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《新人合宿》p.３～ 

《夏合宿》 P.13～ 

《個人山行》P.24～ 

 

4 月 

北アルプス  五竜岳G0 

中央アルプス 宝剣岳サギダル尾根 

北アルプス  蝶が岳～常念岳 

北アルプス  涸沢岳西尾根 

 

5 月 

北アルプス  プレ新人合宿 

 

6 月 

北アルプス  蝶ヶ岳～常念岳 

北アルプス  燕岳～蝶が岳 

頸城山塊   信越トレイル 

北アルプス  錫杖岳 

3 ルンゼ 1ルンゼ 

中央アルプス 宝剣岳中央稜 

中央アルプス 経ヶ岳ソロ 

北アルプス  針ノ木岳 

北アルプス  双六・三俣・笠ヶ岳 

北アルプス  錫杖岳 

左方カンテ 

南アルプス  甲斐駒ヶ岳黒戸尾根 

北アルプス  朝常念岳～蝶が岳 

 

7 月 

 北アルプス  劔岳劔尾根 

北アルプス  雲ノ平 

頸城山域   黒姫山～妙高山 

北アルプス  朝常念岳 

妙義山    北尾根 

 

 

北アルプス  槍ヶ岳北鎌尾根 

北アルプス  室堂三山 

 

 

北アルプス  不帰キレット 

北アルプス  錫杖岳 

注文の多い料理店 

北アルプス  プレ劔岳 

 北アルプス  Wキレット（不帰・八峰） 

 

 

8 月 

北アルプス  夏縦走北上 

北アルプス  夏縦走南下 

北アルプス  劔岳登攀 

 

マルチピッチクライミング 

小川山   セレクション 

小川山   レモンルート 

小川山   ムササビルート 
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新人合宿 

日程：５/23~5/29 

記録 

１日目 晴れ 

先発隊        後発隊 

3:35   出発    3:50 

5:00  冷沢登山口  5:10 

7:00   鍋冠山   7:10 

11:20   大滝分岐  12:45 

15:30 蝶ヶ岳ヒュッテ 16:55 

今年も徳本峠の登山道が使えないため、鍋

冠山経由で入山した。出発時から、先発隊、

後発隊に分かれて行動した。さらに、先発隊

の中にいた、河内、大島で先の登山道の偵察

を行った。鍋冠山山頂付近から雪が出始め

たため、一年生をよく見ながら進んだ。大滝

山の稜線に上がる箇所や蝶ヶ岳山頂直下の

急登でフィックスを張った。後発隊の一年

生二人のペースが上がらなかったため、大

滝山分岐過ぎで荷物をばらした。 

 

2 日目 晴れ 

本隊         偵察隊 

6:00   起床    6:00 

7:20   出発    7:15 

8:40   長堀山   7:45 

12:05   徳沢園    9:30 

  |    横尾    10:30 

  |    本谷橋   11:35 

 |    偵察終了  12:50 

14:00   横尾山荘  14:00 

 

涸沢の雪の状況を偵察するために、川地、大

島で偵察を行った。長壁尾根の夏道はほと

んどの部分が雪で埋まっており、キックス

テップを駆使して慎重に歩いた。 

3 日目 晴れ 

3:30  起床 

5:00  出発 

5:40  本谷橋 

9:00  涸沢ヒュッテ 

9:30  雪上訓練 始 

12:40 雪上訓練 終 

13:20 涸沢ヒュッテ 発 

15:20 本谷橋 

16:05 B.C. 

この日は雪上歩行訓練初日だった。涸沢ま

での登山道は、ほとんどが雪で埋まってお

り、アイゼンを装着した上級生がスポット

に入るなどして、気を付けて通過した。土砂

崩れ後もあり、気が抜けなかった。この日

は、雪上歩行を一通り行った。 

 

4 日目 晴れ 

3:30  起床 

4:40  出発 

5:20  本谷橋 

8:25 涸沢ヒュッテ 

8:40  雪上訓練 始 

12:45 雪上訓練 終 

12:55 涸沢ヒュッテ 発 

14:30 本谷橋 

15:10 B.C. 
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この日は、滑落停止訓練を行った。一年生だ

けでなく上級生も行った。非常に充実した

訓練であった。 

 

5 日目 曇り時々雨時々みぞれ 

3:30  起床 

4:35  出発 

5:20  本谷橋 

7:30  撤退 始 

8:40  本谷橋 

9:10  B.C. 

朝は小雨が降っていた。降ったりやんだり

を繰り返していたが、本谷橋を過ぎたあた

りから本格的に降り始めた。歩き進めるた

びに雨が雪に変わり、気温も低くなってき

ていたため撤退の判断をとった。 

 

6 日目 晴れ 

2:30  起床 

3:30  出発 

4:20  一ノ俣 

5:05  槍沢ロッジ 

5:40  ババ平 

10:20 槍の肩 

11:40 槍ヶ岳 山頂 

12:50 槍の肩 

15:10 ババ平 

15:40 槍沢ロッジ 

16:05 一ノ俣 

16:50 B.C. 

槍沢ロッジの少し手前で、登山道が雪で埋

まりだしたため、ピッケルを装着した。槍沢

の雪渓は早朝ということもあり、固くキッ

クステップが困難で通行に時間を要した。

上級生がスポットに入り、一年生をよく見

ながら通行した。グリーンバンドを過ぎる

と槍ヶ岳がきれいに見え、みんなのテンシ

ョンは高ぶっていた。雲一つない晴天であ

った。槍ヶ岳ののぼりにフィックスを張る

必要があるかどうかの判断をするために、

河内、坂井で偵察を行った。偵察の結果、フ

ィックスは必要がないと判断したため、フ

ィックスは張らなかった。帰りはシリセー

ドで下った、気持ちの良いものだった。 

 

7 日目 晴れ 

6:00  起床 

8:40 出発 

10:00 新村橋 

10:05  徳澤園 

12:15 上高地 B.T. 

下山日。帰りにお墓参りをした。 

 

反省 

会一 

〇山﨑  

 今回の新人合宿では自分の弱さ、甘さ、愚

かさ、体力の無さを非常に痛感した。反省す

べきことがたくさんある。 まず行動面であ

る。明らかに上方注意が足りてなかった。新

人合宿序盤では落石にいち早く気づくとい

う意識よりかも先輩に怒られないようにと

いう意識が強くなっていた。何のために上

方注意をしているのか、これでは全く意味



 
 

4 

 

がなかった。新人合宿後半では回数も増え

て、落石への意識を強く持てるようになっ

てきたが、上を気にしすぎて、足元が不安定

になり、落石を起こしてしまうことやバラ

ンスを崩すことがあった。落石は仲間を殺

してしまうし、ほかの登山者も殺してしま

うかもしれない。大小にかかわらず今後は

絶対に起こさないようにしたい。新人合宿

最終日は完全に上方注意を忘れていた。落

石痕を見つけるまで完全に怠っていた。こ

の新人合宿で何を学んだのかという話だ。

まだ先輩に怒られないように上方注意をす

るという意識がまだどこかに残っていた。

たまたま上方注意していない間に落石が自

分に当たらなかっただけで命を落としかけ

ない行為である。自分の命を守るために、さ

らに仲間の命を守るために落石にいち早く

発見できるようにしたい。 初日の歩荷を途

中でバラし、先輩に背負わせてしまった。途

中で竹田さんにバラそうと言われた時、も

う少し頑張らせてくれと言ったのにも関わ

らず、スピードがさらに遅くなり、みんなに

迷惑をかけてしまった。自己管理ができて

いなく、余計に時間をかけてしまい、初日の

行動時間を長くしてしまった。まずは体力

をつけ、最後まで自分に任された荷物を持

ち、遅れずについていきたい。行動中のメモ

が少なかった。時間を書かなかったことが

多々あった。特に雪上訓練３日目と合宿最

終日は全く書いていなかった。反省すべき

である。誰かが書いているだろうという甘

えがあった。それだけでなく、読図もしてい

なかった。先輩任せであった。読図はすぐに

身に着くものではない。回数を重ねていか

なければならない。行動中から今どこなの

だろうかということを考える、事前にどん

な地形が出てくるか見ておく。自分の意識

次第で変えられる。習慣づけていきたい。 

雪上訓練においてピッケルストップの時、

完全に止まる前に足を付けてしまうことや

膝で止まってしまうことが多々あった。注

意されたのにも関わらず、何度もやってし

まった。もっと言われたことに純粋に、忠実

に出来るようにしていきたい。また、新人合

宿全体で声が小さく、届かないことが多々

あった。先輩に言われた通り、声を出すこと

は技術である。確実に声を届けられるよう

に声の出しかたから色々試し、自分の出し

やすい方法を見つけていく。 雪上歩行では

ステップが甘く、バランスを崩すことや滑

りかけてしまうことがあった。蹴り込みが

甘いのと、不確実なステップに足を置くと

いう危険なことをやってしまった。雪上で

は一度滑ると二度止まれない。一つ一つの

ステップに命がかかっていることを強く意

識していきたい。  次に生活面である。一番

反省しなければならないのはプレ火の時、

ポンプを締めるのが弱く、ガスが漏れてし

まったことだ。ガス漏れに気づかずに火を

つけていたら、爆発して、自分だけでなく、

同じテントの仲間も殺してしまうところだ

った。前日確認したが、甘かった。確認した

つもりになっていた。山では一つのことで

命の危機となってしまうこと強く胸に刻み

たい。 朝ラーにおいて吐いてしまうことが

あった。朝食はその日の最初のエネルギー

補給であり、十分に食べることが出来ない

とその日行動に悪影響を及ぼしてしまう。

また、朝ラーだけでなく、エッセンにおいて

も準備が遅かったのと先輩の指示がないと

動けないことがあった。もっと先を読んで

行動していきたい。一つ一つの行動が遅か
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った。シュラフをたたむことや行動の準備、

エッセンを分けるスピードなどいくつもあ

った。時間は有限である。もっと素早くでき

るようにしたい。最後に、たくさん弱音を吐

いてしまい自分の弱さ、体力・技術不足を実

感しました。また、初めての槍ヶ岳の山頂に

立った時、感動しました。山に登ってここま

で感動したのは初めてでした。先輩方の力

が無ければ決して登れなかったです。ご指

導ありがとうございました。今後もよろし

くお願いいたします。 

 

○大橋 

新人合宿を通して、自分がいかに無力化を

思い知った。行動中には、上方確認を怠る、

ピッケルの持ち方を間違えるなど、細やか

なことではあるが、自分の命を守るために

は絶対に軽視することができないミスを繰

り返した。今回の新人合宿では、先輩方が盛

んに注意喚起をしてくださり、自分が何か

ミスをすると、その都度注意してくださっ

たが、今後の山行でも毎回先輩に言われて

から注意するようでは、山を続けることが

厳しくなるだろう。自分はこの合宿のおか

げで、山の魅力を知り、これからも続けてい

きたいと思っている。そのためにも重大な

ミスはもちろんのこと、細やかな注意に関

しても体で覚え、疲れた時もミスをしない

ような行動を心掛けたい。 一週間の中で最

も過酷だった雪訓では雪上の動きの難しさ

を知った。自分は直降が一番苦手なので、雪

訓で得た感覚を忘れないようにしたい。一

歩一歩に命がかかっていることを理解し、

甘いステップを作らないようにする。生活

では、テント内のあらゆる行動が遅く、先輩

方にせかされることが多々あった。先のス

ケジュールまで決まっている山での生活で

は、テント内であろうが、時間を意識しなけ

ればならないと知った。特に朝ラーでは、

「次に何をするのか」を考えて動かなけれ

ばならないと分かった。この考えは山での

行動にも共通しているので、大切にしたい。

加えて、入山準備の段階でも、米の防水が不

完全で、浸水させてしまった。山に関する行

動は、一つのミスが大きな被害をもたらす

ことを、身をもって理解した。山に入ってい

る間は、先輩の指示に従うことや、先輩の後

についていくことで精いっぱいだったので、

槍ヶ岳に登頂した喜びは、下界におりて

徐々に高まってきた。登山とはこんなにも

感動的なものなのかと、驚きを感じている。

これからも登山を続けていきたいと思える

一週間であった。 

 

○和田 

この新人合宿で、自分がいかに未熟だった

のかを実感した。そして今までの山に対す

る心構えを見直すよい機会になった。行動：

ピックの向き、上方注意を怠った、斜面に背

を向けた、キックステップのけりこみが甘

い、これらの失敗は意識の問題で治せるこ

となので、今後の山行で気を付けていく。落

石をした、コールを回さない、理解していな

いのに返事をする、縦フィックスの時にコ

ールが来ていないのに次の区間に行ってし

まう、クレイムハイストが機能しているか

確認していない、これらは、自分だけでな

く、仲間にも危険を及ぼしてしまう。今後の

山行で少しでも早くこれらの失敗をなくし

ていく。また、私は集中力が切れるとこのよ

うな失敗をしてしまう。行動中に集中力が

切れていることはありえないことである。
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今後の参考を通して、半日以上行動しても

切れないような集中力を身に着けたい。記

録をとっていない日があったので、今後の

山行では必ず取るようにする。一本中には、

記録を立ったり、読図をしたり、10 分を有

効活用する。生活：テント内の行動がとにか

く遅かった。シュラフをしまう、プレヒ、テ

ント設営、エッセン分けなど。生活が遅くな

るとその日の行動が遅くなったり、冬は一

刻も早く体を温めたいので、全体の流れを

頭に叩き込み、周りを見て、自分がすること

を考えていく。また、日々の山行で鍛え、せ

んぱいにめいわくをかけないようにする。

鍋持ちの時に片手になった、軍手を外して

そのまま置いた、これは、テント内を濡らし

てしまう原因になったり、火器が使えなく

なる原因なので、二度としないようにする。

雪訓：ステップをけりこんだ時、ふらついて

しまったがごまかしていた時があった。こ

れはまず蹴りこみが甘く足場がしっかりし

ていないから起こることである。また、ふら

ついたらすぐに初期停止をすることを肝に

銘じておく。これからは自分の命を預ける

ステップをつくるために死ぬ気で出けりこ

む。感想：この山行は私の人生の中で一番濃

い一週間になったと思う。振り返ってみる

とつらいことのほうが多かったが、いろい

ろなことを学び、自分の未熟さを思い知ら

され、山は危険なところだと再認識した。6

日目の槍ヶ岳を登り切った時は感動したし、

買い全員で槍の山頂を踏めて嬉しかった。

これからも仲間を大切に強くなっていきた

い。これからが SACの本当の始まりだ。死

ぬ気で先輩に食らいつき、強い山ヤになる

ぞ。今回の合宿でご指導してくださった上

級生にはお礼を申し上げます。これからも、

よろしくお願いします。 

 

○加藤泰造 

山岳会に入って初めての山である新人合宿。

経験したことのない 1 週間の山行は、多く

の驚きや発見を与えてくれた。それととも

に、多くの反省ができたので振り返ってい

く。 

 まず、今回最も反省しなければならない

ことだ。5日目のことである。私は右足首を

痛めその日のすべての行動をせず、途中で

戻ることになった。前日の時点ですでに右

足首に痛みがあり、次の日の朝、痛みが少し

引いた。そのため、自分の独断で歩けると判

断してしまった。結局歩けるということは

なく、途中で撤退となった。自分の独断で判

断せず、先輩方にもっと頼らなければなら

ない。また、痛みがあることを報告もしてい

なかった。何か異変が起きたのならば、すぐ

に報告する。もし、強行していれば 6 日目

の槍は行けなかったかもしれない。山では

自分の体調は最も重要なことである。何か

あれば報告し先輩を頼る。今回のことは猛

省である。 

 次に、一つ一つの行動が遅かった点だ。朝

のプレ火やシェラフをたたむスピードとい

うように山では時間がない中、最低限こな

さなければならないことが多く存在する。

山で時間は大切なものだ。有効活用できる

よう早くできる行動は早くできるほど良い。

そのためには、山で次どのような行動に繋

がっていくか理解していなければならない。

また、単純にその行動を早くこなす技術も

必要である。山の生活の動きの確認をする。 

 また、山の行動中に気が抜けているとい

うことも反省点の一つだ。特に上方注意の
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怠りやキックステップの甘さだ。辛いとき

ほど疎かになりがちであるので、辛いとき

ほど基本に忠実にしていく。記録の取り忘

れや記録時刻のズレも気が抜けているから

起こることの一つだ。記録は次の山行に活

かすことができるため取ることが必要だ。

最後にまとめて取れば良いという考えでは

なく一本の時ごとに記入すべきことをメモ

っておく。 

 最後に雪訓での反省だ。まず声だ。声が小

さく相手に届かないことがあった。コール

を相手に届けることができるのも技術であ

る。どのような声の出し方が一番通る声を

出せるか考えて意識して出す。また、同じミ

スを何度も繰り返してしまっていた。例え

ば、直滑降でつま先を伸ばして蹴り込むと

いうことや、背筋を伸ばしてキックステッ

プをするといったことだ。一度指摘された

ら、一度で直すことが大事だ。指摘を受けた

ら、次の同じ行動では指摘を受けたことを

意識する。あとは、筋力不足である。足を上

げたり、腰を落としたりした行動が辛くふ

らついていた。筋トレや体幹のトレーニン

グをしておく。 

 新人合宿をやりきれたのは先輩方のおか

げだ。山で必要な技術を教えてくれたり、行

動中の危険箇所でのスポットなど先輩方が

いなければ今回の行程はこなせなかったと

思う。1 週間ありがとうございました。 

 

会２ 

○加藤岳 

〈係の反省〉 

 今回、僕は渉外・雪訓・エッセン（最終

日）・会計を務めた。渉外では、温泉の調べ

が甘かった。結局竹田さんに調べてもらう

事になってしまい、申し訳なく思っている。

雪訓の反省は、もっと声を荒げても良かっ

たということである。雪訓係は、一年の脳裏

に顔が浮かぶようでなければならない。そ

れが一年の命を救う事につながる。来年度

はより良い雪訓にしてほしいと思う。会計

は滞在費が倍に値上がりしたことが分かっ

ていたのにも関わらず、つめの甘い計画を

出してしまった事を反省している。また、計

画を出すのが入山２日前と、大金を集金す 

るにはあまりに遅いタイミングであった。

エッセンについては特になし。全体を通し

て、同期とのコミュニケーションをとる必

要があったと反省する。一人では何もなし

えない。同期の力は偉大だ。 

〈行動の反省〉 

 会２として山に入ると言うことに、自覚

をもった合宿であったというのが、行動の

反省の総 

評である。一年のスポットに入ったり、自分

を守るのはもちろんのこと、一年の身も守

る。そのようなある種の自覚が芽生えた行

動であった。 

〈生活の反省〉 

 会２としてテント内でもっと口を出すべ

きだった。会２としての立場と、そのほかの

他混在して僕自身混乱していたことが原因

であろう。 

 

○内藤 

まずはじめに、エッセン係の反省を行う。最

大の反省は、エッセンを野生動物に荒らさ

れたことである。今回の合宿では、日ごとに

ズタをつくり、その中に複数のゴミ袋でま

とめたペミを入れていた。しかし、一部のペ

ミがズタに入っておらず、鳥などに破られ
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流出した。来年はきちんとズタなどの強固

な袋に入れたほうがよいだろう。また冷や

す必要のないもの例えば米、マカロニなど

も分けずに冷やしていたため浸水の原因に

なった。また辛ラーメンなど極端なものは

合宿には持ってこないほうがいいだろう。

エッセンは管理の上でラベリングをこまめ

にするとよいと思う。最終日のマカポテは

調味料が 1 本しかないため周るのが遅かっ

た。少量のものを何本も用意したほうがい

いだろう。 

 行動の面ではまずルートファインディン

グ力が自分にはない。最も安全で歩きやす

いルートを 1 年生に歩かせて上げられなか

った。そして時間がかかった。それに付随し

てタイムマネジメントが甘かった。一年生

のペースからどれくらいで到着するのか目

安をもって今後の山行に臨みたい。時間管

理が不十分であるために読図の時間などを

あまり取ることができなかった。合宿は 1

年生に基礎を教える場所であるのに行動だ

けで精一杯ではよくないだろう。雪上訓練

については確認不足によるミスが目立った。

これは事前の準備で防げたことだ。上級生

になって叱っていただける人が減ってくる

だろう。このような準備不足を続けていた

らいつか事故がおきるだろう。自分に厳し

く山に真摯に向かい合っていきたい。1 年

生を連れて行くという立場になって、なに

もかもが初めてな 1 年生がどのような行動

をとるのか想像力が欠如していた。もっと

その場のリスクとそのさきのリスクを想像

して有効な予防策を打てるようになりたい。 

 

○柴野 

上級生として、一年生に指導する指導者側

の立場として、初の新人合宿を終え、上級生

という立場の責任の重さと大変さをつくづ

くと実感した。 

 この合宿は、一年生を連れていく初めて

の山行であったが、一年生を監督し、指導す

るということにおいて反省すべきことが多

くあると感じた。一年生がちゃんと上方を

注意してみているのか、装備を正しく装着

できているのか等、一年生の命に関わるこ

とに関しては、注意深く見て、もっと声を出

して指導すべきだった。特に合宿の中盤な

ど、指導がさぼりがちになっていたのでは

ないかと個人的には思う。これからは、一年

生の命を預かる立場であるということをよ

り一層自覚し、指導していかなければなら

ないと思う。 

天気図や、読図などの諸技術に関して、一年

生に自信をもって指導できるほどの知識と

技量をつけなければならないとも感じた。

指導するということは、間違った知識を教

えることは到底許されない。指導するため

には、それ相応の技術が必要である。自分に

は、そのような技術があると、自信をもって

言うことはできない。自らの能力も高めて

いく必要があると感じた。 

次に、係の反省を述べていこうと思う。まず

は、記録の反省から。記録の反省で、一番反

省しなければならないのは、一年生に対し

て、もっと記録をとるように促すべきだっ

たということである。もっと、しっかりと記

録をとらせるよう声掛けをすべきだった。

気象の反省は、自らの天気図を書く能力の

さらなる向上と早さの向上である。二年生

となり、天気図を書く機会も減ってしまう

ことが予想されるが、天気図を書く能力と

予報の技術は維持向上し続けていけるよう
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努力したいと思う。医療の反省は、係の反省

の中でもより注目して反省しなければなら

ないと思う。その反省というのは、一年生か

ら体調をうまく聞き出すことができなかっ

たことである。一年生は、痛み等を隠しがち

である。些細な痛みでもうまく聞き出せる

よう体調の聞き方をもっと工夫すべきであ

った。 

 

会３ 

○河内 

3 年目の新人合宿。2年ぶりの新人合宿。非

常に有意義であり、かつ 3 年目の成長も感

じることができる山行であった。しかし、3

年という立場からの指導に少し戸惑いを覚

えた山行でもあった。そんな山行の反省を

以下述べたいと思う。まず、fix を張るか張

らないかの判断である。大滝山分岐手前で

fix を一応張ったのだか、一年の通過練習が

7 割ぐらいのつもりがしっかり機能した。

槍アタック日は槍の fix 隊に加わり先行し、

例年のこともあり下見もそこそこに張らな

い判断をしたが実際は張るべき箇所もあっ

た。1 年生の技量を推測する目を持ちわせ

ていなかったことが原因だ。猛省する。次

に、2 年生の歩荷である。1 年生の人数が合

宿直前まで変動し、団装を 2 年生にも持っ

てもらう形を取ったが 1 人あたり 40 キロ

近くになり、指導どころではなかった。最

近、2 年生に仕事を押し付ける傾向にある

が少なくとも余った団装は上級生全員で協

力すべきであった。この場を借りて 2 年生

には謝罪すると共に反省する。最後に指導

という面でどこまで 3 年生が口を出すか戸

惑うことが多々あった。特に生活に関して

は何もしなくても飯が作られて、片付けが

完了される。そんな状況で文句を言うのは

少しばかり気が引ける。反省とは少し異な

るが、1年生との付き合い方を見直したい。

指導なら仕方のないことなのだろうか､､､ 

感想 

槍ヶ岳の登る途中で大合唱し、個々のメン

バーが大声で自分とは何者かを叫ぶ。2 年

ぶりの快感であった。信大山岳会とはなん

て気持ちの良い団体なんだとも改めて感じ

た。来年は僕らが最上級生だ。この良き伝統

をしっかりと受け継いでいき、次に繋げて

いこうではないか。 

 

○大島 

・行動 

槍ヶ岳アタック日の途中の一ノ俣辺りで岩

に足乗せてコケました。3 年生なのでこの

ような事がないように気を付けます。また、

行動中に 2 年からのコールが少ない時に直

ぐに指摘できませんでした。2 年が〆れな

いなら僕らが代わりに〆るようにします。

あと、先発隊でフィックスを貼ったりした

のですが、その時のシステムに関して竹田

さんから指摘を受けました。今後このよう

なことが無いようにします。 

・生活 

全体的に冬の生活がまだ抜けきれておらず、

コッヘルを片手で持ったりしていました。 

新人がいる前でそのようなことをしないよ

うに気をつけます。また、今回は 1 年が少

ないから仕方が無いのですが、エッセンに

参加しすぎました。1 年がエッセンの流れ

を覚えれるように出来るだけ任せてみよう

と思います。 

・セックン 

セックンに関しても例年より〆れてないな
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と感じました。2 年が去年涸沢でセックン

出来てなかったので要領がつかめなかった

ことも原因ですが、そういう時は僕らがカ

バー出来るようにしたいです。また、ピッケ

ルストップの時に楽しそうに訓練していま

した。1 年生にピッケルストップの危険性

が伝わらないので気を付けます。 

 

○坂井 

今回の新人合宿ではいくつかの反省が残っ

た。まずは 1 年生に歩荷をさせる新人合宿

のはずが、上級生もしっかりと荷物を持っ

ていた点である。本来は歩荷で大変な 1 年

生をいつ何があっても良い状態で待ってい

るのが上級生だが荷物が重すぎてその余裕

が無かったように思える。新人合宿は初め

て山に入る 1 年生を全面的にサポートしな

ければいけないので、1 年生の人数が少な

いなどして上級生の荷物が増えてしまう場

合は重いフルーツ缶などを減らすべきだっ

た。もうひとつはアイゼンを履かずに 1 年

生のスポットに入ることが多かった。例年

では雪渓が繋がっていてスポットが不要で

あったので、そのままつぼ足でスポットに

入っていたが、それは実際の滑落を想定し

きれていない。実際に滑落してしまったら

1年生を止めることができなかっただろう。

実際のことを想定して行動すべきだと思っ

た。以上が 3 年目の新人合宿での反省事項

である。 

 

○北野 

今回の新人合宿は、会 3 として不甲斐ない

部分をたくさん見せてしまった。1 年生の

頃から考える力が乏しい部分がずっと変わ

っていない。成長していない。反省会で何度

も「考えるようにします」と言ってきたが口

だけで終わっていた。考えたとしてもいつ

も正解を出せなくて間違った判断をしてし

まう。それは今までただ漠然と山に入って

いたからだ。1.2年の頃に先輩にただついて

行くだけで、先輩が何を考えてどういう基

準で判断行動しているのか想像していなか

ったからだ。体力に関しても。1 年生がバラ

した荷物も持てない。1年生より歩けない。

特にアタック装備の時は 1 年生より歩けな

い。3 年にもなれば流石に隊に置いて行か

れることは無いだろうと思っていた。私の

今までの 2 年間は何だったのだろう笑。笑

えない。周りの部員は、私のことを女子部員

ではなく、一山岳会員として扱ってくれて

いて、そのことには凄く感謝しているが、や

っぱり男女の差を埋めることはもう無理な

のだと、3年目にしてようやく悟った。歩行

も。私が 1 年生のスポットに入ると竹田さ

んが私のスポットに入ろうとする。そんな

情けない 3 年生は今まで居なかっただろう。 

なんか正直今はこれからどうすれば良いの

か全く分からない。上級生は全てにおいて

上回っていなければいけないという山岳会

の性質が凄くしんどい。後輩の前で「北野は

何もできない」と言われてしまったし、全く

自信がないし、何を言っても何をしてもダ

メダメな気がするし、すぐ涙が出てくるし

気が弱いし、こんな自分で会 3 として後輩

を連れて山に行くことが凄く怖いし、しん

どい。自分は山には向いていないと思う。こ

んな気持ちで山岳会に在籍していていいの

だろうか。もう分からない 

 

会４ 

○川地 
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<反省> 

2 日目の偵察時における無線に関して大き

な反省 2 つある。1 つ目は、本谷橋に無線

を置き忘れたことである。本谷橋で 1 本を

取ったのだが、そこでガッシャーを下ろす

際、または担ぐ際に無線がガッシャーから

外れたのだろう。幸い 1 本終了後、歩き出

して十数分後に気づいたので、戻って回収

することが出来た。紛失の一歩手前までい

ったことを反省する。もうひとつは無線の

交信に関してである。2 日目の偵察で私が

使っていた無線では、受信状態が悪いのか

本隊からの声がほとんど届かなかった。た

だし、本隊と合流した後に聞いてみると、こ

ちらの声は届いているみたいだった。こち

らの声が届いている可能性がある場合は、

一方的にこちらの状況をしゃべるぐらいの

融通は利かせるべきだろう。今年は竹田(リ

ーダー)の意向で雪訓時のピッケルストッ

プを上級生も行った。ピッケルストップの

訓練をやる機会は新人合宿ぐらいしかない

ので、これは非常に良い決断だったと 

思う。 

<感想> 

今年は徳本峠小屋が使えず、例年よりも初

日の行動時間が長くなることが予想された

新人合宿であったが、結果的に事故無く終

えることができたことをうれしく思う。正

直会 4という責任ある立場は荷が重い。早

く会 4としての 1 年終わんねぇかな 

 

○竹田 

以下、来年度以降の合宿にも生かせる反省

点を列挙していく。 

①テント割決定のタイミングが遅かった。 

→テント割がエッセンの分量計画に影響し

てくるという想像力がなく、後回しにして

いたが、それにより準備時に支障をきたし

てしまった。テント割はエッセン係と連携

してやるのが良い。 

②山﨑の装備をばらすタイミングを誤った。 

→今回はロングルートだったため、バラす

タイミングは早めに決断する必要があった。

1 年生はやる気も十分で、「まだ行けます、

持たせてください」とアツい言葉を言われ

ると、そうかそうか頑張れと応援したくな

るものだが、そこは心を鬼にして的確な判

断を下すことがリーダーには求められる。

結果、時間が押してきて、それまで頑張って

歩荷していた大橋までもばらしてしまうこ

とになってしまった。さらに、行動時間が 

13 時間を超えることになってしまい、一年

生は相当に疲れただろう。 

③無線が機能していなかった。 

→無線は偵察を出す際には非常に有効だが、

通じなかったらただの重荷である。基本的

には直線距離に遮断物がないときには長距

離間でも使える。ただし、遮断物が多かった

り、天候が優れない時にはあまり機能しな

い。無線を使用するときには本当にそれが

使えるのか見極めたうえで、偵察を出すべ

きである。偵察もやたらめったら出せばよ

いというのではなく、リスクを伴う行為だ

ということを認識する必要がある。 

④上級生がアイゼンをはくタイミングにつ

いて。 

→槍アタックの朝、ババ平～大曲付近で雪

面がかなり堅かったが、一年生のスポット

に入る上級生は即刻アイゼンをつけるべき

だった。あれほど堅いと滑落する一年生を

止めることはおろか、自分までも落ちてい

くだろう。一年生がキックステップしてい
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る手前上級生だけアイゼンという光景がシ

ュールだが、全員付けろとは言わないにし

ても、最低限スポットに入る人間のアイゼ

ンの装着判断はかなり早めで良い。 

以下、個人的な反省としては、雪訓初日の

タイムマネジメントがうまくできておらず

ギリギリ気象通報に間に合わなかったこと

や、雪訓 3 日目の撤退の判断がギリギリだ

ったことが挙げられる。両判断とも、妥協し

ない雪訓をすべく、もう少し、もう少し、と

ずるずる来てしまったのが原因だろう。3日

目はみぞれ降りしきる中、頑張って S ガレ

付近までアプローチしたが、濡れ濡れで激

寒だったので、樹林でる手前くらいで引き

返してもよかったのかと思う。また、大橋が

ピッケルストップの際に雪の中に埋まって

いた落石に顎をひっかけて切ってしまった

怪我は、一歩間違えれば相当危険だっただ

ろうと振り返る。事前に落石を撤去する作

業は行っていたものの、やはり限界はある

し、事故はいつだって想定外で起こり得る

ものだ。大事なのは今後、早急に処置ができ

るようにしておくことだろう。 

 以上の反省点を振り返ってみると全体を

通してリーダーの判断能力が問われるもの

が多い。特に僕の場合は「こちらを妥協しな

かったがために、あちらでボロが出る」とい

った結果になることがほとんどだ。リーダ

ーとして妥協しない精神は今後も貫くつも

りだが、副作用で発生したボロが、全体を危

険にさらすことがあっては決してならない。

もっと、全体的なバランスを見極めていく

ことが今後の課題である。 

 しかし、雪訓といい槍ヶ岳アタックとい

い、天候に非常に恵まれ、とても良い新人合

宿だった。4 年前はじめて槍ヶ岳の山頂に

登った時のあの感覚が、今年の槍ヶ岳の山

頂にもふわっと香ってきた。経験もプライ

ドも暑苦しいまでのやる気も全てがバリバ

リに砕かれ、それでも槍ヶ岳に登りたい一

心でなんとか食らいついた 4 年前の新人合

宿だったが、リーダーになって、自分ならう

まくみんなを統率できる、自分の経験をも

ってすれば合宿をうまく運営できるといっ

た高慢な思いが、再びここ、槍ヶ岳で砕かれ

た。相も変わらず、槍ヶ岳は大きかった。そ

して、やはりこちらも相も変わらずに、自分

はどこまでも小さい。そんな当たり前で大

事なことをアリアリと見せつけてくれる山

は、やはり自分には必要なんだと思う。 

今年も弱くて小さい自分と向き合いながら、

その大きさに圧倒されるべくたくさん山に

入っていこう。 
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夏合宿 

期間：8/24~31 

メンバー：原田(会 5)、竹田(会 4/L)、川地

(会 4)、大島(会 3)、河内(会 3)、北野(会 3)、

坂井(会 3)、柴野(会 2)、内藤(会 2)、加藤

泰造(会 1)、和田(会 1) 

 

《行動記録》 

［1 日目］前泊日 天気：雨 

14:30 BOX 出発→16:30 扇沢駅→16:45 黒

部ダム駅→17:20 テン場 

13:30 に BOX に集合して 1・2 年のパッキ

ングを 1 時間で行い、14:30 出発。1 年生が

2 人になってしまったため、2 年も 45kg 歩

荷をした。2年も 2人しか居なかったので、

3・4 年も団装を持つという異例の事態が発

生した。入山時には雨がぱらつき始め、テン

バに着く頃には土砂降りになっていた。今

年もやはりパスタの食いしごきがしんどか

った。 

 

［2 日目］歩荷日 天気：雨時々曇り 

・本隊 

4:30 起床→6:10 テンバ発→6:50 黒部ダ

ム駅着→7:15 黒馬ダム駅発→8:55 室堂駅

着→9:15 室堂発→10:00 室堂平→12:45 

劔御前小屋→13:45 劔沢野営場→13:50 劔

沢小屋→14:40 雪渓のる→15:30 平蔵谷出

合→16:00 長治郎谷出合→16:50 真砂沢 

・偵察隊(川地、大島) 

9:00 室堂発→9:40 室堂平→10:50 劔御前

→11:20 劔沢野営場→12:10 平蔵谷出合→

12:30 クレバス→13:40 真砂沢 

登攀日には平蔵谷からのアプローチで南壁

A2の登攀隊も出す予定だったが、平蔵谷に

クレバスがあるとの情報を受け、偵察隊を

出した。クレバスの割れ目は大きく深かっ

たため、平蔵谷はナンペキのアプローチに

は使えないと判断した。 

朝から土砂降りだったので、内蔵助平付近

の渡渉が厳しいだろうということで、黒部

ダム駅までテンバから登り返しての、室堂

入山となった。歩荷に関しては、1年生より

2 年生の方が疲れている印象だった。1・2

年生ともに雨の中、よく頑張ってくれた。 

 

［3 日目］登攀 1 日目 天気：霧時々晴れ

時々雨 

4:00 起床→5:15 発→6:10 長治郎谷出合

→8:30 岩小屋 

○フェース隊 

・RCC(原田・北野) 

9:00 取付き→11:45 T.O.→13:15 岩小屋 

・剣稜会(河内・大島) 

9:10 取付き→10:50 T.O.→12:10 岩小屋 

・魚津高(坂井・加藤) 

8:50 取付き→10:00 敗退→10:40 岩小屋 

・中大(川地・柴野・和田) 

9:05 取付き→10:00 敗退→10:40 岩小屋 

・下山 

13:30 出発→14:50 長治郎谷出合→15:25 

真砂沢 

○南壁偵察隊(竹田・内藤) 

6:10 長治郎谷出合→8:00 熊の岩→9:25 

長治郎のコル→9:50 剱岳山頂→10:15 平

蔵のコル→10:25 南壁 A2 取付き→10:45 

登攀開始→13:45 剱岳山頂→14:05 長治郎

のコル→15:00 熊の岩→16:30 長治郎谷出

合→17:00 真砂沢 

 この日は、ガスったり、雨が降ったり晴れ

たり、気持ち悪い天気だった。C フェース
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に取付いた上級生隊は T.O.したが、Aフェ

ースに取り付いた隊には、両隊とも 1 年生

がおり、難易度も考慮し敗退を決めた。

 

 

［4 日目］登攀 2 日目 天気：晴れ 

4:00 起床→5:20 発→6:00 長治郎谷出合

→8:15 岩小屋 

・中大(河内･柴野) 

8:20 取付き→9:40 T.O.→11:20 岩小屋 

・中大(竹田･北野) 

9:15 取付き→11:15 T.O.→13:00 岩小屋 

・魚津(大島･和田) 

8:30 取付き→10:15 T.O.→11:30 岩小屋 

・剣稜会(川地･原田･内藤) 

8:42 取付き→11:40 T.O.→14:00 岩小屋 

・剣稜会(坂井･加藤) 

9:10 取付き→12:35 T.O.→14:05 岩小屋 

・下山先発 

13:10 岩小屋発→14:10 長治郎谷出合→

14:40 真砂沢 

・下山後発 

14:20 岩小屋発→16:00 長治郎谷出合→

16:30 真砂沢 

 この日は、全員でフェースに取り付いた。

天気も快晴で各隊気持ちの良い登攀が出来

た。 

 

［5 日目］登攀 3 日目 天気：晴れ時々ガ

ス後雨 

3：30 起床→4：40発→5：20長治郎谷出合 

○フェース隊 

7:10 岩小屋着 

・魚津高(竹田･北野) 

7：30取付き→10：00T.O.→10：35 岩小屋 

・剣稜会(河内･柴野) 

7:30取付き→9：10t.O.→10:35 岩小屋 

・RCC(川地・大島) 

7:40 取付き→9:15 T.O.→10:35 岩小屋 

・下山 

11:05 岩小屋発→11:50 長治郎谷出合→

12:15 真砂沢 

○源次郎尾根隊(原田・坂井・内藤・和田・

加藤) 

5:30 長治郎谷出合→5:50 取付き→9:00 

Ⅰ峰→9:30 Ⅱ峰→11:20 本峰→11:45 発

→12:30 長治郎のコル→13:35 熊の岩→

14:45 長治郎谷出合→15:20 真砂沢 

 連日の長時間行動で 1 年生が潰れてしま

わないか危惧したが、2 人ともしっかり歩

ききってくれた。前日のリーダー会では、登

攀 4 日目の天気が良くても沈殿(レスト)す

る前提で 1 年生 2 人を源治郎に出そうとい

う話になった。が、源治郎から下りてくると

2 人ともまだ歩けそうだったため、翌日(登

攀 4 日目)も登攀隊を出すことにした。 
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［6 日目］登攀 4 日目 天気：晴れ後曇り 

4:00 起床→5:10 発→5:45 長治郎谷出合 

○フェース隊 

7:35 岩小屋 

・剣稜会(北野･和田) 

8:05 取付き→11:45 T.O.→13:45 岩小屋 

・RCC(坂井･内藤･加藤) 

8:10 取付き→11:20 T.O.→13:45 岩小屋 

・下山 

14:00 岩小屋発→15:10 長治郎谷出合→

15:45 真砂沢 

○源次郎尾根隊(河内・大島・柴野) 

4:55 真砂沢発→5:35 取付き→7:20 Ⅰ峰

→7:55 Ⅱ峰→8:20 懸垂開始→8:30 コル

→9:00 本峰→9:30 発→9:40 長治郎のコ

ル→10:30 熊の岩→11:10 長治郎谷出合→

11:35 真砂沢 

○別山尾根隊(原田・竹田・川地) 

6:00 長治郎谷出合発→7:30 剣山荘→9:15 

前劔→10:20 山頂→12:10 剣山荘→13:45 

長治郎谷出合→14:15 真砂沢 

 この日は、フェース隊 2 隊、源治郎尾根

隊、別山尾根隊が出た。冬合宿で通る予定の

別山尾根の偵察をするために別山尾根隊を

出した。 

 

［7 日目］登攀 5 日目 天気：霧後雨 

4:00 起床→5:10 発→5:45 長治郎谷出合

→6:00 発 

○フェース隊(原田・竹田・大島・河内・坂

井・柴野・内藤・加藤・和田) 

7:15 岩小屋でハーケン講習→8:35 岩小屋

発→9:40 長治郎谷出合→10:10 真砂沢 

○源次郎尾根隊(川地・北野) 

6:20 取付き→6:25 偵察終了→6:40 取付

き発→6:55 長治郎谷出合→7:20 真砂沢 

 長治郎谷出合に着いた頃に雨が降り出し

たが、取り付きまでアプローチした。フェー

ス隊は、岩小屋付近でハーケン講習をして

帰ってきた。登攀 5 日目にして初めての雨

で登攀はできなかったものの、この日も行

動できたことは良い収穫だ。 

 

［8 日目］下山&冬合宿偵察日 天気：晴れ 

3:00 起床→4:20 発→5:20 長治郎谷出合

→6:55 劔沢小屋→7:05 劔沢野営場→7:55 

劔御前小屋→8:45 新室堂乗越→9:05 室堂

乗越→10:00 奥大日岳→11:15 室堂乗越→

11:25 新室堂乗越→12:05 室堂平→12:45 

室堂駅→13:00 室堂駅発→14:35 扇沢駅着 

 今合宿では、今年の冬合宿の目標として

いる剱岳奥大日尾根・西大谷山尾根の偵察

をするため、当初の計画から室堂下山を選
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んでいた。1 年生に偵察の仕方などを伝授

しながら奥大日岳まで歩いた。奥大日岳か

ら見る剱岳の威容に圧倒された。 

毎年雨の中の室堂下山だが、今年は晴れ

の室堂を拝むことが出来た。 

 

 

《係の反省》 

・医療係(坂井) 

合宿前に突然部員が辞めた。それにより急

遽、医療係に任命されたのだが、まず十分な

仕事をこなすことができたと思う。その上

で反省をあげるとしたら、ベースキャンプ

用の医療缶を 2 つに分けて持って行くべき

だったことだ。ベース用には登攀中には使

わないと想定される爪切りやビタミン剤、

風邪薬などを入れていた。それらのうち爪

切りや虫除けスプレーなどはかなりの頻度

で使用されていた。そのためどちらか一方

のテントにしか置いていないと、雨の中わ

ざわざ外へ出て持っていかないといけなか

った。これによって多くの人が面倒を感じ

たと思う。そのため登攀用は登攀隊の最大

数を持っていくことに加えて、ベース用は

テントの数だけ持っていくと、より快適な

テント生活ができると思う。 

 

・会計係(柴野) 

反省は特にない。 

 

・記録係(北野) 

特になし。 

 

・登攀装備係・生活装備係(内藤) 

 登攀装備の整理に関しては 2019 年度の

夏合宿の竹田さんがとられた方法を踏襲し

た。具体的には, 団ガチャ, ヌンチャク類は

夏合宿に用意した数量を登攀が終わるごと

に確認した。カムはサイズごとに振り分け, 

どのサイズがいくつあるのかを記録してお

き, 紛失がないか確認した。ナッツに関し

ては, 事前にある大きさに偏りなく作成し

たナッツのセットを５セット作成し, ある

１セットのナッツはすべて同じカラーテー

プを貼り分類しやすくした。結果確認作業

はどの色のナッツがいくつあるのかを確認

するだけで済み, 作業が効率化した。 

 一番の反省は, 装備テントとしてフライ

のない軽いテントを持っていってしまった。

その結果雨天時にはテント内が浸水してい

て, 装備が水に浸かっているような状態で

あった。装備テントは必ずフライを持って

いく必要があるだろう。 

 今回ベースにはテントを装備テントを除

いて２張りあったが, ベース用医療缶を１

つしか用意していなかった。ベース用医療

缶は各テントにあったほうが生活がスムー

ズであると考えられるので, ベース用医療

缶はテントの数だけ持っていくことをおす

すめする。 

 無線機は各無線機の出力に差があるため, 

前日のリーダー会で事前にどこの登攀隊が

出力の高い無線を持つのか決めておいた。

主観的な感想だが, 例年よりは無線交信が

うまくいったのではないかと思う。 

 

・気象係(内藤) 

 私が, 行動時間が長引いて天気図に間に

合わないときには無線で同期やベーズにい

る１年生に指示を出すことができたので, 

幸いにして天気図が描けないことはなかっ

た。私自身の気象知識が未熟であるため, 
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予報の精度が悪かった。さらに精進したい。 

 

・渉外係(河内) 

今回、前々日くらいに担当が辞めるとい

うことで急遽、私が担当することになった。 

しかし、剣沢でバイトをしていたこともあ

り、リアルタイムで県警の情報を仕入れた

ためにクレバスの状況やルート状況、落橋

について、逐一報告できた。剣沢でバイトを

することをおすすめする。剣沢のお母さん

の飯は格別です。 

つまりは、特別反省はない。 

 

《個人の反省》 

・竹田昴 CL 

全体と今後に関わる反省点を以下に列挙す

る。 

①辛ラーメンは止めよう。 

→朝ラーのバリエーションの一つとして昨

年度から一部メンバーで流行している辛ラ

ーメンだが、食えないやつはホントに食え

ない。美味しいと食べる人がいる一方、強烈

に食いたくないと感じる人もいて、食い終

わるまでの時間差が激しい。結果出発が遅

れるだけでなく、行動中に腹をこわすやつ

もそこそこいる。これは合宿ではあまりや

るべきじゃないと感じました。 

②ツェルト忘れ。 

→今回は直前に 3 人もの部員が辞めるとい

う由々しき事態が発生したために、装備係

もてんやわんやしており、その関係もあっ

て装備チェックの際に不備があり、ツェル

トをもっていないというこれまた由々しき

事態が発生したわけである。2 日目入山の

原田さんが持ってきてくださったので何と

かなったものの、装備不備による敗退は著

しくみっともないので、装備の確認は緊張

感をもって臨むように。 

③雪渓の状態の把握。 

→8月末に夏合宿を開催するという特性上、

雪渓の処理が夏合宿全体の中でも一つの核

心となり得る。今年度はその点、河内が剱沢

でバイトをしていたこともありリアルタイ

ムに多くの情報を仕入れることができたし、

それに則して効果的な偵察も出せた。雪渓

の状態によっては合宿の開催自体が危ぶま

れるので、柔軟な計画やゆとりある判断が

求められる。 

 

以下、夏合宿全体を通しての所感。 

1 年生はよく歩けていると評価したい。雪

渓上で一度も転倒することなく歩けていた

のはとても心強い。また、毎日行動した今回

の合宿であったが、体力も充実しているだ

ろう。2 年生は仕事を丁寧にこなす姿勢が

印象的だった。特に雨に降られべちょべち

ょの体で、行動後毎日装備の管理をしてく

れた内藤の姿は今合宿のハイライトともい

えるべき光景だろう。今後の課題はルーフ

ァイ（雪渓上を含む）とアルパインの経験を

つむこと。いたって明快だ。がんばってく

れ。3年生は、僕が何かを頼んだ時にギラギ

ラしだす感じが素敵だ。率先して駒として

動いてくれる姿は頼もしい。ただ、何でもか

んでもやりたいという気持ちはよく分かる

が、下級生に GO サインを出すことがいか

に怖いことかを君たちには分かっておいて

ほしい。今合宿における、北方稜線上での内

藤のヒヤリハットがまさしくそれだ。かず

きは僕の心の支えのような存在として確立

してきている。誰に何を言われようとブレ

ないその意思は僕のよりどころにもなって
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いる。 

さて自分はというと、今合宿でも判断とい

う点で非常に悩まされた。結果、毎日行動で

き、そう判断したことについては何ら後悔

はないし、全体に流れていた「そろそろ沈殿

したい」という疲れた空気感に飲まれずに

行動判断を下せたのは、一つ成長だったの

かなと思う。しかし、それでもやはりその空

気感という圧に対して判断を曲げそうにな

る自分がいて、まだまだリーダーとして弱

いなと感じる。理想と現実とのあまりにも

大きな乖離に愕然としてしまう。でも葛藤

し続けなければ何も変わらない。それは山

だって同じである。登りたい山があって、そ

のために必要な技量がまだない自分がいて、

そこで葛藤して丁寧にやるべきことを積み

重ねた者だけが立てる山頂があるはずだ。 

僕は、山頂に立つ者になる。 

 

・川地一樹(会 4) 

大きな反省は一つ。団体装備のツェルト

を忘れたこと。今回は幸運なことに、原田さ

んが前泊翌日に持ってきてくださったので、

BOX に取りに戻ることにはならずに済み

ました。全員で装備チェックをしたのに誰

一人として気づかなかったのは各々（私も

含めて）反省してほしい所です。以下、細か

い反省を述べていきます。 

・エッセンのおやつにおいて、ゼリー用の

粉とミルクティー用の粉が混ざりました。

原因は両方ともゼリー用の粉と勘違いして

おり、混ぜて作るモノと思っていたからで

す。実際に混ぜたのは大島ですが、隣でずっ

と僕も見ていたわけでありまして、間違い

に気づきませんでした。同じテントだった

みなさん、ごめんなさい。ゼリーを訳の分か

らない茶色のドロドロに変えてしまいまし

た。 

・合宿前半、僕の睡眠の状態はあまりよく

ありませんでした。原因としては、山行直前

の下界での僕の睡眠リズムが整えられてい

なかったことです。合宿前半中はなかなか

寝付くことができず、行動中も眠かったで

す。山行前のコンディションは大事です、特

に睡眠。 

・C フェースの登攀中、ロープの流れが悪

くなる機会が何度かありました。アルパイ

ンヌンチャクを長くしたり、ルート取りが

違ったら多分流れはそんなに悪くなかった

と思います。リードの経験不足ですね。 

 

最後に、今回の合宿の登攀は、5 日間毎日行

動し、その内 4 日間登攀する結果となりま

した。ここ数年の夏合宿の中では、非常に天

気に恵まれた夏合宿になったと思います。

また、初アルパインの 1 年生や夏合宿が初

めての 2 年生にとっては非常にいい経験に

なったと思います。1 年生の頃はついて行

くのがやっとな夏合宿でしたが、4 年生に

なって頑張っている後輩を眺めるのは非常

に感慨深いものがありました。みなさんお

疲れ様でした。 

 

・大島龍太(会 3) 

大きな反省としては主に 2 つある。 

 1 つ目は、クレッタ用の靴下を忘れた為、 

全ての登攀においてザングツで登っていた 

ことだ。 

 今回は落ちずに登れたから良いものの、D 

フェース富山大や A フェース中大などの 

ルートであれば落ちていたかもしれない。 

 3 年にもなって忘れ物をするのは情けない 
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ので、今後はこのような事が無いようにし 

たい。 

 2 つ目は、エッセンや朝ラーの際に勝手に 

色々とやりすぎたことだ。 

 今回は 1年が 2人しか居ないことから上級 

生が仕事をしないといけないことは必然で 

はあるが、そのせいで 1年がサボっていた 

ように感じた。 

 次からはもっと 1年をこき使わせていきた 

い。 

 それが 1年の成長に繋がるはず。 

 来年は遂に最高学年になる。 

 その自覚を持って過ごしていきたい。 

 

・北野なつこ(会 3) 

今回の夏合宿で一番反省すべきなのは、

登攀 4 日目にヌンチャクを忘れたことであ

る。そして、個装でアルヌンを作り、剣稜会

に登ったことだ。私は、フォローの和田から

も個装を借り、隣で登っていた RCC のメン

バーからも個装を借りた。事故を起こした

ときの対応を全く考えていなかった。当日

夜のリーダー会でも、ヒヤリハット事項と

して挙げることではないと思ってしまった。

自分をぶん殴りたい。後輩を連れて行くこ

とに対しての責任や覚悟が全く足りていな

い。 

 

・坂井陽樹(会 3) 

3 年目にして 2 度目の夏合宿。それが今回

の夏合宿であった。1 年生の時の夏合宿は

歩荷や初めてのアルパインクライミングを

前にして、ただひたすら上級生について行

くことしかできなかった。またそれすらで

きていなかった。しかし今回は 3 年生とし

て合宿を熟知した上で運営する立場だった。

そんな不完全な状態で、ミスが許されない

立場を、正直に言ってやり遂げることがで

きたであろうか？ 

もちろんそれまでの間に、アルパインクラ

イミングの実践や知識を得る機会はあった。

その中で私は支点構築技術や登攀技術を学

んだ。しかし大事なことを学び忘れていた

ように思う。それはロープを繋いでいる間

だけがアルパインクライミングではないと

いうことだ。確かにアルパインのグレーデ

ィングはその登攀中で最も難しい部分に焦

点が当てられる傾向にある。つまり極端に

言ってしまえば、そのルートの困難性はロ

ープを繋いでスタカットで登攀する部分を

もってして決められる。しかし実際はその

行程のいかなる部分でも気を抜けば安全に

帰ってくることはできない。こんな当たり

前のことを、どの技術書の冒頭にでも書い

てありそうなことを、私は本当の意味で理

解していなかったのかもしれない。 

前置きはこの程度にして、合宿を通して最

も危険を感じた場面は、源次郎尾根の下降

路の北方稜線でルートを外し、内藤が大き

な浮石と共に滑落しそうになった場面であ

る。詳細は内藤の反省文に書かれるだろう

が、そのようになった経緯をここに簡単に

書き留めておく。例年であれば源次郎尾根

の下降は平蔵谷を経由する。しかし本年は

平蔵谷の雪渓が割れていて通行不可のため、

北方稜線を通り、長次郎谷から下降するこ

とがリーダー会で決定した。例年通りの行

動ができないのならば、源次郎尾根に取り

付くことをやめることも考えたが、尾根歩

きのアルパインルートとしてとても優れて

いるため、下降路を変更してでも行くこと

となった。それにエスケープルートとして
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別山尾根がオプションにあったこともそれ

を後押しした。このような例年と異なる状

況下で今回のことが起きてしまった原因は

いくつか考えられるが、私の反省としては

北方稜線のルーファイを 2 年生の内藤に任

せてしまったことだろう。私としては内藤

が本峰南壁への登攀のために北方稜線をト

レースしていたことを理由に先頭を歩かせ

ていた。しかし内藤は元々ルーファイが得

意ではなく、私もそれを承知していた。また

その時は稜線上が濃い霧に覆われていて視

界が悪かった。そして内藤がその先のルー

トを偵察してくると言ったときに私はその

道が正しい道ではないことを知っていた。

そのような状況でルートではない不安定な

岩場に行ってしまった内藤は大きな浮石に

手をかけ、バランスを崩したその石と共に

滑落しそうになった。幸いにも内藤は滑落

せず、石だけが遥か下の谷へ落ちていった。

もちろん内藤にはルート状況を把握する能

力や不安定な場所に行っても石を落とさな

い技術が欠失していたと言える。しかしな

がら、ただでさえ例年とは異なるルートで、

視界不良という条件が重なっていたならば

私が先頭で歩くか、ルートが間違っていた

らすぐに指摘するということをすべきだっ

た。 

また別の原因としてエスケープ路の別山尾

根を使わなかったこともある。主に天候が

悪化した際のオプションとして別山尾根か

ら下降するという選択肢もあった。しかし

午前中の天候が良かったことや、別山尾根

から下降するとどうしても時間がかかって

しまうことから、そちらを選択することが

億劫になっていた。もちろん別山尾根ルー

トが全くの安全というわけではなく、難所

と言われる部分もあるが、少なくとも北方

稜線よりは霧の中でのルートがわかりやす

いであろう。 

アルパインと呼ばれる領域でのクライミン

グにはゲレンデの岩場にはない危険な登下

降が必要とされる。そしてその場面にも否

応なくリスクが付きまとう。稚拙な話では

あるが、この文章を読んでいる方にはどう

かそのことを忘れないで欲しい。もちろん

私も心に刻んでこれからの山行に臨みたい。 

 

・柴野颯太(会 2) 

今回の合宿で反省すべきことが多く分かっ

た。まずは、歩荷に関して、である。初日は、

歩 

荷の日だった。歩荷では、バテることはなか

ったものの、ザックを背負う時などで時間

をとってしまった。冬に備えて、改善すべき

事であると強く感じた。登攀に関しては、登

攀能力をもっと向上させて、リードを自信

をもってできるようにしなければならない

と感じた。今回はフォローで登ることしか

なかったが、怖いと思う場面が多く、もっと

自信をつけなければならないと感じた。ま

た、今回は源次郎尾根に行き、先頭を歩いた

が、バリエーションのルーファイを頑張ら

なければならないと感じた。浮石が少なそ

うな、歩きやすいルートを選ぶ能力がまだ

足りないと感じた。今回は、雪渓で先頭を歩

くことが多かったが、まだ適切な歩き方が

できておらず、上級生から指摘があった。特

に、降り口、乗り口の判断が、まだまだ適切

でないと感じた。反省したい。今回は 4 日

間登攀することができて充実した合宿だっ

たと思う。まだ、アルパイン経験の少ない私

にとって貴重な体験であった。アルパイン
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に関しては、登攀能力、技術ともにまだまだ

不十分なので、精進したいと感じた。次に係

の反省。自分はエッセン係と会計係を担当

した。エッセン係の反省は、パスタのソース

が足りなかったこと。豚肉をこまぎれでは

なくうすぎりを使ったこと、下界の準備の

段階で冷やすものと冷やさないものを分け

とくべきだったこと、である。パスタソース

は人数分より少しだけ多く持っていったが

それでも足りなかった。人数分×1.5 あれば

よかったかと思う。豚肉に関しては値段が

高くなったのに加え、油部分の多い部位を

使ったために油が多くなってしまった。豚

肉はこまぎれが良いと思う。雪渓の雪で冷

やすものと冷やさないものをテント場につ

いてから移し替えてたが、事前に分けてお

けば無駄な手間をかけずに済んだと思う。 

 

・内藤悠士(会 2) 

 以後個人的な生活と行動の反省をする。 

 この合宿では２年生も歩荷をしたわけだ

が, まだまだ自分には体力が不足している

と思う。後半になると特に顕著で, 落石ス

リップなどのミスがでた。今年の冬合宿は, 

２年生は自分の面倒を最低限管理できなけ

れば行くことはできない。今後も諦めずに

少しでも体力増強を図りたい。 

 今合宿ではじめて自分でルートファイン

ディングをしなければいけない雪渓を歩く

ことになったが, 雪渓に関する知識, 経験

がまったく足りなかった。水が流れている

沢は注意していたが, 雨天時のみに水が流

れる涸れ沢などはほとんど注意を払ってい

なかったし, 自分が歩いている下は, 雪渓

全体で見れば分厚いほうなのかもしれない

がどれくらいの分厚さなのか皆目検討もつ

かなかった。雪渓に乗るときや降りるとき

はどのていどの厚さがあれば安全なのかあ

まりわかっていなかった。雪渓を歩く機会

は貴重であるので１回の機会を大切にした

い。 

 北方稜線において, ルートの偵察中に１

度大きな落石を落としてしまった。その落

石が下でさらに落石を誘発し, かなり大規

模な落石になったことが推測された。雨が

降り出して, 霧が出てきて視界がきかず内

心焦っていたのかもしれない。岩が比較的

不安定なところにいってしまい, 岩をテス

ティングして問題ないと判断した岩に手を

かけ体を引きつけたところ, その岩が外れ

自分の体にのしかかるように落ちてきた。

咄嗟に躱したため滑落することはなかった

が, 岩もろとも滑落するところであった。

そもそもこの事故寸前の出来事は, 私のル

ーファイミスが発端である。バリエーショ

ンにおいて安全な経路を選択することは行

動の安全を確保する１番の方法であると思

う。自分のルートファインディングの未熟

さを実感するとともに, 危機感をもってこ

の課題を克服したい。またそもそも北方稜

線のような一般道ではない場所では, ホー

ルドを持って引きつけるような動作をすべ

きではなかった。その行動自体がリスクの

あるものであった。このような場所では岩

を押し付けるようにして体を保持し, 足で

登るのがよいとされている。他にも大きさ

に関わらず, 小さな落石も落としてしまっ

た。落石をしない足置きをもっと洗練させ, 

浮石が大量にある状況下ですばやく行動で

きるようになりたい。 

 他の反省については短くまとめる。１年

生のアイゼンをチェックせずに雪渓に乗せ
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てしまったことがあった。一度のミスが命

を奪うことになりかねない。冬には絶対に

繰り返さない。生活中に水をこぼしてしま

った。完全なる油断からくる不注意である。

緊張感を欠いていた。装備の点検で, エッ

センに参加できる機会が少なかった。１年

生, 同期, 上級生ありがとうございます。 

 

登攀の反省 

 ロープをさばく手際が悪い。ビレイ時に

ロープが絡まる, 懸垂でロープダウンした

ときにからまるなどの絡まることが多かっ

た。ロープを管理する工夫をしたい。登攀ス

ピードがまだまだ遅い。フォローならばも

っとテキパキと登りたいが, まだそのよう

な登攀能力が十分ではない。リードが何を

考えていて, 何をしてほしいのか察せるよ

うになりたい。 

 

・加藤泰造(会 1) 

 初めて背負う重さの歩荷やアルパインな

ど未知の領域を多く体験することができた

夏合宿。多くの驚きや興奮があった。非常に

濃い一週間だった。その中で反省すること

もたくさんあった。 

 夏合宿での反省をまず行動面から述べて

いく。一つ目は、アイゼンの着脱が遅かった

ことだ。アイゼンの着脱は冬になると頻繁

に行うことになるため、隊を待たせること

になると時間のロスや凍傷の危険性が高ま

る。だから、素早くアイゼンの着脱を行うこ

とが必要である。これは、家で練習もできる

ので確実に早くしていく。二つ目は、落石が

多かったことだ。落石は下にいる人を危険

にさらすため、絶対にしてはいけないこと

だ。また、アルパインになると不安定な石が

多いところを歩かなくてはならないことが

増え、より注意が必要になる。特に、行動が

終わりそうになるとき、集中力の切れや自

分が気づいていない疲労から落石が多かっ

た。行動の終盤は普段に増して気を付けて

いく。三つ目は地図を全然開けていなかっ

たことだ。初日の歩荷では初めて背負う 50

キロの荷物という重さに気を取られてしま

い、地図を見ることが出来なかった。また、

最終日の偵察の時では一番地図を見なけれ

ばいけない場面だというのに先輩に注意さ

れるまで地図を出してよく見ることをして

いなかった。地図を見ることは読図力向上

に必要であり、今自分がどこにいるか把握

することは大切である。読図は辛い時ほど

おろそかになりがちであるため、自分が辛

い時ほど意識して読図をするようにする。 

 次に生活面での反省を述べる。一つは、プ

レ火してからの火器の火力が最高になって

いなかったことだ。プレ火してからすぐ最

大火力になるようポンピングをしっかりす

る。また、高火力を維持するため火が弱くな

ってきたらすぐにポンピングをする。二つ

目に、軍手を鍋敷きに使ってしまったこと

だ。軍手を床に置く行為は軍手を濡らすこ

とにつながるのでしてはいけない。マット

が焦げないようコッヘルを床に置くとき、

鍋敷きを置こうと思ったときは、靴下など

下に敷いたとしても大丈夫なものを置く。

先輩方は暗黙の了解でどんどん生活を進め

られていた。その域に早く達せられるよう

体力や読図といった行動面だけでなくテン

ト内での生活の力も高めていく必要がある。 

 今回アルパインというものを初めて経験

させていただき、先輩方の支点の取り方や

登攀スピードを見て自分の知識や技術がま
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だまだ足りないことを実感した。また、自分

の知識や技術をもっと高める必要があると

感じた。山に行かなくとも本で調べて勉強

したり、ボルダリングジムに行ったりする

ことで自分の山の力を高めることは可能で

ある。アルパインをしたことで自分の中の

山のモチベーションが高まったので、それ

を大事にしてもっと山を学んでいきたい。 

 

・和田一歩(会 1) 

今回の夏合宿での反省を行動、登攀、生活

に分けて述べていく。まず行動では、歩荷で

50㎏くらいを背負ったときに時間を追うご

とに足置きが雑になってしまい、転倒しそ

うになることがあった。これは今までの山

行での足置きへの意識が足りなかったから

だと思う。これからは疲れても確実な足置

きができるような足置きを常にしていきた

い。足置きを意識するあまり、上方注意を怠

ってしまった。自分に迫る危険を察知する

ためにもっと周りを見るべきである。また、

50kg のガッシャ―を一人で背負えなかっ

たことも反省する点だ。ガッシャ―を岩の

上において背負うなど、一人で背負える工

夫をするべきだった。しかし、荷物をばらす

ことなく行程を通せたのは自分にとって大

きな自信になったと思う。アイゼンとピッ

ケルの装着はとても遅かった。冬のために

アイゼンの着脱は下界で練習をする必要が

ある。長次郎谷の登りでは落石が非常に多

かった。落石への意識が足りていないと感

じた。 

登攀では、ロープの繰り出しが遅かった。

上級生の方の足を引っ張ってしまい上らせ

ていただく側として、上級生の方に迷惑は

かけないようにしたい。クライミング技術

が未熟だと感じた。A0 をしたり、落石をし

たり、フォローなのに登りが遅かったりし

た。アルパインは絶対に落ちてはならない

ので、これからのためにもっとクライミン

グ技術や知識を身に着けていきたい。 

生活では、ナイフを忘れてしまった。忘れ

物は敗退の原因になりかねないので、出発

前の準備をもっと丁寧に行う必要があると

感じた。コッフェルのふたを開けたとき、蓋

についていた水がマットや間部持ちしてい

る人の軍手にかかってしまったことがある。

テント内を濡らすのは冬ではすぐに凍って

しまうし、軍手を濡らすのは、火器を扱えな

い事態になりかねないので、そういった注

意がまだできていなかった。またこのミス

を指摘されたにもかかわらず、何度もして

しまったことも反省する点だ。注意された

ことを直せないのは人として恥ずかしい。

天気図をかくのが遅くてエッセンに参加で

きなかったことがあったので、下界でも天

気図の練習や勉強をするべきである。また

何もしない時間が多かったので、もっと周

りを見て自分ができる仕事を探すべきだっ

た。 

今回は初めてバリエーションルートを登

り、アルパインクライミングの楽しさを知

ることができた。新人合宿からの成長を感

じるとともに自分の未熟さも感じることが

でき、良い合宿になったと思う。 
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個人山行 

4 月 

五竜岳 G0 稜 

<日程> 

4/10(土)~11(日) 

 

<メンバー> 

竹田 昴(4) 

大島 龍太(3)L 

坂本 小雪(2) 

 

<行動記録> 

4/10(土) 晴 

8:00 駐車場 発 

8:55 頂上駅 

10:30 小遠見 

10:45 中遠見 

11:30 大遠見 

12:30 B.C. 

 

天気も良く、スキー場には残雪のゲレンデ

を滑りに来た人たちで賑わっていた。 

雪質も最高で、アイゼンを履いていればす

ぐにテン場に着いていた。 

 

4/11(日) 晴 

3:30 起床 

5:00 B.C.  発 

5:30 取付 

8:30 G0 の頭 

9:20 五竜岳 

10:10 五竜山荘 

10:55 B.C. 着 

11:30 B.C. 発 

12:45 頂上駅 

13:30 駐車場 着 

 

この日も晴れ。 

最高のコンディションで迎えた登攀日。初

アルパインの坂本は緊張している様子だっ

た。 

私も正直、冬のアルパインのリードは初め

てだったので、坂本と同様、少し緊張してい

た。 

少し明るくなるまで待ってからテン場を

出発。昨日同様、雪質は良く快適なアプロー

チであった。 

取り付きから少し登ると、大きなクレバス

が見える。 

前日の様子から、ここにクレバスがあるこ

とは分かっていた。 

後ろから来たパーティーはノーロープで

通過していたが、坂本が初アルパインと言

うことなので、私たちはアンザイレンして

行くことにした。 

クレバスはかなり大きく、実際間近で見る

とかなり怖い。 

ヒドゥンを踏み抜かないよう慎重に進む。 

今年は暖冬だから参考になるかは分からな

いが、来年度以降、このクレバスには気をつ

けた方が良いだろう。大きさは縦 1.5m、横

4~5m位。 

それ以降は特に難所もなくスムーズに通

せた。 

感想として、G0 稜は明瞭な尾根ではある

が、実際登ってみると藪が酷く生茂ってお

り、尾根の左右を巻く形になる。 

右斜面は一見なだらかであるが、藪が多く、

中々バイトは捗らない。 



 
 

25 

 

一方左斜面は急ではあるが、１２本アイゼ

ンがあれば問題なくサクサクと進む。 

どっちを選ぶかはリードの判断次第だ。 

個人的には左斜面の方が登りやすい気が

した。 

また、G0 の頭に TO する箇所に関しては

少し怖いので、ロープを出す方が無難。 

実際私たちも、坂本の様子を考慮し、ここ

でもロープを出した。 

上級生だけなら全ピッチロープは必要な

いだろう。 

以上で五竜G0の報告とする。 

五竜は初アルパインとしては最適なので

是非行ってもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

宝剣岳サギダル尾根 

日程  ：4/10～11 

メンバー：河内晧亮(3)CL 坂井陽樹(3) 

加藤岳(2) 

行動記録： 

4/10 10:25千畳敷駅発（サギダル尾根取

り付き） 11:35トップアウト  

12:40 宝剣岳山頂 13:15 テン場 

4/11 3:30 床 5:00 発 5:15 サギダル尾

根取り付き 8:00トップアウト 9:20宝剣

岳山頂 10:00 テン場 10:20 発 14:20 菅

の台 BC 

 

4/10 千畳敷駅を出て、鳥居から取り付き。

至便。尾根末端を左から少し巻きながら登

る。上部の岩稜が始まる手前で 1 本取り、

リッジ左のルンゼをノーロープで詰める。

草付きにアックスを効かせつつ登ると直ぐ

に TO。あとは宝剣岳を登るだけ。山頂から

テン場を探して、宝剣岳の肩にする。我なが

ら最高にアホで最高に気持ちの良いテン場

であった。千畳敷駅に向かって、小便大便が

できる。 

4/11 2 回目のサギダル尾根。昨日の反省

を活かし岩稜を攻め、アルパイン感を出し

ていこうと尾根末端から取り付く。岩稜に

入るところで１P 目、坂井リード。支点は

木、カム。終了点もカム。2P目、河内リー

ド。支点は木、カム。終了点はハイマツ。雪

がついていればもう少し簡単なんだろうと

思われる。でも、まあ簡単。ロープ２P で

TOし、あとは昨日と同じ。伊那前岳経由下

山は千畳乗越から清水平まで 1 時間。森林

に入ってからは少しルーファイに気を付け

たほうが良い。舗装路は惰性で歩く。多分も
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うサギダル尾根は行かない。交通費が高い

から。 

 

蝶ヶ岳～常念岳  

日程：4/10～4/11  

メンバー：川地(4/L)、北野(3)、内藤(2)、

柴野(2)  

  

1 日目(4/10) 9:18  須砂渡ゲート発 11:30 

三股登山口 13:40 蝶ヶ岳ヒュッテ  

  

2 日目(4/11)  

4:30  起床  6:00  出発  9:48  常念岳 

10:35 前常念岳 14:00 三股登山口 16:10 

須砂渡ゲート  

  

初日に川地の体調が悪かったため、蝶ヶ岳

に着くまでに時間がかかった。稜線に上が

るまでの最 後の 200～300m の登りは夏

道を外して、樹林の斜面を登った。今回の山

行は 2 年生に先頭を歩 いてもらったが、

お互いに指摘したり、相談したりしてりと

いった主体性があった。今後の成長が楽 し

みである。 

 

涸沢岳西尾根 

日程: 4/24(土)～4/25(日) 

メンバー: 北野なつこ(会 3/L)、坂井陽樹

(会 3)、内藤悠士(会 2)1日目 

 

4/24(土)晴れ 

6:45 新穂高発 

8:45 取り付き 

13:10 てんば 2450 メートル下部は雪解け

が進んでいてほとんど藪漕ぎ祭りだった。

登りでは尾根の少し南側を歩いたが、尾根

北側より日が当たるので雪がなくブッシュ

ばかりで歩きにくかった。尾根の北側に雪

が残っていて歩きやすかったことは、下山

時に気付いた。最初から雪の状態を考えて

北側を歩けば良かった。 

2190 メートル直下あたりにはフィックス

ロープが出ており、かなり悪い急登だった。 

2 日目の時間的にもメンバーのレベル的に

も責めた山行だったので、1 日目のてんば

はできるだけ上げたいということで、森林

限界ギリギリの 2450 メートルをテントサ

イトとした。 
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4/25(日)霧のち晴れ 

3:00 起床 

4:30発 

5:30 蒲田富士 

6:15 Ｆ沢のこる 

7:15 涸沢岳 

7:45 穂高岳山荘 

8:40 奥穂高岳 

9:40 穂高岳山荘 

11:30 Ｆ沢のこる 

12:00 蒲田富士 

12:50 T.S. テント撤収 

13:30 てんば発 

16:00 取り付き 

18:00 新穂高 3 人なのに起床から出発まで

に 1 時間半も要してしまったのは、朝ラー

が辛ラーメンだったからである。ふぁっく

辛ラーメン。 

蒲田富士直下は、様々な記録に出ている通

り悪かったが、融雪が進んでいたこともあ

り、ロープを出すほどではなかった。Ｆ沢の

コルからはルンゼをつめている記録が多い

が、この日は朝から結構寒くて雪がしまっ

ていて、アイゼンのささりが悪く、霧も出て

いて上方の確認をしにくいこともあり、左

の岩稜を責めた。Ｆ沢のコルからの見た目

はめちゃくちゃ悪そうに見えるが、実際登

ってみると弱点は沢山あり、道っぽいとこ

ろもあったので、なんか拍子抜けという感

じであった。ここも結局ロープは出さなか

った。霧で視界が無く、ひたすら登っている

と気付けば涸沢岳だった。涸沢岳ー奥穂高

岳間は、ただ一般道を歩いた。穂高岳山荘か

ら奥穂高山頂は、鎖が埋まっているところ

は雪上をクライムアップした。山頂からは

ジャンダルムが見えた。ジャン飛騨がカッ

コよかった。今年行きたい。奥穂高からの下

りは、特に懸垂を出すこともなく、危険箇所

はひたすらクライムダウンで下った。少し

不安に感じたところは、もう少し慎重にな

って懸垂しても良かったのかもしれない。

久々の長時間行動だったが、積雪期の奥穂

高を踏めたのは凄く嬉しかった。 

 

5 月 

プレ新人合宿 

日程）2021 年 4月 31 日～5 月 2 日 

メンバー）川地、竹田、（会 4）／大島、河

内、北野、坂井（会 3）／加藤、坂本、柴野、

内藤（会 2） 

 

今年度プレ新人合宿を行った最大の理由

は、昨年度コロナウィルスの影響で例年の

新人合宿を今の 2 年生が経験していないと

ころにあった。1 年生に直接指導する役割

を担う彼らが、その雰囲気や様子を知らな

いというのはやはり問題である。また、例年

使っている徳本峠越えのルートも、登山道

崩壊のため通行不可で、別ルートを使う場

合はきちんとそのルートの様子を把握する

必要があった。今年度は冬を見据えて１年
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生には徹底して体力強化を図っているので、

鍋冠山から蝶ヶ岳を越えるロングルートを

新人合宿のルートとして設定した。このよ

うにやたら周到な準備をしているが、時間

を割いてでも新人合宿を徹底的に行うため

の準備はしておきたかった。 

そのついでに残雪期登攀の計画も併せて

出していた（前穂北尾根・明神東稜・北穂東

稜）が、季節外れの大雪による雪崩のリスク

を考慮して、撤退してきた。 

 

4 月 31 日 

0510 P 発 

0605 登山口 

0810 鍋冠山 

1140 稜線出合 

1420 蝶ヶ岳ヒュッテ 

1730 横尾山荘 

 

ルート全体を通して雪は多く残っていた。

主稜線に上がると爆風ホワイトアウトでみ

んなの顔が大変なことになっていた。蝶ヶ

岳ヒュッテの陰で防寒対策を厳重にしてか

ら横尾分岐までの稜線に飛び出す。足取り

のおぼつかない 2 年生をかばいながらなん

とか分岐にたどり着いた。以降はマーキン

グに従って下るのだが、横尾までの下りに

は多くの雪が残っており、かつ急斜面で結

構悪い。一回トラバースしてるときに北野

が滑落したが藪で止まった。その後も集中

を切らせられない歩行が続き、横尾山荘に

着くころにはみんな満身創痍。 

 

5 月 1日 

0500 起床 

0630 出発 

0750 本谷橋 

1015 涸沢ヒュッテ着 

1130 涸沢ヒュッテ発 

～雪訓～ 

1440 バシリ 

1550 涸沢ヒュッテ 

 

全日の夜、涸沢で大規模な雪崩がヒュッテ

のテンバを襲撃した話を聞いたが、おそら

くその雪崩で不安定な雪はある程度落ち切

っただろうとみて、涸沢方面へ出発。途中お

会いした県警の方からも、2 発目はおそら

く無いとのお話をいただいたので、やはり

ヒュッテに向かうことにする。ヒュッテに

ベースを張り、雪崩のリスク低いところま

で下っていき、新人合宿でやる雪訓を実施

する。帰りはバシリでヒュッテまで帰幕。 

 

2 日 

0600 起床 

0740 出発 

～上級生雪訓～ 

1115 雪訓終了 

1220 本谷橋 

1330 横尾山荘 

1430 徳沢園 

1555 上高地 B.T. 
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昨夜から雪が降り続けテントは半分雪に埋

もれかけていた。積雪量は多く、また不安定

な雪が斜面についてしまったようだ。ヒュ

ッテより上部に侵入するのは大きなリスク

があると判断し、バリエーション隊は出さ

ないことを決定する。テントを撤収して昨

日と同じ場所で上級生雪訓を行う。スノー

バー、デッドマン、ボラード、土嚢、スタン

ディングアックス、コンテ、雪上搬送など、

一通りシステムを 2 年生に教えた。雪訓自

体は、1 日目 2 日目ともに充実していたと

思う。 

登攀ができなかったモヤモヤを抱えながら

上高地に下山。天気には逆らえません。ま

た、いつでも行けばいいさ。 

 

6 月 

蝶ヶ岳～常念岳縦走 

 

【メンバー】 

加藤岳（２年・L） 

河内浩亮（３年） 

加藤泰造（１年） 

和田一歩（１年） 

 

【記録・概要】 

６月５日～６月６日（実動２日・予備０日） 

 

（１日目） 

6:55 駐車場 

7:30 冷沢登山口 

8:45 鍋冠山 

11:00 大滝分岐 

12:00 最低コル 

12:40 蝶ヶ岳ヒュッテ着 

 

 晴れ。心配していた、主稜線直下の残雪は

ほとんど溶けており、所々でグズグズの残

雪と一緒に草付斜面を滑落してしまわない

ように、注意して通過した。蝶ヶ岳ヒュッテ

手前の最低コルで、僕がスリップしたのは

大きな反省だが、一年生は新人合宿で鍛え

たキックステップで頑張ってついて来てく

れた。コースタイムの半分程度の時間で、ス

ピーディーに１日目を終えた。 

 

（２日目） 

3:00 起床 

4:00 出発 

5:00 2462コル 

5:30 2592ピーク 

6:20 最低コル  

7:10 常念岳 

8:15 常念乗越 

8:55 第一ベンチ 

10:00 笠原沢出合 

10:40 一ノ沢登山口 

 

 晴れ。蝶槍からの下りと 2592 の小ピーク

からの下りに堅い残雪があり、シリセ－ド

を駆使しながら注意して通過した。アイゼ

ンを携行していなかったが、あれほどの堅

さであれば、絶対に装着した方が安全であ

る。 

 常念以降、心配していたほどの残雪はな

く、一ノ沢雪渓はほとんど無くなっていた。

笠原沢の出合まで、夏道を使って下山した。

一カ所だけ登山道が、薄いスノーブリッジ

のうえにつけられており、注意深い観察が

必要であったが、それ以外は特に悪い箇所
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はなかった。ノーアイゼンで通過した。 

 今山行、一年生は概して頑張ってくれた

と思う。 

 

燕岳～常念岳 

柴野（L）、北野、山崎 

6/5 

6:05 出発 

6:40 第一ベンチ 

7:05 第二ベンチ 

7:40 第三ベンチ 

8:25 富士見ベンチ 

8:50 合戦小屋 

9:15 三角点 

10:20 燕山荘 

11:00 燕岳 

11:25 燕山荘  

16:00 大天井岳 

16:05 大天荘 

 

6/6  

4:00 起床 

5:05 出発 

7:10 常念小屋 

8:25 常念岳 

9:15 常念小屋 

10:45 第一ベンチ 

10:50 第二ベンチ 

11:00 最終水場 

12:30 一ノ沢登山口 

12:50 駐車場 

 

一日目は、合戦小屋過ぎにある三角点まで

は夏道が出ていたが、三角点過ぎたあたり

から夏道が雪で埋まっていた。ここでピッ

ケルを装着した。ただ、雪が切ってあり歩き

やすい道であった。陵上は雪がほぼなかっ

たが、大天井岳手前のコルに雪があり、その

部分は雪の上を歩いて渡った。大天井ヒュ

ッテまでのトラバース道は残雪があり、通

行が禁止されていたので小屋の方が整備し

た大天井岳に突き上げる直上ルートを使っ

た。二日目は、常念岳までの陵上に一か所雪

があり、通行に時間をかけた。アイゼンがあ

ればよかったかと思う。一ノ沢の雪渓はほ

とんど解けており、ほぼ夏道を渡ったが、ス

ノーブリッチを避けるために何回か渡渉し

た。 
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信越トレイル 

日程 2021/6/5-2021/6/6 

 

メンバー 

会 1 大橋 

会 2 内藤（CL） 

会 3 大島 坂井 

 

行動記録 

6/4 戸狩野沢温泉駅 前泊 

 

6/5 

4:00 起床 

5:10 戸狩野沢温泉駅発 

6:50 星降るキャンプ場 

7:15 仏ヶ峰登山口 

9:00 小沢峠 

10:30 鍋倉山 

10:45 黒倉山 

11:00 鍋倉山 

12:00 小沢峠 

13:05 仏ヶ峰登山口 

15:05 桂池 T.S. 

 

6/6 

2:00 起床 

2:55 桂池 T.S 発 

4:05 黒岩山 

5:05 ソブの池 

8:10 毛無山 

8:30 希望湖 

10:15 万坂峠 

11:40 斑尾山分岐 

11:55 斑尾山山頂 

12:30 斑尾山分岐 

13:25 斑尾高原ホテル 

 

1 日目 

 事前に信越トレイル事務局に登山道の状

況を確認したところ, 今年のトレイルの整

備は, 桂池より斑尾山までしかできていな

いとのことだったが, 特に問題なかった。

地理的・気象条件から残雪量が多いことが

予想され, 事務局よりアイゼンを持ってい

ったほうがよい旨を助言していただいたが, 

残雪は登山道上にはまったくなく, 登山道

の脇の沢の日陰部分に一箇所残っていただ

けっだった。よってアイゼン・ピッケルは使

用しなかった。しかしながら気象条件によ

っては残雪が残っている可能性があるため, 

直前に問い合わせされたい。仏ヶ峰登山口

から黒岩山までには片側切り立った登山道

が一箇所短い区間が出てくるのみで危険箇

所はなかった。仏ヶ峰登山口より桂池の間

には数回飛び石で渡れる渡渉があるため, 

雨天時には注意されたい。一日目は仏ヶ峰

登山口にデポをしアタック装備で黒岩山を

ピストンした。このピストンが全行程のほ

とんどを占めるため, 1年生に上級生のアイ

ゼン・ピッケルを持ってもらい行動した。こ

の時期は信越トレイルが冬期間のため桂池

T.Sは無料でテントを張らせていただけた。 

 

2 日目 

 黒岩山の登りの樹林帯で不明瞭で紛らわ

しい踏み跡がいくつかある。とくにヘッデ

ン行動時・トレイル整備前には注意された

い。黒岩山でルートを見失ったため少しヤ

ブをこいでルートに復帰した。2 日目のル

ートには特筆すべき危険箇所はとくにない。

桂池 T.S.の水場は問題なく汲むことができ
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た。一年生が一人であったため団装のほと

んどを 1 人で持っていたため登りではかな

り厳しそうであった。信越トレイルは普段

歩く北アルプスとは違い粘土質ですべりや

すいコンディションであった。1 年生は何

度も転んでいた。 

 信越トレイルはルートがかなり整備され

ており, 歩くのはほとんど草のはえた砂利

道であったり, 土の道であったりと, 他の

北アルプスにあるような岩稜のようなセク

ションは一切ない。場所によってはアスフ

ァルトで舗装された道をかなり長い区間歩

いたりもする。1 年生の初週の週末山行と

して, 信越トレイルでは歩行技術の向上の

点から易しすぎると感じた。日差しも強く, 

終始樹林帯を歩くため蒸し暑く標高の低さ

を思い知らされた。 

 

 

 

 

 

 

錫杖岳左方カンテ 1 ルンゼ 

日程：6/5～6/6 

メンバー:川地(4/L)、竹田(4) 

 

行動記録 

1 日目 天気：晴れ 

5:35 中尾高原口駐車場発 

7:10 錫杖岩小屋 B.C. 

8:00 左方カンテ取りつき 

8:20 登攀開始 

12:35 T.O. 

13:45 懸垂開始 

15：30 懸垂終了 

16：00 B.C. 

注文側を懸垂したのだが、取りつきのすぐ

下に雪渓がまだ残っていた。 

 

2 日目 天気：曇り 

3:30 起床 

4：30 発 

5：00 1ルンゼ取りつき 

5：35 登攀開始 

11：40 T.O. 

11：50 懸垂開始 

13：20 懸垂終了 

13：50 B.C. 

15：15 駐車場着 

取りつきに先行パーティーがいたので少し

待機してから登攀を始めた。反省としては

川地がルーファイに時間をかけたことであ

る。1 ルンゼは左方カンテと比べるとルー

ファイが難しい印象。 
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宝剣岳 中央稜 

日程）2021 年 6月 7日 

メンバー）竹田 CL（会 4）／北野（会 3）

／柴野（会 2） 

 

0830 千畳敷駅発 

0900 草付ルンゼ状(中央稜 0P目取付き) 

0930 0P目登攀開始 

1450 宝剣岳山頂 T.O. 

1520 山頂発 

1530 乗越浄土 

1555 千畳敷駅着 

 

宝剣岳中央稜といえば SAC でもお馴染み

ルートの一つで、僕の在会中だけでも「小

山・虎之介ペア」「虎之介・今井ペア」「川地・

河内ペア」と実に 3 隊出ているのである。

それもそのはず、アプローチはロープウェ

イでひとっ飛び、岩は堅く摂理の発達も素

晴らしい。フラッと訪れて気持ちの良いア

ルパインクライミングを味わうのにはもっ

てこいだ。 

しかしこれは安易な気持ちで取り付けるル

ートであるということを意味しているわけ

ではない。経験の少ない者同士のパーティ

ーで取り付くのは危険だ。終了点にするに

は心許ない残置支点しかなく、ライン採り

もロープの流れを考慮してプロテクション

設置をすることが求められる。そもそもク

ライミングの内容自体が A1 のつくものな

のでフリーだとそれなりに難しいと感じる

だろう。 

今回僕たちは登攀開始点から終了点に至る

まで全てをナチュプロで構築した。その方

が安全だし、それが十分可能なほどクラッ

クシステムが豊富だからである。多少の経

験がある者のステップアップ課題としてオ

ールフリー・オールナチュラルで挑むと有

意義だろう。 

以下、今回の登攀の概要。 

 

0P 目:北野リード 

アルパインデビュー戦の柴野もいたので、

取付きの中間バンドに至るルンゼを 1 ピッ

チロープを伸ばした。無積雪期だと頂上か

ら懸垂して取り付かなければいけないルー

トも、雪があれば容易に直接取り付ける。 

 

1P 目:竹田リード 

北野が前ピッチの終了点を、登山体系でい

わゆる左側の「ハング下を振り子気味に右

に回りこみ、スッキリとしたフェースを登

る」Ⅳ級ラインの真下に構築したので、簡単

そうな右側ライン(Ⅲ級)を見送った。残置

スリングが「掴んでください」と言わんばか

りに垂れ下がってるのを見ないフリしてカ

ンテのラインをナチュプロで登っていく。

フリーで突破したが、ボルダリーで少々厳

しく感じた。フォローは北野がワンポイン

ト A0 で越え、柴野は吠えて渾身のフリー

突破。 

 

2P 目:竹田リード 

Ⅲ級ラインと合流して、フェース～凹角を

辿り、ピナクル直下の凹角の基部までロー

プを伸ばす。途中の凹角のチョックストー

ン的な物体を乗越すところがワンポイント

いやらしい程度でプロテクション・ホール

ドともに安定しており快適。全員フリー突

破。 
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3P 目:竹田リード 

ネット上の記録だとここが核心というもの

が多かったが、フィンガージャムがこれで

もかと言わんばかりに決まり、極めて登り

やすいピッチだった。プロテクションも取

りやすい。オケラクラックは北野に譲る約

束をしていたので、オケラクラックの根元

に終了点を構築する。全員フリー突破。 

 

4P 目:北野リード 

オケラクラックから頂上へ。と、思いきや、

ロープの流れを考慮してランナウトを強い

られる部分で怖くなり、1 時間ほど立ち往

生して結局その手前のピナクル状テラスで

ピッチを切っていた。オケラクラックはき

れいだが、びっくりするほど傾斜がない。全

員フリー突破。 

 

5P 目:北野リード 

気を取り直して再スタートだが、抜け口の

フィストサイズクラックで A0 していた。

フィストが決められないと確かに少々悪い

かも。そのまま頂上へ。フォロー2人はフリ

ー突破。 

 

総括としては、時間こそかなりかかってい

るが、登攀内容それ自体は良かったと思う。 

北野がリードで戸惑ったことに関しても、

リード経験値に鑑みてもまあ仕方ないと思

うし、彼女なりに色々考えた結果の登攀だ

ったのならそれで良いと思う。 

柴野は渾身のオールフリークライミングで

楽しかったようだ。これからもガンガンア

ルパインクライミングを実践してほしい。 

 

それにしても宝剣岳、やはり冬の登攀がア

ツい。西面の雰囲気は圧巻だ。摂理が顕著に

見られ、こういうところで自由なクライミ

ングが実践できるようになれれば楽しいだ

ろうなぁ。 

 

経ヶ岳ソロ 

【メンバー】加藤岳（２年）  

 

【日程】２０２１年６月７日（実動１日） 

 

【記録】 

5:00 仲仙寺 

5:50 五合目 

6:30 七合目 

7:00 経ヶ岳山頂 

7:30 七合目 

7:45 五合目 

7:50 四合目 

8:15 仲仙寺 

 

天気：晴れ（前日雨） 
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【ルート概要・感想】 

 

主に五合目～七合目にかけて最も傾斜が強

くなる。登山道自体は、概してよく整備され

歩きやすく、悪い箇所はない。ただし、雨が

降ると滑りやすい。 

 農学部キャンパスから、自転車で十五分

ほどで登山口であるから、そのアクセスの

良さと、ほどよい登山強度から見ても、トレ

ーニング山行に最適な山であると言えるだ

ろう。農学部の会員で、経ヶ岳登山の計画書

テンプレートを作成することも視野に入れ

て良いかもしれない。 

 

針ノ木岳～鹿島槍ヶ岳 

柴野（L）、坂井、山崎 

6/11 前泊 

 

6/12 

3:00 起床 

4:05 扇沢駅 発 

5:45 雪渓 取り付き 

8:10 針ノ木小屋 

9:35 針ノ木岳 

10:35 スバリ岳 

12:20 赤沢岳 

13:10 鳴沢岳 

14:00 新越乗越山荘 

15:10 岩小屋沢岳 

18:00 種池小屋 

 

6/13 

4:00 起床 

5:00 出発 

5:30 爺ヶ岳 南峰 

5:50 爺ヶ岳 中峰 

7:20 冷池山荘  

10:00 種池小屋 

10:45 種池小屋 発 

13:00 柏原新道 登山口 

13:20 扇沢駅 

 

一日目は、雪渓に取り付いたが、とりつきま

での道がわかりにくく、少々時間をロスし

てしまった。雪渓の末端の位置は、例年の記

録と同じであった。雪渓の状態は良く、非常

に歩きやすかった。針ノ木岳山頂までは雪

があり、アイゼンを装着して歩いた。針ノ木

岳過ぎからは夏道が出ていた。新越乗越山

荘付近から、夏道が雪で埋まり、霧で視界が

悪くなった。岩小屋沢岳付近から、トラバー

スの夏道が雪で埋まっていたため、道迷い

を避けるために陵上をやぶこぎした。ここ

で時間を多く使ってしまった。ここで、1 年

の山崎の団装をばらした。雪が予想以上に

多く、もう少し雪解けが進んだ時期に行く

べきだと思った。二日目は、アタック装備

で、鹿島槍ヶ岳を目指したが、雨が次第に強



 
 

36 

 

くなり、冷池山荘まで行って引き返した。柏

原新道は、3 か所ほど雪上をトラバースす

る箇所があり、アイゼンピッケル必須だっ

た。 

 

双六岳～三俣蓮華岳～笠ヶ岳 

日程：6/12(土)～6/13(日) 

メンバー：竹田(会 4)、北野(会 3/L)、大橋・

加藤(会 1) 

1 日目 6/12(土) 

5:35 新穂高発 

6:35 笠新道登山口 

7:00 小池新道登山口 

10:30 鏡平山荘 

11:50 弓折岳 

13:30 双六小屋 

14:20 双六岳山頂 

15:00 双六岳と三俣蓮華岳の最低コル(撤

退) 

15:30 双六岳 

16:15 双六小屋 

 小池新道から鏡平山荘までは、秩父沢や

小秩父沢の雪渓通過が強いられた。秩父沢

では入山 1 週間前ほどに雪渓が割れたらし

く、下方を渡渉した。鏡平山荘から稜上へ

は、弓折岳のトラバースルートが残雪で危

険だった(一応通行不可の看板が立ってい

た)ので、弓折岳まで尾根を直登した。尾根

ルートは割と踏み跡があり歩きやすかった

が、1 年生が 2 週目の山行で歩くには少し

怖かったかもしれない。この辺から見えた

北鎌が厳つくてカッコ良かった。弓折から

双六小屋までで、稜線から外れてトラバー

スするところでは、2~3 箇所短めの雪渓を

通過した。双六小屋についたのが13:30で、

三俣蓮華岳アタックの予想時間が 3.5 時間

とギリギリだったので、テントは立てずに

アタック装備以外の荷物はテン場に置いて

アタックした。また、天気図の時間に間に合

わないことが確定していたので、アタック

装備にラジオ天気図も持って行った。双六

岳巻き道分岐から 2811 までの急登は九十

九折りながら登ったが辛かった。そして双

六岳―三俣蓮華岳の最低コルで撤退を判断

した。理由は私のシャリバテ(たぶん)によ

るペースダウンである。めちゃくちゃレー

ションを食べまくったら治った。体調管理

には気をつけたい。2811から双六岳巻き道

分岐まではシリセードで下った。この分岐

で天気図の時間になってしまい、ここで大

橋に天気図を描かせた。竹田さんには大橋

に付き添っていただき、私は先に泰造を連

れて双六小屋へ戻り、幕営や給水をした。 

 

 

2 日目 6/13(日) 

3:00 起床 

4:15 双六小屋発 

5:50 弓折岳 

6:25 大ノマ乗越 

7:15 大ノマ岳 

8:00 秩父平 

9:35 稜上に出る 

10:20 抜戸岳 

11:00 分岐 

12:35 笠ヶ岳 

13:30 笠ヶ岳出発 

14:40 分岐 

18:55 林道出合 

19:25 新穂高 
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 この日は、朝は雪渓が固くなっているこ

とを予想し、朝からアイゼンを履いて出発

した。1 年生は初めてのアイゼン歩きに少

し苦戦している様子がうかがえた。弓折か

ら大ノマ乗越への下りで雨が本降りになり、

カッパ上下着用した。ここからはアイゼン

を脱いでつぼ足で歩いた。大ノマ岳を少し

下ったところから若干ガスが取れ、秩父平

の奥まで見渡せた。この時、秩父平から稜上

に上がる夏道ルート(最後ルンゼをつめる)

を見て、怖いなぁと思ったが、今までの経験

則でなんだかんだ行けるだろうと軽く判断

してしまった。秩父平から夏道を歩こうと

した私を見かねて竹田さんから指摘をいた

だき、確かに危険かもしれないという気持

ちに変わり、夏道右側にある尾根を歩いた。

尾根上は、最初は藪漕ぎで時間がかかった。

1 年生は慣れない藪漕ぎでもしっかりつい

てきてくれた。藪漕ぎが終わると、かなり怖

い急登が現れた。でも私の頭の中には、「行

くしか無い」という引き出ししかなく、その

まま進んでしまった。ダメだったら竹田さ

んが止めてくれるだろうという、会 4 への

甘えが出てしまった。この甘えの気持ちが

ある限り、私は一生ここから成長できない

し、1 年後に会 4 になることはできない。

幸い草付きであることだけが心の救いであ

ったが、あんな危ないところを 1 年生をノ

ーロープで荷物を背負わせて登らせてしま

ったことは本当に申し訳なかった。何事も

無く、弱音も吐かずついてきてくれたこと

には、彼らのポテンシャルの高さを感じる

と共に感謝した。途中から先頭を竹田さん

に変わっていただき、最後は左のルンゼを、

カニとクライムアップでつめることにした。

遠くから見たらヤバそうなルンゼであった

が、近くまで来て見たらそうでも無く、結果

的には夏道でも良かったと判断した。とは

いえ、「経験則でなんだかんだいけるだろう」

ではなく、もっと具体的で論理的な判断根

拠が欲しかったところ。仲間に指摘されて

反論できずにコロッと意見が変わるという

ことは、それだけ自分の意見に対して具体

的根拠がなく、「なんとなく」で判断してい

るということだ。稜上に上がってから抜戸

岳までは、稜線の東側で残雪が無かったの

で一瞬で着いた。笠ヶ岳アタックは往復で

2.5 ピッチの予定で、分岐以降の笠新道の歩

きも考慮して、分岐のリミットは最悪 11 時

と決めていた。しかし笠新道の残雪状況が

想像以上に悪く、時間がかかってしまった。

笠新道の残雪状況が想像できていなかった

ことと、11時というリミットを他のメンバ

ーに伝えていなかったことは反省しなけれ

ばならない。笠ヶ岳アタック終了後は、笠新

道とぶち当たるまで抜戸岳南尾根を下る予

定であったが、山頂から偵察したところ思

っていたより南尾根は悪く、先ほどの尾根

歩きのようなニオイがしたので分岐からシ

リセードで下ることにした。年出版の地形

図は分岐がズレていたので、読図には気を

つけて欲しい。2472ピークを過ぎて登り返

すことを避けるため、早めに尾根に乗った

ところ、竹田さんオンサイトで登山道にぶ

ち当たった。ここからのつづらは、2200m

あたりまで所々残雪があった。急斜面の雪

渓をカニで渡ることを繰り返した。雪の無

い道でのアイゼン歩きは、1 年生は拙い歩

き方をしていた。アイゼンを脱ぐタイミン

グは、「あと 5 分歩いて雪が出てこなかった

ら外そう」と決めた。これは割と使える。ア

イゼンを脱いでからは行動時間が 12 時間
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を越えていたこともあり、1 年生が転けま

くっていた。林道に降りてからは早歩きで

新穂高まで歩いた。最終下山時刻を 20時に

していたのは間違いだった。最終下山時刻

の 1 時間前になっても下山連絡が無ければ

留守が動き出すのにも関わらず、留守やス

ラックへの連絡がギリギリになってしまっ

たことも大きな反省点である。 

 今回の山行は、1 日目 10 時間半行動、2

日目 15 時間半行動と非常に長く、最大の反

省としては時間管理が挙げられる。しかし、

残雪期の行動規範について学んだことが多

く、充実したものになった。今までの週末山

行の中で 1 番濃い山行だった。1 年生は最

後の方は転けまくっていたことは反省して

欲しいが、2 週目でこんな厳しい山行を大

変よく頑張ってくれた。双三笠は晴れてい

れば景色が良く気持ちの良い、体力育成に

優れたルートだが、残雪がいやらしく残っ

ていると危険で面倒くさいので、今後は 7

月下旬頃に出すべき山行である。 

 

 

 

 

錫杖岳 左方カンテ・１ルンゼ 

＜日程＞ 

6/12(土)~13(日) 

 

＜メンバー＞ 

原田 凌(5) 

大島 龍太(3)L 

河内 皓亮(3) 

加藤 岳(2) 

内藤 悠士(2) 

 

<行動記録> 

6/12(土) 曇天 

6:10 駐車場 発 

7:10 錫杖沢出合 B.C. 

8:00 左方カンテ 取付 

8:30 河内隊 登攀開始 

8:45 大島隊 登攀開始 

12:00 河内隊 TO 

13:30 大島隊 TO 

14:00 懸垂開始 

16:30 左方カンテ 取付 

17:00 B.C. 着 

 

アプローチは曇っており、取り付けるか心

配になりながらも歩を進める。 

取り付けたはいいものの、登攀開始してか

ら間も無く小雨が降る。 

雨は止み、壁は少し湿ってはいるもののコ

ンディションは良い。 

記録の通り、本日は２隊に分けて登攀した。 

河内・内藤隊と、大島・原田・加藤の隊だ。 

河内隊に先に登ってもらい、後から大島隊

が続く形。 

河内隊は全ピッチ皓亮がリードで、大島隊
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は私と原田さんでリードを回していく。 

２年生の 2人は、初アルパインの為、全ピ

ッチフォローで登る。 

昨年にも左方カンテを登っている私は、今

回もアプローチシューズで全ピッチ登った。 

感想としては、やはり左方カンテのグレー

ディングは少し甘いように感じる。 

ある程度登れる人であれば、アプローチシ

ューズでもなんら問題ないだろう。 

核心としては、３ピッチ目と５ピッチ目は

少し怖いので、ランナーの取り方には気を

つけた方が良い。 

とは言うものの、ぺツルのボルトが怖い箇

所にしっかりあるので、見逃さなければ問

題ない。 

夏山アルパイン入門としては、錫杖は最適

なゲレンデであろう。 

 

6/13(日) 雨 

4:00 起床 

5:00 B.C. 発 

6:00 駐車場 着 

 

この日は起床時から小雨が降ってきてい

たので、１ルンゼは諦めて撤退することに

する。 

その判断は間違いではなく、駐車場につい

てすぐに本降りになった。 

１ルンゼに登れなかったのは悔しいが、左

方カンテだけでも、十分に充実した登攀が

できたように感じるのが錫杖の良い所だ。 

今年は冬の錫杖デビューを目標に頑張り

たい。 
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甲斐駒ヶ岳 

日程：6/13 

メンバー：川地(4/L)、和田(1) 

天気：曇り→雨 

 

行動記録 

4:35 駒ヶ岳神社発 

8：50 七丈小屋 

10：25 甲斐駒ヶ岳 

11：50 七丈小屋 

15：00 駒ヶ岳神社 

 

ワンデイ山行なので団装はツェルトと医療

缶だけなのだが、トレランに来ている人達

に比べると何故か二人とも装備が多い。僕

らを抜かしていくトレランの人達を見て非

常に悔しかった。和田は体力的にはまだ余

裕があるようだった。 

 

朝常蝶 

メンバー：北野なつこ(会 3/L) 

1 回目日程：2021 年 6 月 16日 

3:30 駐車場 

3:45 三股 

5:20 稜線出合 

6:40 前常念 

7:30 常念岳 

7:50 常念岳発 

8:25 最低コル 

9:50 蝶槍 

10:00 分岐 

10:25 蝶ヶ岳 

10:45 蝶ヶ岳発 

11:55 まめうち平 

13:00 三股 

13:10 駐車場 

この時期の常念蝶の残雪状況としては、

2512ピークの登り、蝶槍の登り、蝶ヶ岳か

らの下りの最初の大きな九十九折れでそれ

ぞれ出てきた。気温的にアイゼンは出さず

ピッケルだけで十分だったが、もっと早い

時間に通過するなら気温も低くピッケルだ

けなら不安かもしれない。 

反省 

・前日まで雨予報だったので日焼け止めを

置いてきたら、晴れて日焼けして黒くなっ

てしまったので、雨予報でも日焼け止め持

って行くべきだった。私は晴れ女だった。 

・のんびり歩きたかったので常念までゆっ

くりめで歩いていたが、割と 4 限ギリギリ

なことに気付いて、常念からはあまりのん

びりできなかった。 

感想 

初めて北アをひとりで歩いた。ひとりで

歩くと、どこで休憩しても良いし、自分のペ

ースで歩けるし、お花や鳥、景色など、自然

をそのまま楽しむ余裕ができて、凄く気持

ちよかった。いつも景色を楽しむ余裕があ

まりないので、今回ちゃんと周りを見渡す

と様々なものが見えて、いつももったいな

いことをしているなと思った。なんか浅い

言葉でしか言えないけど、「やっぱり山は大



 
 

41 

 

きいな、自分は物凄くちっぽけな存在なん

だな」と改めて感じた。仲間と登るときの数

倍いや数十倍は感じる。今後もひとりたび

山行たくさんしたい。みんなと登るのは、別

の楽しさがあって好きだけど。 

あと、朝から半日くらいで常念蝶ヶ岳登

って降りて、1時間で家帰って、お風呂入っ

て 4 限の授業出られて、夜はバイトに行け

る、そんな松本ってめちゃくちゃ恵まれて

いると再確認。山岳会の皆なら、朝常蝶して

3 限間に合えると思う。信州大学に来て良

かった。松本最高。 

 

 

7 月 

 剱尾根主稜&チンネ左稜線（敗退） 

日程）2021 年 7月 3-6日 

メンバー）竹田 CL（会 4）／大島、河内（会

3） 

 

7 月 3日 

0920 室堂 B.T. 

1135 別山乗越 

1215 剱沢小屋 

1225 剣山荘 

1405 前剱 

1555 剱岳 

1800 北方稜線上 Co.2890m 地点(レリーフ

前)T.S. 

 

4 日 

沈殿 

 

5 日 

沈殿-偵察 

1350 T.S.発 

1420 池ノ谷乗越 

1430 T.S.着 

 

6 日 

沈殿-下山 

0230 起床 

0900 T.S.発 

0955 剱岳 

1050 前剱 

1140 剣山荘 

1245 別山乗越 

1330 雷鳥沢キャンプ場 

1410 室堂 B.T. 

 

昨年度お蔵入りとなった計画を復刻し、今

年こそ剱尾根へ…！と切望を込めて富山へ

向かうも、入山前から悪天が約束されたよ

うな天気予報に一同どんよりムードが隠し

切れない。それでもこの時期の予報は、前線

の動きが読みづらいことや上空の寒気の流

入など、何かと安定しない。つまり希望は十

二分にあると信じて、好機を伺う大沈殿祭

覚悟で入山する。 

この時期は雷鳥沢から別山乗越まで雪渓が

繋がっており、ずっとアイゼン&ピッケル

で行けば楽だと思う。別山乗越から剣山荘

直通の道を使う予定だったが、残雪期は使

えない旨の表記があり、ここは良い子に剱

沢経由で行く。雪はずっと繋がっており、剣

山荘以降もいやらしく雪が残ってる箇所が

いくらかあった。別山尾根の鎖場にも雪が

局所的に着いており、適当なルーファイが

求められる。山頂へは、登りルートの「カニ
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のタテバイ」ではなく下りルートの「カニの

ヨコバイ」を使って登った。 

北方稜線区間のいやらしい残雪が心配され

たが、ギリギリ通行可能な程度には融雪し

ていて比較的スムーズに進めた。北方稜線

は基本的には浮石だらけのガレ場の登下降

が主たる内容で、ルーファイはもちろん、通

過の際のメンバーのポジション(落石のフ

ォールラインに入らない)にも気を遣いた

い。特に悪いのは剱岳と長次郎の頭間のキ

レット上地形で、下るにも登るにも傾斜が

強い。長次郎の頭への登りでは複数箇所に

fix ロープがぶら下がっていた。技術的には

特に難しくなく、メンバーの力量に鑑みて

ロープは不要と判断した。ただ、かなりの重

装備だったためマージンを確保してロープ

を出しても良かったかもしれない。fixの終

点からピークを長次郎側へ巻くようにトラ

バースして稜線に復帰する。 

当初は三ノ窓で幕営予定だったが、アルペ

ンルートの時刻表を見誤っており入山が 1

時間ほど遅れたことやメンバーのペースも

なかなか上がらないなどの諸事情により三

ノ窓まで到達せず、池ノ谷乗越手前の稜線

上 Co.2890m地点（=レリーフの目の前）に

石を敷き詰めて石畳のように整地してそこ

をベースとした。相当な降雨が予想された

ので、フライをビンビンに張り、さらにツェ

ルトをテントの上から屋根のように張った。

多少床がごたついているものの、水捌けは

完璧で浸水はほぼなく、またフライが本体

にヒタつくこともなく、概ね快適な沈殿

LIFEを送ることができた。 

沈殿 2 日目に雨の切れ目をついて池ノ谷乗

越までの偵察を行う。アタック日にヘッデ

ン下でもルーファイに迷うことなく確実に

スピーディーに到達することを意図しての

行動だ。池ノ谷乗越には雪がしっかり残っ

ており、落石の嵐と悪名高い池ノ谷ガリー

もまた雪渓で覆われていた。お陰で三ノ窓

への下りはスムーズにいきそうだ。 

しかしラストチャンスの日は 2:30 起床で

8:00 まで粘ったものの天気予報に反して寸

分の晴れ間を見せることなく、ずぶ濡れに

なりながらテントを畳む。雨の滴る中、3 日

前に通った北方稜線上をサクサク戻る。長

次郎の頭からの下りは残置ハーケン 3 枚＋

比較的新しい捨てスリに安環がついたもの

を利用して 10m くらい懸垂した。 

山頂から剣山荘へは風がやけに強く雨がつ

ぶてのように顔面を襲うも、かえってテン

ションが上がりフーフー叫びながらさっさ

と下った。行きの時よりも残雪がかなり小

さくなっており、雨の融雪力に舌を巻いた。 

剣山荘からガスガス土砂降りの中を 1 ピッ

チほどで別山乗越に到達する。ここはやは

り風が強く、着衣泳後のような僕らにはあ

まりに寒かった。稜線を雷鳥沢側へ少し下

りると風も弱くなり寒さが和らぐ。上から

下まで雪渓がつながっているので、夏道に

乗らずに一直線に雷鳥沢キャンプ場まで。

あとは硫黄の匂いに顔を歪めながら室堂

B.T.までの石畳道をとぼとぼ帰った。 

 

この時期の北方稜線側へ侵入するなら剱沢

を一気に下り長次郎谷を登り返す方が安全

なのかもしれない。所々いやらしく着雪し

ていたら危険度がますばかりではなく、ロ

ープの使用などかえって時間がかかる恐れ

がある。 

ただ今回は冬合宿に向けた別山尾根の偵察

というもう一つの目的もあったので、県警
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に情報を聞いた上で本ルートを選択した。 

 

しかしそれにしても剱岳、非常に良い山で

ある。その奥深さ、峻険さ、困難さ、大きさ、

全てにおいて他の山を凌駕している。 

必ず、今年の冬合宿でまたここに戻ってこ

よ う 。

 

 

雲の平周回 

メンバー：川地(4),北野(3),加藤(1),和田(1) 

日程 7/3.4 

行動記録 

7/3  

12:25 折立出発 

15:15 太郎平 

15:30 薬師峠 

7/4 

3:00 起床 

3:50 出発 

4:00 太郎平小屋 

4:10 太郎山 

5:20 北ノ又岳 

7:40 黒部五郎岳 

9:50 北ノ又岳 

10:55 太郎平小屋 

11:10 薬師峠 

11:35 出発 

14:15 折立 

7/3 がお昼入山になってしまった理由と

しては，7/2 に折立で前泊をする予定だっ

たが，私の車がゲート手前で故障したこと

である．私の車はレッカーで引き上げられ，

代車を借りて翌朝 6 時にゲートが開くタイ

ミングで出発したが，有峰林道が前日の大

雨による落石のためにゲートが開かなかっ

た．北ノ股登山口で 4 時間くらい待つとゲ

ートが開いたので，お昼入山となった．非常

に悔しいが，車が故障した時に山行中止も

考えていたので，中止にせず粘って良かっ

たとは思う．お昼入山でも泊まれるてんば

があって良かった． 

有峰林道は落石やがけ崩れが多く，しょ

っちゅうゲートが閉まる有料林道である．

北ノ股岳の尾根をエスケープに入れなかっ

たのはナンセンスであった． 

2 日目は薬師岳ピストンか黒部五郎ピス

トンで迷ったが，薬師ピストンはあまりに

も行動時間が短すぎたので黒五ピストンに

した．2 日目は非常に天気が悪く，足元は川

になっていたし，風もまぁまぁきつかった

ので 1年生はよく頑張ってくれたと思う． 

2 日間とも天気が悪く全然景色が見えな

かったが，一瞬だけ見えた薬師峠は非常に

美しかった．また行きたい． 

車 が 故 障 し た の は 悲 し か っ た ．
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黒姫山～妙高山 

柴野（L）、加藤岳、内藤、大橋、山崎 

7/2  

前泊 

 

7/3 

4:30 出発 

8:40 黒姫山 

9:30 大池 

10:55 笹ヶ峰分岐 

11:20 西登山口 

12:10 公衆トイレ 

13:10 笹ヶ峰ダム 

13:40 笹ヶ峰キャンプ場 

 

7/4 

2:00 起床 

2:50 出発 

3:00 登山口 

3:40 黒沢橋 

6:20 高谷池ヒュッテ 

7:30 火打山 

8:30 高谷池ヒュッテ 

9:10 茶臼山 

9:40 黒沢池ヒュッテ 

10:15 大倉乗越 

11:25 長助池分岐 

12:30 妙高山山頂 

17:30 燕温泉 

 

一日目は、天気は曇りだった。最初の林道

は、地図に載ってない林道もあり、ルーファ

イが大変だった。すべて夏道が出ていた。火

打山のピストンはアタック装備で行動した。

二日目は、曇り時々雨だった。火打山上部、

大倉分岐過ぎ、長助池分岐過ぎは雪があり、

ピッケルがあったほうが良いと思った。妙

高山山頂からの下りで、一年生のペースが

上がらなかったため、途中で荷物をばらし

た。 

 

朝常蝶 

メンバー：北野なつこ(会 3/L) 

 

2 回目日程：2021 年 7 月 7 日 

3:40 駐車場 

3:50 登山口 

5;35 尾根出会い 

7:15 前常念手前敗退 

9:10 三股 

この日は天気が悪く風も強くて，前常念に

近づくと歩くのが結構しんどいくらいの風

速になり，ひとりで飛ばされて落ちても誰

も気付いてくれないので怖いなと思い，前

常念手前で敗退した． 

でも下りてからめちゃくちゃ晴れていた．

ちゃんと天気予報を見て，常念岳だけと決

めて遅く出発するべきだった． 
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北鎌尾根 

日程：7/10～7/12 

メンバー：川地(4/L)、北野(3) 

 

行動記録 

1 日目 天気：曇り時々雨 

6：05 上高地バスターミナル発 

8：25 横尾山荘 

12：05 水俣乗越 

14：50 北鎌沢出合 

18：40 北鎌のコル 

 

北鎌沢は前日の雨で増水しており登るのに

時間がかかった。北鎌のコルの直前は少し

雪が残っていた。北野が体力的にしんどそ

うであったため翌日は往路で下降するべき

だったと思う。 

 

2 日目 天気：曇り→雨 

4：00 起床 

5：00 発 

14：15 槍ヶ岳 

14：35 槍ヶ岳山荘 

17：15 槍沢ロッジ 

18：35 横尾山荘 

19：35 徳沢ロッジ 

 

行動時間がここまで伸びてしまった原因は、

北野が昨日の時点から体力的につらそうに

しているにも関わらず、突っ込む判断をし

てしまったことである。また、細かなルーフ

ァイミスも時間のロスに繋がったと思う。

核心といわれる山頂付近のチムニーは念の

ためロープをだした。チムニー登りではな

く隣のフェイスを使えば簡単に登れる。 

 

3 日目 天気：曇り 

7：00起床 

8：00 発 

9：25 上高地バスターミナル 

 

 

立山三山 

7/10,11 

柴野（L）、河内、和田、大橋 

7/9  

前泊 

 

7/10 

7:30 出発 

7:45 黒部ダム駅 

8:00 ロッジくろよん 

8:45 黒部平駅 

12:05 東一ノ越 

13:10 一ノ越山荘 

13:35 龍王岳 

13:45 一ノ越山荘 

14:55 雷鳥沢キャンプ場 

 

7/11 

3:00 起床 

4:05 出発 

5:30 剣御前小屋 

6:10 別山 

6:40 真砂岳 

7:25 大汝山 

7:45 雄山 

8:30 一ノ越 

9:20 東一ノ越 

10:50 黒部平駅 
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11:15 ロッジくろよん 

11:30 黒部ダム駅 

 

一日目。始発の立山黒部アルペンルートに

乗った。天気は雨。タンボ平は雪で埋まって

おり、雪渓を詰める形で、東一ノ越を目指し

た。ただ、やぶがでている部分を渡る必要も

あり、夏道沿いに行ったほうが時間短縮に

なったのではないかと思う。東一ノ越～一

ノ越区間は、雪上をトラバースする箇所が

何か所かあった。龍王岳のピストンはアタ

ック装備で行動した。二日目。天気は雨。雷

鳥沢の雪渓を使って陵上に乗った。立山三

山の稜線は雪はなかった。 

 

妙義 木戸壁右カンテルート 

期間 

2021/07/10-11 

 

メンバー 

坂井 CL (3) 内藤 (2) 

 

記録 

DAY1 

7:50 横川駅発 

9:00 国民宿舎駐車場 

10:30 木戸壁右ルンゼ取付 

10:45 登攀開始 

11:15 1p終了点 

12:15 2p終了点 

12:45 3p終了点（松の木テラス） 

13:25 4p終了点 

14:15 5p終了点 

14:35 下降開始 

16:05 取付 

16:30 回収便 

17:45 回収完了 

18:20 国民宿舎駐車場 

 

DAY2 

4:00 起床 

5:20 発 

6:15 相馬岳北稜取付の偵察 

7:40 横川駅 

 

所感 

前日までの雨で 1 ピッチ目だけ壁が濡れて

いた。クライミング自体はチキンヘッドと

呼ばれる突起状のものを掴んでいくのでさ

して難しくはない。また一部の記録には岩

や支点が脆いと書いてあるが、リボルトさ

れているのでフリーマルチピッチのような

雰囲気さえある。それぞれのピッチも長く

ないが、懸垂下降時にピッチを繋げると上

述のチキンヘッドに引っかかりスタックす

るため、しっかりとピッチを切って降りた

方が良い。一般的な適期よりもかなり早い

時期に入山したが、ヒルが多くアプローチ

までにかなりやられてしまったので、その

点はよく考えた方が良いと思う。 

 

不帰キレット 山行 

【メンバー】 

加藤岳（２年・L） 

竹田昴（４年） 

加藤泰造（１年） 

山崎拓人（１年） 

 

【記録・概要】 

（１日目）７月１０日 
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5:45 猿倉駐車場発 

6:45 白馬尻小屋跡 

7:00 雪渓取付 

8:30 岩室 

10:40 頂上宿舎 

11:45 白馬岳 

12:15 頂上宿舎 T.S. 

 

当日は、朝から濃い霧に包まれており、行動

可能かどうかを慎重に見極めながらの登山

になった。視界は５０～１００メートルほ

ど在った。落石多発帯である天狗菱直下で

一時視界がなくなったが、それもすぐに解

けた。落石に遭遇することはなかったが、天

狗菱下部で常に落石の音は聞こえていた。

一年生にも上方注意を促しつつ、彼らの初

めてのアイゼンでの登りに注意を払いなが

ら通過した。途中から雨がつよくなり、体温

が奪われた。ルートも変更されているよう

で、ルートファインディングに苦労した。 

 

（２日目）７月１１日 

2:00 起床 

3:05 出発 

4:15 杓子岳 

5:15 白馬鑓ヶ岳 

6:20 天狗山荘 

6:55 天狗の頭 

8:25 不帰キレット 

8:45 不帰一峰 

9:55 不帰二峰・北峰 

10:15 不帰二峰・南峰 

10:50 唐松岳 

13:20 八方池山荘 

14:50 白馬八方駅 

 

 この日も、朝から雨が降っており、視界は

１０メートルほど。行動の判断はギリギリ

だった。不帰キレットの通過は、それほど難

しくなく、スムーズに通過できた。残雪は天

狗山荘の手前だけで、他に目立つものはな

かった。八方尾根の途中で雷雲が急速に近

づき、緊張を強いられたが、無事に下山する

ことが出来た。 

 

 

錫杖岳 注文の多い料理店 

日程）2021 年 7月 15 日 

メンバー）竹田 CL（会 4）／大島（会 3） 

 

0510 槍見温泉 P 

0605 錫杖沢出合 

0645 注文取付き 

0710 登攀開始 

1030 T.O. 

1105 下降開始 

1220 注文取付き 

1335 P 

 

注文の多い料理店はオールナチュラルで登

れるという現代的なルート。摂理がよく発

達しておりプロテクションも良好、岩も硬
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く快適なクライミングができる。 

 

1P 目:大島リード 

昨日の雨の影響で、少々濡れているが、上の

方は乾いていそうなので取り付く。1P目は

乾いていない部分が多く大島は少し怖かっ

たみたいだが、落ち着いてリードできてい

たと思う。60m ダブルで行ったのでトポの

1P 目と 2P 目を無理なく繋げれた。プロテ

クションはどこからでも取れる。 

 

2P 目:竹田リード 

核心の凹角クラック。出だしのハング超え

が核心だが、落ち着いてフィストを決めれ

ば安定した体勢でハングを乗越せる。ハン

グを超えてしまえばあとは簡単で広めのク

ラックをフェイス的な登りで超えていく。

#5 は持っていきたい。#4 も 2 つ以上あれ

ば嬉しい。 

 

3P 目:大島リード 

ダブルクラックから左方カンテ合流点まで。

ダブルクラックはきれいなクラックで、ど

っちを使うか好みが分かれるだろう。フェ

イス登りでも行けなくはないが、ジャミン

グ技術はあった方が安定してプロテクショ

ン取れるので、リード者は心得て欲しい。 

 

4P 目:竹田リード 

前衛壁のてっぺんまで。左方カンテと同ル

ート。 

 

下降は同ルート懸垂。大島に先行させたが、

一ヶ所スタックしたらしく、登り返しする

など時間がかかった。 

 

大島は手際も良くスムーズな進行でストレ

スもなかった。クライミング自体も落ち着

いており、安心してビレイできた。 

ルートの総評としては、やはりスッキリし

たラインでとても美しい。内容もナチュラ

ル主体で楽しい。難しいのではないか…と

緊張していたが、個人的には左方カンテと

大して差はないと感じた。もちろんこれは

強度的な話で、クラック技術やプロテクシ

ョン技術は習熟している必要があるので、

その意味でハードルはある程度高いのかも

しれない。しかし、SACでももっと挑戦さ

れていいルートだと感じた。 

さて、次は見張塔へ。 

 

プレ剱岳八ッ峰登攀 

日程：7/22～7/25 

メンバー:原田(5)、川地(4/L)、北野(3)、坂

井(3) 

 

行動記録 

1 日目 天気：晴れ 

7：30 扇沢発 

7：46 黒部ダム着 

11：20 内蔵助平 

12：55 ハシゴ谷乗越 

15：15 真砂沢ロッジ 

 

始発のバスに乗る予定だったが連休のため

人が多く、始発に乗ることは出来なかった、

残念。行動し始めてから 2 ピッチぐらいで

北野がバテ始め、ペースが上がらないので

内蔵助平で団装をバラした。この日は熊ノ

岩まで行く予定だったが、時間が時間なの

で真砂沢ロッジで一泊した。雪渓に関して
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は、真砂沢ロッジまでのトラバースに一部

残っているだけだった。 

 

2 日目 天気：晴れ 

3：00 起床 

4：00 発 

4：45 剱沢出合 

6：25 熊ノ岩 

-----八ッ峰登攀----- 

16:55 熊ノ岩 

 

以下、登攀の記録である 

・Aフェース魚津高(川地&北野) 

9：00 登攀開始 

11：25 T.O. 

12：25 5.6 のコル 

 

・Aフェース中大ルート(川地&北野) 

13:00 登攀開始 

15：00 T.O. 

16：10 5.6 のコル 

この日僕らが熊の岩に着いたときにはすで

に多くのパーティーが八ッ峰に取りついて

いた。また、RCC、富山大の取り付きには

雪渓が残っており取り付けなかったので A

フェースの登攀に絞ることにした。 

 

3 日目 天気：晴れ 

4：00 起床 

5：10 発 

5：?? 長次郎谷出合 

10：10 南壁 A2取り付き 

10：30 登攀開始 

14：20 剱岳山頂 

16：00 熊の岩 

 

川地、北野、坂井で南壁 A2 登攀、原田さん

は熊の岩でのんびりしたいということで熊

の岩に待機。南壁の登攀に関しては、リード

は全部北野。3ピッチスタカットで登り、残

りは歩いて登った。岩が非常に脆いのでず

っと怖かった。ちなみに雪渓の話をすると、

取り付きのすぐ下まで雪渓が残っておりギ

リギリ取り付けたといったかんじである。

また、下降は長次郎のコルを利用した。 

 

4 日目 天気：晴れ 

5：00 起床 

6：00 出発 

6：55 剱沢出合 

7：30 真砂沢ロッジ 

10：25 内蔵助平 

11：40 黒部駅 

 

4 日間ずっと晴れており非常に充実した山

行であった。 
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不帰キレット・八峰キレット山行 

【メンバー】 

加藤岳（２年・L） 

大島龍太(３年） 

大橋武尊（１年） 

和田一歩（１年） 

 

【記録・概要】 ７月２２日～７月２４日 

（１日目）晴れ 

5:15出発 

7:40ロープウェー乗り場 

8:05自然園駅 

8:50天狗原 

9:40乗鞍岳 

10:00 大池山荘 

10:40 船窪の頭 

11:20 小蓮華山 

12:30 白馬岳 

12:40 白馬山荘 

12:45 頂上宿舎 

14:40 鑓ヶ岳 

15:15 天狗山荘 

 

１日目に特筆すべきことは特にない。とに

かく晴れ渡っていた。 

 

（2 日目）晴れ 

3:30起床 

4:40出発 

4:55天狗の頭 

5:55不帰のコル 

6:30不帰一峰 

6:55二峰北峰 

7:00二峰南峰 

7:40唐松岳 

8:00唐松山荘 

9:00大黒岳 

9:35五竜山荘 

 

この日、最も悪く感じたのは唐松岳から五

竜山荘へ向かう下りの鎖場だ。岩が脆く、何

度か浮き石を踏むというヒヤリハットがあ

った。テントの予約が取れず、冷池まで伸ば

すつもりであっただけに、五竜山荘のテン

場に止まることが出来たのは不幸中の幸い

であった。 

 

（3 日目）晴れ 

3:30起床 

4:25出発 

5:10五龍岳 

8:20キレット小屋 

9:15鹿島槍ヶ岳北峰 

9:45南峰 

10:25 南峰 

10:40 冷池山荘 

11:40 高千穂平 

13:30 大谷原 

 

この日の核心は、鹿島槍ヶ岳北峰の登りで

ある。傾斜が厳しいだけではなく、浮き石も

多く、気が抜けない。一度大橋が三点支持を

怠り、危うく滑落しかけたが、それ以外は安

定して通過してくれた。大谷原にて、川遊び

をして汗を流した。この山行の注意点は、お

金を多めに持っていくことだ。三万五千か

ら四万円ほどは持って行かれたい。僕は三

万円持って行ったが、下山口からのタクシ

ー代が足りなくなってしまった。 
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8 月 

夏縦走北上隊・山行 

 

【メンバー】 

加藤岳（２年・L） 

加藤泰造（１年） 

和田一歩（１年） 

 

【記録・概要】２０２１年８月７日～２０２

１年８月１８日 

 

（１日目）８月７日 晴れ 

5:00 新穂高温泉 

6:00 穂高平小屋 

8:20 滝谷避難小屋 

9:30 槍平小屋 

14:30 飛騨乗越 

14:50 槍ヶ岳山荘 T.S. 

 

一気に標高を上げるこの日が最も体力的に

厳しい日になる事は、あらかじめ予測して

いた。しかし、予想よりもはるかに高い気温

に気力を奪われ、所々休みながらの行動と

なった。和田が日射病になりかけているよ

うだったため、今後の行程のことも考えて、

無理はさせず、小休止を頻繁にとった。 

（２日目）８月８日 霧時々晴れ 

4:3 起床 

6:00 出発 

6:30 千丈沢乗越 

7:50 左俣乗越 

8:40 硫黄乗越 

9:30 双六小屋 

10:45 双六岳 

12:05 三俣蓮華岳 

12:45 三俣山荘 T.S. 

 

早朝に槍ヶ岳をピストンしていくつもりだ

ったが、霧が濃く、頂上からの景色が望めな

いためカットした。西鎌尾根は、特に悪いと

ころはなく、Wキレットに行ったことがあ

る程度のレヴェルで十分に突破できる。数

カ所ザレ場が在るので、そこだけ注意する。

その他注意事項はなし。翌日の悪天に備え、

早めに就寝した。 

 

（３日目）８月９日 強雨 

沈殿。 

（４日目）８月１０日 暴風雨 

沈殿。 

（５日目）８月１１日 曇り 

4:10 起床 

5:35 出発 

6:30 鷲羽岳 

7:05 ワリモ岳 

7:40 水晶小屋 

8:15 水晶岳 

8:45 水晶小屋 

10:55 野口五郎岳 

13:15 烏帽子小屋 T.S. 

 

 朝寝坊してしまった。二日間の沈殿開け
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だからこそ、気持ちをしっかりと切り替え

るべきであった。鷲羽の登りは、下から見る

より簡単でヘルメットは着用しなかった。

水晶岳のピストンでは、アタック装備とヘ

ルメットを身につけさせた。一カ所はしご

が連続する危険なところが在るが、それ以

外は特に悪くはない。烏帽子小屋では電波

は入らない。 

（６日目）８月１２日 曇りのち雨 

3:00 起床 

4:05 出発 

4:50 烏帽子岳 

6:10 南沢岳 

7:00 南沢乗越 

7:55 不動岳 

10:10 2459 ピーク 

11:45 船窪岳 

12:00 船窪乗越 

12:30 船窪小屋テント場 T.S. 

 南沢乗越への下りと、不動岳～舟窪岳間

に所々で大規模な崩壊が見られ、登山道は

そのすぐ脇を通るという具合だ。登山道は、

滑りやすい土もしくは花崗岩の上に、風化

した花崗岩の砂利や砂がのっている。雨が

降ったときには、スリップに注意する。 

 

（７日目）８月１３日 雨 

3:00 起床 

4:10 出発 

4:30 七倉岳 

6:10 北葛岳 

8:50 蓮華岳 

9:30 針ノ木小屋 T.S. 

七倉からの急な下りに注意した。案外岩も

露出していて、当日はヘッデン行動であっ

たこともあり、ヘルメット装着を考えても

よかったと反省する。「蓮華の大下り」の登

りは、下部が岩が露出したところを鎖を駆

使して登るといったところ。降雨時は最新

の注意を払われたい。 

（８目目）８月１４日 強雨 

沈殿。 

（９日目）８月１５日 雨のち曇り 

4:00 起床 

5:20 出発 

6:05 針ノ木岳 

6:50 スバリ岳 

7:30 赤沢コル 

8:50 鳴沢岳 

9:50 岩小屋沢岳 

13:30 冷池山荘テント場 T.S. 

 

下界で大きな被害を出した前日の豪雨はす

っかり収まり、風も弱まる見込みであった

ことから、冷池山荘まで行程を伸ばした。針

ノ木岳～スバリ岳間にガレ場があり、慎重

に通過した。他には悪場なし。 

 

（１０日目）８月１６日 晴れのち曇り 

3:00 起床 

4:00 出発 

4:50 布引山 

5:30 鹿島槍ヶ岳南峰 

6:10 鹿島槍ヶ岳北峰 

7:30 キレット小屋 

8:50 口の沢のコル 

9:20 北尾根の頭 

11:00 五竜岳 

11:50 五竜山荘 T.S. 

 

 久しぶりの晴れだ。身体を温めるため、最

初の１ピッチはゆっくり汗をかかないくら
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いで歩いた。鹿島槍北峰から八峰キレット

の下りは浮き石が多いため、上方注意・三点

支持を徹底させた。加藤泰造・和田ともに、

浮き石に足を乗せていたというヒヤリハッ

トがあるが、それはその場で指摘し、改善を

促した。五竜山荘では、僕がキットカットを

皆に振る舞い、疲労回復に努めた。 

 

（１１日目）８月１７日 雨 

3:00 起床 

4:10 出発 

4:50 大黒岳 

6:15 唐松岳 

6:50 不帰二峰・南峰 

7:00 不帰二峰・北峰 

8:15 不帰一峰 

8:30 不帰キレット 

9:30 天狗の頭 

9:45 天狗山荘 

10:35 白馬鑓ヶ岳 

11:00 杓子岳巻き道分岐 

11:50 白馬岳頂上宿舎 T.S. 

 

この日は、翌日がかなりあれると予想され

たため、身動きがとれる白馬岳頂上宿舎か、

白馬大池山荘まで行程を伸ばすことを決定

した。風が強く、雨も降っていたため、体感

は一桁前半の気温でかなり身体が冷えた。

これ以上冷やさないように、小一本をとり、

とどまる時間をなるべく短くした。 

 

（１２日目）８月１８日 雨 

4:00 起床 

5:25 出発 

5:50 白馬岳 

6:15 三国境 

6:50 小蓮華岳 

7:40 白馬大池 

8:40 天狗原 

9:30 栂池山荘 

10:30 栂池高原駅 

 

天候がかなり荒れると予想されたため、明

るくなってからの行動とした。休憩の取り

方は前日のやり方を流用した。途中で僕が

集中を無くして転んだが、１年は最後まで

集中して下山してくれた。ロープウェイが

営業している事が確認できたときは、飛び

上がるほどうれしかったことを思い出す。 

 

夏縦走 南下 

 

日程 2021/8/7-2021/8/17 

 

メンバー 

会 1 大橋 

会 2 内藤(CL) 柴野 

 

行動記録 

8/6 栂池高原スキー場 白樺駅 前泊 

 

8/7 くもり 
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6:35 ゴンドラ白樺駅 

7:05 栂池自然園 

8:35 天狗原 

10:00 白馬乗鞍岳 

10:30 大池山荘 

11:40 船越の頭 

12:40 小蓮華山 

13:30 三国境 

14:40 白馬岳山頂 

15:30 頂上宿舎 T.S. 

 

 栂池高原駅ではなく白樺駅で乗車したた

め, その日のゴンドラの第一便に乗車する

ことができた。（白樺駅は栂池高原駅と栂の

森駅の間にある。）その後順調に高度を稼ぎ, 

頂上宿舎に到着した。柴野のザックが何故

かとても重く終始ペースがゆっくりであっ

たため 1 年生は比較的余裕があったようだ。

この日は雨が降らなかった。 

 

8/8 

6:00 起床 くもりのち雨 

7:00 頂上宿舎 T.S.発 

8:00 杓子岳山頂 

9:40 白馬鑓ヶ岳 

10:05 鑓温泉分岐 

10:30 天狗山荘 T.S. 

 

 この日はレスト日であったため遅めに起

床した。杓子岳, 白馬鑓ヶ岳となかなかそ

びえ立っていたが, ひたすら歩いていたら

知らないうちに天狗山荘に着いていた。こ

の日は午後から雨が降ってきた。 

 

8/9 霧のち雨 

2:30 起床 

3:30 天狗山荘発 

3:55 天狗の頭 

4:40 天狗の大下り 

6:05 不帰 I 峰 

7:20 不帰 II峰北峰 

7:35 不帰 II峰南峰 

8:25 唐松岳山頂 

8:35 唐松岳頂上山荘 

 

 台風が接近していたが, 午前中は天候が

もつと判断して早出でで唐松岳頂上山荘で

行程を切るつもりで不帰キレットに臨んだ。

不帰 III 峰を過ぎたあたりから雨がふりは

じめしだいに風も強くなってきた。テント

内に入った頃には風がかなり強くなった。

天候判断について反省が残った。この日の

団装は重めのものを上級生で持ち 1 年生を

気持ち軽くした。天狗の頭にてヘルメット

を装着して以降テン場までつけていた。不

帰キレットに関してはホールドがたくさん

あり、三点支持が問題なく出来ており重歩

荷していなければ濡れていても通過できる

ように思う。天狗の大下りは落石に注意を

されたい。不帰キレットでは II 峰が核心だ

と思われる。天狗の大下り以降上級生が先

頭を歩いた。 

 

8/10 暴風雨 台風接近のため終日停滞 

 

8/11 晴れ 

5:00 起床 

6:00 唐松岳頂上山荘 T.S.発 

7:30 大黒岳 

8:25 白岳 

8:30 五竜山荘 
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 唐松岳頂上山荘からの下りに鎖場があり

注意が必要である。体感では不帰キレット

よりも悪く感じた。鎖場を降りきれば特に

悪場はなかった。五竜山荘以降にすすむの

は行動時間が厳しそうであったので五竜山

荘で行程を切り, 濡れた装備を一所懸命に

乾かした。鎖場のみ上級生が先頭を歩いた。 

 

8/12 くもりのち雨 

3:30 起床 

4:25 五竜山荘発 

5:20 五竜岳山頂 

8:45 キレット小屋 

10:15 鹿島槍ヶ岳北峰 

10:50 鹿島槍ヶ岳南峰 

11:20 布引山 

11:50 冷池山荘 

12:10 赤岩尾根分岐 

13:00 爺ヶ岳中峰 

13:20 爺ヶ岳南峰 

13:50 種池山荘 

 

 午後から雨の予報であったため早めに行

動した。鹿島槍ヶ岳への登りで一瞬雨がぱ

らついたが, すぐにやんだ。八峰キレット

よりは, 五竜岳からの下りの方が悪かった

ように思う。八峰キレットは悪さは不帰キ

レットと同程度だと思われるが, 鎖や固定

ロープが不帰キレットより多くあった。キ

レット小屋から南側の区間が八峰キレット

の中では一番むずかしいように思うが不帰

キレットが通過できれば問題ないように思

う。テントを立てて中に入ったら雨が強く

降り始めた。 

 

8/13 雨 

3:00 起床 

4:15 種池山荘 T.S.発 

5:50 岩小屋沢岳 

6:20 新越山荘 

7:05 鳴沢岳 

7:55 南沢岳 

9:25 スバリ岳 

10:10 針ノ木岳 

10:40 針ノ木小屋 

 

 行動開始後徐々に風雨が強まり始め, 下

りでは全員が寒そうにしていた。針ノ木岳

の登りでは印があるが, 1年生に先頭を歩か

せたところルートを間違えていた。ルート

をはずすとすぐに悪くなるためすぐに気が

つくであろう。船窪小屋まで進めそうであ

れば行程をすすめるつもりであったが, 風

雨が強かったため針ノ木小屋で行程をきっ

た。 

 

8/14 雨 

5:00 起床 待機 

9:55 針ノ木小屋 T.S.発 

10:50 蓮華岳 

13:20 北葛岳 

14:55 七倉岳 

15:10 船窪小屋 T.S. 

 

 5 時に起床したが, 風雨が強く蓮華の大

下りの岩場・鎖場を降りるのは危険と判断

し待機した。９時ごろから天候が回復しは

じめたので船窪小屋まで行程をすすめた。

蓮華岳までは特に危険箇所はない。蓮華岳

から北葛岳への下りは蓮華の大下りと呼ば

れる。蓮華の大下りの上部は天狗の大下り

に似た浮石の多い下りである。蓮華の大下
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り下部は, すべりやすそうな１枚岩を鎖を

頼りにクライムダウンといったような箇所

が連続し, 集中力が必要である。また沢地

形にガレが堆積し, １人ずつ通過しなけれ

ばいけないような場所もあった。北葛岳以

降は特に問題ない。船窪小屋とテント場は

かなり離れており片道１0 分程度かかる。

船窪小屋の名物水場「日本一危険な水場」は

崩壊し本当に危険になり水が汲めなくなっ

ていた。 

 

8/15 雨 

5:00 起床 

6:15 船窪小屋 T.S.発 

7:10 船窪岳 

11:05 不動岳 

13:00 南沢岳 

13:55 烏帽子岳分岐 

14:15 烏帽子岳 

14:30 烏帽子岳分岐 

14:45 烏帽子小屋 

 

 船窪小屋以降は話に聞いていたとおりか

なり登山道が悪く危険であった。森林限界

下でありながら, 地面は花崗岩質で風化・

侵食されやすかった。崩壊地も各所に見ら

れる。まったく通行できないほど危険なわ

けではないが, 登山道の整備も最低限であ

るため, 固定ロープ等も安心できるもので

はない。また大雨等が降ると登山道が崩壊

するため不確定要素が大きい。南沢岳以降

の登山道は比較的安定している。烏帽子岳

は鎖とボルトでしっかり整備されており問

題ないように思う。全体的にアップダウン

が大きく体力的に厳しい行程であった。連

日の濡れで足の裏の皮がふやけてしまい, 

水ぶくれのように浮き上がり痛みがでる症

状が 2 人に見られた。足の裏はできるだけ

乾かしたほうがよい。 

 

8/16 くもりのち雨 

2:45 起床 

3:55 烏帽子小屋 T.S.発 

6:50 野口五郎小屋 

7:00 野口五郎岳 

9:15 水晶小屋 

10:00 水晶岳 

10:45 水晶小屋 

11:05 岩苔乗越分岐 

11:50 ワリモ岳 

12:15 鷲羽岳 

12:50 三俣山荘 

13:45 三俣蓮華岳 

14:55 双六岳 

15:50 双六小屋 

 

 烏帽子小屋 T.S.は登山道を取り込むよう

に並んでいるため登山道がわかりずらいが, 

地形図で整置しその方向にある道に進めば

良い。野口五郎岳から水晶小屋までの稜線

は風が強くなりやすい。またところどころ

切れている箇所もでてくるので注意が必要

である。水晶小屋から水晶岳ピストンはア

タック装備で行動した。水晶岳, 鷲羽岳, ワ

リモ岳では特に落石に注意が必要である。

三俣蓮華岳以降はガスに包まれた。双六岳

はなだらかであるためこまめに方向を確認

したほうがよい。 

 

8/17 雨 

4:15 起床 

4:55 樅沢岳 
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6:35 硫黄乗越 

7:15 千丈沢乗越 

8:10 槍ヶ岳山荘 待機 

9:45 槍ヶ岳山荘発 

10:00 殺生ヒュッテ分岐 

10:15 ヒュッテ大槍分岐 

11:00 水俣乗越分岐 

11:15 ババ平 

11:45 槍沢ロッジ 

13:10 横尾 

14:00 徳沢 

14:40 明神 

15:15 上高地バスターミナル 

 

 起床時風雨がなかったため行動開始。千

丈沢乗越以降急激に風雨が強くなった。そ

のため槍ヶ岳本峰および東鎌尾根は断念し, 

槍沢経由で下山した。雨であったが槍沢ル

ートは問題なく通行することができた。水

俣乗越分岐から水俣乗越方面を見ると水が

ジャバジャバ流れ出ていた。雨天時には注

意が必要である。 

 

劔岳登攀（6 峰フェイス・チンネ） 

8/16～18 

メンバー：河内・大島（会 3） 

 

8/16 

8:00 扇沢 9:30 室堂 10:00 雷鳥沢 11:30 剣御

前小屋 12:00 剣沢野営場 

8/17 沈殿 

8/18 9:55 剣沢野営場 10:15 剣御前小屋

11:00雷鳥沢 11:50 室堂 13:50扇沢 

 

8/16 河内は剣沢でバイトのため大島単独

で入山し合流する。雨で沈殿。 

8/17 沈殿。猛烈な風雨により剣沢野営場

の御厚意により泊まらして頂く。風呂・飯・

布団、もう普通の山行には戻れないかもし

れない。 

8/18 河内は剣沢のバイトのため大島と剣

沢で別れる。 
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マルチピッチクライミング 

屋根岩Ⅲ峰 レモンルート 

日程）2021 年 5月 31 日 

メンバー）竹田（会 4）／大島、北野（会 3）

／柴野（会 2） 

 

セレクションに続きこちらもクラシック。

パーティーは竹田-北野隊と大島-柴野隊。 

核心の弓状クラックは絶品だった。あの高

度感であれだけ気持ちの良いクラックは涎

もの。変態大島は弓状ワイド左奥にあるド

ガバに気付かず、ワイドオンリーで登って

た。フォローの柴野は大島の登りを見てワ

イドしか使っちゃダメだと思いテンション

の嵐。結局「大島さん、このガバ使ってもい

いですかー？」と叫んでた。いいに決まって

るやろ！笑。 

頂上でのんびりして下降。スタックとかは

ないが落石には注意が必要だ。 

各ピッチの変化はセレクションの方が多い

が、瞬間最大風速力は圧倒的にレモンルー

トの方が高く、気持ちがいい。クラック要素

もセレクションほど強くないので、初心者

はレモンルート→セレクションの方がいい

かも。 

 

屋根岩Ⅱ峰 セレクション 

 

日程）2021 年 4月 24 日 

メンバー）川地、竹田 CL（会 4） 

 

瑞牆山でマルチピッチクライミングがした

い。この切望を実現化すべく、前期にクラシ

ックルートでマルチの経験を積もうと画策

し、その第一弾。みんな大好きセレクション

ルートです。 

結果、川地のクラックに対する苦手意識か

ら全ピッチ竹田リードになってしまった。

内容は全ピッチ個性があって、変化ありで

飽きない。ハングしたトラバースなどは高

度感・スリル満点で面白い。クラック慣れし

てると簡単だが、その逆だと結構大変に感

じるのかもしれない。 

下降はスタックしてしまったが、後続パー

ティーが解いてくれたので大変に助かった。

下降点は良く熟慮した方が良い。 

the クラシックって感じでした。気持ちが

いいのでおすすめです。 

 

 

烏帽子岩右岩壁 むささびルート 

日程）2021 年 6月 1日 

メンバー）竹田（会 4）／大島（会 3） 

 

そろそろ 5.9 台のマルチは気持ち良いだけ

で飽きてきたので、5.10 台のマルチを探し

ていたところ、Rock&Snow の連載「たまに

はマルチでも登ってみますか」的なやつに

紹介されていた本ルートを発見。本誌によ

ると菊池敏之氏や杉野保氏が「冒険的な好

ルート」と評価していた名クラシック。裏烏

帽子のエリアにあり、1 時間弱のアプロー

チ。なんとなく進んでいったらなんとなく

着いた。むささびルートはエイドルートを

フリー化したもので、錆サビリングボルト

やぼろぼろぐにゃぐにゃハーケンなどその

名残が各所に見られる。その内容は、この手
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の小川山クラックの例に漏れずグレード以

上の厳しさを感じさせるものがあり、ネッ

ト状の記録を見ても多くの人がA0やA1を

している。グレードは 5.10b とされている

が、3P 目で直上するラインを選択すれば

5.10c となる。 

 

1P 目（5.10b）:竹田リード 

プロテクションがナチュラルに求め辛く、

基本は残置にかけていくが、ボロすぎて墜

落衝撃には絶対に耐えられない。気休めに

#0.3 を残置の上にねじ込んだが、効いてい

るのかビミョウ。そいつを足下にしてデッ

ドした時は流石に痺れた。ムーヴ強度は確

かに 5.10b か 5.10a くらいだが、強いメン

タルが欲しいセクションだ。上部もやや悪

いが、カムで支点が取れるので心理的には

安心だ。なんとかオンサイトフリーで抜け

る。 

フォローの大島は終了点手前、カンテ状を

抜ける所でテンション。終了点はたしかハ

ンガーが 2つだったような。 

 

2P 目（5.6）:大島リード 

薮ががやがやした凹角を抜けてテラスまで。

終了点は木がある。 

 

3P 目（5.10c）:竹田リード 

出だしがノープロテクションのフェースで

少々緊張するが難しくはない。右上してい

けば 5.9 らしく、こちらがオリジナルライ

ン。たしかに簡単そうだが、支点が取れなさ

そうだしロープの流れも悪くなりそう。一

方直上ラインはぺツルのハンガーが 2 つキ

ラリと光っており、ロープの流れも自然で

ダイレクトに最終ピッチへリンクできる攻

撃的なライン。迷ったが、直上を選択。いわ

ゆる小川山スラブグレードって感じの

5.10c。部分的にカムでも支点が取れ、精神

衛生は概ね良好。オンサイトフリーで抜け

る。 

大島は核心部で 2、3テンするもフリーで突

破した。 

終了点はカム 2 つと丈夫だけど見た目ボロ

い木の 3 点からとった。 

 

4P 目（5.10a）:大島リード 

本ルートのハイライト、いたちクラックで

ある。とはいえ、チョックストンなどが多く

挟まっておりホールドも豊富でクラック登

りでなくても超えられると思う。サイズは

#5 サイズほどありやや広めだが、チョック

ストン付近の隙間からも支点は取れる。大

島は渾身のオンサイトを決め、クラックオ

ンサイトグレードを更新。 

終了点はピナクル。楽しいピッチだった。 

 

せっかくなので頂上までコンテで進み、小

川山を一望して下降に移る。しかしこの下

降が鬼門で、浮石の堆積場となっており落

石に怯えながらの下降となった。50m ダブ

ルで 3回ほどで地面に降り立つ。 

 

グレードだけ見て取り付くと痛い目を見る

だろう。またフリークライミングのノリで

取り付くルートではないように思う。支点

やルーファイ、下降などはセミアルパイン

的な様相を呈している。 

ただ、各ピッチごとに変化があり、味わい深

いクライミングができる。人気ルートでは

ないあたりも魅力的だ。ついでに裏烏帽子

エリアのショートルートで遊んでいけばお
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腹いっぱいになって帰れるだろう。 
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