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プレ冬合宿 

山域：五竜岳 遠見尾根 

日程：2018 年 11 月 23 日～25 日 

会 4 小山悠太(CL) 

会 3 高井野乃子(SL) 

会 2 今井滉大、杉本公俊、永山虎之介、原田凌 

会 1 安西郁也、大川佐知、川地和樹、後藤拓馬、

竹田昴、藤曲勇人、森山拓洋、横山慶 

 

●行動記録 

《1 日目》雪 

8:20 駐車場 

8:40 テレキャビン発 

9:25 ALPS360 発 

9:55 地蔵の頭 

11:30 小遠見岳 

12:14 中遠見岳 

13:50 大遠見岳 

14:40 西遠見手前に幕営 

 

《2 日目》晴れ 

5:00 起床 

6:30 T.S.発 

6:50 雪訓開始 

16:00 雪訓終了 

 

《3 日目》曇り 

5:00 起床 

6:30 T.S.発 

6:51 大遠見岳 

7:50 中遠見岳 

8:17 小遠見岳 

9:25 地蔵の頭 

9:45 ALPS360 

10:10 駐車場 

 

 

各自の反省 

【会 1】 

安西郁也 

今回位はプレ冬合宿ということで冬山に入るう

えでの実践ガイダンスと雪崩捜索がテーマだった。

深い雪の中での登山は今回が初めてで私には忘れ

がたい良い経験であった。 

以下反省を列挙する。 

まず、行動の遅さ。これは夏から感じていたこ

とであったが冬ではより難しく感じることが多か

った。特にスコップをガッシャーの横に入れるこ

と。これは本当に一人で入れられるのかとずっと

思っていた。またオーバー手袋をしながらの作業

も困難を極めた。今回は、ワカン、アイゼンの装着

がなかったのでそれがあるとさらに遅くなるとお

もう。またテント内でもベガの履き替えなどが遅

くほかの人に迷惑をかけた。もっと早くしたいと

思う。 

また、ビーコンの電池を入れ忘れたことも反省し

なければならない。地上にいるときはドライバー

で付け替えしていたが山でできないことに気づか

なかった想像力のなさは直さなければならないと

思う。 

そして最大の反省はプロービングとクロスサー

チを習得できなかったことと二次災害を起こした

ことだ。クロスサーチは斜面になると急に精度が

落ち僅かな深さでもヒットしなかった。プロービ

ングに至っては埋没している仲間にヒットしたに

もかかわらずノーヒットと言ってしまった。今回

は訓練だから助けられたものの実際もっと深いと

ころではどうなるのか、どうにもならず助からな

い。またサーチの時周りが見えておらず池に落ち

てしまった。助けに行く側が助けられる側になっ

てはどうしようもない。このようなことは全て落

ち着きが足りなかったからだと考える。落ち着き

があれば周りも見渡せヒットの感覚も間違えるこ

とはなかったと思う。 

冬山はまだ始まったばかりなのでこれらの反省
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を生かしていきたい。 

大川佐知 

今回のプレ冬合宿を通して大きく反省するべき

ことが三つある。一つ目は、一本の取り方が下手

だったことである。冬は夏に比べて一本中にやる

べきことが多い。一つ一つの行動が遅いと十分に

休むことが出来ない。ただでさえ体力が不足して

いるのに、休むべきところでしっかりと休めない

のは致命的である。オーバー手をしたまま物を扱

うことに早く慣れて作業を速くしたい。 

二つ目は、雪訓についてである。会一だけでのシ

ミュレーションで私はプロービングを行った際に、

全然ゾンデ棒が雨蓋に当たらず、焦ってしまった。

焦るのではなく、正確に急ぐことが出来るように

したい。 

三つ目は、下山で滑って転んだことである。

一瞬の気の緩みから転んでしまったのだが、冬山

で転ぶことが死に直結するのだということをもっ

と理解するべきであった。本当に危険だったと反

省している。 

〈感想〉 

プレ冬合宿を終えて、私の中には冬山への恐怖

心と憧憬の気持ちが入り交じっている。同期が埋

まっているはずなのに、人が埋まっていることな

ど全く感じさせない雪面に、ただただ怖いと感じ

た。しかし、その中でも冬山にしかない静けさや

空気感がとても気持ちよかった。西遠見から見る

白岳や五竜岳は本当にかっこよかった。怖いから

冬山に行かないのではなく、怖いけどその先にあ

る何かを求めてこれからも頑張りたいと強く思っ

た合宿であった。 

 

川地和樹 

雪訓の反省では自分はクロスサーチが上手にで

きていないという印象を受けた。今回のプレ冬で

何度も練習する機会があったが満足できる結果で

はなかった。今後下界でもっと練習を積む必要が

ある。また、シミュレーションでは掘り出し時に

埋没者を傷つけない配慮や搬送するときのための

道の確保などいろいろな注意を受けた。これら学

んだことを一度整理して今後の冬山の週末山行に

望もうと思う。生活面の反省では、朝の行動が遅

かったということが一番に挙げられる。夏と違っ

てやることが多いが、自分はそれ以前に着くシェ

ラフをたたむことだったり、ラーメンを分けるこ

とが遅いと思う。夏にやってきたことが不完全で

あるのが非常に情けないと思った。私は周りの人

達に遅れないようにしようというモチベーション

でやってきたが、それを一新しようと思う。「自分

は山岳会で一番シェラフをたたむのが速い」、「自

分は山岳会で一番ラーメンを分けるのが速い」ぐ

らいの気概で冬山の生活を過ごしていきたいと思

う。 

 

後藤拓馬 

雪山に登る。その思いは SAC に入会してからず

っとあった。その準備はどうだったのか。 

３週間前、冬ゼミで夏山とは違う、積雪が伴う山

を学んだ。装備から生活まで様々な違いを学んだ

がそれをどれだけイメージできたのか。プレ冬が

近づくにつれ、装備は揃い、山も白くなっていた

が、心、頭はいかにしてその日々を過ごしていた

のだろう。SAC にある合宿のうち春の新人合宿、

夏の夏山合宿を一つ終えて、一息ついたこの度、

私はこのプレ冬合宿を迎える準備を疎かにし、当

日の訓練を十分なものにできなかった反省をした

い。冬ゼミでは、積雪期特有の装備の内容、行動の

仕方、１日のサイクル、気象の特徴等、様々な分野

から雪山を登るために必要な知識を教えていただ

いた。その時は想像もつかない雪山での生活に頭

を抱え、膨れ上がる装備費に悩まされていた。だ

が、少し日が経つにつれ、装備も整い、気象や雪崩

の知識も身につき始めていた。それでもプレ冬を

迎える準備が心と体で整っていなかった。１つは

毎度のように体力。２つ目には前述だがイメージ。

当日の訓練では慣れないスコップでの作業に体全



5 

 

体が疲弊した。１年生山行に行った際、上級生か

ら、一人ひとり体力づくりを行うよう指導された

が、自分の準備の甘さが浮かび上がった。イメー

ジの面ではとにかく考えていないという問題だと

思う。朝の流れや、テン場についてからの流れ、ゼ

ミの資料を何度も読み返し、考え、イメージし、普

通ならスムーズに行えるはずなのに、その場その

場で上級生の指示を待っていた自分がいた。ただ

でさえ、行動の遅い自分、流れを把握していない

と遅いレベルでは済まされない、グループに迷惑

がかかってしまう。反省すべきところである。こ

こまでは主に準備も面から言える反省で、訓練は

どうだったのか、次でその訓練について記す。ま

ずは、クロスサーチのみの訓練。ビーコンの扱い

はいいのだが、プロービングに問題があった。ク

ロスサーチの面に垂直にプロービングできない。

指導してくださった上級生には休憩中に練習する

よう言われ、その休憩時には練習していたが、当

然スムーズにできるようにはならない、次の休憩

時、その次の休憩時さぼっていた自分がいる。反

省会で、休憩中の態度について言及があったが、

そこでやっと気づいた。訓練の際の休憩の時間は

フィードバックの時間。こんなことも分かってい

なかった。訓練を受ける１日を過ごしたうえで大

きな反省点である。 

 

竹田昴 

このプレ冬合宿で初めて雪山に入ったわけだが、

夏とは違うところも多く吸収すべき課題がたくさ

んあった。それは特に生活面で最も多かったよう

に思う。具体的には、テントから出るときには手

袋やオーバー手袋を着用する、インナーシューズ

を抱いて寝る、鍋持ちの手を離す、など。これらに

関しては意識をしていかなければ変えていけない

ことなのでこれからの週末山行を通して確実に定

着させていきたい。 

行動面では初めてのことは多くはないような印

象だが、夏における行動の基礎や意識が体に染み

ついていないと冬では通用しないと思った。例え

ば、①こけない、②返事をする、③基本的な動作を

素早く、④しっかり休憩をする、⑤濡れへの意識、

など。①に関して、冬での転倒・滑落は即死を意味

する。基本的な歩きができないと冬では死ぬ。夏

山でいかに意識して歩いてきたかで大きな差が出

る。②に関して、山での意思疎通は言うまでもな

く重要なわけだが、冬山ではなおさら返事が重要

な行為になる。上級生の言っていることが理解で

きたか、上級生のしていることに疑問や心配はな

いか、生きているか、など、自分の意思を確実に仲

間に伝えるために返事は夏よりも大きく、はっき

りと。でないと死ぬ。③に関して、冬では少し止ま

っているだけでも体温が奪われ常に命が危険にさ

らされる。とろい行動は自分だけでなく仲間をも

危険に巻き込む。④に関して、冬では一本が定期

的に取れないこともあり、一回の一本で確実に体

を休める必要がある。③とも絡んでくるが、日焼

け止めなどの諸作業をだらだらやって休憩ができ

ないなんてことがないようにしたい。⑤に関して、

冬では汗や呼気など少しの濡れが凍ってしまうこ

とがある。予備をヤッケのポッケ等に忍ばせてこ

まめに変えていく必要がある。反省文のはずが備

忘録のようになってしまったが、どれも本当に忘

れてはいけない重要なことで、夏の内から十分に

意識すべきという旨を来年の新入生にもしっかり

と伝えていきたいと思う。 

今回の合宿で僕に強烈な印象を残したのが雪訓

だ。正直雪をなめていた。特に今回はとても軽い

雪でこの程度ならば埋まっても容易に脱出できる

だろうと思っていた。だが、埋没訓練で実際に埋

められてみて、まったく身動きの取れないことを

知った。雪に圧殺されるかと思った。ゾンデが体

に触れ、スコップが体に当たった時は涙が止まら

なかった。雪に埋まっていると絶望しか感じられ

ないが、そんな真っ暗な状況でも唯一の光が、仲

間の声だった。あの分厚い雪を介してもなお声は

届く。それを知れただけでもすごく有意義だった。 
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「救助には限界がある」と高井さんは言った。

体を一切傷つけずに迅速に掘り出すことなど不可

能に近い。慎重になればなるほど救出は遅れるし、

速さのみを追求すればその救助行為によって遭難

者を殺しかねない。「救助には限界がある」。だか

らこそ僕らにできるのはその限界値を大きくする

ことだ。ビーコンサーチを一発で決める、プロー

ビングを一発でヒットさせる、リーダーが全体を

冷静に俯瞰し確かな指示を出す、救出メンバーが

リーダーの指示を聞く、全力で掘る、全力で声を

かけ続ける…。遭難者は救助者の何万倍も苦しい。

いつかの救うべきいのちのためにも日々の努力と

毎山行での意識を怠ってはいけない。いや、救わ

れる必要のある状況にならないようにしなくては

いけない。絶対に山で死んではいけない。 

今回の合宿は僕にとっては大きなターニングポ

イントとなった。山に対する認識が変わったし、

もちろんモチベーションも上がった。今まではよ

く分からなかった死なないことへの執着も少しわ

かった気がする。何より、あの五竜は、あの鹿島槍

北壁は、雪をかぶった山々は、美しかった。僕も早

く雪山初心者としてではなく SAC の一メンバー

として、冬山を駆け巡りたい。そのためにもとり

あえず、西尾根からの笠ヶ岳山頂を目指して週末

山行に向かっていきたい。 

 

藤曲勇人 

 今回のプレ冬合宿は山の厳しさを痛感すると共

に生活面で未熟さをみせるものとなってしまった。

以下にそれを述べていこうと思う。 

 まず山の厳しさについて述べていく。今回の合

宿の目的は冬の生活技術の獲得と雪上訓練であっ

た。山の厳しさを感じたのは雪上訓練時であった。

午前中は先輩方にビーコンのクロスサーチのやり

方をひたすら教えていただいた。午後はそれをよ

り実践的に使う想定をし、シミュレーションを繰

り返した。そのとき、自分がビーコンを使って探

す役割となった。私は午前中ひたすらクロスサー

チを教わったにもかかわらず、一発でビーコンを

入れた雨蓋にヒットさせることが出来なかった。

人の命が目の前にあるというのにヒットさせるこ

とが出来なかった。「自分は人を殺そうとしている

のか」まで感じてしまった。また先輩方にも迷惑

を掛けてしまった。時間を掛けて教えていた時間

を無駄と思えるような行動をしてしまったからだ。

反省している。また仲間を実際に埋めて掘り出し

をしたが、そこに実際に埋まっていると分かって

いても非常に怖かった。掘り出そうとしてもなか

なか姿が見えない。自然の中での自分の力がいか

にちっぽけかを肌で感じた。 

 次に生活面について述べていく。生活面に関し

ては事前にゼミで配られた資料に目を通しイメー

ジトレーニングをして望んだ。実際にテント生活

はある程度自分の中では出来たと感じていて、滞

りなく出来たと思っている。しかしテント内で自

分のものの整理整頓が出来ていなかったと思う。

自分のものがすぐに見つからない状況があり、周

りにいる仲間にも迷惑を掛けてしまった。また朝

の寝袋をしまうのが遅い指摘を上級生から受けて

しまった。自分の中では素早く行ったつもりでは

あったが、周りから見て遅いのだから絶対的な評

価である。自分の生活力の欠落に深く反省する。 

 今回の合宿で自分自身を今一度見直し、山に入

ることの危険さ楽しさを理解して今後の山に望み

たいと感じている。 

 

森山拓洋 

プレ冬の反省は大きく分けて二つある。一つ目

は行動面に関しての反省だ。まず、高度計を付け、

高度を幾度か確認したにもかかわらず、その数値

を地形図と組み合わせて活用しなかったことだ。

今回は、例年より少ない積雪で問題はなかったの

かもしれないが、これから冬が厳しくなっていく

中で、同じようなことをしていたのでは、自分の

いる場所すら把握できないだろう。地形図や高度

計を使いこなすことはもちろんのことで、今後は
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それらの道具を組み合わせて活用していく。また、

テント内でもまだできる行動があったのではない

かと考える。他人を気遣うことも大切だが、自分

の作業を進める事の大切さも教わった。二つ目は

雪訓に関しての反省だ。クロスサーチでの訓練で

何度も同じミスをした。また、埋没訓練で自分が

埋まって初めて体感する恐怖、それを知った上で

もミスをした。実際の現場は、訓練のような緩や

かな傾斜ではない、柔らかくない、少なくない、狭

くないだろう。もしもの時に、大事な仲間を目の

前で失うことが無いように救助技術は高めたい。

そもそも雪崩に合わない技術も高めたい。息をの

みながら見た、満月と白に覆われた山々は、とて

も綺麗で美しかった。 

 

横山慶 

今回プレ冬を終えて，反省しなければならない

ことは数多くあるが，まず反省しなければならな

いのは行動の遅さだろう。出発前の準備からテン

ト生活まで，周りに後れを取ることが多かった。

ただでさえ冬山は夏に比べてやることが多く，一

つ一つを手際よくこなさなければならないのだか

ら，次に何をしなければならないか，そのために

は前もってどのような準備をしたらよいかという

先の見通しを持っての行動を心掛けたい。また，

オーバー手袋をした状態での作業などは特に慣れ

を要するとは思うが，意識的に行動を早めていき

たい。 

行動の遅さもそうだが，他にも体力不足や歩

行技術など，夏からの課題が冬になってより顕著

に表れたが，これは今までの怠慢の結果に他なら

ない。これから本格的に冬山に臨むにあたって，

もう一度気を引き締めなければならない。 

 雪上訓練では，クロスサーチの精度やプロービ

ングでのヒットの判別，掘り進める際の手際など

課題が多く残ってしまったが，焦ってしまって全

体が見えずただ闇雲に救助を進めてしまったこと

が一番の反省だ。また，雪崩がどれほど危険かと

いうことを，埋没訓練で断片的に感じとることが

できたが，雪崩に巻き込まれてしまったら正直助

かりそうもないというのが率直な感想で，そこで

改めて雪崩に遭わないことがどれだけ重要かを悟

った。雪崩のリスクを避けるための知識というの

は全然足りていないので，下界にいる間に少しで

も知識をつけて，雪崩のリスクを可能な限り回避

できるようにしたい。 

 

【会 2】 

今井滉大 

 今回のプレ冬の反省は二つ。 

 一つ目は、生活がテキトーだったことである。

これは、積雪が薄かったため下界で冬の生活技術

を復習してこなかったことに原因がある。簡単に

言えば舐めていたのである。このプレ冬は前日の

夜が初雪だったためアルプス平のライブカメラは、

入山準備をする時点で真っ黒だった。「この冬は暖

冬。どうせ、雪が薄すぎて夏みたいな生活になる」

という勝手な妄想をしていた。そんな心持でプレ

冬に挑んだものだから、杉本が会一に生活につい

て説明しているときに「あー、そんなだったな(笑)」

と思うナメナメな今井が完成したのであった。 

 二つ目は雪訓がうまくいかなかったことである。

思った以上に会一のビーコンサーチの精度が悪い。

深さ 30 ㎝のプロービングを外す。プレ冬は会２の

キレ芸を披露する場であるため、「ちゃんとやれ！」

と大声で言ってみた。それから、外す理由を考え

ることなく当たり障りのない説明をした。思えば、

これが良くなかった。「なぜ外すのか」という疑問

に論理的に立ち向かうことなく、「クロスサーチの

高さが変わったから」だとか「ちゃんと直角じゃ

なかった」などと説明し、会一の器用さのせいに

して考えることから逃げていた。30cm という深さ

は器用さがそれほど重要にはならない。きっと、

もっと根本的な外す理由があったのかもしれない。

キレ芸を披露するのに一生懸命になりすぎて考え

ることをやめ、質の悪い雪訓をしてしまった。 
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気象係の反省は、予報の精度が低いことにある。

毎回反省しているような気がする。二日目の予報

は簡単だった。大陸から移動性高気圧が接近して

いたため、明らかに晴れるということが判った。

問題は三日目の予報である。低気圧が二つ同時に

接近してきたため、天気は悪いという予報をした。

しかし、三日目の天気は快晴であった。予報が実

際にかすりもしなかった。今井は気象の知識に乏

しい自信がある。やはり、まだ「高気圧が来たから

晴れ」とか「低気圧が来たから悪い」という安易な

予報をしてしまう。そんなことは、ゴールデンハ

ムスターでもできる。係として予報を任されたか

らには、もっと予報するということに尽くす必要

があった。 

 

杉本公俊 

 会 2 として臨んだプレ冬は指導という面での反

省が多くある。ビーコンサーチでは松本での朝の

訓練をしたにもかかわらず１年生は全くと言って

よいほどできていなかった。つまりこれは、２年

生の指導に問題があるということだ。特に自分が

教えた人間についてはクロスサーチの時点で不完

全であった。また、指導するにあたって会 2 どう

しでの事前の話し合いが少なすぎた。そのせいで、

当日になって話し合う手間が増えた。これについ

ては会 2 になってもうそこそこ時間が過ぎたのに

まだできていないことが情けない。 

いずれにせよビーコンを正確に使えない１年生を

山に連れていく状況を作ってしまったという事実

が大きな反省であり、冬を前に大きな不安ができ

てしまったことが悔やまれる。 

 

永山虎之介 

プレ冬合宿二年目、新人合宿と夏合宿と続き、

二年目の合宿は三回目になった。プレ冬合宿と言

えば雪の上で起こるいろいろな事態に備えてみっ

ちり訓練することだ。去年の合宿は何もかも初め

てでもう首が回らなかった。 

 今年の合宿は、見えてくるものが違うし思うこ

とも違う。このことは新人合宿から毎回の合宿で

感じることである。 

 一年生に去年僕らが教わったことを指導するう

えで思ったことは、一年生がどれだけ状況が把握

できていないかという事、けれどこれは「一年生

だから周りが見えない」ではない。そう感じた理

由はきっと僕らが「客観的に見ていたから」であ

る。おそらく僕が必死に行動しているところを動

画で抑えて自分で見返してみても、それは周りが

見えずにドタバタしている自分の姿が見えるはず

だ。山においていかに客観性が大事なのか少しは

分かった気がした今回のプレ冬合宿だ。 

 最後に、記録のため、ここに書き残しておくけ

れど今の僕にはあらゆることに対するモチベーシ

ョンが低い。あんなに入りたかった山にもしばら

く入りたくないな、なんて気分でもある。よくわ

からない、自分が何をして生きたいのか。全くわ

からない。そんな二年目の冬だ。 

 

原田凌 

今回のプレ冬は最も去年とは全く、違う視点で

行動した合宿だった。去年は、冬山について足り

なすぎる知識・技術を必死で埋めるということが

メインだったが、今回は合宿そのものをどのよう

に構成していくかが重要なポイントとなった。ま

たその過程で「実際に雪崩にあったら」という点

を去年よりどれだけ冷静に見ることができたかが

キーになっていたと思う。それらの反省について

以下箇条書きで述べる。 

・他の会二に対して、口をだす回数が少なかった。

負担を一人二人に集中させ過ぎていた 

・クロスサーチ単体で教えたときに、一年生への

指導が不十分であった。具体的には、一年生の様

子を細かく見れていなかったため、精度が中々上

がらなかった。ここでしっかりやっていれば、そ

の後のシュミレーションがより意義のあるものに

なっていたと思う。 
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・最後の方のシュミレーションが緊張感をだそう

として、手を出した結果ぐちゃぐちゃになった。

例としてはクロスサーチが遅いから、堀り出しを

始めさせるなど。 

・安西が池に落ちた。訓練中の安全管理ができて

いなかった。このことは実際、事故に遭ったらど

こまで捜索する・させるかにも繋がってくると思

う。 

・雪崩捜索について、自分の中で消化できていな

いポイントがいくつかあった。合宿前に消化して

おくべきだった。 

・消失点、残留物がある場合などの訓練の時間を

とれなかった。 

以下、雪崩捜索訓練以外の反省を述べる 

・ビーコンの装着の有無、外に出るときに手袋を

しているか等、一年生への指示が後だしになった。 

・自分自身に生活力がなかった 

・一本をとる場所、ペースなど先頭を歩くのが下

手。冬では命取り。 

その他、今年は雪崩捜索について会として統一し

たが、来年変更をしてもよいと思ったこと 

・クロスサーチの整地係は必要か？ 

・クロスサーチをどこまで正確にやるか？ある程

度、ラフにやってスパイラルプロ-ビングで当てる

というのが最近主流の理論らしい。(もちろん、一

定レベル以上のクロスサーチの精度が前提にはな

るが) 

《医療係》 

今回、安西が池に落ちた。その時の対処に手間

取った。テンバとの距離、残りの雪上訓練時間、天

候の三つが今回のようでなければ凍傷になってい

たかもしれない。また、 一年生の様子の確認・声

かけについて上から言われて動くことが多かった。

もっと自主的・積極的な声かけが必要。 

 

【会 3】 

高井野乃子 

プレ冬合宿に行くにあたって、正直モチベーシ

ョンがなかった。前日まで雪が降らなかったため

にラッセルがあるわけでもなく、五竜にアタック

できるわけでもなく、一年生を指導したり、二年

生にアドバイスしたり…。3，4 年生が 2 人しか

いないため自分の立場大事であることはよく知っ

ている。特に去年は雪が多く、今年の状況とはか

なり違った状況であり、どちらかと言えば一昨年

と似たような状況だった。そのような状況で、2

年生も冬山はたかだか 2 年目で周りの状況も自分

の立場もわかっていてそれでも高いモチベーショ

ンをプレ冬に持っていくことが出来なかった。で

もそれって、なにもわかってなかったのではない

かとプレ冬が終わってから思う。プレ冬合宿とは

何をする場所なのか、優先順位は何なのか、3 年

生の一番の役割とは何なのか、もっと入山前に考

えることはあったはずだった。それに下山後に気

がつくという大きな反省がある。 

 細かいことについていえば、「1 年生が冬山は

初めて」という事実をもっと重く考えておけば良

かったと思う。寒さも、濡れも、生活技術も、私

には慣れたことで例年より暖かくて、雪がなく

て、楽だと思ってしまうような状況でも 1 年生は

寒くて、分からなくて、疲れるのだともっと理解

してあげられたのではないかと思う。いくら学年

が上がっても無駄な山行は一つもなくて成長する

かしないかは自分次第なのだと改めて思ってこの

山行への自分の気持ちは反省すべきである。 

 上級生として、冬山にはいるのならもっと周り

を見られるようになりたいと思った。もっと、強

くなりたいと思う。 

 

【会 4】 

小山悠太 

 今年で最後となるであろうプレ冬は積雪の心配

から始まった。一週間前から毎日ライブカメラと

にらめっこである。積雪に関しては天候の問題な

のでしょうがないが、それにしても雪は少なかっ

た。ビーコンサーチは 30 ㎝も埋まらない、埋没訓
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練は雪をかき集めかろうじてできた。 

 セックンに関しては少し物足りなさを覚える。

三日間の日程の内セックンができたのが 1 日だけ

であり、積雪のこともあり質・量ともに満足でき

るレベルにはない。 

・セックンが不十分 

・ラッセルをしていない 

・ワカンを履いていない 

・訓練のため上級生のビーコンを使用させた 

・埋没を体験していない 1 年生がいる 

・訓練中に 1 年生が池に落ちる 

以上が今回のプレ冬の後記である。 

 ここからは私個人の思い出話になるので、暇な

方は暇つぶしとしてお読みください。 

 一年生のころを思い出したときに一番つらかっ

たのがこのプレ冬合宿であった。わけもわからず

焦り、混乱し、怒鳴られ、怒られ一つとしていい思

い出がない。私の中には冬山の恐ろしさなんかが

芽生えるよりも上級生の怖さが圧倒していた。二

年生になったときに自分が感じたものを伝えたか

った。一年生を強く怒鳴りつけることで自分の思

い描いた上級生になろうとしていた。上級生に従

ってさえすれば間違いはないと本気で思っていた。

そして上級生は下級生を従えるということの責任

を負わなければいけないと考えた。上のいうこと

は絶対であるがその反面上のものは絶対に間違え

てはいけないのだと。二年目のプレ冬を終えシー

ズンの始まるこのころには私の中の社会ができて

いた。その社会の中に自らがはまり動いていくの

が心地よかった。しかし春になり学年が上がると

同時に会の中でも立ち位置は大きく変わった。メ

ンツも変わった。少しだけ目線が変わりふとこの

自分のいる私の社会を見てみるとそこはあまりに

も不細工なものだった。信条や野望、不満や文句、

息ぐるしい世界であった。それは鏡を見て自己嫌

悪に落ちる中学生のようなあの渦巻いた感情であ

る。結局のところそこに写るのは自分自身であっ

たことが幸か不幸か私自身をこの場所にとどめて

いたのかもしれない。気が付いたら私はリーダー

になっていた。新人合宿、夏合宿ときてのプレ冬

合宿である。イベント的にはプレ冬合宿は小さい

きがする。しかし SAC のいう「合宿」というもの

にはそれぞれ意味があることに気が付いた 4 年目

の冬であった。プレ冬合宿にはセックンも大切で

あるがそれ以上に大事なことがあるように思えた。

セックン中に予定していなかったが私自身も久し

ぶりに大声で一年生にげきを飛ばした。あれは一

年生のためではなく思えば自分自身のためだった

かもしれない、と後になって思う。セックンをす

る一年生、それを指導する二年生各々を見ている

と嬉しくなるものがある。SAC がここにあること

を認識できたような気分であった。これが「答え」

なのかもしれないな、と。きっとこれは俺が一年

生のころから変わってはいなかったんじゃないか

と、変化していたのは私自身で 4 年かけて戻って

これたような気がした。残す合宿は「冬合宿」だけ

となったが楽しみで仕方ない。 

 

冬合宿 

期間：2018 年 12 月 27 日～2019 年 1 月 3 日 

山域：北アルプス 笠ヶ岳 

会 4 小山悠太(CL) 

会 3 高井野乃子(SL) 

会 2 今井滉大、杉本公俊、永山虎之介、原田凌 

会 1 安西郁也、大川佐知、川地和樹、後藤拓馬、

竹田昴、藤曲勇人 

●行動記録 

1 日目 27 日 晴れ 

7:45 第 1 ゲート金木戸発電所(発) 

9:15 第 2 ゲート 

11:35 発電所 

12:30 広河原 

13:00～14:20 渡渉(～テント場) 

 

2 日目 28 日 雪 
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5:00 起床 

6:50 発 

12:00 1750ｍ付近テント場 

 

3 日目 29 日 雪 

5:00 起床 

6:50 発 

10:35 2006ｍ 

12:00 1768ｍ 

14:35 1880ｍ 

14:50 テント場 1800ｍ付近 

 

4 日目 30 日 雪 

5:00 起床 

6:45 発 

7:35 1642ｍ(空神 30) 

14:10 2100ｍ 

14:55 テント場 2200ｍ付近 

 

5 日目 31 日 晴れ 

4:00 起床 

5:50 発 

10:35 2417ｍ 

14:55 笠ヶ岳 

15:15 笠ヶ岳山荘 

 

6 日目 1 日 晴れのち雪 

沈殿 

 

7 日目 2 日 雪 

3:30 起床 

5:35 発 

5:55 笠ヶ岳 

8:00 尾根分岐 

10:35 雷鳥岩 

12:55 クリヤの頭 

14:20 懸垂 

15:15 テント場 2200ｍ付近 

 

 

8 日目 3 日 雪 

4:30 起床 

6:20 発 

9:15 錫杖沢出合 

10:35 笠ヶ岳登山口 

 

各自の反省 

【会 1】 

安西郁也 

初めての長期の冬山は一言でいえばとても辛か

った。しかし同時に満ち足りた気持ちと達成感で

気持ち良かった。冬の長期の最初が笠ヶ岳西尾根

で本当に良かったと思う。以下反省を述べる。 

まず、感じた辛さについて、これは主に肩の痛み

が大きい。今回の荷物の重さは夏合宿と同じくら

いで最初の林道から肩が痛かった。肩の痛みとい

うのは他の部位に比べて我慢できるのだが、それ

がストレスとなり辛かったのだ。これについては

自分の体をもっと鍛えていくしかない。ほかの人

は口に出していないわけだから原因は己の弱さ。

それは体だけではなく心も。私は辛いとすぐに口

に出してしまうところがある。そうして気を紛ら

わせているのだが、他の人の気分を害してしまっ

ていたと思うので直していきたい。 

また手先の冷たさも辛かった原因の一つだ。行

動中、オーバー手袋の手首を締めるゴムが切れて

しまったのだが私には何の対処法もなかった。替

えのゴムを持っていっていれば直せただろうが今

回はそのままで最後まで行動した。当然ラッセル

で雪が入ってくるから冷たくなるのは当然。特に

稜線上で待っているときが最も冷たくて本当に大

丈夫なのかと心配になるほどだった。しかしこの

時も手先を動かすようにしたのは冷たくなってか

らだったからなる前にしておけば対処できたかも

しれない。また今回感じたのは手先が冷たくなる

というのは凍傷になるかもしれないというだけで
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なくそこに注意を持っていかれて雪崩地形を見過

ごしたり、危険箇所を適当に進んだりなどあらゆ

るデメリットがあるなと思った。 

そして最大の反省は己の未熟さ。ラッセルの距

離、読図、状況判断、歩行など全ての面において上

級生に劣っていると感じた。これを当たり前だと

流したくはない。もうすぐ自分も人に教える立場

になっていくのだから。この反省に関しては一朝

一夕でできるものではない。山に入ってトライし

て経験を積み重ねてようやく形になるもの。冬合

宿で感じたこの思いはどの山行でも意識して取り

組んでいきたいと考えている。 

 

大川佐知 

今回の合宿は、今までで最も自身の不甲斐なさ

を感じたものであった。まず何よりも体力と筋力

が不足している。これに尽きる。夏は何とかなっ

ていたことが、ここに来て何ともならなくなって

しまったような感じがした。この合宿で改めて、

体力と筋力は山に入る上での全ての基礎であるこ

とを実感した。体力がないことで、ラッセルをす

る以前に雪道を歩くことさえがしんどかった。斜

面が急な場所では先輩方に支えてもらいながらで

ないと登れないこともあった。荷物の重さで、ガ

ッシャーをまともに担げないときもあった。情け

ない話である。山岳会で山に登りたいのなら、彼

らが普通に登る道くらいは私も歩けなければなら

ない。彼らが普通に担げる荷物くらいは私も担げ

なければならない。当たり前のこと過ぎて、今自

分が特筆していることすら恥ずかしいが、それが

出来なかったことが大きな反省である。 

また、下山時にワカンでクライムダウンをする

際、何度か滑ってしまったことがあった。ワカン

が緩んでいたことと、蹴り込みが甘かったことが

原因だと考える。とても危険であったことに加え

て、約 4 ヶ月後には下の学年が入ってくるのに、

未だにこのようなレベルの反省をしていることは

あってはならない。今一度、自分の立場を見つめ

直す必要がある。 

 

川地和樹 

今回の冬合宿で反省すべきことは主に 2 つある。

１つ目は歩行についてである。まず単純に体力不

足である。今回は非常に新雪が多く、ラッセルを

する機会がたくさんあった。だが、自分が先頭の

時はたいした距離は進めず、ずぼったあとにすぐ

体制をたてなおすことができなかった。ラッセル

の全身運動に耐えられるだけの筋力と持久力を身

につけていきたいと思う。また、自分のワカンの

テープスリングの部分が途中で緩んでしまったこ

とも反省点の１つである。ワカンの改造時に先輩

にしっかりと確認をしてもらうべきだったと思う。

自分が上級生になったときは会１がこのようなミ

スをすることがないようにしたい。 

2 つ目はテント内の生活についてである。3 人テ

ンにて、入り口側の人の足が入り口にくるように

しなければならないのだが、入り口に頭がくるよ

うに個装を並べてしまった。新人合宿から言われ

てきたことができなかった。二度と間違えないよ

うにしよう。トイレットペーパーの量にも今後気

を付けたい。今回の冬合宿で私は丸々2 つのトイ

レットペーパーを持ってきた。正直これだけあれ

ば足りるだろうという気持ちでいたが、最終日の

時点でちょうど無くなってしまった。今後の長期

山行において、持ってくるトイレットペーパーの

量のよい基準ができたと思う。もう１つ、朝のパ

ッキングが遅く、下手だった。行動中にもガッシ

ャーが傾く時があるので、もう少し考えてパッキ

ングする必要がある。 

最後に、今回の冬合宿はかなり上級生に支えて

もらう結果となってしまった。しかし、自分はあ

ともう少しで上級生になる。この残り少ない時間

のなかで上級生になるにあたって自分に必要な技

術、知識、体力を身に付けていきたいと思う。そし

て下級生を支えられる上級生に私はなりたい。 
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後藤拓馬 

8 日間に及ぶ冬合宿を終えた。春からこの団体

に身を置き、様々な初体験を通し自己の成長をさ

せてきた訳だが、今回の合宿でその成果と今後の

課題を目の当たりにした。技術云々の前に体がつ

いていかない。春には同期の中で体力のある方だ

ったはずだが、情けない姿を見せることになった。

冬に入ってから悩まされていた腰の痛みは痛み止

めで麻痺させていたが動作に大きな支障をきたし

た。行動中の休みや、装備の着脱は気が抜けてい

た。読図も自主的にせず、ただ、ついていくだけ、

いや、引っ張り続けていただいた 8 日間だった。

これで 1 年間の大きな行事は終わり、春になる。

この状態で自分に何ができるのだろうか。問い続

けている合宿後である。体を壊して辞めていく人

は多いと聞いた。自分もそうなるのかも知れない。

この団体の活動に体がついていけないのは先天的

なものなのだろうか。いや、そうではないはず。夢

に見るあの景色をこの眼で見たい。痛いくらいで

へこたれるわけにはいかない。来年の冬合宿はど

うやら壮大なものになりそうだ。その一員として

自分が参加できるよう、強くなりたい。 

 

竹田昴 

以下、本冬合宿における反省点を列挙していく。 

⚫ トレースを壊しすぎた 

⚫ 合宿前半、地形図をあまり見れていなかった 

⚫ 記録をほとんど取っていなかった 

⚫ テント内で軍手を度々落とすことがあった 

⚫ 不安定なステップに対し、自信がなくても踏

んでしまう 

⚫ ホワイトアウト時のルーファイを上級生に任

せきりで戦力になってなかった 

⚫ アイゼンでスパッツを破いた(転倒の可能性) 

⚫ 渡渉後にのんびりしていてテント設営が手伝

えなかった 

⚫ 思い返すだけでもこれだけもの反省点が上が

る。また、体力面では上級生との大きな差を

感じる場面が多々あった。特にラッセルでそ

れは顕著に顕れていたように思う。もっと経

験を積んで、効率的かつ力強いラッセルがで

きるようになりたい。 

生活面では夏合宿以来毎山行しっかり意識をし

てきた成果が出たように思う。テント内での積極

性や、諸々の動作が早くなった。また、生活の一つ

一つの動作ではなく、全体の流れを見ることがで

きるようになったと思う。アイゼンやワカンの着

脱も素早くできるようになった。今後も速やかな

行動を意識し続けるように努めたい。 

今回の冬合宿は僕の中では南ア長期縦走に向け

た重要な通過点として捉えていたが、本合宿を通

して有意義なことが学べた。それは、「最終目標か

ら目を逸らさない、捉え続ける」ということだ。長

期においてメンタルやモチベーションを維持し続

けるための重要な鍵となることだと思う。今回得

た教訓を今後の山行でも意識していきたい。そし

て、必ず南ア長期縦走を完遂する。必ず。 

 

藤曲勇人 

 冬合宿の反省を生活面と行動面に分けて述べて

いこうと思う。 

まず、生活面から述べていく。生活面に関して

は素早く行動するということを意識できたと思う。

テントに入ってからのプレヒの準備や鍋持ちのや

りとりまたテントの準備片付けなどである。これ

らに加え、コミュニケーションも大切に行ってき

た。コミュニケーションをすることが素早く行動

することに直接影響するからである。鍋持ちしか

り、テント内でのものの場所の共有なども挙げら

れるだろう。今後はさらに素早く、皆や自分にス

トレスなく生活できるようによりよい工夫を考え、

実践していきたい。 

次に行動面に関して述べていく。行動面に関し

ては大きく分けて四つある。まず一つ目は、読図

である。今回の合宿で私は積極的に地図を開き、

現在位置の把握を試みた。しかしながら、自分の



14 

 

推測と実際の現在位置の差異が存在することがあ

った。先輩方は、ホワイトアウトする中、正確に進

路を導き出していたのに対し、私は歯が立たなか

った。これは遭難に繋がる状況であり、改めてこ

の事態を真摯に受け止めなければならないと感じ

た。実際、来年は一年生を連れて行く立場になる

ので、日々の山行から読図を真剣に行い、熟慮し

て現在位置の推測を試みたい。二つ目は、装備不

良があったことである。装備不良になると自分の

命に関わる事態に繋がることを経験した。今回私

は、ワカンの歯が取れてしまった。そんな中稜線

の凍っている雪の斜面を歩いた。歯がなかったた

め、非常に危険な状態で歩いていたことになる。

この事実から、次に活かすためにも行く前に個人

装備の確認を大事にしていきたい。三つ目はラッ

セルの体力不足である。私はラッセルの時、ヅボ

ることが多々あった。それを抜け出すために体力

を使ってしまい、すぐバテてしまった。体力があ

れば、どんなことがあっても前に進むことができ

ると感じている。四つ目は怪我をしてしまったと

いうことだ。私は最終日の前日に、足の親指の変

化を甘く考え、その後凍傷と確実に判断できる症

状までに至ってしまった。これは完全に凍傷に対

する知識不足の表れであり、自分の甘さを認識し

た。靴下を変えれば何か変わったかもしれないが、

それさえ行動にしていない。改めて冬山の脅威を

再認識し自分の体を守れるだけの知識をつけよう

と思う。詳しくは事故報告書にまとめてある。 

山に登る度、自分の弱い部分が浮き彫りになる

ことを今山行でも強く感じることとなった。それ

を解決するためにまた山に入る。そして成長する。

このサイクルが人間としても岳人としても強くな

るための方法であると感じるようになった。特に

冬山は登山の総合力が試されると個人的には感じ

ている。そのため、ある視点から見ると成長する

大チャンスだと捉えられる。一回一回の山行を大

切にし、常に成長していきたい。 

 

【会 2】 

今井滉大 

今冬合宿は、寒波が到来していたため超低気温、

大雪と厳しい山行になった。反省は三つ。 

一つ目は、凍傷対策を怠ったことである。足の

冷たさを無視して歩き続けてしまった。結果的に

は凍傷にはならなかったものの、凍傷になっても

おかしくない状況だった。新しい厚手の靴下を買

うべきである。 

二つ目は、ルーファイと読図である。読図では

大まかな場所は大体当てられるが、方角の変わっ

た稜線上や尾根の中で細かい読図ができていない。

そのために、へたくそ、先の見通せてないルーフ

ァイになる。とくに今回の冬合宿のような超低温

という厳しい環境では、隊行動の早さが重要にな

ってくる。読図に時間を大きく割くことや、冗長

なルート取は話にならない。そういった要因で疲

労する、凍傷になるのはつまらない。 

最後は、一年生を気遣えていないことである。

「指とか冷たくない？」とか「昨日寝れた？」とか

聞く、歩行の感じから疲労度を推し量る、ことを

ほとんどしなかった。一年生にとっては今回の冬

合宿が三回目くらいの山行である。ふつうは疲れ

る、寒い、冷たい、眠れないのである。 

医療反省 

 反省はほとんど仕事をしなかったことである。

その日のテン場で一年生の様子を冬合宿の序盤で

しか聞いていなかった。なぜ聞かなくなったのか、

正直に言ってしまえば面倒臭かった。体調のいい

奴はそのままでいい、小さいケガならある程度対

処できる。しかし、「前から痛かったんですよ」と

か「靴が合わなくて」は対処できない。そして、そ

のままやる気を失ってしまった。結果、二人凍傷

という事態を生んだ。 

渉外係の反省は、駐車したところの除雪の有無

を確認していなかった。そのため、車までラッセ

ルして車を掘り出すという無駄なことをした。 
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杉本公俊 

今回の冬合宿の中で大きな反省点として挙げら

れるのは、1 日目の夜からすでにシュラフが濡れ

ていたことだ。初日に至っては、寝るときにテン

トの壁とシュラフの間に個装を置いて雪が染みる

のを防ぐという手段を怠っていた。これは今年の

週末山行ではしなくても濡れなかったため完全に

なめていた。そのため合宿後半に自分のシュラフ

は他の上級生と比べても明らかに濡れがひどかっ

た。これは大いに反省したい。次に読図である。読

図についてはホワイトアウトした時の判断材料が

自分にはなかった。周りの上級生の中にはきちん

と判断している者もいた。この差はあってはなら

ないと感じた。2 年生としての反省は１年生をき

ちんと見ていなかったことだ。というか見ようと

していなかった。これはこの１年を通じての自分

の反省である。結局改善しなかった。 

 装備係の反省は、ズタ袋を新調したのだが白色

のものを買ってしまったので、毎朝雪に埋まった

ズタを掘り出すのに苦労した。というか大きな紛

失がなかったのがビックリである。細かな装備の

紛失があったがそれについては行動中の紛失であ

るので係として問題ではない。あとはテントのポ

ールのゴムが伸び切っていた。どのテントも。長

期に入る前のテントチェックでは、大丈夫と感じ

ても替えた方がよいと感じた。年に１回ぐらいは

ね。 

 最後に感想。今回はとても楽しかった。毎日ド

カ雪でラッセル祭りはアツかった。山頂アタック

の日だけこれでもかってくらいの快晴だったのも

印象的である。初日の出も穂高から昇ってきたの

を拝めて文句なしであった。笠ヶ岳。いい山だ。

SAC。いい会だ。 

 

永山虎之介 

2018 年度冬合宿、目標は笠ヶ岳の西尾根、南

西尾根ではなくて西尾根だ。笠ヶ岳の南西尾根は

今の時代インターネットを使えばいくらでも記録

の出てくるルートで情報は豊富。けれどもその一

本北側の西尾根となると、なんとオッケーグーグ

ルしても全くヒットしない。さすがのラリー・ペ

イジもお手上げという次第。我が SAC 秘蔵のグ

ーグル、リョウ・ハラダが、登山大系を参考に

60 年くらい前の岳人を（こんなもの保管してい

る SAC、さすがにニッチ）漁ってみると２ペー

ジほどの山行記録が見つかった。僕たちの手にし

た情報はこれだけだった。 

 初めてこれほど情報の少ない山に登ったがそれ

はとてつもなく楽しい山だった。技術的な難しさ

は全くない。北アルプスの高山側という山域であ

るので雪が多いことは計画、偵察段階で覚悟して

いた。だけれど、今年は暖冬で年末までほとんど

雪はなかった。しかして埋まるべき藪共は図々し

く地上に顔を出していた。そこに冬合宿に合わせ

てようやくご来訪と言わんばかりの冬将軍が連れ

てくる大量の新雪。僕たちもう涙目。悲しみの涙

じゃない。喜びの涙。歓喜の涙。そういうもの。

５日間に及ぶ藪ラッセルの末、晴れた山頂と翌日

の初日の出は合宿のゴールに等しかった。何せ太

陽を望む事ができたのは、８日間のうちこのタイ

ミングだけであるから。その数時間は人類史の数

世紀だ。それほど満足しきっていた。 

 今咎めるべきはこの怠惰、慢心、油断。山頂の

冬季小屋で元日を寝正月した後、僕たちは２日の

うちに下山しきる予定だった。だが終わってみれ

ば２日間、しっかりと２日間かかった。時間がか

かった理由は３つ。ガスが濃い、尾根には雪庇と

いう状況でクリヤの頭に続く尾根の分岐を隊とし

て決定するのに時間がかかったこと。いくつか意

見があった中で３０分間ほどはっきりとした意見

交換をせずに各々の予想の裏付けを見つけること

に時間を使ってしまった。２つ目は少雪で薄いバ

ーンの上に新雪がどっさりのっている雪面はすこ

ぶる歩きにくかったこと、そこの経験不足。３つ

目はヒロサコ尾根上で行った懸垂下降において１

２人通過するために１時間以上使ったこと。 
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 これらの要素が下山にかかる時間を当初の計画

よりも大幅に遅らせた。これは会の未熟さだ。晴

れた山頂を踏んだ日に下山する尾根の分岐地点を

会全体で確認すべきであった。今回の雪質には歩

くのに時間がかかることを予想し留意すべきであ

った。もっと山に入ってロープワークや判断と作

業を精錬する必要がある。簡単にでもこの三つは

思いつく。 

 今回の合宿で得たものは大きい。何よりも人の

少ないルートへの憧憬を得た。反省すべき点は

多々あるが、この憧憬は得難く捨てがたい。今後

もこの憧れを持ち続けられるように、学んだこと

を消化し事故の防止を徹底しよう。 

 

原田凌 

今回の冬合宿は、結論からいうととても充実した

合宿になったと思う。山頂で歌った春寂寥は最高

だったし、ラッセルもとても楽しかった。自分の

未熟さも見えいい経験ができた。自分が会 3.会 4

になったときの冬合宿の形についても考えさせら

れるものがあった。その中で見えてきた反省点に

ついて以下述べたいと思う。 

・今合宿の笠ヶ岳西尾根は、情報の極めて少ない

ルートだった。下調べも重要であるが、地図から

や目視できる地形から行動を判断する能力が必要

だった。自分にはそれが低い。 

今回は虎之助と小山さんに助けられた。これから

精進したい。 

・西尾根にばかり気がいってしまって、下山路の

広サコ尾根への準備、心構えが足りなかった。も

っと調べるなどするべきだった。 

・今年になってから、言われ続けていることだが

一年生への配慮が足りていない。結果、藤曲が凍

傷になった。これは今合宿で最も反省すべき点で

ある。 

・他の会二に比べて体力がない 

・懸垂支点構築の際、高井さんが 

なぜか捨てスリを使わなかったことに疑問を持た

ず何も言わなかった。 

・最終日、他の上級生はともかく自分は消極的に

判断し、行動を決定してしまった。結果はともか

く、決定までのプロセスが良くなかった。 

・一日目、水を汲みにいったときに流されたプラ

ティパスの蓋を取りに行って靴を濡らした。 

・シュラフが濡れて心の余裕がなくなり、テント

内での気遣いができなくなった。濡らさない工夫

もそうだが、この程度で余裕がなくならない上級

生になりたい。 

・まだまだ雪崩の知識が足りない。 

・物を乾かそうとして溶かすことが二回ほどあっ

た。火器の不調、装備の故障にも繋がるかもしれ

ないのに、考えが甘い 

・歩行技術が上級生にしてはショボすぎる。 

《気象係》 

・書くのが遅かった。上級生だからもっと速く書

きたい。 

・一応入山前に、天気図は見ていたが各地の天気、

気温がないものだった。もっとちゃんとしたもの

を見た方が良い。 

・天気の予測能力が低い 

 

【会 3】 

高井野乃子 

今年度の冬合宿はとても楽しく、やりがいのあ

るものであった。しかし、やりがいがあるからこ

そ自分の力不足や甘さを感じる場面が多々あった。

具体的には大きく 3 つ反省点がある。 

１．下山路の広サコ尾根についての事前の調べが

不足していたこと 

２．下山路の尾根の分岐を 31 日の晴れた日にき

ちんと確認しなかったこと 

３．1 年生を凍傷にしてしまった、また、自らも

凍傷になりかけたこと 

１の反省については、西尾根については未知であ

り、下界にいる間ネットの情報を見たり、地形図

を見たりと事前の下調べを入念に行なっていた。
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しかし、下降路については、SAC でもよく使わ

れるルートであり、夏道沿いということもあり、

事前の下調べを怠っていた。正直山をなめている

としかいえない行為である。実際岩峰を巻いた

り、雪崩地形を通過したり、ザイルが出たりと難

易度でいえば下山路の方が厳しいものがあった。

上級生としてやってはいけないことをしてしまっ

た。２に関しては、下山日の天気が悪いことは事

前に分かっていたのだから、スムーズに下るため

にも晴れて全体を見渡すことができた 31 日に全

員で下る尾根を共有してくべきであった。 

 ３については、事故報告書に詳しい反省を書く

が、山で 1 年生に怪我をさせるということの重さ

をまだ理解できてなかったのだと思う。今後、最

上級生になるにあたって求められるものをもう一

度見直さなければならないと思わされる山行とな

った。 

 たくさん反省があり、後悔があるが、それでも

行って良かったと思えるほど楽しい山行だった。

来年度もこの気持ちを下級生に感じさせてあげた

いと思う。 

 記録係としての反省は、詳細な記録を責任を持

って取ることを怠ってしまったことである。笠ヶ

岳西尾根はほとんど記録がなく、自分たちの記録

をしっかりと残すためにも、三角点のある場所く

らいはきちんと読図をして把握して記録をとって

おくべきであった。 

 

【会 4】 

小山悠太 

今回の笠ヶ岳西尾根は実によいルートであった

と思う。このルートは記録が 20 年以上前のものが

1 件見つかっただけで未知な部分が大きかった。

そのためメンバー一人一人が偵察の時から頭をフ

ルで使うことができたと思う。しかも今回の取り

つきから尾根に乗り西尾根を登った記録はないの

でもしかしたら未踏のルートで登頂をしたかもし

れないと思うとどこか地に足のつかない心地であ

る。隊の全体をみても SAC としての一体感が出て

きているようにも思えた。一年生は 6 人となった

がバランスが取れているように見える。特に生活

力に関しては例年になく手際がよくテント生活が

楽だった。感謝。二年生は機動力が持ち味だろう。

ラッセルのパワーも行動力ももっと伸ばしていっ

てもらいたい。ただ全体を見回すことや下級生の

ことをもっと考えられるようになってほしい。三

年生は高井一人となってしまったが、SAC のブレ

インは君だ。かくいう私は 4 年生となり気が付い

たらリーダーになっていたわけで、今回の合宿は

一歩下がってみた。懸垂やルーファイなども口を

出しすぎないようにした。そんないいわけで威厳

のないリーダーだったかもしれない。この合宿は

俺一人では到底遂行できなかっただろうし会員全

員で笠ヶ岳の山頂に立てたことはとてもいい経験

になった。みんなありがとう。 

以下、反省点 

・一年生の藤曲が凍傷になってしまった。詳しい

反省は事故報告書を作成するわけだが、ひとえに

上級生の配慮の足りなさであっただろう。 

・下降点を間違えた。読図の甘さを認識した。こ

のため本来下降する尾根分岐を通り過ぎてしまい

登り返すことになった。 

 

個人山行 

11 月 

独鈷山 

日程：2018 年 11 月 17 日 

メンバー 

小山悠太 L 

会 2 原田 

会 1 安西 横山 

 

11/17 晴れ 

8：06 登山口 
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8：11 山の神 

9：12 山頂 

10：23 登山口 

 

 三才山峠を越え上田にいる原田を拾う。4 つあ

る登山口のなかで今回は宮沢コースで登頂を試み

る。登山口には防獣フェンスがありその手前の駐

車スペースに車を止め登山開始。景色はすっかり

秋の山で道は落葉で埋もれていた。途中、鎖が張

っていたり Fix ロープがかかっていたりと登山道

の整備がされていた。急な勾配のなかを 2 時間ほ

ど進むと山頂だ。山頂には祠や山名標があり地元

民に愛されている山なんだと思った。冬にアイス

クライミングもできるということでまた来てみた

いと思った。 

 

子持山 獅子岩クライミング 

日程：2018 年 11 月 17 日 

メンバー：高井野乃子(3)、永山虎之介(2/L)、竹田

昴(1)、藤曲勇人(1)、森山拓洋(1)、後藤拓馬(1) 

行動記録 

06:50 駐車場発 

07:10 登山口 

07:45 獅子岩基部 

08:00 登攀開始 

10:20 トップアウト 

11:30 下降開始 

12:15 登山口 

12:30 駐車場 

 

所感 

この日は僕、永山虎之介の誕生日だ。帰ってボッ

クスで飲み会などした。ケーキをもらい、祝われ

たので気分がとてもよかった。アハ。 

まじめな話、5.8 くらいのマルチピッチでそんなに

クライミングを頑張っていない人でも楽しめる快

適なルート。 

12 月 

木曽駒ヶ岳 

日程：2018 年 12 月 

[メンバー] 

会４ 小山 

会２ 今井 杉本 永山 

会１ 大川 竹田 

6:10 桂小場 

8:00 大樽避難小屋 

10:10 西駒山荘 

11:00 西駒山荘発 

12:15 大樽避難小屋 

13:25 桂小場 

もともとは一泊二日の山行だったところを積雪が

少ないということでワンデイに変更した。実際、

大樽避難小屋までは全く雪がなかった。しかし、

全日の夜に降ったらしい雪が西駒山荘に近づくに

つれ徐々に増えてきた。西駒山荘につくころには

膝下くらいのラッセルとなった。西駒山荘から駒

ヶ岳間の積雪が読めないこととメンバーの士気を

鑑み撤退した。下山後には「山を舐めてたな」と思

った。 

 

焼岳 

日程：2019 年 12 月 8 日～9 日 

メンバー 

会 4 小山 

会 2 原田 虎之助 

会 1 安西 大川 川地  

12/8 

8：30 中の湯 

10：30 2000m 付近 テンバ 

12/9 

6：20 テンバ発 

9：10 山頂 

9：40 テンバ 
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10：45 中の湯 下山 

 

 中の湯に車に停め登山口へ向かう。道路にはう

っすら雪が付いている。この日は暖かく一同汗を

かきながら歩いていく。道中には雪はほとんどな

く 10 ㎝ほど雪がかぶっている状態だ。時は 12 月

ということもありクリスマスの話題で盛り上がる。

クリスマスに予定があるとかないとかそんな話や

飲み会があってその流れで接吻を赦した話など。

確かに大学生が飲み会で集まって雑魚寝をしてい

たらそんないい雰囲気になることもあるだろうし、

その相手が小松奈々だったら最高だ！名前は伏せ

るが某女子部員の S は今ある男から言い寄られて

いるらしい。そんな初々しい、ウェイウェイしい

会話で盛り上がっているとすぐテンバについた。

テンバ付近でも雪は少なく雪をかき集めながらに

水づくりをした。 

 次の日朝起きるとあたりは真っ白だった。夜の

間降雪があったのだろう。昨日とのハイコントラ

ストな景色にテンションを高めつつ行動開始。積

雪状況次第では南側の尾根を登ることも考えたが

夏道が出ていたので夏道を進んだ。山頂からは噴

気孔や火口が見ることができ生きる大地を感じた。

なんか火山っていうのは浪漫があるなと思った。 

 

爺ヶ岳南尾根 

日程：2019 年 12 月 8 日～9 日 

メンバー：高井(3) 

  今井、杉本(2) 

  後藤、竹田、藤曲、横山(1) 

 

1 日目 

6:30 ゲート出発 

7:30 柏原新道登山口 

14:00 稜線上にて行動終了 

 

ゲート付近にはマジで雪がなかった。登山口です

らうっすら雪がかぶっているぐらい。ゲートあけ

といてやぁ～。高度をあげても雪がないので南尾

根には取り付けず、そのまま登山道を突き進む。

種池山荘手前でようやく一般道を外れ、そのまま

稜線に上がってテンバとした。 

天気はずっと雪。 

 

2 日目 

5:30 起床 

7:00 出発 

8:00 爺ヶ岳南峰 

13:00 一般道と合流 

14:00 柏原新道登山口 

15:10 ゲート 

 

稜線上は膝下くらいの積雪。新雪だった。ガスで

視界が悪く風も強かった。 

１年生は慣れないワカン歩きに苦戦していた。南

峰からは計画書どおりの南尾根で下山。 

視界が悪く、目視では南尾根が見えづらかったが

南峰からそのまま南へ下れば乗れる。 

南尾根自体もコンパスを合わせれば特に迷うとこ

ろはない感じであった。 

 

唐松岳八方尾根 

日程:12 月 15 日~12 月 16 日 

メンバー:L 原田(会 2)、小山(会 4)、今井(会 2)、大

川(会 1)、安西(会 1)、川地(会 1) 

行程 

≪1 日目≫ 

9:25 うさぎ平駅出発 

10:00 ゴンドラ終着駅 

11:20 八方池山荘 

12:20 八方池 

13:35 T.S. 

SAC が毎年行っている八方尾根に。今年はゴンド

ラしか動いていなかった。チケットを買いに行く
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と、ゴンドラ以降のゲレンデのコースは歩くこと

ができないという理由でチケットの販売員に止め

られてしまった。話してみると、コースの脇を歩

くということで行かしていただけることに。そこ

からはちょうど良い感じでラッセルをすることが

できた。上部の樹林帯のようなところでテントを

張ったが、雪が少なくテンバ地を作るのに時間が

かかってしまった。 

≪2 日目≫ 

5:30 起床 

7:10 出発 

8:30 丸石ケルン 

11:00 唐松岳 

11:30 唐松山荘 

14:50 うさぎ平駅 

朝からアイゼンをはき、さくさく進む。ロープも

ださずに、山頂へ。山頂は風が強い。帰りのリフト

の時間が心配だったが、なんとか間に合うことが

できた。時間を確認したが、忘れてしまったこと

は、大きな反省である。その他、一年生への配慮、

テンバ地、赤旗など二年生の自分と今井には反省

点の多い山行だった。もう二年生の冬なのだから、

小山さんにも指摘された通り、次の冬合宿ではも

っと頭を使って山行全体を組み立てていきたい。 

 

霞沢岳西尾根 

日程：2018 年 12 月 15 日～16 日 

メンバー 

山下耕平(5) 

永山虎之介(2/L) 

杉本公俊(2) 

竹田昴(1) 

藤曲勇人(1) 

森山拓洋(1) 

 

行動記録 

15 日 

08:00 坂巻温泉 

09:00 西尾根取り付き 

11:05 JP 手前 B.P. 

16 日 

04:00 起床 

05:10 出発 

07:10 岩峰 

08:20 霞沢岳山頂 

11:00 B.P. 

12:30 西尾根取り付き 

13:30 坂巻温泉 

 

所感 

霞沢岳は穂高の岳沢を上から望むことのできるか

っこいい山だ。西尾根を登っていると隣になかな

かに険しい尾根がいくつかあることを確認できた

のでそれらの尾根にチャレンジしてみるのも面白

いかもしれない。 

 

黄連右俣・七丈爆アイスクライミング 

日程：2018 年 12 月 17 日～18 日 

メンバー 

会 4 小山 

OB 塩谷 

 

12/17 

6：30 登山開始 

10：30 刀利天狗 

11：45 5 合目 

13：00 七丈爆アイスクライミング 

15：30 クライミング終了 

16：40 テンバ 

12/18 

5：45 テンバ 

6：30 坊主滝の上 

11：55 右股遡行完了 

13：00 七丈小屋 
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17：00 下山 

 

 一日目 

七条小屋の塩谷さんと五合目で合流し七条瀑を登

る。6 丈付近の木橋から下降し篠沢に入り下って

いくと現れるのが七丈爆である。ここ下りは所々

凍っていて悪かった。今日は明日の足慣らしなの

だがこの七条瀑もなかなかのでかさであった。。結

構な迫力でビックリした。ここは 2 ピッチ塩谷さ

んリードで超えていく。びしょびしょクライミン

グであった。 

2 日目 

 五合にベースを張って、朝起きると吹雪だった。

これはヤバい。これで谷に下るなんて雪崩に飲ま

れに行くようなものだと、待機した。30 分ほどた

つと雪も落ち着いてきたみたいだ。よし、谷にお

りよう。坊主の滝の真上に出るよう意識しながら

下っていく。谷底につくと雪はあっがており、少

し腫れているようにも見える。右俣は様々な滝が

出てくるがロープは出さなかった。。。ような気が

する。。ポイントはうまく巻くこととラッセルが深

くてしんどいということだろう。1 日で突破する

には少し覚悟が必要だろう。 

 

戸台川双児沢アイスクライミング 

日程：2018 年 12 月 24 日 

メンバー：馬目(SAAC)、高井(会 3)、永山(会 2) 

コースタイム： 

戸台駐車場発 4:45～丹渓山荘 7:15～登山道分岐

8:15～F2 取り付き 9:30～大滝取り付き 11:30～

双子山 13:55～北沢峠 15:40～16:30 登山道分岐

～丹渓山荘 17:30～戸台駐車場 19:30 

記録：今年も馬目さんから「双児沢行く？」とい

うお誘いを受けた。昨年の小山さんの「もう行き

たくない」の一言が頭を掠めるも、「行きたいで

す」と答えてしまう。私も永山もアイスクライミ

ングの経験は少なく、「双児沢までに 3 回くらい

アイス行く」という目標を立てるが、暖冬の影響

のせいか、湯川も赤岳鉱泉も結氷していなかった

ため、1 度もアイスをできなかった。今シーズン

初アイスなのに、双児沢を上れるのかという不安

を抱えながらも当日を迎えた。 

当日、ヘッテン行動での河原歩きから始まった

が、正直一般登山道だとなめてかかると登山道が

はっきりしていなくて、暗いと経験者がいないと

道迷いの可能性も十分にある。夜が明けて，真っ

白な周囲の様子に不安を覚えるが、回復傾向の天

気予報を信じて登山道を進む。 

途中、登山道を外れ双児沢を目指して歩くと、行

者の滝が見えてくる。行者の滝を右に巻き、再び

双児沢に戻るとすぐに F2 の滝が見える。F2 で

は「ちゃんとロープ出すから安心して」と馬目さ

ん。私と永山は不安定にもたもたと馬目さんにつ

いて行く。大滝では少し傾斜が強くなり、私が下

の方でテンションしてしまった。永山が大滝をノ

－テンで登ってきて悔しい思いをするも、最後の

滝で永山がテンションし、結局 1 回ずつテンショ

ンしてしまった。 

積雪の量は少なくてラッセルもしんどくなく、氷

も硬すぎることなくてとても登りやすい状態であ

った。気温も高くとても環境に恵まれた山行とな

った。双児山山頂も無風快晴であり、気持ちいい

気分のまま登山道を下っていく。丹渓山荘につく

頃には暗くなり、お湯を沸かして一息入れてから

の下山となった。 

ラッセルなしで塩谷さん、小山さんとほぼ同じ下

山時刻であることに先輩たちのヤバさを感じつ

つ、充実の山行となった。 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

1 月 

五竜岳 

日程：2019 年 1 月 12 日～13 日 

メンバー：高井(会 3)、今井(会 2)、後藤(会 1) 

行程：  

《1 日目》晴れ 

アルプス平駅 9:15 

地蔵の頭 9:40 

小遠見岳 10:45 

中遠見岳 11:55 

大遠見岳 12:35 

テント場 13:15 

BOX を 6:30 集合し、今井とは神城のセブンイレ

ブンで現地集合という。ゆっくりな出発となった。

「登山者は第 4 駐車場にとめてください」といわ

れ、泣く泣く遠く離れた第 4 駐車場に車をとめに

行く。なんかんだとアルプス平に着いたのは 9 時

過ぎとなってしまい、自分の不手際に反省である。 

テレキャビンの後はリフトは使わずに歩き始める。

スキー客にガン見され、外国人に写真を撮られ、

くそ熱くて最悪な出だしである。 

地蔵の頭からはずっとトレースがあり、雪もしま

っていて、天気も良くまったりとした 1 日となっ

た。テント場は西遠見岳下の地形図上には池のあ

る場所近くとした。 

《2 日目》晴れ 

起床 5:00 

出発 6:06 

西遠見岳 6:20 

白岳 7:05 

五竜山荘 7:35 

五竜岳 8:55 

五竜山荘 9:55 

白岳 10:20 

西遠見岳 10:45 

テント場 10:55 

中遠見岳 12:30 

地蔵の頭 13:15 

アルプス平駅 14:05 

夜が明ける頃に西遠見岳を越えることを想定し、

5 時起床で出発する。朝はなかなかに寒かった。ワ

カンで白岳に向かってただひたすらに登る。天気

はいいが、風が強く、気温が低い。途中、目出帽を

着けるついでに白岳直前でアイゼンに履き替えた。

特に悪場も雪崩の心配もなく五竜山荘で長めに休

む。五竜岳までのトラバースはずっと日陰であり、

西風が当たる。五竜岳山荘で寒さ対策をきちんと

してから出発するべきである。鎖は 1 カ所出てい

た他、特にザイルを出すような場面もなく、五竜

岳直下の雪壁は足場を作って丁寧に進む。五竜岳

山頂には 7 人くらいの人がいて、とても賑わって

いた。五竜岳の下りもザイルは出なかった。五竜

岳山荘からは後藤がアイゼンを引っかけて転ぶと

いうアクシデントがあったが、さくさく下る。下

りは赤旗のさす場所の難しさを感じつつ回収して

いく。テント場からの帰りも長い尾根をトレース

に沿って下った。五竜岳からの眺めは最高であっ

たが、物足りなさが残る山行であった。 

 

蓮華岳(丸石尾根)  

日程：2019 年 1 月 18 日～19 日 

メンバー 

小山(会４) 今井、杉本(会２) 川地(会１) 

1/18 曇り時々雪 

6:25 日向山ゲート 

8:10 扇沢駅 

14:00 2215m 手前 T.S. 

昨夜から雪が降っていたようで、林道にはしっ

かり雪がある。ゲート前でぐだぐだ準備している

と関電らしきブルドーザーが除雪を始めた。おか

げで林道歩きは快適である。丸石尾根のとりつき

はわかりやすい。とりつきから T.S.まで腰くらい

のラッセルが続く。雪が重く、ラッセルの回転率

も高いため、メンバー全員はかなり消耗した。地
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形図上、丸石尾根はわかりにくいが行ってみれば

思いのほか明瞭である。ただ、赤旗を指す場所は

気をつけたほうがいい。樹林帯をぬけないくらい

で強風に見舞われた。強風のため樹林のある場所

でテントを張った。 

1/19 快晴 

5:30 起床 

7:00 発 

7:30 2215m 

9:10 2400m 撤退 

10:05 2215m 

11:30 扇沢駅 

12:50 日向山ゲート 

天気が悪ければ 2400m まで T.S.を上げようと

計画していたが、朝起きてみれば快晴である。

2400mにT.S.を上げつつ今日中にアタックするこ

とを決めた。2400 少し手前で宿泊装備をデポ。そ

の際に川地がヘルメットを落とす。取りに行ける

と思ったが、そう思った瞬間にヘルメットは風に

乗って飛んで行った。一応、岩峰まで上がってみ

るが、やはりヘルメットなしでは登るのは無理。

2400m から撤退した。 

 

白馬岳小蓮華尾根 

日程：2019 年 1 月 18 日～20 日 

メンバー 

高井野乃子(3) 

永山虎之介(2/L) 

原田凌(2) 

竹田昴(1) 

安西郁也(1) 

 

行動記録 

18 日 

07:30 二股ゲート 

10:30 猿倉荘 

12:50 小蓮華尾根取り付き B.P. 

19 日 

05:30 起床 

06:30 雪訓開始 

07:00 B.P.出発 

08:00 猿倉荘 

10:30 二股ゲート 

 

所感 

この山行は初日の林道でハードなラッセルを迎え、

尾根のとりつきまで予想を大きく上回る時間がか

かってしまった。数分ごとに僕らを襲う暴風雪と

あまりの進度の遅さにちびり散らかし取り付きで

テント泊、次の日に撤退を決めてしまった。２日

目は青い空が澄み渡る快晴だっただけに撤退をし

たことは僕たちの弱気が原因である。帰れなくな

ったらどうしよう、だとかこのペースじゃ絶対山

頂いけないじゃん、とかそういった類の弱気だ。

大反省。 

 

前穂高慶応尾根・敗退 

日程：2019 年 1 月 24 日～27 日 

メンバー：会 4 小山 

OB 土田 

 

1/24 

6：00 坂巻温泉 

8：10 上高地 

10：30 新村橋 

16：40 慶応尾根取りつき（T,S） 

1/25  

4：30 T,S 

12：00 パノラマ新道合流点 

14：10 8 峰手前（T,S） 

1/26  

5：00 T,S 

5：15 8 峰 

8：00 7 峰 
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9：20  

9：40 狸岩 

12：20 T,S 

1/27 

4：40 T,S 

10：00 奥又白谷 

14：00 坂巻温泉 

 

 結果・ラッセルが多すぎて敗退した。 

・7 峰までは箇所ロープを出した。支点あんかー

は木。 

・総じて雪が多い。北尾根自体にも腰以上の積雪

があった。 

・冬に行く前に夏に行っときたいよね、概念把握

や尾根の雰囲気も掴んどきたい。 

 

硫黄岳～赤岳周回 

日程：2019 年 1 月 26 日~1 月 27 日 

･ンバー 

A 隊(硫黄岳～赤岳):L 原田(会 2)、今井(会 2)、永

山(会 2)、川地(会 1)、後藤(会 1)、藤曲(会 1) 

B 隊(赤岳～硫黄岳隊):杉本(会 2)、高井(会 3)、大

川(会 1)、安西(会 1)、竹田(会 1) 

行程 

≪1 日目≫ 

6:30 駐車場発 

7:30 赤岳天望荘 

8:15 林道の終わり 

9:15 赤岳鉱泉 

15:00 行動終了 

1 日目は赤岳鉱泉でアイスクライミングをした。

当初は南沢小滝の隊も出す予定だったが、明日の

行動時間なども考え、出さなかった。計画段階で

の詰めの甘さがあったのは反省点である。アイス

クライミングをやったことない人が体験できたの

は良かったと思う。 

≪2 日目≫ 

A 隊 

4:30 起床 

5:50 出発 

7:00 硫黄岳 

7:30 硫黄山荘 

8:30 横岳 

10:45 赤岳 

11:55 行者小屋 

12:15 赤岳鉱泉着 

13:00 赤岳鉱泉出発 

14:40 駐車場着 

B 隊 

4:30 起床 

5:45 出発 

6:10 行者小屋 

7:25 尾根上にでたところで撤退開始 

8:30 赤岳鉱泉着 

13:00 赤岳鉱泉出発 

14:40 駐車場着 

この日は風が強く B 隊は敗退する結果となった。

行程を通した A 隊の方も自分と一年生の川地が目

出帽から微妙に露出していた部分が凍傷になって

しまったのは大きな反省である以降ルートの所

感:硫黄岳周辺は風が強いことがおおいので、今回

の反省の通り、気候によっては凍傷などの注意が

必要である。横岳周辺の鎖場は、一年生がいても

ロープも出さずにいくことができた。 

 

2 月 

塩見岳 

日程：2018 年 2 月 5 日～7 日 

メンバー：高井(会 3)、原田、永山(会 2)、安西、竹

田、川地(会 1) 

行程：鳥倉林道～三伏峠小屋～塩見小屋～ 

三伏峠小屋～鳥倉林道 

《1 日目》晴れ 

7:55 冬季ゲート発 
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11:00 鳥倉林道登山口 

17:15 三伏峠小屋 

この塩見岳アタックの山行は 2 月 24 日からの南

アルプス長期縦走の荷揚げを兼ねた山行である。

そのため、長期縦走のメンバーである高井、永山、

竹田と心優しい原田が荷揚げの荷物を持った。林

道も含めほとんど雪はなく、夏道が露出していた

ため、当初尾根にのるポイントとして考えていた

地点を過ぎて夏道を進んだ。結論として、ここは

雪が少なくとも尾根を行くべきであった。途中ま

で順調に夏道沿いに歩いていたが、雪が多くなり、

非常に面倒なもなか雪となって三伏峠小屋への到

着が遅くなってしまった。 

それ以前の問題として、3:00 に BOX に集合した

のだが、google のナビに「鳥倉登山口」と入力し

て検索したところ、異なるところに案内されてし

まった。そのうえ、迷った道で車がスリップして

しまい、冬季ゲートに着くのが非常に遅くなって

しまった。 

《2 日目》曇りのち雪 

3:00 起床 

4:15 三伏峠小屋発 

6:25 本谷山 

9:50 塩見小屋 

12:30 本谷山 

13:50 三伏峠小屋 

この日は 12 時間行動が予想されていたため 1 ピ

ッチほどヘッデン行動となった。結果としてタイ

ムアップとなり、塩見小屋で敗退した。そこまで

の行程に悪場はなく、時間が遅くなった理由とし

て、赤旗を持っていた安西と川地が遅くなってし

まったことが挙げらる。 

《3 日目》晴れ 

5:00 起床 

6:15 三伏峠小屋発 

10:10 鳥倉林道登山口 

12:00 冬季ゲート 

この日は最初から尾根上を下った。最後に夏道と

合流する手前が急でクライムダウンしたが、ロー

プを出すほどではなく尾根上はさくさくと下りる

ことができた。尾根の途中に出てくる岩は登山道

側の斜面をトラバースする感じで越えた。 

 

戸隠・九頭龍左稜 

日程：2019 年 2 月 6 日 

メンバー  

小山（会 4） 

塩谷・土田 （OB） 

 

5：40 戸隠キャンプ場 

6：50 左稜取りつき 

16：45 九頭龍山山頂 

19：00 戸隠キャンプ場（下山） 

 

 5：30 に駐車場についたころには真っ暗だった。

準備をして行動を開始。1 ピッチ歩くと取りつき

につく。取りつき始めは雪が少ないように思われ

た。腐った雪にイライラしながら安定しない雪を

踏みしめながら歩いていく。木登りを強いられる

ような場面が多く出てきたがロープは出さずに各

人ハッスルしながら登っていく。序盤は木登りを

メインに高低差を稼いでいく。高度が上がるにつ

れて積雪は戸隠らしいキノコ雪になってきた。こ

うなってくるとアンザイレンしてスコップを手に

進んでいく。ロープが出る場面の登攀は支店は木

でとり進んでいく。土付きにアックスを決め登る、

この土付きアックスをいかに信用できるかが大切

だと塩谷さんは言っていた。核心は九頭龍の頭に

つき上げる最後にバットレスともいえる箇所であ

る。ここに荷物をデポして空身で登る。リードの

塩谷さんが上方で雪を盛大に落としながら行くの

を感じながらその痕をフォローで登る。トップに

出ると山頂は目の前だ。というかここがほぼ山頂

といっていいだろう。 

 下降は左稜のすぐ東のルンゼを下った。急なル
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ンゼをクライムダウンで下るのだが塩谷さん、土

田さんはポンポン下って行ってしまい一人でヘッ

テンを付けトボトボ下った。怖かった。こういっ

たところは暗くなったら行動は控えたほうがいい

と思ったりしたりもした。 

 

槍ヶ岳中崎尾根 

日程:2019 年 2 月 11 日～12 日 

[メンバー] 

会３ 高井 

会２ 今井 杉本 原田 

会１ 川地 後藤 

1 日目 

6:35 新穂高 

7:40 穂高平 

8:45 白出沢 

10:10 チビ谷沢 

10:30 チビ谷沢付近撤退開始 

11:30 白出沢 T.S 

出発時から天気は雪。新穂高から白出沢までの林

道でかなりデブリを見た。どうやら入山前に降っ

た雨によって雪崩が起きたたらしい。案の定、チ

ビ谷までの間に雪崩が起きそうな地形はすべてデ

ブリが堆積していた。しかし、チビ谷にはデブリ

がない。「いつ雪崩が起きるのか」そう恐怖しなが

らチビ谷を通過した。チビ谷を通過し、安全な場

所で弱層テストをした。積雪は上から 20cm は新

雪でその下は 20cm の分厚いクラストさらにその

下は安定した雪の層となっていた。弱層はクラス

トと安定した雪の間に存在し、肘程度で破断する

程度のものだった。クラスト自体はかなり強固で

人が乗ったくらいでは割れない。普段なら雪崩の

可能性は低いとして進んでいたところである。し

かし、チビ谷での恐怖やここまで見たデブリの数

からメンバー全員が滅入っていたため、弱気な判

断から撤退してしまった。 

２日目 

5:00 起床 

6:30 発 

7:30 穂高平 

8:30 新穂高 

朝一で弱層テスト。弱層が変化していたら進もう

ということで弱層テストをしたが、弱層は昨日の

ままだった。撤退。 

 

唐沢岳―餓鬼岳縦走 

日程：2019 年 2 月 19 日～25 日 

メンバー 

小山（会４） 

今井 杉本 原田（会 2） 

安西 大川（会 1） 

 

行動記録 

2/19 曇り→雨 

7：30 葛温泉ゲート 

8：00 七倉温泉 

9：40 高瀬ダム 

2/20 晴れ 

5：20 高瀬ダム 

8：40 1718 

13：10 テンバ 2284 

2/21 晴れ 

6：30 テンバ 

7：40 コル  

12：15 唐沢岳山頂 

15：30 テンバ 2483 付近 

2/22 晴れ 

6：30 テンバ 

9：10 餓鬼のコブ 

11：20 餓鬼岳 

11：40 餓鬼岳小屋 

2/23 晴れ 

6：30 発 

10：30 ケンズリ 
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14：30 2508 手前のコル 

15：40 テンバ 2508 付近 

2/24 晴れ 

6：20 テンバ 

7：45 東沢岳 

8：15 東餓鬼岳 

12：15 馬羅尾山 

18：00 唐沢山 

19：40 林道合流 

20：20 テンバ 

2/25 晴れ 

7：00 テンバ 

9：45 車・下山 

 

八ヶ岳西面バリエーション 

日程：2019 年 2 月 20 日～21 日 

メンバー 

高井野乃子(3) 

永山虎之介(2/L) 

藤曲勇人(1) 

 

行動記録 

20 日 赤岳南峰リッジ左稜 

07:00 八ヶ岳山荘駐車場 

09:20 行者小屋 

10:15 行者小屋出発 

11:00 南峰リッジ取り付き 

13:00 赤岳山頂 T.O. 

14:00 行者小屋 T.S. 

21 日 阿弥陀北稜～赤岳主稜継続 

06:30 行者小屋出発 

08:00 阿弥陀北稜 J.P. 

09:00 阿弥陀北稜 T.O. 

10:00 赤岳主稜取り付き 

14:10 赤岳山頂 

15:00 行者小屋 

17:50 八ヶ岳山荘 

 

所感 

赤岳主稜の突破に時間がかかってしまった。原因

はリードの終了点の構築に時間がかかったことが

挙げられる。支点をどこからとるか、この視点は

安全か、ピッチの切り目は、など考えることが多

くロープが出なくなってからが長かった。これは

明らかに経験不足だ。これからロープを使う山に

何度も行くようになればおのずと時間も早くなる

だろう。僕はまだ二年目だ。焦るには早い。しかし

確実に成長しなければ。 

 

南アルプス縦走 

日程：2019 年 2 月 24 日～3 月 13 日 

メンバー：高井(会 3)、永山(会 2)、竹田、藤曲(会

1) 

行程：池口岳登山口～光岳～聖岳～赤石岳～ 

荒川岳～三伏峠～塩見岳～間ノ岳～北岳～ 

夜叉神峠冬季ゲート 

《1 日目》晴れ 

8:35 池口登山口発 

11:45 黒薙 

13:15 1971ｍ付近 T.S. 

当日伊那に集合し士門さんに車で送ってもらった。

食料は三伏峠小屋にデポした 5 日分以外の予備を

含めた 15 日分を持った。重さとしては 40kg 前後

だろうか。水が心配だったため一人２Ｌ持ったが、

テント場予定地の 1971ｍ付近には水を作るのに

十分な雪があった。夏道は中途半端に凍っており 

注意が必要である。 

 

《2 日目》晴れ時々曇り 

5:00 起床 

6:15 T.S.発 

8:55 尾根のジャンクション 

12:30 加加森山 T.S. 

池口岳手前のジャンクションまではトレースがあ
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り、雪も少なかったが、薄い雪と凍った地面は歩

きづらかった。ジャンクション手前に悪場あり、

岩と木の根と氷のミックスをクライムダウンで越

えた。ジャンクション以降雪が多くなったため、

ワカンを履き重歩荷とラッセルに泣き言を言いな

がら加加森山を登った。加加森山を正直なめてい

た。めちゃくちゃしんどい。 

 

《3 日目》晴れ 

6:00 起床 

7:15 T.S.発 

11:50 光岳 

12:15 光小屋 

この日はただ光岳を目指してひたすら登った。も

なか雪の下のさらさらの雪がいやらしく登るのに

苦労した。光小屋は快適であり、電波も入った。東

大のパーティと一緒に泊まった。2 年生 3 人と院

生の 4 人パーティだった。畑薙から茶臼に上がり、

大無間の南に下りるルートらしい。シブい。天気

に恵まれたのはこの日までだった。 

 

《4 日目》曇り 

4:30 起床 

5:45 光小屋発 

8:15 易老岳 

9:50 希望峰 

10:25 仁田池 T.S. 

この日はトレースがたくさんあったこともあって

さくさくと進んだ。計画書の予定では茶臼小屋ま

で行く予定だったが、100ｍ登り返すのは面倒とい

うことで茶臼岳手前の仁田池付近にテントを張っ

た。 

 

《5 日目》雪 

5:00 起床 

6:15 T.S.発 

6:40 茶臼小屋 

8:25 上河内岳 

10:55 聖平小屋 

この日は朝から天気が悪く、風も強かった。行動

開始時は 300ｍくらい視界あったが、、上河内岳あ

たりから視界がきかなくなり、聖平に向かう尾根

では、樹林帯であることもあってルーファイに苦

労した。また、上河内岳から先の尾根が細く、緊張

を強いられた。この日の雪はみぞれっぽいかんじ

でヤッケやガッシャーが濡れるうえに風で凍るた

め、行動時間は短い 1 日だったが疲れた。13 時頃

から雨となり次の日の心配をしながら就寝した。 

 

《6 日目》晴れ 

4:00 起床 

5:20 聖平小屋発 

7:50 小聖岳 

9:40 前聖岳 

11:00 兎岳のコル 

13:05 兎岳避難小屋 T.S. 

沈殿を期待するも月星が光り輝く。小聖岳までは

ゆっくりと着実に進んでいく。雲海がどんどんあ

がってくるのに心配するも途中で止まり、最高の

天気。小聖岳でアイゼン、ハーネス、目出帽、サン

グラス、ヘルメットを着けて一気に前聖岳まで登

る。聖岳山頂では風が強く、簡易的な雪洞を掘っ

て一本を取った。聖岳の下りでロープは出さすに

北側にクライムダウンして兎岳とのコルに下りた。

兎岳の登りは急な草付きが少し緊張したが、ハイ

マツをよじ登った。天気に恵まれた 1 日となった。 

 

《7 日目》晴れ 

5:00 起床 

6:20 T.S.発 

6:35 兎岳 

7:15 小兎岳 

8:15 中盛丸山 

8:55 大沢岳 

10:55 百間平 

13:15 赤石岳避難小屋 
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快晴と言っていいほど天気が良く、気温の高い 1

日であった。百間洞小屋は通らすに稜線通しで百

間平まで行った。中盛丸山の登りが悪く、緊張し

た。また、赤石岳の登りは夏道のように斜面をト

ラバースしたあと、尾根にのったがこの赤石岳の

登りもなかなか緊張を強いられた。 

 

《8 日目》雪 

沈殿 

暴風雪をホワイトアウトのため 

 

《9 日目》雪 

5:00 起床 

6:35 赤石岳避難小屋発 

6:40 赤石岳 

8:55 大聖寺平 

10:55 稜線上の 2850ｍ付近 T.S. 

この日もホワイトアウトしていたが、昨日より風

が弱く行動した。視界は 100ｍ程度だったように

思う。大聖寺平に向かう際西に下り過ぎてしまい、

登り返し、1 ピッチで復帰した。荒川岳に向かうル

ートは夏道を行くのは積雪が多く怖かった。また、

晴れた 2 日前に稜線上のルートを確認していたこ

ともあり、稜線を行く。この日の雪は水っぽくヤ

ッケはびしょ濡れで、風が強くなってきたうえに

視界も悪く、2850ｍ付近の少し広くなっていると

ころでテントを張ったが、過酷なテント生活とな

った。 

 

《10 日目》晴れのち曇り 

5:00 起床 

6:25 T.S.発 

8:15 荒川前岳 

8:35 中岳 

8:45 中岳避難小屋 

9:55 撤退 

10:25 中岳避難小屋 

11:05 中岳避難小屋発 

11:25 前岳 

16:40 高山裏避難小屋 

昨日から一転、この日の朝は最高に天気よかった。

前岳までの登りは面倒かと思いきや、右巻ぎみに

雪面を登ると快適に登れた。中岳避難小屋まで行

き、アタック装備にきり変えて悪沢岳に向かうも

悪沢岳手前のコルが雪崩れており、撤退。戻って

この日の内に高山裏避難小屋に向かうことを決め、

パッキングをしなおす。前岳から伸びる尾根を

2500ｍくらいから下り、そのまま、高山裏避難小

屋までトラバースした。ここはどんなに登りがし

んどくても尾根上に上がるべきだった。トラバー

スもできないことはないが、時間のめどがたたな

いというのと自分の位置がはっきりしないこと、

途中でテントが張れないことを考えたら尾根にの

るべきである。 

 

《11 日目》雪 

5:00 起床 

6:25 高山裏避難小屋発 

9:00 板屋岳 

11:00 大日影山 

13:20 小河内岳手前 2600ｍのコル T.S. 

天気が悪い。樹林帯だと感じないが、板屋岳～大

日影山までの崩壊地の区間は緊張を強いられるう

えに崩壊地からの風がしんどかった。また、ラッ

セルも深く三伏峠小屋までの行程を 2 日間に分け

ることにした。 

 

《12 日目》雪 

5:00 起床 

6:40 T.S. 

8:05 小河内岳 

10:00 烏帽子岳 

11:25 三伏峠小屋 

この日も天気が悪い。降り続けた雪のせいでラッ

セルがしんどい。2 日間に分けたためチョロいか

と思いきやなかなかに消耗した。デポがネズミ荒
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らされていないかと心配したがそんなことはなく

無事にデポを回収した。 

 

《13 日目》晴れ  

5:00 起床 

6:25 三伏峠小屋発 

8:45 本谷山 

11:30 権右衛門山 

13:20 塩見小屋 T.S. 

ものすごく天気がいい。この天気のまま塩見岳を

越えようかとも考えたが、塩見小屋横の風を防げ

る場所にテントを張った。この場所の展望は最高

であったが、標高が高く、とても夜が寒かった。ま

た、標高が高いせいか夜に息苦しさを感じてあま

り休めなかった。可能ならば高標高でテントを張

るのは避けた方がいいのかもしれない。入山前は

真っ黒だった中アも南アも真っ白だった。 

 

《14 日目》晴れ 

4:30 起床 

6:00 T.S.発 

8:10 塩見岳南峰 

8:15 塩見岳北峰 

10:45 北荒川岳 

13:15 新蛇抜山 

15:30 安倍荒倉岳手前のコル T.S. 

朝日は塩見岳に遮られてしまいとても寒かった。

雪が着いていてザイルは出なかったもののやはり

塩見岳は怖い。おそらくほぼ夏道沿いに登った。

塩見岳山頂を過ぎてからは雪面が硬くさくさくと

進めた。しかし、北荒川岳を過ぎてからは雪も重

く、疲労もあってかスピードがでない。熊ノ平ま

で行きたかったが、天気図をと取りたかったため、

16 時前にテントに入った。 

 

《15 日目》晴れのち雪 

4:00 起床 

5:25 T.S.発 

6:20 安倍荒倉岳 

7:20 熊ノ平小屋 

北岳山荘を目指す気持ちで早めの起床である。し

かし、高井の体調が悪く、天気が下り坂なのは目

に見えていたために熊ノ平小屋で行程を切った。

ルートとしては稜線上をすすみコル三峰岳側のコ

ルから熊ノ平小屋へ向かった。 

 

《16 日目》雪 

沈殿 

暴風雪なため沈殿した。熊ノ平小屋なのに雪が小

屋の隙間から吹き込むほど風が強かった。雪の量

も半端ないし寒かった。 

 

《17 日目》晴れのち曇り 

3:00 起床 

4:30 発 

6:15 三峰岳 

7:25 間ノ岳 

8:15 中白根岳 

8:25 北岳山荘 

9:30 八本歯のコル分岐 

10:05 北岳 

10:15 八本歯のコル分岐 

12:20 ボーコン沢の頭 

14:55 池山山荘 

この日は進めるだけ進まないと後がないと思い、

攻めの 3 時起床。朝からガンガン進んでいく。三

峰岳手前でハーネス、アイゼン、ヘルメットを着

けた。三峰岳の登りは夏道沿いに普通に登ること

ができ、下りは 10ｍほどクライムダウン。間ノ岳

手前に岩が出てくる場所があったものの悪いのは

ワンポイントであり、慎重越えれば問題はない。

北岳山荘から北岳はめちゃめちゃ風が強く目を開

けているのもしんどい程だった。風が強いため夏

道が出ており、階段やマークに沿って分岐まで行

き、素早く空身でピストンした。そこからは天気

が悪くなるのに追いかけられるように下り、八本
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歯のコルで登り 5ｍほどザイルで引き上げたのが

最初で最後のザイルであった。池山吊尾根上部は

胸ほどに雪があり、心底下りで良かったと思った。

吊尾根にはピンクテープがしっかりとついている

ので迷うことはない。 

 

《18 日目》雪 

4:00 起床 

5:40 池山山荘発 

7:25 あるき沢橋 

10:50 夜叉神峠冬季ゲート 

朝は晴れていたが、すぐに曇り始め雪となった。

ワカンで下っていたが、雪が少なくなり、アイゼ

ンに履き替えてあるき沢橋まで下った。ここもピ

ンクテープがしっかりついてるのでルーファイに

は困らない。あるき沢橋から林道を歩き、鷲ノ巣

山はアイゼンで登り、再び林道を無心で歩いた。

思えばあっという間だが、もう 2 度とやるまい。 

最後に、この山行の大きな反省として中間報告が

光小屋でしかできなかったことだ。藤曲と永山の

iPhone はだいぶ最初に起動不能となり、高井の

Xperia も赤石岳避難小屋の沈殿の日に充電が切

れた。ソーラーのフルで 2 階充電できるモバイル

バッテリーも寒さのせいか 50％も充電できず、使

い物にならなかった。竹田のガラケーは充電が十

分にあったが、ソフトバンクであり、電波を拾う

ことが出来なかった。中間報告がないということ

は事故があった場合捜索範囲が広すぎるうえに事

故が序盤で起きていた場合最終下山日まで待って

いた場合時間が経ちすぎているという問題がある。

これに関しては、連絡できないなら下山も考える

べきだし、金で解決できるなら節約していい部分

ではなかった。「金を使え。ないなら山に行くな」

親心から考えたらその通りだろう。長期に入るな

らば下界との連絡手段は事前にパーティー全体で

考えておくべきだろう。 

 

 

3 月 

八ヶ岳縦走・敗退 

日程：2019 年 3 月 5 日～8 日 

[メンバー] 

会２ 今井 杉本 

会１ 大川 川地 

１日目 

9:00 蓼科山登山口 

15:00 蓼科山 

15:45 蓼科山荘 T.S. 

アプローチに時間がかかり 9:00 入山。天気は快晴、

縦走１日目にふさわしい清々しい天気。1 ピッチ

歩かないうちに川地が腹痛をうったえる。大便は

出るようだが腹痛はまったく収まらないようで、

かなりの頻度で休憩をとった。蓼科山につくころ

にはよくなってきたようで、普通に歩いていた。

その日の夜は、痛み止めと下痢止めを飲んで寝て

いた。 

２日目 

4:30 起床 

5:45 発 

8:25 双子山 

9:25 双子池 

10:25 亀甲池 

13:20 北横岳 

14:20 縞枯山荘 

14:45 雨池峠 T.S. 

天気は朝から曇りで徐々に下り坂。川地の腹痛は

普通に歩けるレベルに回復していた。しかし、大

川のペースがまったく上がらない。終始、脛くら

いのラッセルだった。北横の登りになるころには

一年生は疲れていたようで、今井と杉本がほとん

どのラッセルをこなした。死ぬほど大川が遅いが、

バラす気は毛頭ない。「バラすくらいなら下山する」

というのがこの縦走のコンセプトだ。１日目の遅

れを引きずる形になったが、コースタイムが遅す

ぎる。 



32 

 

３日目 

3:30 起床 

沈殿 

この日に夏沢峠まで行けなければ行程を通すのは

難しい。気合の 3:30 起床である。しかし、昨夜か

ら川地がおかしな咳をしている。熱を測ったとこ

ろ 37.6 度の微熱であった。風邪薬を飲ませて１日

中寝かせた。ここで撤退がよぎる。 

４日目 

3:30 起床 

8:00 発 

8:45 山頂駅 

9:10 山麓駅 

川地の熱は下がっていたが、まだ咳が止まらない

様子。このまま無理をすればまたぶり返すだろう。

また、メンバーを考えると会２のどちらかに風邪

がうつった時点で隊は動けなくなるだろう。撤退

するしかないだろう。 

 

鋸岳～甲斐駒ヶ岳 

日程:2019 年 3 月 17 日～19 日 

メンバー:L 原田(会 2)、今井(会 2)、杉本(会 2) 

行程 

≪1 日目≫ 

6:25 駐車場出発 

11:00 岩小屋 

13:40 角兵衛門沢のコルのコル 100m 手前 T.S. 

二年生も終盤ということで二年生だけで鋸岳に行

こうと言うことに。沢の出会~コルにかけてはピン

クテープがたくさんある。沢を詰めれば間違える

ことはないだろうと思い歩いていたら思った以上

にルートから逸れてしまい、時間がかかってしま

った。今年は暖冬のためか雪が少なく、岩小屋ま

ではラッセルはほぼ無かった。岩小屋以降はそれ

なりに雪が増えてきて、膝上ぐらいのラッセルを

おこなった。コルの手前の雪崩の流域に上手くな

らなそうなところでテントを張った。 

≪2 日目≫ 

4:30 起床 

5:40 出発 

6:20 角兵衛門沢のコル 

7:25 第一高点 

7:45 小ギャップ底 

8:45 鹿窓 

9:30 大ギャップ底 

10:40 第二高点 

14:40 T.S. 

第一高点まではロープが出るほど危険なところは

ない。第一高点からは少し下ると、鎖場がでてく

る。ここでの懸垂の支点は、鎖を用いた。小ギャッ

プからの登り返しは、後半部分は鎖が露出してお

り、ここはノーロープで行った。登り返してから

小ギャップまでは稜上を少し行き、その後左側を

トラバースするルートをとった。その後、大ギャ

ップからの懸垂は気持ち左側を降りていくと、発

見できる。残置スリングがかけてある灌木があっ

たが、見るからに枯れていたので、隣の生木に直

接かけて降りた。それ以降は危険箇所はほぼない

が、モナカ雪ラッセルで予想以上に時間がかかっ

てしまった。 

≪3 日目≫ 

4:30 起床 

5:40 出発 

8:00 甲斐駒岳 

9:00 六方石 

9:40 駒津峰 

10:20 双子山 

11:25 北沢峠 

14:30 駐車場 

この日は前日ほど、ひどいラッセルではなかった

がそれでも結構ずぼり、駐車場に着く頃にはクタ

クタになっていた。久しぶりの上級生山行で、体

力的なトレーニングを怠けていたことをひどく痛

感した山行となった。 
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奥秩父縦走 

日程：2019 年 3 月 18 日～22 日 

メンバー:安西(会 1)、大川(会 1)、川地(会 1)、竹田

(会 1)、藤曲(会 1) 

行程:3/18 西沢渓谷駐車場~破風山避難小屋 

     3/19 破風山避難小屋~雁峠 

     3/20 破風山避難小屋~将監峠 

     3/21 将監峠~狼平 

     3/22 狼平~奥多摩駅 

コースタイム 

3/18 晴れ 

7:10 西沢渓谷駐車場から出発 

13:25 木賊山 

14:15 甲武信ヶ岳 

17:00 破風山避難小屋 

徳ちゃん新道の途中で氷が出てきたのでアイゼン

をはいた。2450m あたりの分岐に 13:30 までに着

かなければ甲武信ヶ岳はカットしようという話で

あなったが、13:00 ぐらいに分岐に着いたのでワ

カンにはきかえ甲武信ヶ岳に向かった。しかし、

破風山避難小屋に向かう下りで藪に手間取ってし

まい、17:00 に小屋に着くことになった。ちなみに

今回の縦走においてアイゼンをはいたのはこの日

だけだった。 

 

3/19 曇り 

4:30 起床 

6:10 出発 

7:40 西破風山 

10:30 雁坂嶺 

12:55 水晶山 

13:30 古礼山 

16:30 雁峠 

この日はずっとワカンをはいて行動した。大川は

頭とお腹の痛みがあるようでだいぶ辛そうだった。

ていうか 2 日目以降その痛みでずっと辛そうだっ

た。古礼山を過ぎ、2004m あたりのコルを過ぎた

あたりから雁峠に向かって下っていく際、下る尾

根を間違えてしまい 10m ほど下ってしまった。 

 

3/20 晴れ 

4:30 起床 

6:00 出発 

7:20 笠取山 

11:40 唐松尾山 

16:40 将監峠 

この日も一日中ワカンをつけて行動。唐松尾山を

すぎ、2075m あたりのコルから将監峠に向かう下

りで下る尾根を間違えた。地形図上では磁北線に

ほぼ平行に尾根が 1 本のびているが、実際行って

みると 2 本あった。読図をして正しいと思う方に

下ってみたが、途中ピンクテープが出てきた。ど

うやら本来下る尾根のすぐ隣の登山道に出たよう

だ。その後登り返してこの日は将監峠でテントを

張った。 

 

3/21 曇り→雨 

4:30 起床 

6:00 出発 

7:40 竜喰山 

9:30 大常木山 

12:15 飛龍山 

17:00 狼平 

この日も一日中ワカン。天気は最初は曇っていた

ものの、途中から小雨が降りだしたので雨具を着

た。また、常に風が吹き荒れていた。 

 

3/22 晴れ 

4:30 起床 

6:00 出発 

11:40 鷹ノ巣避難小屋 

16:30 奥多摩駅 

昨日の時点では「こりゃあ予備を 1 日使って行動

日を 1 日増やさないと行程を通しきれないなぁ」

といったところであったが、奥多摩小屋あたりか
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ら雪が格段に少なくなってきたため、ワカンを外

し、ペースを上げた。結果、この日に下山すること

ができた。 

 

鹿島槍ヶ岳東尾根 

日程：2019 年 3 月 19 日～20 日 

メンバー 

会 4 小山 

会 2 永山 

3/19 

7：00 大谷原 

9：30 尾根取りつき 

11：14 一ノ沢ノ頭 

12：30 2177 過ぎテンバ 

3/20 

6：30 テンバ 

6：40 第一岩峰 

8：00 第二岩峰 

11：03 北峰 

12：03 南峰 

14：30 赤岩の頭 

16：00 西沢 

17：00 大谷原 下山 

 

 今日は天気がいい。とてもいい。駐車場に車を

止めレッツゴー。林道を歩きながらどこから東尾

根に乗るかを話し合った。議論の末 2004 ピーク

の南側からの尾根を乗り上げることにした。とい

うかこれがメジャーなのだが。ここの 700m アッ

プはしんどかった。ラッセルもきつかったがなん

といても暑い。あっぱれパレード晴天である。後

日談であるがこの日松本は 16 度にもなったらし

い。そんな陽気のなか急登を這い上がった。頭に

出ると第一、二の岩峰が良く見える。どうやって

超えようかを考えながら接近。第一岩峰のすぐ直

下にテントを構えた。朝一で外一岩峰を越える。

ここは雪が腐ってしまうと悪戦強いられるだろう。

朝方の雪のしまっているときに行けてよかった。

核心は 1 ピッチ目でここは計 2 ピッチ出した。

60m あれば 1 ピッチで足りたかも。まあ、雪の状

態次第ではノーロープも可能かも。ここを越える

とすぐに第二岩峰。ここも 2 ピッチ出した。2 ピ

ッチ目はなんか悪かった。空身で突破しザックを

引き上げた。ここは岩が露出していてドライチッ

クなクライミングをかました。2 ピッチ目では六

にアンカーが取れずスタンディングアックスビレ

イで引き揚げた。なかなか緊張したいいクライミ

ングだった。北峰に出てからはトレースがありサ

クサク進んだ。しかし暑かった。二人ともからか

らになりながら汗にまみれた。赤岩尾根は 2 時間

くらいで下った。シリセードを解禁し猛スピード

下山をした。 

 

戸隠 p1 尾根 

日程：2019 年 3 月 23 日～24 日 

[メンバー] 

会２ 今井 杉本 原田 永山 

１日目 

7:00 そばの実(蕎麦屋) 

7:20 鏡池 

9:10 採草地 

11:30 熊の遊場 T.S. 

計画上は宝光社からの出発だったが、駐車場がな

いため閉鎖されている道路の反対側である蕎麦屋

から出発した。鏡池付近の西岳登山口から沢沿い

に下る。採草地に至るまでに渡渉が３回ある。う

ち１回は靴を脱いで渡渉した。場所を選べば靴を

脱がずに渡渉できる。採草地から熊の遊場へは急

な鎖場と危ないトラバースが 1 回ずつ。帰りは懸

垂になりそうだ。 

２日目 

4:30 起床 

6:00 発 

9:20 無念の峰 
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10:30 蟻の門渡り 

12:30 p1 

14:30 無念の峰 

16:00 熊の遊場 

18:10 採草地 

19:20 鏡池 

20:00 そばの実(蕎麦屋) 

熊の遊場から無念の峰まで雪壁が続く。4 ピッチ

ほど永山リードで無念の峰までリード＆フォロー。

システムは、永山のフォローが今井と杉本、杉本

から原田へザイルを結び、永山が登っている間に

杉本が原田を引き上げる形をとった。無念の峰か

ら二人一組のコンテで蟻の門渡りまで向かう。蟻

の門渡り手前に 5m ほどのギャップがある。うま

い人ならクライムダウンで下れるが、危ないので

スノバーを支点とした懸垂を行った。ザイル 3 本

のうち１本をそこに残置し帰りはトップロープの

ように登った。蟻の門渡りは、二人一組でザイル

を結び、今井と永山、原田と杉本で通過。蟻の門渡

りのリードはそれぞれ今井と原田が行った。蟻の

門渡りから 10m ほどの垂直な鎖場、リードはそれ

ぞれ永山と杉本。鎖の支点と立木で支点をとった。

そこから先は 30m の雪壁、リードは永山と原田。

木が出ていたため支点は立木となった。そこから

p1 へはザイルを出さなかった。帰りは、鎖場と雪

壁では木を支点にした懸垂、蟻の門渡りは行きと

同じ。5m のギャップはトップロープで原田が登っ

たあとに原田がスタンディングアックスビレイで

全員を引き上げた。無念の峰から 50m ほどクライ

ムダウンで下り、熊の遊場まで立木を支点にした

懸垂で 3 ピッチ。熊の遊場から採草地までに懸垂

が 2 回、鎖場とトラバースの場所である。暗くな

らないうちに渡渉を終え、気合で下山した。 

 

 

 

 

 

白馬岳主稜 

日程：2019 年 3 月 29 日～30 日 

メンバー 

高井野乃子(3) 

永山虎之介(2/L) 

竹田昴(1) 

 

行動記録 

1 日目 

07:20 二股ゲート 

10:05 白馬尻 

17:15 四峰付近 T.S. 

 

2 日目 

04:30 起床、高井の不調のため待機 

05:30 再起床 

07:00 四峰出発 

10:25 白馬岳山頂 

11:40 小蓮華岳 

15:30 小蓮華尾根下 

17:25 二股ゲート 

 

所感 

初日はボックスに３時集合の予定だったが永山が

３時２０分にボックス、高井が５時にボックスに

来るという大惨事。ウケる。ウケちゃいけないけ

どウケる。反省しましょう。竹田君ごめんなさい。 

入山前から天気が不安定だったので大雪渓の下山

をやめ小蓮華尾根からの下山とする。 

白馬尻までは雪はあっても沈むような雪質ではな

くサクサクと足を進める。主稜に乗ってからは堅

いバーンの上に新雪が脛からひざ下ほどの深さで

積もっているという状況。アイゼンをはいて行動

したけれど雪がくっついてきて少し大変。細い雪

を慎重にわたっていく。特に６峰５峰のあたりは

ナイフリッジが続いて緊張する。途中、被った雪

庇をスコップで切り崩して超えるなどした。ええ、
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こういうのは山頂だけじゃないの。１２時過ぎた

ころから風雪が強くなる。寒さはそれほど厳しく

はないがメンタルがつらい。 

二日目は４時半起床で早めに決着をつけるつもり

だった。しかし、高井が頭痛を訴えたので１時間

ほど待機。山頂直下の雪壁ではクラスト斜面の腰

ラッセルを強いられた。なにも気持ちがよくなか

った。天気も悪くてただの修行。１０時ごろまで

は高曇りでガスってはいなかった。ところが山頂

につく頃には風雪が強くなっていた。小蓮華岳に

つく頃になると３メートル先がホワイトアウトの

なかなか本気の状況。小蓮華尾根を見つけるのに

苦労した。時々ホワイトアウトが緩むすきに周り

を目視し地形図とコンパスを神経質に使ってどう

にか尾根に乗って下山することができた。尾根を

下りきるころになると雪が雨に変わり、上のほう

では雷が鳴っていた。この日のうちに下山できて

いて本当に良かったと感じた。 

ヒヤリハットは二つ。一つは竹田がシュルントを

越えようとしたときに上部の雪が崩壊、滑落しか

けた。二つ目はホワイトアウト時、永山が尾根の

境や雪面の状況がまったく見分けられないままに

足を踏み出した。そこで急に斜面の角度が変わっ

ておりバランスを崩し２ｍ滑る。シュルントはい

つ崩壊するかわからないのでロープを出すべき。

ホワイトアウト時はいつも以上に慎重に歩くべき

だった。 
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8 日目の行動記録 

4:30 起床 

6:20 テント場(発) 

9:15 錫杖沢出合 

10:35 笠ヶ岳登山口 

 

2018 年度冬合宿における凍傷についての事故報告書 

文責：高井野乃子 

 

Ⅰ．はじめに 

 2018 年度冬合宿において 1 月 2 日に藤曲勇人と高井野乃子の 2 名が凍傷になった。凍傷は 1 月 3 日

の下山後に周知となり、大事には至らなかったものの 1 年生を凍傷にさせてしまうという重大なミスを

犯してしまった。今後このようなことが起こらないようにこの事故報告書を活用してほしい。 

 

Ⅱ．山行概要 

期間：2018 年 12 月 27 日～2019 年 1 月 3 日 

メンバー：会 4 小山悠太(CL) 

会 3 高井野乃子(SL) 

会 2 今井滉大、原田凌、永山虎之介、杉本公俊 

会 1 安西郁也、大川佐知、竹田昴、藤曲勇人、川地一樹、後藤拓馬 

 

行動記録 

1 日目(12／27) 雪 双六谷金木戸発電所～広河原(尾根取り付き) 

2 日目(12／28) 雪 尾根取り付き～1750ｍ付近 

3 日目(12／29) 雪 1750ｍ付近～笠ヶ岳西尾根上 1800ｍ付近 

4 日目(12／30) 雪 1800ｍ付近～笠ヶ岳西尾根上 2200ｍ付近 

5 日目(12／31) 晴れ 2200ｍ付近～笠ヶ岳山荘 

6 日目(1／1) 晴れのち雪 沈殿 

7 日目(1／2) 雪 笠ヶ岳山荘～広サコ尾根上 2200ｍ付近 【事故当日】 

8 日目(1／3) 雪 2200ｍ付近～笠ヶ岳登山口 

 

 

7 日目【事故当日】の行動記録 

3:30 起床 

5:35 笠ヶ岳山荘(発) 

5:55 笠ヶ岳 

8:00 尾根分岐 

10:35 雷鳥岩 

12:55 クリヤの頭 

14:20 懸垂(広サコ尾根上) 

15:15 テント場 2200ｍ付近 

 

※事故当日以外の詳細な記録は冬合宿の行動記録を参照してほしい。 
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Ⅲ．事故の概要 

事故者：高井野乃子(会 3)、藤曲勇人(会 1) 

事故型：高井→左足親指の先端部分の凍傷(Ⅰ度) 

    藤曲→右足親指の先端部分の凍傷(Ⅱ度) 

 

Ⅳ．冬合宿期間の気象データ 

気温： 

 27 日 28 日 29 日 30 日 31 日 1 日 2 日 3 日 

0 時 －14.6 －21.4 －24.2 －23.8 －22.0 －19.1 －16.2 －19.2 

6 時 －14.8 －24.3 －24.3 －22.1 －20.2 －19.5 －17.4 －19.3 

12 時 －16.1 －22.3 －22.3 －20.7 －15.8 －16.2 －17.2 －18.5 

18 時 －18.1 －23.8 －23.8 －22.3 －18.6 －16.2 －20.2 －20.3 

※槍ヶ岳山荘気象観測データ 

 

天気図： 
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Ⅴ．凍傷に至るまで 

 今年度の冬合宿は年末と年始に非常に強い寒波がきて、12 月 31 日の笠ヶ岳アタックの日以外は気温

も低く、雪が降り続いていた。事故前日は笠ヶ岳山荘で沈殿しており、その時は高井も藤曲も足に普段

との違いは感じなかった。また、事故当日の朝は衣服や靴下、インナーブーツは乾いていた。事故当日

の 1 月 2 日は冬型の気圧配置となり、風が強く、視界も悪く荒れた天気であった。 

 

●事故当日の行動 

当日、ヘッデンで歩き始めた。笠ヶ岳を登り、最初は順調に尾根上を下っていくが、途中の西尾根と

の分岐ポイントに迷い、視界も悪く分岐を探すのに時間がかかってしまった。この時点で、西尾根との

分岐を過ぎてしまっていたために分岐まで登り返す。この日、アイゼン→ワカン→アイゼン→ワカンと

何度もアイゼンとワカンを履き替えた。クリヤの頭からの下りは雪崩地形だったため緊張感があり、ク

ライムダウンでの下降だったため非常に時間がかかった。また、広サコ尾根上を懸垂 50ｍをしている間

に 15:00 を回ってしまったため、尾根上に泊まることにした。 

行動時のポイントとしては、 

・5:55～15:15(テントに入ったのは 16:00 頃)という長い行動時間 

・尾根迷い、ワカン・アイゼンの履き替え、懸垂など長い待機時間 

・ホワイトアウト、悪場の通過など緊張感を強いられる場面が多かったこと 

が挙げられる。 

 

●凍傷に気がつくまで 

［高井］1 月 2 日は特に雷鳥岩を登っているときに冷たさを感じ、何度か足の指に感覚があるか何度か

確かめた。しかし、この時は全ての指に感覚があり、痛みもなかったことから凍傷を疑うことはなかっ

た。テントに入ってから靴下を脱ぐと右足の指先が全体的に青白くなっていた。この時、火器の近くに

足を置いていたら血が巡って少し痛む感覚があった。その日は何もしないまま翌日下山した。下山して

入浴後、親指の指先が黒っぽくなり、他の指はもとの肌色に戻った。 

 

［藤曲］行動中、足に冷暖の感覚を繰り返し感じており、足の感覚を確かめたところ感覚はあった。 
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テントに入ってから靴下を脱ぎ、足を確認すると左の足先が小指を除き、青白くなっていた。火器の近

くに足を置いても痛む感覚はなかったが、暖かいという感覚が鈍かった。高井同様にその日は何も処置

をすることなく翌日下山した。下山して入浴する前に、水泡を確認し水泡ができたことによって凍傷と

判断した。 

 

Ⅵ．医師の診察内容、症状の変化 

［藤曲］ 

診察結果 

1／5 ・水疱が割れてからどうなるか分からない 

・2 週間後に山に行くが 2 週間で治るか微妙なところ 

→ワセリンを処方 

1／15 ・あと 1 週間くらいで青黒いのも取れる 

      →血行促進の飲み薬と塗り薬を処方 

経過状況 

1 月 3 日 入浴前に水疱ができる 

1 月 5 日 藤田形成外科クリニックに診察に行く 

1 月 11 日 水疱が部分的に割れ、赤くなった部分が硬くなる 

1 月 14 日 水疱は完全になくなり、青黒くなる 

      この状態になってから、痛みを感じる 

1 月 15 日 藤田形成外科クリニックに再び診察に行く 

1 月 27 日 痛みはなくなり、黒い部分が剥けてピンク色の柔らかい肌になる 

 

［高井］ 

診察結果 

・見た目は指先が白っぽくなっているだけであり、水疱のような外傷はないが、しびれがあるということ

は神経になにかあるか、神経は内部なので具体的にどうなっているかはわからない 

→血行を促進するための飲み薬と塗り薬を処方 

経過状況 

1 月 3 日 親指に感覚の鈍さを感じる 

1 月 5 日 藤田形成外科クリニックに診察に行く 

1 月 6 日頃 右足の指先全体にしびれを感じる 

1 月 20 日頃 しびれはほとんど無くなり、親指の先の皮膚が硬くなる 

 

Ⅶ．事故原因・反省点 

【事故の原因】 

［2 人に共通する点］ 

・他の日と比べ高標高地での長時間行動をしたことによる酸素不足(血管の収縮) 

・緊張感を感じる場面が多かったことによる血管の収縮。 
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・待機時間が多くなったことによる冷え。 

［藤曲に考えられる原因］ 

・2 日目に右足のワカンが壊れた。そのため、右足が疲労しやすく、ズボりやすくなることで足が冷え

たと考えられる。 

・アイゼンでの下りは指先に圧がかかるため凍傷になりやすいが、藤曲はアイゼンで雪面を歩いた経験

がなかったために凍傷になってしまった。 

・下山後車を取りに行っている 2 時間寒い中外で待っていた。この時間で凍傷が悪化してしまったこと

が考えられる。 

・汗によって靴下が濡れてしまい、足先が冷えた。 

［高井に考えられる原因］ 

・普段よりレーションと紅茶をあまり飲んでいなかった。 

・靴下が劣化してだいぶ薄くなっていた。 

 

【事故の反省点】 

凍傷後の対処に関して 

・入浴後、水疱が出来るという明確な症状が出たにもかかわらず、下山している状況から、その後の処

置を怠った。下山後の反省会になるまで藤曲が凍傷であることを知らない上級生がいたことは問題で

ある。 

・顧問の小林先生に軽度の凍傷であっての絶対に病院に行くべきという説明を受けてから危機感を感じ

て病院に行ったこと。下山したからといって凍傷を放置するのは凍傷を甘く考えすぎている。 

・7 日目の夜リーダー会をしていない。リーダー会をきちんとすることで凍傷に気がつけたかもしれな

い。 

・藤曲は毎日足の状態を確認していなかったため、事故当日と思われる 7 日目に凍傷になった確証はな

く、その前から凍傷であった可能性もある。対処が遅れないようにするためにも毎日足を確認する。 

凍傷前の予防に関して 

・行動中の上級生の声かけが全体的に少ない。 

・小屋で濡れた寝袋や靴下を乾かさせる等の指示不足。 

・1 年生の装備に上級生がもっと気を遣う。 

・1 年生と上級生に装備の違いがあるが、今回の合宿ではそろえてなかった。今後 1 年生の状況を理解

するためにも合宿などでは装備をそろえるべきでる。 

・空だきの時間が少なかった。白ガスの量をもっと把握して、空だきをして装備を乾かす時間を作れば

よかった。 

・行動中の待機時間にレーションを食べさせたり、声かけたりしなかった。 

・足先が青くなった時点で凍傷である可能性を疑えず対処が遅れた。凍傷の初期症状、軽度の凍傷に関

する知識が圧倒的に欠けていた。 

・足を動かすことによって末端まで血を巡らせるべき。 

・末端に冷えを感じたときほど、レーションや紅茶をしっかりとり、末端まで血を行き渡らせる。 

・靴下や手袋など、劣化してきたと思ったら新しいものにする(妥協しない)。 
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Ⅷ．事故者の言葉 

 今回の山行で冬山の恐ろしさを初めて知った。知らないうちに自分の体に異変が起きるという恐ろし

い経験をしたからである。凍傷はテレビや冬山ゼミで認識していた。その時は、ただ漠然と気をつけよう

と思っていた。実際、私は凍傷に対して山行中何も行動していなかった。また「まさか自分が凍傷になる」

とも思っていなかった。これらの甘い認識が今回の事故の原因だと感じている。凍傷の知識を少し知って

いる程度で対策した気になっていた。大切なのは正しい知識を基に行動をすることと自分の体を過信し

ないことである。自分の知識の浅さを再認識し、病気などに対する行動力を高めるべきだと感じた。また

「まさか自分が」という甘い認識をしないことも重要であり、自分の体のことも熟知していなければなら

ないと感じた。 

事故は二度と起こしてはならない。そのことを頭に入れ、実際に山に行き対策の試行錯誤を行っていき

たい。 

藤曲勇人 

 

 

会 3にもなって凍傷になるというのは、山になれたつもりになって「大丈夫だろう」という考えの甘

さの表れだ。その甘い考えに 1年生を巻き込んでしまったのは上級生としてやってはいけいないミス

だ。過去の事故報告書にもあったように 1年生を凍傷にさせてしまうというのは上級生のミスであり、

同じテントで藤曲の足を見て「凍傷ではないだろう」と判断してしまった自分を反省するばかりであ

る。少しの甘い考えが死へと直結するのが冬山だ。そんな当たり前なことをこの時期になって反省する

のはただの馬鹿だ。これを読む上級生は 1度自分がどれほど 1年生を気遣っているか、怪我や事故にど

れほど対処できるのか考えてほしい。与えられる知識だけではだめなのだと事故が起こる前に気づいて

ほしい。 

高井野乃子 

 

 


