた。幸いけがはなかったが、いく

ら整備された登山道の足場であろうと絶

対の保証はないのだと再認識させられ

た。 

 

五竜岳:八峰キレット 

日程：7/7,8  

<メンバー> 

山下(OB) 

今井 CL(会２) 

大川、後藤、竹田(会１) 

<1 日目> 雨 

8:00 エスカルプラザ 

8:25 アルプス平駅 

8:50 地蔵の頭 

9:45 小遠見 

10:50 大遠見 

11:45 西遠見 

12:40 白岳 

12:45 五竜山荘 

ゴンドラに乗ってアルプス平に着いたと

きに雨が降り始めた。西遠見から白岳に

かけて思いのほか道が悪く、鎖場が多か

った。白岳手前には雪が残っており、ピ

ッケルを装着して通過した。 

<2 日目> 雨 

4:30 五竜山荘 

5:35 五竜岳 

9:10 口ノ沢のコル 
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10:20 キレット小屋 

12:15 鹿島槍ヶ岳南峰 

13:45 冷池山荘 

14:10 大谷原分岐 

15:10 高千穂平 

17:40 大谷原 

五竜岳に着いたあたりから降り始めた。

雨で岩が滑るため五竜岳直下の下りでか

なり苦戦した。赤抜のあたりまでは気が

抜けない。G5 のあたりは鎖がついてい

るが岩が磨かれていてなかなか滑るし、

クライムダウンが難しい。八峰キレット

通過より難しい気がした。キレット小屋

から鎖をもって慎重にいけば行ける。八

峰キレットを越えてからは困難なところ

はあまりない。大谷原分岐から大谷原に

かけて結構滑る。また、下るとすぐに土

砂崩れをトラバースするようなところが

あり危ない。 

 

西穂～奥穂～前穂 

日程：2018/7/9～7/10 

メンバー：高井(会 3)、永山(会 2) 

コースタイム： 

《1 日目》 晴れのち曇り 

0:25 田代橋 

3:30 起床 

4:05 発 

6:15 西穂山荘 

7:10 独標 

8:15 西穂高岳 

10:05 天狗の頭 

12:07 ジャンダルム 

13:20 奥穂高岳 

14:10 穂高岳山荘 

《2 日目》晴れ 

3:45 起床 

4:40 発 

5:05 奥穂高岳 

6:45 紀美子平 

7:07 前穂高岳 

7:30 紀美子平 

9:00 岳沢小屋 

10:40 上高地(河童橋) 

 今山行は月・火だったため下山後すぐに

アプローチとなった。そのため、アプロー

チが夜になってしまうため、釜トンネルを

歩き田代橋近くにある屋根付きのベンチ

で仮眠をとってからの出発となった。 

 途中で水を汲み、順調に標高を上げてい

く。 

 西穂高岳～奥穂高岳が今山行の核心だ

が、一般登山道最難の名は伊達ではなく、

ザイルが出るか出ないかの場所が続く。集

中力勝負のなか、短めに休憩を挟みながら

ゆっくり進むが、ジャンダルム手前で雲の

中に入ってしまう。無事奥穂高岳に到着し、

穂高岳山荘までの安心感のある道となる

が、穂高岳山荘の手前が岩場となっており、

再び気を引き締めなければならない。 

 2 日目は昨日から一転し、歩きやすい道

を岳沢と涸沢を眺めながら進む。前穂穂高

岳を空身でピストンし、重太郎新道を下る。  

 感想として、今回は天候に恵まれた

が、西穂～奥穂の区間は日帰り装備でも

ない限り、雨が少しでも降っていれば行

かない方がいいと思う。また、装備は出

来る限り小さくした方が良い。 

 

高原川 沢上谷 

日程：2018/7/11 

メンバー：CL 高井(会 3)、小山(会 4)、杉

本(会 2)、原田(会 2)、丸山(会 1)、横山(会

1) 

行程：入渓 8:00～五郎七郎滝 9:30～岩洞

滝 

10:40～蓑谷大滝 11:25～脱渓 12:20～入

渓 

点 13:40 

《1 日目》晴れ 

 入山前の集中豪雨によって土石流が発

生し県道 89号線を６ｋｍほど歩いて入渓

点まで行った。沢上谷は初心者向けの沢で

はあるが、雨によってだいぶ増水していた。

増水していたことによって多少難易緯度

も上がり、泳ぐこともできたし、滝も迫力

があったので思っていたよりもずっと楽

しかった。 



30 

 

 沢上谷の最難関は蓑谷滝の高巻である。

道は最初こそ分かりづらいが、岩壁が出て

くる所からは明瞭な道となるが、再び沢に

戻る場所はわかりづらく、今山行では適当

な沢地形を下り沢に復帰した。 

 沢上谷はアプローチは長いが、1 年生を

初めて連れて行くのであればとても楽し

いと思う 

 

裏銀座 

日程:7/14～7/16 

メンバー:L 原田(会２) 大川(会 1) 川地

(会 1) 

ルート：ブナ立尾根～烏帽子岳～三俣蓮

華岳～槍ヶ岳～新穂高温泉 

≪1 日目≫ 7:15  松本駅発 

       9:20  高瀬ダム発 

     12:00  三角点 

       13:25  烏帽子小屋 

     14:10  出発 

      14:30  ニセ烏帽子 

     14:45  烏帽子岳 

     16:00  烏帽子小屋 T.S. 

≪2 日目≫ 2:15  起床 

      3:15  出発 

      6:10  野口五郎 

      7:00  真砂岳 

      9:40  水晶小屋 

     10:20  水晶岳 

     10:50  水晶小屋 

     11:40  鷲羽岳 

     13:00  三俣山荘 

      14:00  三俣蓮華岳 

     15:45  双六岳 

          16:35  双六小屋 T.S. 

≪3 日目≫  3:00  起床 

      4:05  出発 

      4:25  樅沢岳 

      5:10  硫黄乗越 

        7:20  千丈乗越 

       8:40  槍の肩 

      9:10  槍ヶ岳 

      12:15  槍平 

      15:25  新穂高温泉 

 三日間通して、快晴で気持ちの良い山

行であった。悪場としてはやはり西鎌が

一年生の歩きを見ていて少しこわかった

が問題無く通過できた。他には水晶岳付

近と烏帽子岳付近で一応はしごや鎖がで

る。 

一日目、色々あり、出発が遅れる。ア

プローチは電車とタクシーを利用した。

快晴で暑すぎるくらいでブナ立尾根はと

ても暑かった。登りきったあと先にテン

トを張り、烏帽子岳にいった。 

二日目、この日はなかなかの長時間行

動となった。川地が体力的につらそうで

双六小屋まで行けるか心配だったが、頑

張って歩いてくれたため無事到着するこ

とが出来た。 

三日目、前日の疲れの影響が心配だっ

たがなかなかいいペースで歩けた。佐俣

乗越で熊が下っていくのを見たときはヒ

ヤッとしたが他には何事もなく西鎌尾根

を通過。下山もペースが上がり、無事、

新穂高へ。新穂高ではいつもやっている

温泉が休業だったため、ホテルの風呂に

入った。普段は宿泊者向けに開けていな

いが日によってはやっているらしい。 

今山行では、夏の長期縦走前にこの長時

間行動の山行を通しきれてよかった。い

い経験になったと思う。 

 

越百山～木曽駒ヶ岳 

日程：2018/7/14～7/16 

メンバー：高井(会 3)、後藤(会 1)、藤曲(会

1)、丸山(会 1) 

コースタイム： 

《1 日目》 晴れのち雨 

3:30 起床 

4:23 発 

5:08 登山道(始) 

8:20 越百小屋 

9:15 越百山 

10:56 仙涯嶺 

12:30 南駒ヶ岳 

13:10 擂鉢窪避難小屋 

《2 日目》晴れ 
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2:30 起床 

3:27 発 

4:05 赤梛岳 

5:10 空木岳 

6:30 木曽殿山荘 

7:09 東川岳 

8:30 熊沢岳 

9:53 檜尾岳 

13:50 宝剣岳 

14:13 頂上山荘 

《3 日目》晴れ 

3:00 起床 

4:00 発 

4:11 木曽駒ヶ岳 

4:30 頂上山荘 

6:02 将棋頭山 

6:40 茶臼山分岐 

7:00 茶臼山 

7:26 茶臼山分岐 

10:04 桂小場 

 伊奈川ダム登山口で前泊をした。伊奈川

ダムは電波が通じないため早めに連絡し

ておくべきである。1 日目は藤曲が病み上

がりだったり、丸山のペースが上がらなか

ったこともあったりし、ゆっくりとしたペ

ースで進む。稜線に出ても風がなく暑かっ

た。仙涯嶺に向かう下りで悪場が出てくる。

また、擂鉢窪避難小屋に向かう下りがザレ

ザレで落石に注意が必要であった。擂鉢窪

避難小屋は雨漏りをしていて、15:00 くら

いに来た夕立によって斜めっていた床は

川上にいた私の装備を容赦なく濡らした。 

 2日目は、1ピッチだけヘッテン行動し、

赤梛岳で夜明けとなった。いくつもピーク

を越えていき、核心でもある宝剣岳へ行く。

3 連休ということでなかなかに混んでい

て登り、下りともにすれ違いに注意しなけ

ればならなかった。頂上山荘に着いたもの

の 4 人テンを張る場所がなく、青空シュ

ラフをした。 

3 日目は朝日を木曽駒ヶ岳で見ようと

思い早くに出発したが、丁度雲がかかって

いて微妙な感じだった。信大ルート途中小

黒川を渡渉するが前の週の豪雨によって

大きく流れが変わっていて、靴を脱いだり、

濡れたりしながら渡った。 

今山行は 3 日とも晴れたが、日が照り

つけ、風もなく本当に暑かった。そのため

1 日目は 10L 以上、2 日目は 10L でぎり

ぎりの水を消費した。また、ブヨが多く手

や目が腫れてしまった。虫除けを持って行

くべきである。 

 

北鎌尾根 

日程：7/14~16 

メンバー：江川（会 3）今井 杉本（会 2） 

記録： 

1 日目 

6:25 バスターミナル 

8:20 横尾 

9:15 一ノ俣 

9:40 槍沢ロッジ 

11:20 水俣乗越 

13:30 北鎌沢の一つ手前の沢 

17:00 引き返す 

20:00 沢取り付き、テント 

2 日目 

6:00 起床 

6:50 行動開始 

7:00 北鎌沢出合 

9:30 コル 

11:30 独標手前 

15:10 北鎌平 

15:55 槍ヶ岳 

16:50 槍の肩 

17:20 殺生ヒュッテ 

3 日目 

5:00 起床 

5:40 発 

7:25 槍沢ロッジ 

8:25 横尾 

10:40 バスターミナル 

 

天気は全行程通して快晴、非常に天候に恵

まれた山行であった。荷物が軽いこともあ

って水俣乗越まで非常に速いペースで歩

く。水俣乗越で小休止した後、下り始める

のだが、これがざれていて意外と悪い。何

とか下り終え北鎌沢を探すのだが、30 分
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近く時間をかけたうえ誤った沢に取り付

いてしまった。事前に調べたポイントと一

致する地形もあったため、この誤った沢に

かなりの時間取り付いてしまったが、下る

のが困難になっている時点で早期の撤退

を判断するべきだった。このとき、下降は

江川が懸垂をセットする形で連続懸垂を

行った。翌日少し先を見ると、間違いのな

い北鎌沢が出てきた。もう少し慎重に動い

ていれば初日のうちに北鎌のコルまで進

めていただろう。北鎌尾根自体はさほど難

しい場面はなく、強いて言えば独標手前で

先行していたガイドのパーティーが稜線

上に迷い込み、巻き道を行く我々に落石が

落ちてきた程度。槍ヶ岳山頂で一服した後、

大行列の一般道を下る。肩の小屋ではテン

バを確保できそうになく、殺生ヒュッテで

幕営。3 日目は下山のみなので急ぎ下山し

た。 

 

 

栂海新道 

日程：7/14~16 

メンバー 

会２ 永山虎之介(L) 

会１ 安西郁也 

   竹田昴 

   森山拓洋 

 

行動記録 

1 日目 

07:10 蓮華温泉 

08:20 天狗の庭 

09:50 白馬大池 

10:20 白馬乗鞍 

10:50 白馬大池 

12:25 小蓮華岳 

13:45 白馬岳 

14:35 頂上宿舎 

2 日目 

02:00 起床 

03:15 出発 

03:45 白馬岳 

04:15 三国境 

06:15 雪倉岳 

09:10 朝日岳 

12:20 黒岩岳 

15:45 犬が岳 

3 日目 

02:00 起床  

03:00 出発 

05:00 下駒ケ岳 

05:50 白鳥山 

08:20 尻高山 

09:15 入道山 

10:30 親不知 

 

所感 

 この週末は、全国的な猛暑に襲われたと

ても暑い日だった。夏の三連休ということ

で、登山道や小屋、テント場にはたくさん

の登山客があふれていた。 

 2 日目の朝、1 年の安西がテントからシ

ュラフをテント外に紛失し（すぐに発見）、

同じく森山がツェルトを斜面に落とす（5

分ほど後に発見）、といった事件が起きた。

下手をしたら敗退の原因になりかねない

重大な事件だったことに反省すべきだ。 

計画段階で 2 日目に白馬頂上宿舎から

白鳥山避難小屋までの 15時間行動を目標

に臨んだが、結果は暑さとスイカを担いで

いったための重荷のせいか栂海山荘まで

で行動終了となり少し悔しい結果に終わ

った。しかし、全体としてハードな工程の

ため 1 年生を歩かせる山行にもってこい

だと感じた。また、自画自賛になるが海の

日に親不知海岸に至るこの計画に美しさ

しか感じない。親不知海岸での海水浴と、

スイカ割りは人生のゴール。 

 

鍬ノ峰～餓鬼岳 敗退 

日程：７/21～7/22 

メンバー 

小山悠太（会 4）CL 

宇野真士（会 2） 

丸山聖隆 森山拓宏（会 1） 

 

行程 
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7/21-22 

7/21 晴れ 

6：30 入山 

7：50 鍬ノ峰 

10：30 コル 

11：20 1507m 付近 

15：00 テンバ 

7/22 晴れ 

5：50 出発 

6：30 コル 

7：50 下山 

 

鍬ノ峰登山口から鍬ノ峰の山頂までは程

よい登りと距離であった。ちょうどよく汗

をかき我々は山頂から餓鬼岳への尾根を

確かめる。想像通りの藪である。樹林帯な

ので鍬ノ峰からの尾根の入り口がわかり

ずらくなんとなくで下ってみた。すこし下

り尾根上にでてからコルまで下った。3 ピ

ッチくらいあるいて感じたのは絶望的に

進んでいないということだ。冬場のラッセ

ルより進度が悪い気もする。「これはヤバ

いな」と思いながら進む。絶望的な進度で

はあるが少しの希望を持ちながら頑張っ

てみた。しかしじそく 500m の私たちに

はこれ以上なすすべがなく 14：00 に敗退

を決める。エスケープには送電線を使った。

これは計画書に記載していなかった事項

なので反省である。 

藪漕ぎをした後の温泉はとても気持ちが

良かった。そして藪漕ぎは進まないことが

わかった。しかし、こういった山行はアド

ベンチャーさがあって私は好きである。 

 

笠ヶ岳 

日程：７/21～7/22 

メンバー:L 原田(会 2) 今井(会２) 川地

(会１) 竹田(会１) 後藤(会１) 横山(会

１) 

ルート：笠ヶ岳新道～笠ヶ岳～クリヤ谷 

≪１日目≫ 6:35 新穂高 

      7:25  登山口 

      10:20  杓子平 

      11:20  稜線出会い 

      12:30  笠ヶ岳山荘 T.S. 

≪２日目≫  4:00  起床 

       5:05  出発 

      5:25  笠ヶ岳山頂 

      7:20  雷鳥岩 

      10:45  新穂高温泉 

 １日目、山下さんと植野さんに送って

いただき新穂高へ。林道を歩いた後、急

な笠新道を登る。一年生はつらそうなや

つもいたがお互い励まし合って頑張って

いた。テンバで信大のワンゲルと会う。 

 ２日目、快晴の中少しだけ登って山頂

へ。山頂では笠ヶ岳の影が西側にきれい

に映り、美しかった。冬合宿で行くかも

しれない西尾根のほうをみたが延々と森

であった。山頂でゆっくりした後、雨も

降っておらず問題なく渡渉できそうなの

でクリヤ谷より下山。気持ちの良い山行

となった。 

 

八ヶ岳縦走 

日程：7/21~22 

メンバー：会 2 杉本 

  会 1 安西 

大川 

    藤曲 

 

０日目：女神茶屋にて前泊 

１日目：2:30 起床 

 3:00 出発 

 5:10 蓼科山 

 6:55 双子山 

 9:10 北横岳 

 10:40 縞枯山 

 11:55 麦草峠 

 14:15 黒百合ヒュッテ T.S. 

２日目：3:00 起床 

 4:00 出発 

 4:50 東天狗岳 

 6:35 硫黄岳 

 7:35 横岳 

 9:05 赤岳 

 10:45 キレット小屋 

 12:10 権現岳 
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 13:15 編笠山 

 14:50 観音平 

 

 １日目はただひたすら樹林帯だった。北

八ヶ岳ロープウェイかなんかで上がって

きた人でにぎやかであった。夏縦走前最後

の週末山行ということで日が出てからは

一年生に先頭を歩いてもらった。サウナの

中にいるような暑さだった。 

 ２日目は１日目とは山の印象がガラッ

と変わり岩々していて鎖場が目立つ。先頭

は杉本が務めた。稜線上は爽やかな風が吹

いていたので快適であった。悪場としては

横岳周辺と赤岳からキレット小屋までが

特に悪かった。が、思っていたほどではな

く一年生も特に問題なくついてきてくれ

た。１年生３人は皆等しく辛そうであった

が２日とも 10時間を超える行動を通しき

ってくれた。数百のアップダウンやなかな

かの悪場と長時間行動、夏縦走前最後のト

レーニングには最適であると思った。 

 

八ヶ岳 大同心・小同心 

日程：2018/7/21～7/22 

メンバー:高井(会 3)、江川(会 3)、永山(会

2) 

コースタイム： 

《1 日目》晴れ 

5:55 赤岳山荘駐車場 8:50 

6:15 発(江川、永山) 9:05(高井) 

7:45 赤岳鉱泉    10:10 

11:36 取り付き 

11:44 登り始め 

15:55 トップアウト 

16:10 下降開始 

17:12 赤岳鉱泉 

《2 日目》晴れ 

3:30 起床 

4:43 発 

7:47 取り付き 

7:55 登り初め 

10:00 トップアウト 

11:32 赤岳鉱泉 

13:07 赤岳山荘駐車場 

 1 日目は高井が BOX にガチャを忘れ、

江川と永山に赤岳鉱泉まで先に行ってて

もらい、松本に戻った。その後、赤岳鉱泉

で合流し大同心稜からアプローチして大

同心南陵を登った。やはり、夏の八ヶ岳は

脆い。江川のリードで慎重に登るが手も足

も信用できない。4 ピッチ目雲稜ルートに

合流してドームを登るがここでのリード

に 1 時間ほど要した。その後は、1 ピッチ

懸垂して、大同心横のルンゼを下った。 

 2 日目は、4:30 までテントで待機し完全

に明るくなってから出発した。途中で高井

と江川が忘れものに気がつき、戻る。10 分

ほどタイムロスしたもののそのまま小同

心ルンゼのルートを進む。小同心の基部ま

でもう少しというところで、涸れ沢の滝を

越えられずに右側の尾根に移る。下降より

も登る方が安全だと判断し尾根に向かっ

て登る。途中に小同心に向かう踏み跡に合

流し、小同心クラックの取り付きにたどり

着いた。正直ここまでが核心だった。小同

心クラックは難しい場所もなく登れた。横

岳直下の 1 ピッチは終了点がないので工

夫する必要がある。 

 2 日続けて忘れ物など、反省するばか

りである。また、大同心ルンゼ・小同心

ルンゼともにほとんど無積雪期の記録が

なかった。そのようなルートを選ぶとき

はもっとそのルートが使えなかった場合

の対応と撤退の判断を慎重に行うべきだ

と改めて感じた。 

 

ホラの貝ゴルジュ 

メンバー 

小山悠太（会 4） 

永山虎之介（会 2） 

 

行程 

7/23 

8：30 入渓 

8：39 F1 

9：09 CS 滝 

9：48 ホラの貝 

10：50 F1 
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11：50 遡行終了 

12：30 下山 

 

ホラの貝のゴルジュはその入り口からし

て厳かな自然の威風を漂わせている。まず

入ってすぐに表れるのが F1 である。ここ

は向かって左側のクラックをたどり登る。

クラックといってもホールドはしっかり

しており問題はスタンスの小さい足場で

ある。沢靴でなんとかスタンスをきめよじ

登る。後続の虎之介もなんとかオンサイト

でついてくる。続く CS 滝でな首がもげる

かと思うほどの水流を突破していく。虎之

介は水流にふったばされたので右側の巻

きを超えてきた。私的にはそっちの巻きの

方がつるつるで怖そうだったけど。その後

ここホラの貝の核心といわれる滝にぶつ

かる。虎之介を先に行かせて様子を見るこ

とにした。案の定虎之介は一回ドボンして

戻ってくる。なるほどそこが悪いのかと雰

囲気泥棒して、私はクレッタに履き替え華

麗なオンサイトを決める。これが今回のす

べてであろうかと思っていた。しかしその

あとに出てくる 2m くらいの滝がなんと

もしんどかった。淵を泳ぎカチを握りしめ

ここ一番のパワーで超えた、ここのほうが

疲れたわ。 

 帰りは優雅にキャニオニングで帰って

きました。 

 

前穂高岳 

8/14 

6:00 小梨平 

7:15 岳沢小屋 

8:30 前穂高岳 

10:00 岳沢小屋 

11:00 小梨平 

 今日はあさから雨模様。バリエーショ

ンには行けそうにないので一般道で前穂

高岳にいくことに。案外はじめて前穂高

岳にいくぞ、とワクワクである。天候は

雨のち曇りといったところである。天気

のせいもあってか前穂高岳の山頂は貸し

切りであった。 

 ソロで上高地を歩くのは少しさみし

い。 

 

霞沢岳 

日程：2018/8/13 

メンバー：高井(会 3) 

行程： 

小梨平発 8:55－明神分岐 9:30－霞沢岳分

岐 11:00－K1 13:20－霞沢岳分岐 15:00－

明神分岐 16:25－小梨平 17:00 

《1 日目》曇りのち雨 

 徳本峠直下の霞沢岳との分岐以降登山

道の状況が悪く、歩き辛かった。晴れなら

ば問題ないとは思うが、連日雨が続いてい

たので地面が滑りやすく下山時も気をつ

かう場面が多々あった。K１についたとき

に雨が強くなり、視界も悪く気が進まなか

ったので下山した。ペースが上がらなかっ

たために霞沢岳には行けなかったが、サマ

テン中に気軽に 1 人でいけるルートだと

思う。 

 

明神主稜 

メンバー：江川 髙井（会 3） 

記録： 

5:30 河童橋 

6:20 7 番看板 

11:30 前穂高岳 

14:30 岳沢ヒュッテ 

15:20 河童橋 

15:30 ベース 

 

天候は晴れ。前日体調不良で撤退したリベ

ンジを果たすべく、明神へ。7 番看板まで

はただの一般道、歩けば 1 時間足らずで

着く。この 7 番看板から主稜に乗るまで

の急登がしんどいが、ふみ跡がばっちりつ

いており、ルーファイに関する心配は必要

なかった。5 峰に上がってしまえばもうあ

とは気持ちのいい稜線歩き。いくつかテン

トが張れそうな場所があった。ここで幕営

したらさぞ気分の良いことだろう。問題の

2 峰からの懸垂も下降点がわかりやすく、
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1 回の懸垂で降り切れてしまった。明神を

越えてしまえば前穂高岳まではもうひと

踏ん張り。最後の急登を越え、頂上に辿り

着く。しばし休憩した後、下山。懸垂以外

に危険な場所は少なく、ふみ跡のおかげで

ルーファイも容易い。2 年生にもお勧めで

きるバリエーションと感じた。 

 

六百山 

日程：2018/8/18 

メンバー：高井(会 3)、江川(会 3) 

行程： 

小梨平発 5:15－入山 5:25－中畠沢左俣

6:25－敗退 8:15－下山 9:20 

《1 日目》晴れ 

 登山大系に載っている中畠沢左俣から

六百山にアタックした。入山口は河童橋に

向かい側にあるトイレの横から入り、砂防

ダムの左側に沿って登っていく。黒いホー

スをたどって踏み跡を進むと右側に行き

過ぎてしまうので左側に途中左側に見え

る尾根の左側に行く必要がある。私たちは

ここを間違えてしまい少し戻った。その後、

ザレたルンゼを詰めて稜線上にでる。そし

て踏み跡のない稜線をすすみ、六百山直下

の岩場までいったが、先に進むのは危険だ

と判断し、撤退した。下降で 20ｍ強懸垂

した。機会があればもう一度行ってみたい

と思う。 

 

南ア北上縦走 

日程：8/5~14 

［メンバー］ 

会２ 宇野 

会 1 藤曲、竹田 

［コースタイム］ 

1 日目 

3:30 起床（前泊） 

4:15 出発 

5:10 易老渡登山口 

9:20 易老岳 

10:45 光岳小屋 

12:40 易老岳 

15:35 茶臼小屋 

2 日目 

5:00 起床 

6:00 出発 

7:30 上河内岳 

9:35 聖岳小屋 

3 日目 

4:00 起床 

5:10 出発 

7:15 聖岳 

9:10 兎岳 

11:40 中森丸山 

12:20 大沢岳 

13:10 百間洞山の家 

4 日目 

3:00 起床 

4:00 出発 

4:40 百間平 

6:10 赤石岳 

8:15 荒川小屋 

5 日目 

4:00 起床 

5:05 出発 

6:00 前岳と中岳の分岐 

7:10 悪沢岳 

8:30 前岳 

10:20 高山裏避難小屋 

11:50 板屋岳 

12:45 小河内岳 

14:30 三伏峠小屋 

6 日目 

3:00 起床 

4:00 出発 

7:20 塩見岳 

10:00 北荒川岳 

12:00 熊ノ平小屋 

7 日目 

4:00 起床 

5:10 出発 

8:40 三国平 

9:45 農鳥岳 

11:10 三国平 

12:55 間ノ岳 

13:55 北岳山荘 

8 日目 
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5:00 起床 

6:05 出発 

6:55 北岳 

7:35 北岳山荘に戻ってくる 

8:10 出発 

10:00 三峰岳 

12:45 両股小屋 

9 日目 

4:00 起床 

5:00 出発 

5:40 野呂川越 

6:20 横川岳 

7:45 伊那荒倉岳 

10:00 大仙丈ケ岳 

10:35 仙丈ケ岳 

13:10 北沢峠 

10 日目 

3:00 起床 

4:00 出発 

4:50 仙水峠 

5:50 駒津峰 

7:10 駒ヶ岳 

8:30 七丈小屋 

10:30 尾白川渓谷 

（所感） 

一日目の水をどれくらい担ぐかは最後ま

で悩んだ。去年の様子からして一人 2ℓ で

足りると考えて臨んだのだが、お楽しみ

として持っていたジュースを 3 本も開け

るほど水を消費した。茶臼小屋まで駒を

進めたことを差し引いても一人 2ℓ は少な

いと感じた。また反省すべき点は易老岳

から光岳の間を空荷で行ってしまったこ

とである。これまでのペースと天候を考

えて行動に移したのだがもう少し落ち着

いて考えるべきであった。結果的にとて

も体力を消費してしまった。 

先頭は一年生に歩かせたが問題なかっ

た。この二人は有望である。4 日目の予

定は高山裏避難小屋までだったがちょう

ど台風が来ていたので荒川小屋で歩みを

とめることにした。沈殿も考えたのだ

が、台風が来るのは午後からの予報だっ

たので朝早く出て短いが進もうというこ

とになった。嵐の前の空はとてもきれい

だったことを覚えている。悪天の兆しの

レンズ雲も見ることができ満足。荒川小

屋では風もなく快適であった。台風が過

ぎた後は終止気持ちの良い歩きが続い

た。 

今回は特に急いでないのだが予定よりか

なり早いペースで進むことができた。こ

れも良天と一年生がよく歩けているから

であろう。伊那荒倉岳周辺で起こった倒

木に心配したが大したことはなかった。 

黒戸尾根の下りはトレイルランニングの

ようになってしまった。なってしまった

というより走りたい気持ちが強かった。

もちろんそれまでの一年生の歩きに不安

がなかったからだということは言うまで

もない。私のハイライトかもしれない。 

 

[北ア北上縦走(燕岳~白馬岳)] 

 8/8 ~ 8/19 

メンバー: 

会２ CL 今井 , 原田 

会１ 安西、横山、丸山 

[8/8] 

6:40 中房温泉 

10:20 合戦小屋 

11:25 燕山荘 

12:00 燕岳 

16:10 大天荘 

最初は晴れていたが、燕山荘に着いた頃に

曇り、大下りの頭でとうとう雨が降ってき

た。それぞれが 30kg 前後の荷物のためペ

ースがなかなか上がらない。節約のため水

をそれぞれで4L持ったことを少し後悔し

た。 

[8/9] 

4:30 起床 

5:40 発 

5:50 大天井岳 

10:15 ヒュッテ西岳 

14:35 殺生ヒュッテ 

この日は晴れた、すごく晴れた。晴れたか

らか、一年生の水の消費量がかなり多い。

あとペースも上がらない。丸山の汗の量が

尋常ではないため、丸山の様子を見ながら
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短い間隔で休憩をとり、水分補給をさせた。

ヒュッテ西岳の下りで、落石が多いためヘ

ルメットを着け、そのまま東鎌尾根に入っ

た。 

[8/10] 

4:30 起床 

5:45 発 

6:45 槍ヶ岳 

8:05 千丈乗越 

10:20 硫黄乗越 

12:30 双六岳 

14:50 三俣山荘 

出発時にはガスガスで槍ヶ岳は行きたく

ないなと思っていたが、いざ行ってみると

穂先だけ雲から出ていたため、かなり美し

い風景が穂先にはあった。千丈乗越に着く

ころにはガスが晴れていた(曇り)。西鎌尾

根は意外にも悪く、時間がかかった。硫黄

乗越は常に風が強いため、休憩する場所は

選んだほうがいい。 

[8/11] 

4:30 起床 

5:50 発 

6:50 鷲羽岳 

8:20 水晶小屋 

9:00 水晶岳 

10:35 東沢乗越 

12:55 野口五郎岳 

15:05 烏帽子小屋 

起床したときから雨。水晶岳に着くころに

は小雨、東沢乗越で曇りになった。この日

は休日、烏帽子小屋は激混みだった。テン

場でテントが張れず、テン場近くの藪の中

でテントを張った。烏帽子小屋のテン場は

狭い。休日に烏帽子小屋に行くなら少なく

とも 12:00 には着かないと、まともなテン

場はないだろう。「テント張らないでツェ

ルトに包まって寝ます」と小屋の人に言う

と、かなり心配されるからやめたほうがい

い。あと蚊が多い。 

[8/12] 

3:30 起床 

4:45 発 

5:40 烏帽子岳 

7:05 南沢岳 

8:45 不動岳 

12:30 船窪岳 

13:30 船窪テン場 

船窪山荘のテン場が狭いため早めに出発。

朝は少しだけ晴れていたが船窪が近づく

につれて曇りに変わっていった。船窪のあ

たりは入山前から悪いとは聞いていたが、

あそこまで悪いとは想像できなかった。船

窪は悪いが、技術的難しさはほとんどない。

ただ、ハシゴや橋、フィックスなどがボロ

ボロ。実際、ハシゴを登っているときにハ

シゴが体重によって一本折れた。技術とい

うよりは運である。小雨でも行かないほう

がいいだろう。 

[8/13] 

4:30 起床 

5:45 発 

6:00 七倉岳 

8:05 北葛岳 

10:35 蓮華岳 

11:25 針の木小屋 

七倉岳に着いたときに小雨になってきた。

この日はレスト日ということもあり、全員

の士気が高い。七倉岳の下りは結構悪い。

毛羽立った鉄ワイヤーをつたってクライ

ムダウン、降り切ったと思えば悪い登りが

でてきた。蓮華岳直下のコルでは雨が晴れ

ていい気分だった。蓮華の登りは落石が多

いためヘルメットを着けたほうがいいだ

ろう。蓮華岳に着いたと同時に猛烈な雨が

降ってきた。逃げるように針の木小屋まで

早足で向かった。 

[8/14] 

3:30 起床 

4:30 発 

5:10 針の木岳 

5:55 スバリ岳 

9:00 新越山荘 

11:00 種池山荘 

11:45 爺ヶ岳南峰 

12:55 冷池山荘 

晴れ。昨日の猛烈な雨のおかげで雲があっ

たが、ブロッケン現象がたくさん見られて

いい気分で歩けた。この日は、水平距離が

長いため早めに出発した。特に悪いところ
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はない。 

[8/15] 

4:30 起床 

5:45 発 

7:15 鹿島槍ヶ岳南峰 

10:55 キレット小屋 

12:45 赤抜 

15:40 五竜山荘 

晴れ。鹿島槍ヶ岳から八峰キレットを見た

時、日本大学の山岳部が 20 人ほどの行列

を作って歩いているのが見えた。どこかで

抜かせてもらえるだろうと思っていたが、

結局抜かせてもらえず八峰キレットの通

過でかなり時間がかかった。日本大学の行

列に腹が立った一般の人から八つ当たり

を食らった。7 月も五竜～鹿島槍間を通っ

たが、やはり八峰キレットよりも赤抜や五

竜直下のほうが悪いように感じる。五竜直

下から雨が降り始め、五竜岳分岐で雷が鳴

ったため、早足で五竜山荘へ向かった。下

っているときに突然、雨が激しくなり雨具

を着ていてもびしょびしょになってしま

った。 

[8/16] 

沈殿 

前日の天気図より寒冷前線が通過するの

と、常駐隊の人から「明日は動かないほう

がいい」と言われ、沈殿することに決めた。

予想以上に風が強く、常にテントが変形し

ている状態だった。五竜山荘は谷側にテン

トの入り口を向けて設営すると常に雨が

中に吹き込んでくる状態になるため、やめ

たほうがいい。 

[8/17] 

4:30 起床 

6:00 発 

7:55 唐松山荘 

9:00 停滞決定 

4:30 に起床したが雨が激しかったため

6:00 まで待機。昨日の天気図から天気は

回復傾向にあるがこの日の内には回復し

きらなかった。唐松山荘についたところで、

気温が低い、ガスが濃い、風が強いという

ところから停滞を決めた。 

[8/18] 

4:00 起床 

5:10 発 

5:25 唐松岳 

7:45 不帰Ⅰ峰 

9:20 天狗の頭 

9:30 天狗山荘 

10:25 白馬鑓ヶ岳 

11:20 杓子岳 

12:40 頂上宿舎 

気温は低いが快晴。朝、登山靴を履いたら

登山靴が凍っていた。久しぶりの快晴に全

員テンションが上がる。不帰の儉の下りは、

鎖さえ握っていればそれほど怖くない。天

狗の大下りは落石に気をつけたほうがい

いだろう。12:40 に頂上宿舎に到着したが、

テン場は激混みだった。休日は少なくとも

13:00 につかなければテン場は厳しい。 

[8/19] 

3:30 起床 

4:35 発 

4:55 白馬岳 

5:25 頂上宿舎 

7:40 白馬尻小屋 

8:10 猿倉荘 

白馬岳で朝日を見るために早く起床し

た。白馬山頂は、富山湾や能登半島、槍

ヶ岳まで見える。まさに 12 日間の縦走

を締めくくるのにふさわしい天気であ

る。しばらく山頂でのんびりしていたか

ったが、安西が「早く帰らせろ」と言い

たげな顔をするので早めに下ることにし

た。白馬雪渓は想像以上に雪が少なかっ

た。岩室から下は落石が起こる可能性が

高いため、休憩なしで一気に白馬尻小屋

まで下った。朝早く下ったため、白馬雪

渓はカチコチでかなり滑る。アイゼンな

しで下ったが、何度かピッケルで初期停

止した。アイゼンは必要！ 

 

南ア南下縦走 

日程：8/5~8/11 

メンバー：(会 2)杉本 永山 

  (会 1)大川 川地 後藤 森山 
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8/5 

7:30 出発 

14:40 七丈小屋 T.S. 

縦走初日、重い荷物を背負い長い尾根道

を汗だくになり登った。小屋では OB 花谷

さんにコーラをいただきヒマラヤキャン

プのビデオも観せていただいた。 

 

8/6 

6:00 出発 

8:50 甲斐駒ヶ岳 

10:15 駒ツ峰 

11:30 仙水峠 

12:45 長衛小屋 T.S. 

 あつい。北沢峠で水浴びをした。 

 

8/7 

4:00 出発 

6:45 小仙丈ケ岳 

7:55 仙丈ケ岳 

8:40 大仙丈ケ岳 

12:20 横川岳 

13:35 両俣小屋 T.S. 

 一年生は重い荷物のせいかあまりペー

スは上がらない。だがしっかりと歩いてい

る。台風が接近しており不安を抱いて寝た。 

8/8 

4:00 出発 

7:55 三峰岳 

8:45 間ノ岳 

9:50 北岳山荘 

11:00 間ノ岳 

12:00 農鳥小屋 T.S. 

 午後に台風が最接近するため、午前中に

北岳アタックを試みた。が、北岳山荘に着

いた頃にはすでに強風に雨が降り出して

いたため、やむを得ず敗退。北岳山荘で幕

営予定であったが風が怖いので農鳥小屋

のハイマツ帯に幕営した。しかし北岳山荘

で耐えて次の日にもっかい北岳アタック

が最善であった気がする。 

 

8/9 

6:10 出発 

7:05 農鳥岳 

8:20 農鳥小屋 

10:40 熊ノ平小屋 T.S. 

 台風が過ぎ去り、ガスの隙間からみえる

農鳥岳がイケメンであった。 

 

8/10 

4:10 出発 

6:45 北荒川岳 

9:30 塩見岳 

10:50 塩見小屋 

13:20 三伏峠小屋 T.S. 

 北荒川岳からの塩見岳は圧巻だった。何

回も行ってみたいと感じた。塩見の登りの

途中、北上隊と出会った。はやい。この日

は三伏峠で合流してパーティーの予定だ

ったのに、チクショー。 

 

8/11 

5:10 出発 

5:40 烏帽子岳 

8:25 板屋岳 

9:00 高山裏避難小屋 T.S. 

 レスト日である。こんなに早くついては

二度寝しかすることがない。縦走の終わり

に向けてしっかり休む。がしかし、ハプニ

ングが起きた。火器がぶっ壊れたのである。

修理は不可能でヘッドそのものの交換が

必要であったが、もっていなかった。準備

不足である。どうしようもなく縦走敗退を

決め込む。 

 

8/12 

3:45 出発 

4:25 板屋岳 

6:55 烏帽子岳 

7:40 三伏峠小屋 

9:30 鳥倉登山口 

10:00 ゲート 

 エスケープである。突然の縦走最終日到

来に戸惑いつつも下界が近づくにつれや

はりこみ上げてくるものはある。不完全燃

焼ではあるが一週間山に入ったのでそれ

なりに達成感はあった。 
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錫杖岳 

日程：2018/8/7～8/8 

メンバー：CL 高井(会 3)、小山(会 4) 

行程：〈1 日目〉駐車場 6:25～岩小屋 8:10 

～登攀開始 9:05～(左方カンテ)～トップ

ア 

ウト 14:15～下降開始 14:30～下降終了 

16:00～16:20 岩小屋 

＜2 日目＞起床 4:30～岩小屋発 5:30～取

り 

付き 6:20～登攀開始 6:35～敗退 9:00～取

り 

付き 9:40～岩小屋 10:20～駐車場 12:00 

《1 日目》晴れ 

 1 日目は左方カンテを登った。奇数を高

井、偶数を小山がリードした。3 ピッチ目

のルートをミスって流れが悪くなってし

まい。7 ピッチのルートだったが、8 ピッ

チとなってしまった。左方カンテはルート

ミスがあったものの、ルートがわかりやす

く、浮き石も少なく、終了点もしっかりし

ていた。 

 下降は上部の岩壁を 1 ピッチ懸垂。200

ｍほど歩き、4 ピッチ注文の多い料理店側

に下降した。上部の岩壁は 2 人ともフリ

ーで登ったが、少しでも不安があればロー

プを出すべきであると思う。 

《2 日目》晴れ 

 2 日目はグレード的に 3 ルンゼを選ん

だが、正直夏に行くルートではない気がす

る。ルートもわかりづらく残置支点も少な

い印象で中間支点が取りづらくランアウ

トしてしまった。 

 奇数を高井、偶数を小山がリードした。

3 ピッチ目で完璧にルートを外れてしま

い、4 ピッチ目で小山が進むも浮き石ばか

りとなり、丁度あった支点で下降した。3

ピッチで取り付きに戻った。 

 岩小屋は錫杖前衛フェースから 20分ほ

どの場所にあるが、2 人用テント分の広さ

を確保しようと思うと整地になかなか骨

が折れるほどに狭い。時間的に余裕がある

のであれば錫杖沢の脇にテントを張るの

が良いと思う。 

 

柿其川本谷 

日程：2018/8/4 

メンバー：CL 高井(会 3)、山下(OB)、山

口(会 4) 

行程：柿其渓谷駐車場～遡行開始 7:30～

牛 

ヶ滝 7:45～霧ヶ滝 10:00～脱渓 12:45～柿 

其渓谷駐車場 13:55 

《1 日目》晴れ 

 渇水が続いていたため、全体的に水が少

ない印象であった。泳ぎ中心の沢ではある

が、それほど頑張らずとも突破することが

できてとても楽しかった。柿其川は水量に

大きく左右されるので、増水していた時を

考えると初心者向きではないと思う。 

 1 カ所ラバーは問題ないがフェルトの

ソールでは通過が怖い場所がありザイル

を出して確保してもらった。 

 

北葛沢 敗退 

メンバー 

小山悠太（会 4） 

塩谷晃司（OB） 

行程 

8/17 

7：40 入渓 

9：00 ヤバい滝 

11：00 敗退 

12：00 一ノ沢 

14：00 下山 

 

 入渓してから小滝やトイ状が連続して

現れる。さすが 4 級上の沢である。なかな

かハッスルな内容にワーワー言いながら

進んでいく。楽しい沢登りであったが 1 時

間ほど遡行したところで問題は起きた。一

ノ沢を過ぎて入り口の狭いゴルジュに入

ってすこししたところに出てきたのであ

る。そう、ヤバい滝が。そいつは 5m ほど

の滝であった。右側は何ともつるつるでプ

ロテクションも取れそうにないし左側は

倒木がかかっていてかぶっているし全然
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登れそうにない。唯一可能性を感じたのは

滝の爆流をすこし受ける右寄りの水線突

破であった。まず塩谷先輩が行く。私は

10m ほど後ろからロープを握りしめ見守

る。ゴルジュを泳ぎ滝に取りつく。爆流の

中に手がかりを探すもなんとも言えなさ

そうである。ロープを倒木に引っ掛けよう

とするもむなしく、かからない。しばらく

塩谷さんはもがいていたがついには爆流

に剥がされ吹っ飛んだ。戻ってきてハンマ

ーを装備しての二回目の挑戦、そうハンマ

ー投げ作戦であった。しかしハンマーの引

っ掛かりは悪くまたもやぶっ飛ばされて

戻ってくる。そして今度は私の出番である。

同じくハンマーを携え挑んだ。遠目で見て

いたよりもかなりの水量が体にぶち当た

る。ハンマー投げでなんとなく引っかかっ

たロープと心もとない右手のホールドを

頼りに体を持ち上げようとする。しかし水

量に負け吹っ飛ぶ。ゴルジュを流され「あ、

ヤベ。立てねー・・・、」となっていたと

ころをロープで抑えられてなんとか生還。

すげー怖かった。その後塩谷さんがもう一

度挑戦するもぶっ飛ばされて帰ってくる。

よく何回も挑めるなこの人はと思いなが

らここは撤退を決める。少し戻り高巻きを

試みるも岩がもろくここも撤退。懸垂で戻

ってきて、休憩をとる。そしてここで敗退

を決める。往路下降は途中で厳しいところ

が出てきたので左岸側に大きく巻いて懸

垂 2 回で沢まで戻ってきた。どーにもこ

ーにもいかないこともある、それほどに山

は大きく水流は厳しい。私たち人間はちっ

ぽけであった。 

 

一年生縦走 折立周回 

日程：2018 年 9 月 6 日～9 月 10 日 

メンバー：横山慶（会 1） 安西 郁也（会

１） 大川 佐知（会１） 

ルート：折立～薬師岳～室堂～立山～室堂 

行程： 

9/6 折立～太郎平小屋～薬師峠キャンプ

場 T.S. 

9/7 薬師峠キャンプ場～薬師平～薬師岳

山荘～薬師岳～間山～スゴ乗越キャンプ

場 T.S. 

9/8 スゴ乗越キャンプ場～スゴ乗越～ス

ゴノ頭～越中沢岳～鳶山～五色ヶ原キャ

ンプ場 T.S. 

9/9 五色ヶ原キャンプ場～ザラ峠～獅子

岳～室堂バスターミナル～雷鳥沢キャン

プ場 T.S. 

9/10 雷鳥沢キャンプ場～剱御前小舎～別

山～真砂岳～富士ノ折立～大汝山～雄山

～一ノ越～室堂バスターミナル 

コースタイム： 

1 日目： 08:45 折立 

12:05 太郎平小屋 

12:30 薬師峠キャンプ場 

2 日目： 04:10 薬師峠キャンプ場 

04:45 薬師平 

05:35 薬師岳山荘 

06:40 薬師岳 

09:10 間山 

10:10 スゴ乗越キャンプ場 

3 日目： 06:30 スゴ乗越キャンプ場 

07:05 スゴ乗越 

07:50 スゴノ頭 

09:15 越中沢岳 

10:50 鳶山 

11:30 五色ヶ原キャンプ場 

4 日目： 06:40 五色ヶ原キャンプ場 

07:25 ザラ峠 

08:40 獅子岳 

11:00 室堂バスターミナル 

12:00 雷鳥沢キャンプ場 

5 日目： 06:15 雷鳥沢キャンプ場 

07:35 剱御前小舎 

08:10 別山 

08:55 真砂岳 

09:55 富士ノ折立 

10:15 大汝山 

10:30 雄山 

11:05 一ノ越 

11:45 室堂バスターミナル 

 

1 日目：晴れ 

 本来の計画では 9/5 に入山する予定で

あったが、台風の影響で有峰林道が通行止
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めであったため、予備を 1 日消費しての

入山となった。またこれにより、折立から

室堂まで参加する予定であった川地が本

山行に参加できなくなった。 

 折立からの道は台風による倒木が数カ

所見られたが、台風による被害はそのくら

いのもので、樹林帯を抜けてからの展望は

素晴らしく、とても心地よい山歩きとなっ

た。 

２日目：雨 

 風が非常に強かった。稜線上は風を避け

られる場所が見つからず、中々休憩が取れ

なかった。スゴ乗越小屋に着いた時点で

10 時を過ぎていたため、この日は先に進

まないことにした。 

３日目：雨 

 ２日目に引き続き雨。五色ヶ原周辺の木

道は、滑って転ばないよう慎重に歩いた。 

４日目：雨 

 いい加減雨にも慣れてきたのかテンシ

ョンが高く、室堂までの道を歌いながら歩

いた。 

５日目：雨 

 稜線に上がると風が非常に強く、叩きつ

ける雨が痛いほどであった。また霧も濃く、

分岐を見落とすこともあった。 

 予備２日を消費していたため、あらかじ

め決めていた通り読売新道へは向かわず

に、一ノ越から室堂へ下るエスケープをと

った。 

 

 全体としてルーファイが未熟であると

感じた。つまらないミスも多かったが、一

年だけで計画から全部自分たちでやるこ

とはいい経験になったし、安全に気を遣い

事故なく山行を終えられたことは大きな

自信となった。 

 

北鎌尾根 

9/18~9/20 

メンバー(会 2)：杉本 今井 永山 原田 

 

9/18 晴れ 

6:30 上高地バスターミナル発 

11:45 水俣乗越 

13:50 北鎌沢出合 

15:30 北鎌コル T.S. 

 

9/19 晴れ 

5:30 出発 

7:50 独標通過 

11:30 槍ヶ岳 

12:30 出発 

16:00 ババ平 T.S. 

 

9/20 曇り 

6:00 出発 

9:30 上高地バスターミナル 

 

平日ど真ん中を狙って入山したのだが、な

んか人多くね？ってぐらいであった。しか

もけっこうみんな北鎌に向かっている感

じ。それもそのはずここ数日は雨が降り続

き、皆この晴れ間をねらっていたのであー

る。まあ特にそれでも問題なく、見事に晴

れを引き当て、下山と共に雨が降り出すと

いう何とも気持ちの良い山行であった。日

頃の行いってやつだ。北鎌のコルは 4 人

テン一張りでちょうどいい感じである。

OB 佐藤さんによるとここはまじでデル

らしい。独標あたりからはちょいちょい悪

くて怖い感じが続いた。ただ、行動中は涼

しく爽やかな気候であったので気持ちよ

く登れた。まとめると終始気持ちの良い山

行だった。 

 

一年生縦走 薬師岳・剱岳 

山域：北アルプス 

ルート：折立―薬師岳―剱岳―室堂 

日程：2018/9/19～9/21 

メンバー：藤曲（CL）、竹田、丸山、後藤 

行程：9/18 松本＝折立 

   9/19 折立～薬師岳～間山～スゴ乗

越小屋 T.S. 

   9/20 スゴ乗越小屋～越中沢岳～浄

土山～雷鳥沢ヒュッテ～剣御前小屋～剣

沢小屋 T.S. 

   9/21 剣沢小屋～前剣～剱岳～前剣
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～剣沢小屋～剣御前小屋～室堂バスター

ミナル 

コースタイム： 

0 日目 

13：00 松本 発 

15：30 折立 着 

1 日目 

4：45 折立 発 

8：05 太郎平小屋 

11：05 薬師岳 

12：10 北薬師岳 

13：35 間山 

14：10 スゴ乗越小屋 着 

2 日目 

4：00 スゴ乗越小屋 発 

6：10 越中沢岳 

7：45 五色ヶ原山荘 

9：45 獅子岳 

11：25 浄土山 

13：05 雷鳥沢ヒュッテ 

14：50 剣御前小屋 

15：30 剣沢小屋 着 

3 日目 

4：10 剣沢小屋 発 

4：25 剣山荘 

5：50 前剣 

8：20 剱岳 

9：20 前剣 

10：50 剣山荘 

11：10 剣沢小屋 

12：15 剣御前小屋 

13：30 雷鳥沢ヒュッテ 

14：10 室堂バスターミナル 

16：20 扇沢 着 

 

1 日目：暗い中での出発となったが、前日

に登山道を確認していたため良いスター

トが切れた。最初は樹林帯の登山道をゆっ

くりと歩きながら登っていった。太郎平小

屋に近づくにつれ、なだらかな木道となり

天気も良かったため快適であった。小屋で

少し休憩をし、薬師岳を目指した。最初は

大きい岩がゴロゴロとあり、その上を登っ

て行く形となった。それが終わると砂の登

山道となり山頂まで続いていた。そこから

先は砂の稜線歩きであり、無風出あったた

め快調に歩みを進め、スゴ乗越小屋に到着

した。 

2 日目：一日目に続き、ヘッデンをつけ行

動を開始した。天気は晴れであった。越中

沢岳までの登山道は岩の悪場が続き、また

ザレ場もあり落石注意の場所があった。し

ばらく気持ちよい稜線歩きが続き、歩みを

進めた。そして鬼岳のトラバース時に残雪

を懸念していたが、雪がなかったため問題

なく通過でき、良いペースで浄土山に到着

した。そこからの下りは大きい岩があり、

足置きを慎重に行わなければならなかっ

た。このときから天候が変わり始め、雨が

ポツポツと降ってきた。室堂バスターミナ

ルに到着し、当初の計画では雷鳥沢ヒュッ

テでテント泊だったが 3 日目の行動時間

と天候に不安があったため、メンバーと話

し合い剣沢小屋まで詰めることを決断し

た。 

3 日目：この日は霧雨であった。岩の濡れ

具合をみて撤退するか否かを決めようと

した。前剣までの岩場の状況は足置きをし

っかりすればフリクションが効く状態で

あったため進むことを決断した。前剣を過

ぎた後、丸山が足置きに失敗し 2，3 メー

トル滑落した。外傷はなく痛みもなかった

ようなので先へ進んだ。リーダーとしてこ

こで引き返すべきだったと反省している。

その先の岩場も鎖と登山靴の底を上手に

使えば、超えることができた。頂上直下の

道でメンバーと話し合い、進むか否かの話

し合いをもう一度して先へ進んだ。剣山頂

に到着し、少し休憩してからすぐに下山し

た。下りはいつも以上に慎重に下った。皆

確実に降りていくことができた。そして、

剣沢小屋に到着し、室堂へ降りた。 

 

宝剣岳中央稜 

メンバー 

小山悠太（会 4） 

永山虎之介（会 2） 

行程 

9/26 晴れ 
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7：55 千畳敷駅 

8：20 中央稜取りつき 

8：40 登攀開始 

11：07 トップアウト 

12：00 千畳敷駅 

 

 予定では中御所谷遡行からの中央稜登

攀であったが、天候不順のため中央稜のみ

となった。ロープウェイを駆使して悠々と

千畳敷までくる。登山道を進み中央稜へと

道を外れとりつきにつく。後々調べたらこ

の辺は登山道を外れることに厳しいらし

く正式なルートは山頂から下降し取りつ

きに行くことらしい。取りつきにはペツル

があってここが取りつきであることに迷

いはなかった。 

1p 目 リード虎之介 

細かいスタンスを求められるような登攀

であったが他にもルートはとれそうだっ

た。虎之介はたぶん難儀な道を行くことで

己を高みに持っていくタイプの変態だと

思う。 

2p 目 リード小山 

なんかいやらしいチョックストーンてき

なやつを超えたような。なんか右のリッジ

に逃げようとしてビビって引き返して、覚

悟を決めてフォッツって越えた。すこし怖

かった。 

3p 目 リード虎之介 

割れ目から始まる 3p 目。虎之介はモフモ

フ言いながら登ってた。2p 目の終わりが

違ったのかこのピッチは 10m 程度の短い

ものになった。トポでいうピナクルの裏に

ピッチを区切ると確かにそこにはオケラ

クラックが走っていたため 3p目をここで

切る。 

4p 目 リード小山 

本日のメインディッシュであったオケラ

クラック。最近クラックのことで頭がいっ

ぱいの小山は割れ目のことばかり考えて

いたので楽しみで仕方なかった。しかしオ

ケラクラックは想像以上に寝ておりクラ

ックの登攀としては物足りなかった。ただ

このピッチだけはオールナチプロで行け

たのでここは良いとしよう。 

 4p 目を終えたらすぐそこに山頂が見え

るので確保は取らずにトップアウト。時

計はまだ午前中を指しており、ササっと

下ってお昼には駒ヶ根のソースカツ丼を

食べて帰宅した 

 

蓼科山・縞枯山周回 

報告者：竹田昴（会 1） 

山行期間：2018 年 10 月 13 日～14 日 

山行メンバー：CL 竹田、後藤、藤曲、安

西、川地、横山、大川、丸山、森山（全員

会１） 

山域：八ヶ岳北部 

ルート：竜源橋～蓼科山～双子山～双子池

～雨池～縞枯山～横岳～竜源橋 

 

記録 

1 日目 10 月 13 日 

07:40 竜源橋 発 

08:55 将軍平分岐 

10:20 蓼科山荘 

11:00 蓼科山 

11:50 蓼科山荘 

13:05 大河原峠 

13:40 双子山 

14:20 双子池ヒュッテ T.S. 

 

2 日目 10 月 14 日 

05:15 双子池ヒュッテ 発 

06:40 雨池北岸 

07:30 雨池峠 

08:00 縞枯山 

08:20 雨池峠 

09:20 北横岳ヒュッテ 

09:40 横岳（北峰） 

10:30 亀甲池 

12:10 竜源橋 

 

報告 

1 日目 

初の会１全員での山行ということで、期待

に胸を膨らませながら BOX を出発する。

行きの車で竹田がお腹を下すが、山行に影

響はなし。この日は川地が終始先頭を歩い
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た。最初の１ピッチのペースは速めで、将

軍平分岐付近で一本。左手に整った形をし

た蓼科山を仰ぎながら行く。分岐以降の沢

沿いの道はガレている。1.5 ピッチほどで

蓼科山荘に到着。一本を取って、蓼科山を

ピストンする。装備はすべて背負っていっ

た。この道は岩が多く露顕していて、とこ

ろどころ鎖もついていた。登山客は多く、

落石に注意しながら進む。山頂で軽く一本

を取るも、周りはガスっており眺望はなか

った。風も強く寒いので早々に蓼科山荘へ

戻る。大河原峠までの道は縞枯現象の顕著

な林道を行く。そこからは双子山まで登り

返し、一気に双子池ヒュッテへ向かう。双

子山山頂は広々として開放的で気持ちが

よかった。ヒュッテに着き、池の向こう側

にあるキャンプ指定地にテントを張るも、

先客が多く斜めのところにしか張れず快

適ではなかった。エッセンのカレーを食ら

って就寝。 

 

2 日目 

起床から撤収の流れは速やかで非常に良

かったように思う。双子池ヒュッテから林

道を歩き、途中ショートカット道を使いな

がら進む（標識もあり踏み跡も明瞭、ヤマ

ケイオンラインコースタイム付き登山地

図に掲載されている一般道）。カラ川橋を

過ぎてすぐ右手に伸びる登山道をはいり、

緩やかで気持ちの良い道を雨池目指して

進む。1 ピッチほど歩くと、大きくて美し

い雨池が姿を現す。雨池ではしゃいだ後雨

池峠を詰め、縞枯山にフル装備でアタック。

山頂は樹林の中で眺望はないため、速攻で

雨池峠に降りる。雨池峠以降は坪庭と呼ば

れる牧歌的な雰囲気の平地を歩く。地形図

に記されている坪庭から北横岳ヒュッテ

の急登の道は実際とは異なるので注意。つ

づら折りながら登っていく。北横岳ヒュッ

テ付近で雨が降り出したのでカッパを着

用し、横岳を目指す。横岳への道は特に悪

くなく、すぐに山頂に着く。山頂では休ま

ず、すぐに下山を開始、亀甲池まで一気に

下る。ぬかるみ、ぬめった岩が多くみんな

スリップした。亀甲池から竜源橋までも特

に悪場はなくいいペースで下った。 

 

総括 

今回の山行での一番の反省はしゃもじと

お玉の忘れ物だ。これは前日までの準備に

問題があり、連絡なしで各々がバラバラに

準備をしたこと、装備の最終確認を怠った

ことに起因する。これらのことは、今まで

の山行で完璧にしておくべき当たり前の

ことであるのに、そこをおろそかにしてし

まった。「同期山行」だからと言ってこの

ようなしょうもないことをしていては会

1 の信頼を失い、山岳会全体に迷惑をかけ

ることになりかねない。今後このようなこ

とがないように反省会にて各自がしっか

り再確認をした。 

感想としては、やはり同期との山行は楽

しいものだと思った。この 9 人でこれか

らもやっていきたいと思える仲間だ。し

かし、9 人という人数がいるとやはり課

題も多く、意思の疎通や生活時の積極的

な行動など試されるところがあった。一

方で 9 人全員が高い意識と積極的な行動

をすれば、非常に迫力のある力強い集団

になるだろう。このことはまた、山岳会

全体についても言えることである。これ

から冬に入っていくわけだが、今回の山

行を機に会 1 としての役割を再認識し

て、山岳会に勢いと迫力をもたらしてい

けたら、と願う。 

 

笠ヶ岳偵察山行 

メンバー 

小山悠太（会 4）CL 

江川夏 高井野乃子  （会 3） 

今井滉大 杉本公俊 原田凌 永山虎之

介（会 2） 

行程 

10/13-14 

10/13 晴れ 

5：50 第１ゲート 

9：30 小倉谷出会い 

11：30 徒渉 

12：00 尾根取りつき 
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15：20 1765m 

15：10 テンバ 

10/14 

7：00 テンバ 

9：45 徒渉 

12：50 第１ゲート 下山 

 

 冬季の笠ヶ岳西尾根を目指すべく今回

はその偵察山行である。まずゲートからの

約三時間の林道歩きが始まる。計画書には

広河原から書いていたので少し痛い誤算

であった。登山大系には小倉谷を少し遡行

してから空神 30というコルを目指すのだ

が小倉谷出会いで私たちは絶望した。ここ

は渡れない・・・とメンバー全員が思うほ

どの美しい渓相である。河童徒渉を成功さ

せたとしてもその後の遡行を考えると空

神 30にストレートではいけないだろうと

考え、西尾根への取りつき点から再考する

ことに。結果取水施設手前で徒渉しそこか

ら尾根に取りつく作戦になった。徒渉は川

幅が一番広い地点を選んだがそれでもパ

ンツになることは不可避であった。足を滑

らせ転んだ杉本はもう全身ビチョ太郎で

ある。これが冬だったら死んでいただろう。

尾根のとりつきは地図通りに急な斜面で

あった。2 時間と少し登ったところで

1765m の JP にたどり着く。ここまで来

ればひと段落なわけなのだが冬期はここ

まで何時間かかるだろうか。今日はここか

ら 1 ピッチ歩いたところをテンバとした。

テンバでは焚火をたしなみ青空シュラフ

で就寝。 

 翌日朝日とともに起床しテンバを立つ。

藪漕ぎや読図をかましていたため行きと

そんなに変わらないペースで徒渉点まで

戻てくる。やはり下りでは読図が難しく注

意しないといけない。 

 

妙義山 

ルート：筆頭岩、星穴岳、木戸壁右カンテ 

日程：2018/10/21～10/22 

メンバー：高井(会３)、後藤(会 1)、竹田(会

1)  

コースタイム： 

1 日目 晴れ 

［筆頭岩］ 

6:20 中之嶽駐車場発 

6:55 筆頭岩取り付き 

9:00 筆頭岩トップアウト 

9:25 下降開始 

10:30 下降終了 

10:55 中之嶽駐車場 

［星穴岳］ 

11:00 中之嶽駐車場発 

12:35 金洞山 

14:50 星穴 

16:00 中之嶽駐車場 

 

2 日目 晴れ 

［木戸壁右カンテ］ 

6:00 国民宿舎発 

6:30 岩小屋 

7:05 木戸壁右カンテ取り付き 

9:10 トップアウト 

9:25 下降開始 

10:55 下降終了 

13:30 丁須の頭 

15:40 三方境 

16:20 国民宿舎 

1 日目：3:00 に BOX に集合して下道で妙

義山に向かった。さくらの里駐車場に車を

駐める予定だったが、利用時間外だったた

め中之嶽第 2 駐車場に車を駐めた。中之

嶽駐車場からは 1km ほど歩いた車道の脇

から尾根上にのり踏み跡をたどって筆頭

岩の取り付きに行った。Ⅱ級のところはフ

リーで突破し、そこから 4 ピッチで筆頭

岩山頂に着いた。Ⅱ級の場所は 1 年生で

あっても問題なく通過できると思う。残置

のハーケンや鎖もあるがほとんどの支点

はナチプロでとった。懸垂は 10ｍと 45ｍ

の２ピッチで下った。取り付きからほど近

い場所に下りることができ、往路で駐車場

まで戻った。 

 時間があったので計画書の通り、星穴岳

に向かった。登山道がなくなった部分から

だいぶ歩きづらくなるがバリエーション

のルートではあるが道は明瞭で 5ｍぼど
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の岩を登る場面が何度かあったがボルト

やロープがあり、後藤がクレッタに履き替

える場面はあったが、フリーで突破した。

もし、この通過にザイルを出すようなこと

になると時間に余裕をもってこのルート

に向かうべきである。金洞山の下りで 1 ピ

ッチ懸垂をした。また、星穴岳へは時間の

関係で登らず、手前の懸垂点から懸垂し、

1 度回収してから 2 度目の懸垂を行った。

その後のルートはピンクテープがしっか

りとついているので道迷いはないだろう。 

2 日目：明るくなってから歩き始めたかっ

たため、6:00 出発とした。木戸壁右カンテ

はボルトが新しくたくさん打ってあるた

めルートがわかりやすく、岩の難易度も高

くないのでとても快適に登れた。5 ピッチ

で登り、4 ピッチで下降した。下降は 50

ｍザイルであれば 3 ピッチで下降するこ

とができる。今回はスタックすることなく

下降できたが、岩質的に岩にスタックしや

すいので注意が必要である。その後は里山

のような登山道を歩き、丁須の頭のザイル

を出した。この日歩いたのは登山道である

が鎖場や岩場のトラバースなど気の抜け

ない場所が続いた。 

 全体として、とても充実した山行であ

ったが、星穴岳に 1 年生を連れて行くの

はメンバーをしっかり考えた方がよいと

思う。 

 


