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新人合宿 

夏合宿 

4 月 

北アルプス 唐松岳八方尾根 

5 月 

山梨県 瑞牆山マルチ継続 

小川山 烏帽子岩左稜線 

小川山 大貧民ルート 

山梨県 瑞牆山マルチ 

(joyful moment/ズルムケチムニー) 

6 月 

北アルプス 燕岳～蝶が岳 

北アルプス 徳本峠 

小川山   ガマスラブ 

小川山   マルチ継続バガトレ 

7 月 

頸城山域  黒姫山～妙高山 

南アルプス 笊ヶ岳 

北アルプス 双六岳～三俣蓮華岳 

上信越   浅間山 

山梨県   瑞牆山マルチ 

(錦秋カナトコ/一粒の麦) 

北アルプス 涸沢定着バリ 

北アルプス 錫杖岳(左方カンテ) 

八ヶ岳   八ヶ岳全山縦走 

8 月 

北アルプス 劔岳バリエーション 

北アルプス 夏縦走 

北アルプス 雲ノ平 

9 月 

北アルプス 一年縦走 

北信越   信越トレイル 

10 月 

北アルプス 滝谷 

富士山 
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新人合宿 

日程 

5/31（火） ～6/5（日） 

 

記録 

5/31 (Tue) 天気：小雨 

7:30 坂巻温泉 

7:50 中の湯 

8:50 大正池 

9:20 上高地BT 

10:15 明神館 

10:55 徳沢で大休止 

11:30 徳沢発 

12:10 横尾 

 

河内 後から入山 

14:10 上高地BT 

14:40 明神館 

15:05 徳沢 

15:50 横尾 

 

小雨が降っていて終始雨具を着用して横尾

入り。初めての歩荷になれず、脚を痛める人

もいた。 

 

6/1 (Wed) 天気：晴れ 

4:00 起床 

5:10 発 

6:00 本谷橋 

9:45 涸沢ヒュッテ 

10:00 セックン開始 

12:30 セックン終了 

13:05 涸沢ヒュッテ発 

14:45 本谷橋 

15:30 横尾 

 

雪上訓練1日目は主に歩行技術の練習をし

た。涸沢ヒュッテまでの道が様子を見なが

ら進んでので時間がかかってしまい、あま

り訓練に時間を割けなかった。 

 

6/2 (Thu) 天気：晴れ 

3:00 起床 

4:10 発 

5:00 本谷橋 

7:05 涸沢ヒュッテ 

7:30 セックン開始 

11:00 セックン終了 

11:35 涸沢ヒュッテ発 

13:05 本谷橋 

13:50 横尾 

 

大島 一時下山 

11:10 涸沢 

11:50 本谷橋 

12:15 横尾着 

12:25 橫尾発 

12:40 德沢 

13:10 明神 

13:45 上高地BT 

 

雪上訓練2日目は主に滑落停止訓練を行な

った。雪上の落石を丁寧に排除してから行
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なったので露岩で怪我をすることは無かっ

た。涸沢ヒュッテまでの道も危険箇所が把

握できていたので移動にあまり時間がかか

らなかった。 

 

6/3 (Fri) 天気：晴れのち雨 

3:00 起床 

4:00 発 

4:50 本谷橋 

6:30 涸沢ヒュッテ 

6:50 セックン開始 

8:50 セックン終了 

9:05 涸沢ヒュッテ発 

10:10 本谷橋 

11:05 横尾 

 

雪上訓練3日目は前日までの復習を行なっ

た。午後は雨予報であり、訓練ができる人の

人数も少なくなっていた（怪我や途中下山）

ので早めに下山した。 

 

6/4 (Sat) 天気：晴れ 

大島 再入山 

21:30 釜トンネル発 

22:00 大正池 

22:25 上高地 BT 

23:05 明神館 

23:55 德沢園 

24:40 横尾着 

 

2:00 起床 

3:00 発 

3:50 一の俣 

4:00 二の俣 

4:35 槍沢ロッジ 

5:05 赤沢小屋 

8:50 殺生ヒュッテ 

9:20 肩の小屋 

10:25 槍ヶ岳 

12:10 肩の小屋発 

13:55 赤沢小屋 

14:15 槍沢ロッジ 

14:45 ニの俣 

14:50 一の俣 

15:30 横尾 

 

朝から快晴で、山頂も無風というアタック

日和だった。下の方の雪渓が割れていてそ

この通過が大変だった。上の方も殺生ヒュ

ッテからはゴーロ歩きになっていた。穂先

ところどころ雪が残っていたが特に問題な

く通過できた。 

 

6/5 (Sun) 天気：晴れ 

6:00 起床 

8:05 発 

8:25 奥又白慰霊碑 

8:55 慰霊碑発 

9:15 徳沢園 

10:25 明神館 

11:00 上高地BT 

 

最後に慰霊碑によって草刈り・倒木を取り

除き、お参りをして帰ってきた。 
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反省 

会１ 

○前田 

初めて本格的な登山を行った新人合宿。体

力のなさ、集中力のなさ、手際の悪さなど、

自分の弱さについて学ぶことがたくさんあ

った。初日の歩荷では、途中で左足のふくら

はぎを攣ってしまい歩けなくなった。治療

する間、疲れているみんなを待たせてしま

った。結局鍋を大島さんに持ってもらい、

10 分ほど遅れてみんなの後を追った。その

日は雨が降っていたためカッパを着ており、

普段よりも多くの汗をかいていた。それに

もかかわらず水分、塩分不足を自覚してお

らず、その対策をしなかった。自分の体調管

理の甘さが招いた怪我であり、それによっ

てみんなに迷惑をかけた。行動中の斜面へ

の意識の低さも大きな反省点だ。上方注意

をしていなかったり、ピッケルの持ち手や

ピックの向きを間違えたりした。何度も先

輩に注意されたが、なかなか身に付かず、自

分の集中力のなさを痛感した。また、意識す

べき斜面を間違えることもあった。機械的

に行うのではなく、頭で考えながら注意し

ていきたい。山ではいつ落石や滑落が起き

るかわからない。どの瞬間でも命を落とす

危険性があるため、一瞬の気も抜くことが

できない。雪上訓練では歩行訓練とピッケ

ルストップの練習をした。雪上は特に危険

なので、高い緊張感の中行われた。雪上では

暴風雪の中でも声を届かせるため、最大限

の大きな声を出さなければならない。僕は

声の通りが悪く、また、大きな声を出す経験

がなかったために十分な声量を出すことが

できなかった。声の出し方にはコツがある。

普段から意識して声を出す練習をしていき

たい。歩行訓練では全員が同時にできるよ

うになるまで練習した。僕はバランスを崩

した際、初期停止を遅らせたことが何度も

あった。すぐに初期停止をしないとズルズ

ルと落ちてしまい、止まらなくなってしま

う。バランスを崩すのは蹴り込みが甘かっ

たということであり、普通はあってはなら

ないことだ。しかし、それを誤魔化すために

初期停止をしないというのはもっと危険で、

躊躇なく初期停止をしなければならない。

ピッケルストップは初期停止がきまらなか

った時の最終手段だ。一番反省しなければ

ならないのは、落ちた際に叫ぶのを忘れて

しまったことだ。他の人に落ちたことを知

らせないのは致命的な失敗だ。絶対に繰り

返さないように肝に銘じる。ピッケルスト

ップは顔、脇、脚、ピッケルと意識すべき点

がたくさんある。いざという時に咄嗟に正

しい姿勢を取らなければならず、難しいと

思った。雪上訓練は傾斜が緩く、雪が柔らか

い場所で行われた。訓練ではこの環境に助

けられたことが多々あった。もっと技術を

つけて、実用的なものにしていきたい。僕は

新人合宿３日目に用事があって下山したた

め、雪上訓練を２日間しかしていない。雪上

の技術は全然身に付いていないので、同期

に確認して遅れを取り戻したい。涸沢ヒュ

ッテから横尾山荘へ下りる際は疲れもあっ

て、動きが雑になってしまった。疲れていて

も山の環境は変わらないため、キックステ

ップや上方注意を丁寧に行う必要がある。

また、大股で振動を与えながら歩いていた

ため膝を痛めてしまった。疲れている時こ

そ基本に忠実に、集中して行動する必要が

あると思った。行動だけでなく、生活でも技
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術が足りないと感じた。上級生を見ると、装

備をつけたりシュラフを畳むスピードが驚

くほど速かった。また、テント内の個人装備

の位置やエッセンの手順、ラジオ天気図な

ど上級生から学ぶことがたくさんあった。

山では時間が貴重だ。常に頭を動かして、先

を見越した動きを心がけたい。登山は過酷

な環境の中で正確な動きをする必要がある。

何度厳しく注意されても技術がなかなか身

に付かず、一筋縄にはいかない。それゆえに

登山は自分の弱い点を刺激し、人間性を成

長させる良い機会だと思う。それに槍ヶ岳

登頂こそ果たせなかったが、涸沢ヒュッテ

で食べたカップヌードルは格別だった。こ

の喜びを得るために、もっとガツガツ登る

体力をつけて、たくさんの山に登っていき

たい。 

 

○黒木 

私にとって初めての本格登山となった新人

合宿。山の厳しさと私の山に対する姿勢の

甘さを再認識する機会となった。 

行動:上方注意の不足、落石注意の不足、ピ

ッケルの持ち手、向きの切り替え不足など、

自分の身と他者の身を守るための基本の動

きができていなかった。自分の歩きに余裕

があるときはできていても、疲れると注意

を怠ってしまった。しかし、これらは自分の

意識により直せることなので、今後の山行

で身につけていく。また、言われたことをた

だやるだけでなく、その行動をする意味を

考え、理解した上で行う。次に、一本の時間

を有効活用できなかった。読図や記録や水、

レーションを食べるなどしなければいけな

いことは多くあるので、10 分を有効に使い

たいと思う。特に記録については、足りない

ところや時間がずれているところがあった

ので、毎回正確に取るようにする。最後に

BC に到着後の行動が遅かった。体が疲れて

いても、荷物の片付けやエッセンなどやら

なければいけないことは多くある。しっか

りと切り替えて、行動に移すようにする。 

生活:まず、エッセンでは先を読んで行動で

きなかった。次の山行からは、野菜を切った

り、鍋持ちをしたり、交代したりと自分が次

にすることを理解して行動する。また、次の

行動がわからずに、慌てて軍手をしたまま

次の作業をしてしまったので、もっと軍手

への意識をもって行動する。さらに、テント

内では個装が散らばってしまったので、し

っかりまとめるようにする。 

雪訓:全体を通して声が小さかった。訓練で

声が出ないのに、いざという時に出せるは

ずがないので、普段の山行から声を出す意

識を持つ。キックステップは蹴り込みが甘

く、バランスを崩すことが多かったので、自

分の命を預けられるステップを作るように

する。また、ピッケルによる滑落停止訓練で

は、自分が落ちたことを知らせる声が出せ

ないことが 2 度あった。これは本当に死に

直結することであるので、猛省する点であ

る。次からは絶対に声を出す。最後に、斜面

の途中でステップを切って止まるとき、ピ

ッケルを刺すのが遅かった。冬の山は時間

との勝負になると思うので、すぐにできる

ようにする。 

感想:この合宿では自分の反省点をたくさ

ん見つけることができた。一方で、5 日目に

槍ヶ岳山頂からの絶景には感動したし、山

の良さを見つめ直すことができた。全体を

通して、辛い部分の多い合宿ではあったが、

これからの山行に向けて反省点を直し、少
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しでも先輩達に追いつけるように努力する。

今回の合宿では、何もわからない状態だっ

た私を指導していただき、槍ヶ岳山頂まで

連れて行ってくださりありがとうございま

した。先輩達には感謝の気持ちでいっぱい

です。これからもよろしくお願いします。 

 

○黒田 

山岳会に入り始めての山行だった。私はず

っと登山とはほぼ無縁の生活を送ってきた

だけに、今回の体験は良くも悪くも非常に

濃いものとなった。さて、反省だが、生活面

では何もしていない時間が多すぎた。常に

周りをみて次に何ができるか先読みして行

動していきたい。エッセン時に軍手を地面

に置いたり、鍋持ちの手を離すなど、不注意

からくる行動もしてしまった。もっと集中

していきたい。また、ザックのどこに何を入

れたかを把握できておらず、皆さんを待た

してしまうことがあった。上級生の収納の

技術を盗んで、よりスマートに荷物の出し

入れができるようにしたい。また、行動記録

も正確に記録できていなかった。行動記録

は、他大学や団体の山行計画の参考になる

他、自分たちが山行計画を立てるときも役

に立つものである。正確に記録するように

したい。上方注意についても、十分にできて

いなかった。上級生の目を気にして、ただ上

を見る作業と化してしまった。上方注意は

落石にいち早く気づき、自分そして周囲の

人間に危険が及ばないようにするものだが、

その意義をよく考えられていなかったと思

う。行動 2 日目から４日目は、雪上訓練を

行った。雪上訓練では、まずキックステップ

が理想とは程遠いものとなってしまった。

そこが露骨に現れてしまったのが、涸沢走

りだ。雪に慣れてないとはいえ、あそこまで

同期に離されてしまったのは心残りであっ

た。このキックステップができないと滑落

する危険がある上に、何度もキックステッ

プに時間を割くことで一歩一歩進むのが遅

れ、行動時間が遅くなることにつながる。ま

た、トラバースでも膝を十分に曲げられず

に、蹴り込みが甘くなることで、確実な位置

に足を置くことができなかった。下半身の

柔軟性と、筋力が足りていないと思った。滑

落停止では、石突を雪面に付く、下半身から

体を捻ってしまう、足を雪面に伸ばしてし

まうといったことをしてしまった。これら

のミスは自分の体をますます滑落させるこ

とに繋がる。総じて、滑落停止にふさわしい

筋力が足りなかった。また、今回の山行で

は、足首と股関節を痛めてしまい、雪上訓練

の最終日と、槍ヶ岳を断念するという非常

に物足りない結果で終わってしまった。そ

れぞれ痛めた箇所は、初日時点では問題な

かった。しかし、雪上訓練 1 日目で股関節

を痛め、2 日目で両脚の足首を痛めた。テン

場サンダルを履いているときには痛くなら

ず、登山靴を履いて靴紐を結ぶと痛くなり

始めた。また、歩行の際に地面に足を着き踏

み込むタイミングで痛くなった。登山靴に

足が合っていないことは確かであるが、そ

れ以外の要因として、しっかりとリカバリ

ーが出来ていなかった。テーピングやアイ

シングを初日からしっかりと行えば、もっ

と痛みは和らいでいたのかもしれない。ま

た、合宿直前までの睡眠時間や食事はしっ

かりと確保できていたか、合宿にふさわし

い体力をつけられていたか、振り返ると十

分に出来ていなかったと感じる。それらの

要因が今回の様なことに繋がった可能性は
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ある。ただ、足が痛くなり始めた段階で上級

生に報告したのは、良い判断だと思う。も

し、あのまま登ったら、どうなっていたか。

仮に下山まで出来たとしても、痛めた箇所

は悪化する一方だった思う。経験が浅く、今

回の判断が正しいとは自信を持って言えな

いが、身の丈にあった登山をするべきなん

だと痛感した。この様なことは、ただ悔しい

気持ちになるだけでなく、自らの経験値も

上がらない。今回の断念したという決断を、

今後に生かせるようにしたい。 

 

○椎屋 

私は今回の新人合宿について反省すべき点

が数多ある。まず生活面では、軍手を地面に

置く、軍手をしたまま皿などに触れるとい

った行為をしてしまった。軍手が濡れてし

まうという事に対する認識の甘さからくる

ものであり、火器を安全に使用するという

観点から見てこのような事はあってはなら

ない。危険なものを扱っているという認識

を強め、今後このような事が無いようにし

たい。また、朝のラーメンの皿を倒す、配膳

時にこぼすといった行為もしてしまった。

下界から担ぎ上げた貴重なエネルギー源の

扱いとして最低である。山でのエネルギー

不足は死に直結する。メンバーの苦労、命の

ためにも食料の扱いには細心の注意を払い、

失敗の無いようにしたい。今回は大事には

至らなかったが、火にかけている鍋から手

を離すといった行為もしてしまった。これ

は食料と火器のどちらも危険にさらす行為

である。自分が手に持っているものに対す

る意識、自覚を強めたい。その他の反省点と

してテントの閉め忘れがある。これも今回

こそ大事には至らなかったものの、もし雪

や雨が降っていたり風が強かったりすれば

テントの中が大惨事になっていた。休息の

場を休息の場たるようにするため今後この

ような初歩的なミスのないようにしたい。

さらに天気図も大幅に改善しなければなら

ない。等圧線の書き方、色分けの仕方といっ

た既に押さえておくべき点も完璧には程遠

かった。正しい天気図が書けなければ正確

な天気予報もできず、見る側にもストレス

を与える事になる。天気の予想を誤る事は

死に直結する。そのリスクをできる限り軽

減するためにもできるだけ早く天気図を完

璧にしておきたい。そして生活面全体を通

しての反省は行動が遅い事である。上級生

の方に言われたことだが、諸々の手順をし

っかり覚え、先を読んだ行動をし、タイムロ

スを極限まで減らすようにしたい。 

次に行動面での反省である。まず最大の反

省点は上方注意が未だに甘い点である。意

識しているつもりでも疲れた時や足元に不

安を感じている時になると下を見ている時

間が増えてしまっている。落石やその他上

部の異変の見落としは命に直結することで

あるという自覚をいま一度しっかりと持ち

直したい。またピッケルの向きを忘れずに

変える事、こまめに変える事、変える際に向

きを間違えない事を意識しなければならな

い。まだ斜面に対する感覚が弱くある程度

開けた場所では向きを間違えてしまう事が

何度かあった。これはこれからの山行で慣

れるしかないが、そうではない向きの変え

忘れはあってはならない事である。万一の

際のためにもしっかりと意識していきたい。

今回 3 日間に渡って雪訓を行ったにもかか

わらず下りのキックステップがへっぴり腰

で弱いのも問題である。上級生の方々の時
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間を割いてまで教えていただいた技術を未

だ自分の技術にできていないのは上級生の

方々の労力を無駄にすることに他ならない。

今まで過ごした時間のためにも、滑落しな

いためにも雪上技術を一刻も早く自分のも

のにしたい。さらに通常の歩行にも問題が

ある。一人よくつまずいたり滑ったりして

いた。この解決策として足をしっかり上げ

て蟹股気味にし、腰を落とすという事を教

えていただいた。これからの山行で安定し

た歩行ができるよう歩き方もきちんと直し

ていきたい。 

 最後に雪訓についての反省である。まず

第一に声が出ていない。コールの声が弱く

自分だけ止められる事が多々あった。自分

の声が届かない事は助けを求める事ができ

ない事と同義である。自分の声に自分の命

がかかっている事を自覚しもっと大きな声

を出せるようにしておきたい。また同期が

一人上で訓練をしている時の待つ態度に問

題があった。自分の事だけ考えているので

は円滑で安全な山行は望めない。もっと自

分の行動に責任を持ちたい。技術的な反省

としてピッケルストップの際膝から入って

しまう事がかなり多かった。上級生の方に

も言われたことだが、それでは雪が固けれ

ばはじかれ飛ばされてしまう。自身の命を

守る最終手段としてこれでは意味がない。

使う事が無い事が一番ではあるが万が一使

う事になった際に使いものになるようにし

なければならない。 

 山での失敗は全て命に直結する。この自

覚をしっかりと持ってこれらの反省を次に

つなげていきたい。 

 

○薛 

生活 

反省点：生活のメインとなるテント内の生

活において快適に過ごす努力を怠った。自

分の荷物が隣の同期のスペースまでいって

しまい、ただでさえ狭いテント内で余計に

ストレスを与えてしまった。エッセン時に

おいて先を読んで行動する力、他のメンバ

ーに対する理解力など欠如していたことに

よって事故中心的な考えが行動に出ること

が多々あった。火器の扱いにもっと注意を

払ったほうが良かった。特に、朝に火器を扱

う場面で目を離してしまうことがあった。

全体を通して一つ一つの行動がゆっくりだ

った。 

改善点：テント内では荷物をスタッフバッ

クなどに入れて持ってくなどまとめること

で散らばらないようにする。エッセンの時

には先々を考え、今どのような行動を取る

べきなのか、よく周りを見るようにする。ま

た、事故中心的な考えを捨てるようにした

い。自分はイラつくと余計そのような行動

をとる性質があるので意識して気をつけた

い。火器という危険なものをテントの中で

扱うといったリスクが高い行動をしている

ので火器から目を逸らさないようにする。

そして、全体を通して、時間が何よりも重要

な場所で行動しているので一つ一つの行動

を早くして山行に余裕が出るようにする。 

行動 

反省点：まず、命に関わることという認識が

甘かった。斜面に対するピッケルの持つ方

向、声の小ささ、情報注意など小さなミスで

命を落とす『山』という場所で自分の命、他

人の命を軽視していた。山行中の全てにお

いて自分の山に対する認識が甘かった。 

改善点：今後このような想いをしないよう
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に行動から変える。声を張り、山に対して注

意を払い、自分がどこで何をしているのか

を読図や情報注意によって確認し、自分の

身の安全、他人の命まで守れるような行動

をとる。 

雪訓 

反省点：行動と同様、簡単に命を落とすとい

うことへの認識が低かった。声が通らなく

て、落ちても気づいてもらえないような声

の音だった。キックステップやトラバース

などで蹴りが甘かった。それによって体重

を乗せた時ふらつくことが何度もあった。

雪上訓練中に 

行動だけに集中してしまい情報注意を怠っ

た。雪訓をやったのにもかかわらず槍ヶ岳

アタックの時にキックステップで何度も足

を滑らせてしまった。 

改善点：冬山では小さなミスでも簡単に命

を落とすということ強く認識する。猛吹雪

の中でも言葉はっきり通るような声を出す。

落ちた時だれにも気づいてもらえないのは

話にならない。雪訓でやったことはしっか

りと身体に覚えさせる。槍アタックで足を

滑らせると行ったことが起きたのは身体で

覚えていなかったからである。雪上ではキ

ックが重要だと思ったので蹴りをしっかり

とする。 

感想 

長野出身として地元で生きていれば山が身

近にあり、私たちを常に守ってくれている

と思っていたが、山岳会に入り、ただ見てい

ただけの山と真剣に向き合った時、初めて

山野の持つ美しさと怖さについて思い知っ

た。そして、上級生がいなければ自分達がど

れほど無力で無知なのかがハッキリ分かっ

た。また、大学生としての時間を全て費やし

ても到底足りないほどの魅力が山にはあっ

た。信州大学山岳会として山と真剣に向き

合っていきたい。 

 

○西園 

生活:すべてにおいてスピードが遅いこと

が一番の反省である。朝、シュラフをしまう

のが遅かった。また、朝ラーメンやエッセン

の調理中に何もせずにボーっとしている時

間が長かった。これらのことが私と同じテ

ントだった同期の出発準備の完了が毎朝遅

かった要因の一つとなったのではないか。

今後は、行動を素早く行い、一連の流れを覚

え、自分で仕事をさがすようにする。エッセ

ンを分ける際に、こぼしてしまった。これ

は、せっかく運び上げた貴重な栄養を無駄

にしてしまう行為であり、してはならない。

注意すれば回避できることなので、次から

は気を付ける。ガスのボトルのキャップを

しっかりと閉めずに、テント内にガソリン

をこぼしてしまった。これは、テントの火

事、そして、死に直結する行為なので二度と

しない。天気図では、汚く、見づらいものを

書いてしまった。また、時間もかなりかかっ

てしまった。これは私の練習不足が原因で

あるので、練習を積み、早くきれいな天気図

をかけるようにする。行動:靴ひもを焦って

結び、途中でほどけ、皆を待たせてしまった

ことがあった。急いでいても、きちんとほど

けないように結ぶようにする。また、ピッケ

ルやゲーターの着脱に時間をかけてしまい、

皆を待たせてしまった。隊の行動を遅らせ

る行為は、危険性を増大する行為である。生

活の反省でも書いたが、素早く的確に行動

するという意識を強くもつ。待機時間など

集中力が途切れた瞬間に上方注意を怠るこ
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とがよくあった。これでは落石があっても

気が付けない。上方注意は習慣的に行うよ

うにし、集中力は山にいる間は絶対に切ら

さない。水をこぼしてしまい、服を濡らして

しまった。貴重な水を失うだけではなく、低

体温症にもつながる危険な行為である。二

度としない。雪訓:返事やコールが小さかっ

た。吹雪の中でも相手に聞こえる声でない

と意味が無い。もっと大きな声を出す。話を

聞く時の姿勢が悪かった。これは教えてく

ださる先輩に対して、大変失礼な行為であ

る。二度としないように注意する。けりこみ

が甘く、バランスを崩したり、滑ったりした

ことがあった。強くけりこむように意識す

る。ステップを切るのが遅く、いい加減だっ

た。これらは滑落につながるものである。注

意をすることで改善できるものが多いので

気を付ける。ピッケルストップの時に脇を

閉めることと、ピッケルに体重を乗せるこ

とを何度も注意された。一度言われたこと

は二度と言われないように、試行錯誤をし

ながら改善するようにする。感想:たくさん

のつらいことがあったが、最後に槍ヶ岳の

頂上からすばらしいけしきを見られてよか

った。知識や技術を教えてくださった上級

生の皆様、ともに合宿を乗り切ってくれた

動機の皆、本当にありがとうございました。 

 

会２ 

○和田 

同期が誰もいない中で挑んだ新人合宿。上

級生に助けられながら、何とか新人合宿を

成功させることができた。会４の皆様、あり

がとうございます。また、初めて下級生を見

ながら山に入るということを経験し、いろ

いろと学ぶことができた。以下、係、行動、

生活に分けて、今合宿の反省を述べていく。 

 まず、気象係の反省は、事前に天気予報を

把握していなかったことだ。これは係でな

くてもやらなければならないことで、自分

の山に対する意識が足りなかったと反省す

る。これからは、一年生の命を守っていく立

場になるので、準備段階から、抜かりの内容

にしていきたい。 

雪訓係は、空気を作ることができず、会 4 の

方に空気を作らせてしまった。一年生が山

を始めるにあたって一番大事なことといっ

ても過言ではないので、もっと雪訓に対し

て気合を入れるべきであった。また、怒ると

きはもっと怒っても良かった。怒ることも

技術であり、1 年にわかってもらうため、こ

れから起こるという技術を身に着けていき

たい。最後に 2 日目と 3 日目の雪訓の流れ

を詳しく考えていなかった。会 4 の方に決

めてもらっていたので、もっと自分から提

案していくべきだった。今後、僕が主体とな

って、合宿や講習会を進められるようにし

て行きたい。 

 行動の反省は、一年生に読図をさせてあ

げられなかった。山に入り、自分の位置が把

握できないのは論外であるので、もっと練

習させるべきだった。私はルートファイン

ディング力が足りない。もっとも歩きやす

いルートを一年生に歩かせることができな

かった。それにつなげ、一年生の技量に合わ

せたスピードで歩くべきだった。無理なス

ピードで歩かせ、けがを誘発させてしまっ

たので、今後はもっと 1 年の様子を見なが

ら先頭を歩いていく。 

 生活では自分自身の反省はないが、一年

生に対しての指示が足りなかった。会 4 の

かたに指示を出させてしまったこともあり、
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会２としての仕事をこなすことができなか

った。 

 これからは下級生の命を守る立場になり、

自分にはまだその立場に立つ技術が足りな

いと感じた。これからの山行で、そういった

ことを身に着けていきたい。同期がいなく、

会 4 の方たちがサポートしてくださること

が多いが、それに甘えず、一人でも、会 2 の

仕事を全うできるよう、これから頑張って

いきたい。 

 

会４ 

○大島 

・装備係 

 デカ鍋の蓋を忘れて、お湯が沸かしにくか

ったので、装備係として責任を持ちます。 

 テン場着いてからの装備チェックを忘れ

ていました。反省します。 

・渉外係 

 徳沢～横尾間の迂回路のことを知らなか

ったので、ちゃんと調べます。 

 去年の新人合宿の記録を出発と到着しか

見ていなかったので、セックンにかかった

時間なども見ておくようにします。 

・生活 

 槍のアタック後のテン場着いた時に眠過

ぎてザック背負ったままテントに入ろうと

してフライを破きました。それに加えて、補

修するガムテープも持ってきていませんで

した。下級生の模範となるように気をつけ

ます。 

・行動 

 途中下山の際に坂井の車に家と自転車の

鍵を忘れて家に入れなかったので、もっと

先を見越して行動するようにします。加え

てサンダルで走って下山して筋肉痛が酷か

ったので、山を舐めないようにします。 

 あと、槍アタックの日に深夜に入山して 1

時間しか眠れず、その日の下山の際に半分

寝て歩いていたので、あまり 1 年生を見れ

ていませんでした。さすがにハード過ぎた

ので無理しすぎないようにします。 

 

○河内 

4 年目の新人合宿が終わった。 

全員事故なく、全員ではないが槍ヶ岳の山

頂に立てた事は誇りに思う。 

しかし、いくつか心残りもある合宿ではあ

った。以下反省を述べる。今後の新人合宿運

営に参考になれば幸いである。 

 

一つ目。一年生 1 人を槍ヶ岳に連れて行く

ことができなかった点だ。理由としては足

が不調であり、長時間行動には耐えること

ができないと考えたからだ。詳しい判断材

料は以下の通りである。 

・途中で一年が下山せざるを得ない場合、

上級生を 1 人つけるがその場合、上級生の

数が足りなくなる。6 人から 5 人に減るこ

とと 4 人が 3 人になる事は別である。 

・足の不調を抱えたまま無理をさせ，今後

の山行に影響を出すことは長期的に見て、

利口とは言えない。 

・隊全体の行動が遅れ、槍ヶ岳に行くチャ

ンスを全員が逃すことになる。 

 

今後一つ参考になればと思う。 

 

二つ目。指導においてどこまで強く言って

いいのかという点である。ハラスメントと

という言葉を昨今強く言われるようになっ

た。また OB からも強い指導を変えていく
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べきかもと言われている。正直、困惑してい

る。自分たちも厳しく指導していただき、山

の危険性を身をもって学んでいったがどう

やらそういった指導というのは最近は合わ

ないらしい。僕もその最近の若者であるは

ずなのだが…。ただ、一つ言えることは、一

年生が滑落した時において我々上級生が直

接できることは何もないということだ。せ

めても止まれ‼︎と叫ぶことしかできない。

しかし、このコールに対して体が反射的に

動くレベルで新人合宿中に指導はできるだ

ろう。その反射的行動が上級生からの恐怖

という点であってもだ。生き残りさえすれ

ばなんでもいい。これらを踏まえ、今後の指

導は考えていくつもりだが答えは在学中に

出せるか自信はない。 

上級生は一年生を殺さないが山は一年生を

殺す。この言葉は大事にしたい。 

 

さて、最後の新人合宿も性懲りも無く反省

がある合宿となってしまった。山に対する

考えを全て変えさせられたあの日々からど

れほど僕は成長できたのだろうか。昔の反

省を見返せば、稚拙なことばかりしている。 

大学山岳部の悪いところは、そんな稚拙な

一年生も学年を上がると問答無用に指導す

る側になることだ。この点をよく理解して

教育は行っていってほしい。 

半分説教臭い反省となったが合宿の内容と

しては全日程行動ができ、昨年よりもスマ

ートに活動できたと思う。今年の上級生は

賢く、めんどくさがりのため楽をするには

余念がないのだろう。人数は少ないが今年

は安泰だと確信した。 

 

○坂井 

今回で4回目の新人合宿。そして大学生活最

後の新人合宿。これからの年中行事は全て

最後になるのかと思うと寂しさ半分、達成

感半分の入り混じった気持ちだ。そんなな

か迎えた新人合宿は異例な合宿だった。し

かし2年生でコロナ禍に悩まされはじめて

から異例、異例と言われてきたので、むしろ

何か想定外のことが起こることというのは

普通であるとも言える。前置きが長くなっ

てしまうので本題に入ると、本合宿中に2名

の新人が途中下山するという事態が発生し

た。それぞれ事情があるにせよ、新人合宿と

いうのは良くも悪くも閉鎖的な環境だと思

っていた。辛くても楽しくても、下界で何が

あっても1週間はひたすら山に閉じ込めら

れて山に登る。だから1年生のときは下山で

きるなどつゆほども思っていなかった。だ

から下山するとなったときはあっけに取ら

れて1年生だけで横尾～上高地の歩きをさ

せてしまったが、よくよく考えるとそれは

危険なことであったかもしれない。確かに

特筆して悪い場所はないが、有事の際の責

任は僕らにある。いくら可能性が低いとは

いえ、ないとは言い切れない。 

また1年生の指導に関しての反省。山岳会は

山というどうしても危険をゼロにすること

ができない場所で活動している以上、生命

の安全を優先するために多少の叱責はやむ

を得ないということは、僕が入会するとき

も感じていたし、新たに入会する新人には

伝えている。僕が1年生だった頃も諸先輩方

に厳しく指導していただいたおかげでこの

ように未熟ながらも技術が身につき、安全

に登山を行えている。だから僕らもそれを

後輩に伝えるべく必死に指導した。僕らも

できるだけ厳しく指導しているつもりだが、
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先輩方のようにできているのかばかり気に

していた。しかしよく考えてみれば1年生の

ときに見ていたのは下級生から見た上級生

であり、今の自分達は上級生から見た上級

生である。客観的にどうかは分からないが、

自分たちにはまだまだ厳しさが足りないと

思ってしまうのは仕方のないことではない

か。そのせいもあってか上級生の中ではよ

り厳しく、たくさん怒鳴ることが良しとさ

れる風潮さえある。確かに僕らが安全に登

山できているのは厳しい指導によるところ

は大きいのかもしれない。しかしここで大

切なのは厳しい指導自体ではなく、安全な

登山の方である。厳しい指導にばかり目が

いって本質を見失っていないかということ

に気が付かされた。これからも緊急回避的

に叱責することはあると思うが、それ他の

方法を模索して、あくまで安全登山の方に

主眼を置いた指導をしていきたい。 

もうひとつ、槍ヶ岳へのアタックの日に足

を痛めている1年生を連れて行くかどうか

について。前日のリーダー会では、かなりの

高低差を長時間かけて歩くこのルートはど

うしても厳しいという判断になった。仮に

肩の小屋までに着いてもその後、槍の穂先

や下りもある。また途中で下山することに

なっても数少ない上級生の人数を割かなく

てはいけなくなってしまう。これらのこと

もあり、連れて行かないことを決定したの

だが、いざ本人に伝えるととても行きたか

った様子だった。それを見かねた僕が再度

リーダー会を招集して再考してくれないか

とお願いした。当の1年生も呼んで足の様子

を見ながら再度話し合う。結果としてはや

はり連れて行かないということになったの

だが、本人にも納得してもらえたと思う。し

かし僕の傾向としてそのような場面を見る

と理性的にではなく感情的に連れて行って

やりたいという風に考えてしまうところが

ある。これは今回リーダー会によって阻止

してもらうことができたが、僕ひとりで判

断する場面だったら、もしかして連れて行

く判断をして事故になっていたかもしれな

い。やっぱり山に登っている以上、山に行き

たいというのは感情的なものだが、山の中

ではもっと冷静で理性的な判断をしなけれ

ばならないと思った。今回とはケースは異

なるが、去年の夏合宿の北方稜線で下級生

に先頭を任せて、危うく事故になりそうに

なったこともあったが、下級生に任せたい、

信用したいという気持ちと、冷静に考えて

できるのかということは、やはり後者を優

先して考えるべきである。 
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夏合宿 

期間 

2022/9/4(日)-9/9(金) 

記録 

DAY 1 

6:00 上高地 

6:45 明神 

7:45 徳沢 

9:05 横尾 

10:30 本谷橋 

14:50 涸沢ヒュッテ B.C 

初日の 1 年生は 40～50 kg の歩荷。重荷に

苦しみながらもなんとか到着。到着後すぐ 

に雨が降り出した。 

 
DAY2 

北穂東稜隊（大島、坂井、薛、黒木、黒

田、前田） 

3:00 起床 

4:20 発 

5:05 東稜の取付 

10:40 北穂高岳 

12:30 涸沢岳 

12:40 穂高岳山荘 

14:10 B.C. 

前穂北尾根隊（河内、和田、椎屋） 

3:00 起床 

4:15 発 

5:15 5,6 のコル 

6:45 4 峰 

8:15 前穂高岳 

9:45 奥穂高岳 

10:30 穂高岳山荘 

11:40 B.C. 

一日中晴れており登攀日和だった。 

DAY3 

前穂北尾根隊（坂井、和田、薛、黒木、黒

田、前田） 

3:00 起床 

4:10 発 

5:10 5,6 のコル 

5:55 5 峰 

7:15 4 峰 

11:15 3 峰 

11:25 2 峰 

12:05 前穂高岳 

1340 南稜の頭 

1350 奥穂高岳 

1435 穂高岳山荘 

15:45 B.C. 

北穂東稜隊（大島、河内、椎屋） 

3:00 起床 

4:05 発 

5:30 北穂東稜 

6:00 ゴジラの背 

6:30 懸垂終了 

7:00 北穂高岳 
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8:05 涸沢岳 

8:15 穂高岳山荘 

9:05 B.C. 

15 時頃から雨予報だったが、テントに着

くまでずっと晴れていた。 

 
DAY4 

沈殿 

昼ごろから晴れてきたが、この日は登攀で

きず。 

DAY5 

沈殿 

またもや昼から晴れてくるが安定しない天

気だった。 

DAY6 

4:00 起床 

5:15 発 

6:15 本谷橋 

7:05 横尾 

8:05 徳沢 

9:30 小梨平 

雨に降られる前に早めに出発。結局雨には

降られてしまった。そのまま OB と合流し

て 

サマテンへ参加。 

反省 

会 1 

○薛 

生活:火器の扱い方がとても危なかった。

具体的な場面で言うと朝ラーのときに火が

つ 

いている火器の上でものをとっていた。火

傷してしまう可能性があり最悪撤退につな

が 

りかねないので近くの人にお願いするなど

して危ない場面を無くしていきたい。ま

た、 

生活全体として夏合宿にふさわしいレベル

に全然届いていないため冬に向けて練習を

下 

にいるときにしていきたい。 

行動:歩行技術が未熟であった。特に北ア

ルプス特有の岩稜帯で躓いたり、落石を起

こ 

してしまったりすることがあった。落石に

関してはフィールラインにいる仲間にあっ 

たってしまう可能性があり、ケガにつなが

りかねないので絶対に起こさないようにし

て 

いきたい。また、合宿中に上級生から情報

注意をしなかったことで注意される部分が 

あった。新人合宿、初修山行、週末山行と

たくさん言われてきたはずなのに夏合宿で

も 

言われてしまい自分自身の出来ないことに

しっかりと向き合えていないので以後自分

の 

弱さに真摯に向き合っていきたい。 
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登攀:今回がアルパインクライミングの初

経験となった。しかし、振り返ってみると 

ロープワークが出来ていなかったり、一つ

一つの動作が遅かった。前穂北尾根の登攀

中 

に縦フィックスの開始点を作るときインク

ノットのすっぽ抜け防止のダブルエイトノ

ッ 

トを作り忘れたことがあった。登攀を開始

後にわかったことであり、もしすっぽ抜け

て 

結んでいる仲間に何かあったらと思うとゾ

ッとする。絶対に起こさないようにしてい

き 

たい。また、ビレイ準備やロープのほぐす

作業などの動作がスムーズではないので下

で 

練習していきたい。 

 全体を通して新人合宿からの進歩があま

り感じられないと思った。これでは冬に向

け 

て大丈夫なのかと上級生から心配されて当

然かもしれない。しかし、先にも書いたよ

う 

に自分の弱さ出来ないことにしっかりと向

き合っていけば必ず良くなると思うので努

力 

します。涸沢から見た穂高はすごくカッコ

よかったのでもっと強くなって色んなルー

ト 

を行ってみたい。最後に山に連れて行って

くれた上級生の皆さんありがとうございま

し 

た。 

○椎屋 

私は今回の合宿で自身の未熟さを実感しま

した。まず一日目の歩荷では荷の重さが他

の 

同期に比べて軽い筈であるのに行程の後半

においてペースを上げるどころか隊のペー

ス 

に追いつく事が限界というような状態でし

た。前半はそれなりの余裕をもって歩けて

い 

た事を考えると荷の重さよりも体力的な問

題が原因である事は明白です。普段の自身

の 

トレーニングが甘い事を痛感しました。ま

た涸沢に到着してからのテントの設営、着

火 

にも時間がかかってしまいました。テン場

に着いているのに雨に濡れ休息も取れない

時 

間を過ごすというのは無駄以外の何物でも

ないので、このような無駄な時間を減らす

た 

めにも一つ一つの行動の速度を上げる事を

常に心がけたいと思います。二日目と三日

目 

の登攀は、ただただ上級生について登るだ

けという結果になってしまいました。これ

は 

上級生との技術や体力の差が大きかった

事、挨拶や返事といった当たり前の事が出

来て 

いなかった事により全く信頼されていなか

った事が原因です。どちらも「できている

つ 

もり」「しているつもり」では全く意味が

ありません。いま一度自身の自身に対する

見 

方、認識を改めたいと思います。そのうえ
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で今の自分に足りない部分をできるだけ早

く、 

確実に使える水準までレベルアップさせた

いと思います。登攀中の具体的な反省とし

て 

まずガレ場歩きができていない事が挙げら

れます。これは、無駄な体力の消耗や落石

リ 

スクの増加につながっています。さらに自

身の足元の不安定さによる不安から危険地

帯 

で動けなくなるといった事もありました。

山を歩く上でガレ場を避けて通る事はでき

ま 

せん。今回のような危険をなくすためにも

ガレ場での安定した歩きを早急に習得した

い 

と思います。さらに、不安定な岩場でのテ

スティング中に石をはがしてしまい、結果

落 

石となりました。これではテスティングの

意味がないので、使う岩の見極め、テステ

ィ 

ングの力加減の調整ができるようにしま

す。また、上級生の技術を盗む事もできま

せん 

でした。これは自身の余裕と知識の無さか

らくるものなので、確実なレベルアップの

た 

めにも自身の総合的なレベルを上げたいと

思います。今回の合宿を通じて、上級生の 

方々から総じてレベルが低い、新人合宿の

時から変わっていないと言われました。冬

も 

近づいているこの時期にこのような事を言

われるようでは山行に行くことすら叶わぬ

状 

態になってしまうので、今回の合宿の反省

を生かし、山岳会のメンバーに不安や不快

と 

いった感情を抱かせないレベルに自身を引

き上げたいと思います。 

○黒木 

今回の夏合宿は全体を通して自分の弱いと

ころばかりが出てしまった。 

 まず行動は、歩荷では４０キロ越えのガ

ッシャーを背負うこと、そして歩くことに

苦 

戦した。重い荷物を背負ったとたんにいつ

も通りのペースでは歩けなくなってしまっ

た。 

また休憩の際に少し高い場所に置くなど工

夫したが、後半は一人で背負えず、上級生

の 

方に手伝っていただいた。本谷橋より先は

足がしびれてしまい、上級生の方に迷惑を

か 

けてしまった。さらに足が痛くなり何度も

止まってしまった。涸沢まで背負いきれた

こ 

とは自信になったものの、同期にも上級生

の方にも迷惑をかけてしまったので、冬ま

で 

にしっかり歩けるように努力する。 

 次に登攀では、あらゆる行動が遅かっ

た。ロープをほぐす、クレイムハイストを

作る 

などもっと早くできる部分が多かったと思

うので、経験を積んですばやく出来るよう

に 

する。縦フィックスの開始点を作る際に同

期がダブルエイトを作り忘れていることに
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気 

づかなかった。仕組みを理解して正確かつ

素早く動けるように練習する。また、登り

の 

際に落石したり、登るのが遅かったりし

た。クライミング技術が足りないと感じた

ので 

もっと練習する。 

 最後に生活は、流れは頭に入っているも

のの動きが遅く、雑であった。シュラフを

た 

たむのが遅かったり、プレ火が遅かった

り、鍋洗いの時にテントに水をこぼしてし

まっ 

たりした。これは今頃反省することではな

いので、早急に直す。また、天気図では基

本 

線が 2 本あるのに、1 本書き忘れるという

ミスをした。天気図はより正確に書くこと

が 

大切なので、もっと下界で練習する。 

 今回の合宿では初めてのアルパインでア

ルパインの楽しさを知ることができた。し

か 

し、それと同時に自分の知識と技術、意識

の低さも感じた。これからもっと強い意志

を 

持って、冬に向けて努力する。 

○黒田 

反省文を書くのは山岳会に入って 2 回目だ

が、未だに 1 回目との成長が感じられない 

山行となってしまった。 

 まず生活面、2 日目のエッセンの時、野

菜を切る際にナイフで指先を切ってしまっ

た。 

完全なる不注意だった。特にアルパインを

する上で指先は最も使う部分でもあるの

で、 

本当に気をつけなければならない。幸いア

ルパインに支障はなかったが、このような

ミ 

スで敗退するのは情けないことであるか

ら、気をつけたい。また、テントは出たら

閉め 

るという行為を徹底できなかった。今回の

ようなぐずついた天候の場合、テントが開 

けっぱなしであると一雨でテントの中がか

なり水浸しになる。また、テント内での火

器 

の取り扱いも誉められたものでは無い。早

く着火させなくてはという心理からか、急

い 

で栓を開けてしまい危うく炎上するところ

だった。安易なミスにより、下手をすれば

メ 

ンバー全員に影響を与えてしまうことを肝

に銘じておきたい。 

 行動面では、長期縦走で悪化した靴擦れ

がまた再発してしまった。長期縦走から半

月 

ほど経って行われた夏合宿だが、半月で傷

口が皮膚で覆われるほどには回復してい

た。 

ただ完全に治っていなかったので、絆創膏

を貼った上でテーピングを巻くという対策

を 

したが、2 日目でまた傷口が開いてしまっ

た。自分の認識が甘かった。自分の身体は

自 

分で管理できるようにしたい。今回登山靴

に関しては紐の結び方を変えるなどの工夫

以 
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外特に対策を講じてなかったが、まず対策

すべきは登山靴だったと思う。ソールを違

う 

ものにする、踵部分の形状を変えるなどの

改善箇所があったので事前に検討すべきだ

っ 

た。登攀では、全行程を縦 fix で登った

が、スムーズに開始点を作れなかったほ

か、ビ 

レイも時間がかかってしまった。懸垂下降

も、PAS をかけてからの動作が遅く、加え 

て下降中も無駄に力を入れてしまい、時間

をかなり消費してしまった。急ぐべきとこ

ろ 

は確実に時間を使わないように、ジムなど

で日頃から練習を重ねるべきであった。今

回 

登山靴で登ることにしたが、落ちはしなか

ったがやはりスピードは遅くなってしまっ

た。 

まだ練習が足りないと感じた。また 3 日目

の前穂北尾根で、落石をしてしまった。急 

登に加え浮石が多かったのは言い訳になら

ず、他の人の命に関わることであり、最大

限 

注意して登るべきだった。また、3 日目の

穂高岳山荘からベースに戻る際の下りで転

ん 

でしまい、地面についた手の平から、かな

りの出血をしてしまった。本来ならその時

点 

で上級生に報告すべきところを、自分は報

告せずにそのまま行動してしまった。出血

は 

かなりあったが痛みもそこまでなく、止ま

るほどでもないと自分で判断してしまっ

た。 

そして 10 分ほどして上級生に指摘される

まで処置を後回しにした。このような行動

は 

信頼関係を壊すものであり、加えて山では

何かあったら情報の共有は不可欠である。

自 

分で判断すべきところと他人に頼るところ

の線引きが自分自身まだ出来ていなかった

と 

感じる。 

 今回初めてアルパインというものを経験

させてもらった。山頂から見る景色は、こ

れ 

までの山行で行った山のそれとは一線を画

す凄みがあり、とても興奮した。また、ク

ラ 

イミングは現場で行うのと、ジムや下界で

行うのとでは、まったく異なるものを感じ

た。 

これからの日頃の練習では今回の登攀を思

い出して、本番を想定した強度でしていき

た 

い。上級生の皆さん、リードしていただき

ありがとうございました。貴重な体験がで

き 

ました。 

○前田 

夏合宿を通して僕は一段階成長した。山岳

会に入ってから初めてバリエーションルー

ト 

を知り、そのためのシステム、登攀の練習

を今まで行ってきた。夏合宿ではその成果

を 

発揮することができた。足を踏み外しそう

な稜線を歩いたり、初めての登攀をしたり
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す 

るなど、怖い思いをしながらもなんとか登

ることができた。奥穂高山頂からは上高地

を 

見下ろせて、いつも見ている穂高にようや

く登ってこられたのだと実感した。後を振

り 

返ると、僕たちが登ってきた険しい稜線が

よく見えた。今までの練習を振り返ると、

登 

頂した喜びもひとしおだった。 

無事に山行を終えられたのは良かったが、

一方で自分に足りない部分も多く見られ

た。 

行動に関しては、上方注意をしていないこ

とを指摘されてしまった。これは山岳会に 

入って以来ずっと言われていることなので

すごく反省している。また、登攀時のロー

プ 

ワークが遅く、システムを間違えることも

あった。命に関わることなので、冷や汗を

か 

いた。加えて、登攀自体のスピードも遅

く、技術の低さが露呈した。もっとクライ

ミン 

グジムに通って練習する必要があると思っ

た。大きめの石を落としてしまったことも

反 

省点だ。しかも後ろに人がいたのでかなり

危なかった。テスティングの甘さが招いた

こ 

とだ。一回一回妥協せずに集中して行って

いきたい。生活では、エッセンで何もして

い 

ない時間があった。自分がやるべき仕事は

必ずあるはずだ。もっと頭を動かして、周

り 

をよく観察しようと思った。山では時間が

大切だ。特に冬は寒いため、できるだけ留

ま 

る時間を短くする必要がある。僕にはその

手際の良さがないと思う。カッパを着るこ

と 

やテントを立てること、朝の着火などにお

いて、どれも事前に準備をしていれば最大

限 

時間を短縮できる。その準備を怠らないよ

うにしたい。また、MSR のポンピングを

し 

たり、水をこぼさないようにしたりするな

ど、細かい場面でも、円滑に生活を進める

こ 

とも重要だ。よく頭を動かして小さなスト

レスを極力生まないようにしていきたい。

今 

の時点ではまだ多くの反省点がある。冬ま

でに全て完璧にこなせるようにするため

に、 

この反省を意識しながらこれからの山行に

挑みたい。 

夏合宿では多くのことを学んだと同時に、

いくつかの自信がついた。歩荷では今まで 

持ったことがないような重さのリュックを

背負って涸沢ヒュッテまで歩いた。肩がも

げ 

そうになりながらも、なんとか最後まで歩

き切った。登攀では、高度感のあるところ

も 

あったが、その恐怖を乗り越えることがで

きた。加えて、時間がかかったとはいえ、

一 

度も落ちることもなく登ることができた。



22 

 

僕はまだまだ未熟であり、これから学ぶべ

き 

こともたくさんある。この小さな自信を積

み重ねて、これからもっと成長していきた

い。 

会 2 

○和田 

今回の夏合宿で一番反省しなければならな

いこと、それは、前穂北尾根のリード中に

終 

了点のカムが外れていたことだ。フォロー

の命を預かる身としての自覚が足りなかっ

た 

と深く反省する。前日と同じ場所で、同じ

ようにセットしたので、クラックの形状を

よ 

く確認していなかったのでこのようなこと

が起こってしまった。下見の情報に頼りす

ぎ 

てしまったので、一つ一つもっと考えるべ

きだった。 

前穂北尾根は全ピッチリードしたが、全体

的に遅かった。ルートファインディングに

も 

時間がかかり、ロープワークも遅かった。

また、今回はロープを出すところはすべて 

フィックスにしたが、もっと早く登る方法

もあったと思う。 

 今までは先輩に連れて行ってもらう立場

だったが、自分が後輩を連れていく立場に 

なって、「考えること」がとても大事だと

改めて感じた。まだまだアルパインクライ 

マーとして未熟なので、どんどんバリエー

ションやアルパインにいき経験を積んでい

き 

たい。 

 生活の反省としてものをなくしたり、探

したりすることが多かった。もっと快適に

過 

ごすために、ものの管理を徹底するべきで

ある。 

 最後に係の反省をする。気象は天気図に

遅れることがあったので、責任を持つべき

で 

あった。渉外は下山時の温泉と車の動きを

OB の方と話しておくべきだった。 

会 4 

○大島 

今回の夏合宿の反省としては 2 つ。 

1 つは登攀初日に偵察という無理な計画に

してしまった事。偵察山行は出していた

が、 

雨により前穂北尾根が偵察できず。他の日

程でも出しても良かったが、今年はリーダ

ー 

部員不足により 1 年生の教育と上級生山行

のバランスが取れなかった。今後はそのバ 

ランスが取れるようにしていきたい。 

2 つ目は、和田のリード経験を測り違えて

いた事。初日の偵察に和田が行っており、

本 

人に 1 年生を連れて 2 人で行けるか聞いた

所行けるとの事だったので、登攀 2 日目に 

行かせてみた。しかし、別隊で前穂北尾根

に行っていた坂井によると、終了点の構築

が 

かなり不安だったとのことであった。和田

とあまり一緒に山に行く機会が得られず、

和 

田のリード力を理解出来ていなかった僕の

反省である。 

今後はリーダーとしての自覚を持ち、リス
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ク管理を徹底していきたい。 

○河内 

最後の夏合宿が終わった。最後にしては非

常に物足りない内容ではあったがはじめて

の 

場所で夏合宿を成功させたことは誇りを持

ちたい。自分の反省点を挙げるとしたら、

1 

年生を信用しきれていないためにあまりロ

ープを触らせず、全て上級生にやらせたこ

と 

だろうか。これについては 1 年生が我々に

信用させることができていないことも原因 

ではあるが教える側の責任とも言えるだろ

う。そして、この信用することは過度にな

っ 

てもいけないと感じる出来事もあった。そ

れは上級生の数が足らないからと 2 年生に 

任せる部分が大きくなってしまっていた点

だ。和田は確かに今まで見てきた 2 年生よ 

りはクライミング能力が高く、2 年生にな

ってからリード要員の確保のために力を入

れ 

て経験をなるべく積ませて 

きたがやはり数か月の付け焼き刃は本チャ

ンでボロが出る。これは和田が悪いと言っ

て 

いるのではなく、我々の判断が甘いという

ことだ。やはり最低でも 3 年生から本チャ 

ンは後輩を連れていくことを許可すべきな

のだろう。信用して任せると思考を停止し

て 

とりあえずさせてみることは違う。 

以上、夏合宿の反省である。夏合宿はやっ

ぱり劔岳がいいよ。 

○坂井 

4 年目の夏合宿が終わった。2 年の時は夏

合宿ができていないので、3 回目の夏合宿

と 

いうことになるのだが、その舞台はいつも

の見慣れた剱岳ではなく穂高。いくつかの

要 

因が重なってこのような変更になったのだ

が、結果的に良い合宿になったと思う。と

い 

うのも 1 年生の登攀能力がそれほど高くな

い、それに加えてリードをする上級生が少 

ないからである。源次郎尾根を除くとほと

んど壁のルートの剱岳に対して、尾根ルー

ト 

が充実している穂高（もちろん前穂東壁や

滝谷など壁ルートも充実している）は 4 人 

以上で行くパーティには向いていると言え

る。またクライミングよりも歩き登山を志

向 

する人にとっては尾根ルートの方が今後に

活かしやすいとも言える。そのため伝統だ

け 

で剱岳に行くくらいなら、その年のメンバ

ーの状況によっては穂高で合宿をやるのも

悪 

くないと思う。もちろん剱岳には剱岳の良

さがあるのだが。 

個人的な反省としてもうひとつ。2 年生の

和田をリードさせたことについて。3 年生

の 

代がまるごといないということで和田にリ

ードさせるべくフリーマルチなどで経験を

積 

ませてきたが、やはりそのような場所と北

アルプスの山中で行うアルパインは明確に

違 
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うということだ。同じミスでもそれがもた

らす影響は大きく違ってくる。落下距離や

落 

石の大きさなどその規模は莫大に大きい。

原因としては精神論的になってしまうが、

技 

術そのものの不足よりも、絶対にミスして

はいけないのだという責任感が本人には足

り 

ていなかったように思う。 
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4 月 

唐松岳八方尾根 

日程：4 月 23 日～24 日 

メンバー： 

大島(4)、河内(4)、坂井(4)、和田(2/L) 

1 日目 

12:10 八方駅 

12:45 八方池山荘 

13:20T.S(1970ｍ) 

14:00 上級生セックン開始 

15:00 終了 

二日目 

2:30 気象 

3:30 出発 

5:45 唐松山荘 

6:00 唐松岳 

6:30 唐松山荘 

7:30 セックン開始(2000m 付近) 

8:00 終了 

8:15T.S 

9:00 八方池山荘 

9:30 八方駅 

 一日目は 9 時に八方駅に到着したが、強

風の影響でゴンドラが止まっており、ゴン

ドラが再開するまで、白馬で待機してい

た。11:30 ごろにゴンドラが再開し、入山

した。八方池山荘から少し上がったケルン

までは登山道が見えていた。そこから少し

降りたところをテンバとし、ちかくの斜面

で上級生セックンを行った。 

 二日目は天気が良く風も弱く、アタック

日にちょうど良かった。登山道は夏道が出

ているところと、雪がかぶっているところ

が何度も繰り返していた。雪がついている

ところはアイゼンでサクサク登れるような

雪質だった。唐松山荘から山頂までの稜線

は、雪がなくなっていた。下山途中にセッ

クンにちょうど良い斜面があったので、そ

こで滑落停止訓練などを行った。かなり固

い雪だったので、滑落に近い状態での練習

ができてよかったと思う。 

 コロナ化で春休みは山に入れず、二か月

ぶりの山行だったが、良いリハビリになっ

たと思う。 
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5 月 

瑞牆山マルチ継続 

5 月 3 日～5 日 

メンバー：河内(4)・竹田(OB) 

 

行動記録 

3 日 翼ルート 

9:45 駐車場発 11:00 取り付き 

15:50TO 16:50 取り付き 19:00 駐車場 

 

4 日 一粒の麦 

7:00 駐車場発 8:30 取り付き 15:25TO 

16:30 取り付き 17:55 駐車場 

 

5 日 山河微笑 

6:30 駐車場発 8:00 取り付き 12:40TO 

14:50 取り付き 16:00 駐車場 

 

総じて、難しいと感じる。しかし、難しい

からこそ充実感とクラックの美しさを感じ

ることができる。特に一粒の麦の２P 目の

5.10b は美しい。フリークライミング故に

内容等は伏せるがぜひ登ってほしい。最終

日は東野幸治のアドベンチャー魂の撮影を

やっていた。佐藤祐介やら増本亮やらクラ

イマーのオールスター感謝祭であった。 

 

烏帽子岩左稜線 

5 月 7 日 

メンバー：大島(4)、河内(4)、坂井(4)、和

田(2/L) 

 

行動記録 

09:40 廻り目平 

10:00 烏帽子左稜線とりつき 

10:15 登攀開始  

15;30 一回目の懸垂 

16:20 トップアウト 

17:10 廻り目平 

 

 

 アプローチは渡渉した後にガレ場を登っ

ていく。ところどころにケルンがおいてあ

るので、迷うことはないだろう。とりつき

に到着し、河内・坂井ペア、大島・和田ペ

アで登攀した。一か所トラバースで怖い場

所があるが、全体的に難易度は難しくな
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く、立木でのプロテクションが多い。核心

のクラックはハンドジャムが決まれば難し

くない。二年生のリード練習に最適なルー

トではないかと思う。 

 

瑞牆山マルチク(バガトレ) 

5 月 18 日 

メンバー：河内(４)・橋本哲(東京農業大

学/G 登攀クラブ) 

 

7:00 駐車場 8:55(joyful moment)取り付

き 10:20 TO 11:20(アウトサイダー・ズ

ルムケチムニールート)取り付き 

13:30TO 16:20 駐車場 

 

バガブートレーニングの第 2 回目。マルチ

ピッチクライミングを複数登り、体力とメ

ンタルを鍛えることが目的。両方とも、特

に難しいところはなく、楽しい内容であっ

た。ズルムケチムニールートの最後らへん

はよくわからない。 
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6 月 

燕岳～常念岳 

日程：6 月 11 日～12 日 

メンバー：河内(4)、和田(2/L)、黒木(１)、

薛(１)、西園(１) 

 

一日目 

7:45 出発 

8:05 第一ベンチ 

8:35 第二ベンチ 

9:05 第三ベンチ 

9:35 富士見ベンチ 

9:55 合戦小屋 

11:00 燕山荘 

11:35 燕岳 

12:00 燕山荘 

15:15 大天井岳 

15:20 大天荘 

 

二日目 

2:30 気象 

3:35 出発 

5:35 常念小屋 

6:55 常念岳 

7:35 前常念 

10:10 三股登山口 

 

 

 一日目は和田車と和田友人車の二台で行

き、和田車を下山口にデポした。この時点で

天気予報が雨だったため、一ノ沢が増水す

ることを恐れ、エスケープで三股に下山す

ることに決定した。また、アプローチの時間

の見積もりが甘く、予定していた入山時間

より一時間ほど遅れてしまった。登山道は

合戦小屋以降から所々雪が出てきて、2600

ｍ付近から夏道が埋まっていたのでピッケ

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。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。 

 二日目は晴れ予報が朝だけだったので早

くに出発した。常念小屋までの稜線で一か

所雪があったが、それほど時間はかからな

かった。エスケープの前常念経由の登山道

は、岩場歩きもあり、一年生にとって良い道

だと思う。下の法の登山道がドロドロにな

っており、一年生はたくさん転んでいた。 

 

 

中村新道 

日程：2022 年 6/11(土)~12(日) 

メンバー：大島(4)、坂井(4)、黒田(1)、椎

屋(1)、前田(1) 

 

6/11(土) 曇りのち雨 

8:30 上高地 BT 発 

9:20 明神館 



29 

 

11:20 徳本峠小屋 着 

 

この日は上高地から入山して徳本峠まで。 

晴れ間は見えなかったが、暑すぎず寒すぎ

ずの丁度良い天気であった。 

午後から雨予報だったので、昼前までに着

くことを目標に歩を進めた。 

徳本峠の登りで雪渓が出てくると予想して

いたが、例年より融雪が早いこともあり全

くと言っていいほど出ず、予定よりも早く

小屋に着いた。 

1 年生は皆疲れている様子であった。 

 

 

6/12(日) 曇り 

3:00 起床 

4:10 発 

6:25 大滝槍見台 

8:40 大滝山 南峰 

9:00 大滝山荘 

9:05 大滝山 北峰 

10:25 蝶ヶ岳 

13:45 徳沢園 

14:50 明神館 

15:30 上高地 着 

 

この日は行程が長いため、早めに起床。 

起きる頃には雨はやんでいた。 

楽しみにしていた中村新道であるが、天気

も良くなく、眺望は望めなかった。 

大滝槍見台にはヤグラがあり、そこから少

し穂高の方が見えたくらいであった。 

ここでも雪渓はほとんどなく、蝶ヶ岳の登

りで少し出たくらいであった。 

蝶ヶ岳でも眺望は望めず、1 年生に槍穂高

の景色を見せられず残念。 

帰りは小梨平で温泉に入り下山とした。 

総合的に景色が見れず残念な山行であった

が、僕は 3 年ぶりに徳本に泊まることが出

来、1 年生は長時間の行程を通せた事もあ

り、満足であった。 

早く新島々からの登山道開通して欲しい。 

おわり。 
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ガマスラブ(みゆきさん) 

6 月 22 日 

10:35 駐車場 10:50(ガマスラブ)取り付き 

14:30TO 15:50 駐車場 

 

またもや、みゆきさん。ほぼ SAC 準レギ

ュラー。ガマスラブの内容は、特に難しい

箇所もなく、ボルトもしっかり整備されて

おりリード練習にはもってこいのルートで

ある。最後に懸垂が１P 出るのでこれもバ

リエーションの練習としていいアクセント

になる。是非是非。 

 

 

 

 

 

小川山マルチ継続 (バガトレ) 

6/29 

メンバー 

河内(４)・橋哲(東農大/G 登攀) 

6:00 駐車場 8:00 駐車場 

 

時間取ってないから、詳細は書くことがで

きないが、セレクション→レモン→RCC

神奈川→ガマスラブの順で登った。それぞ

れ 1 時間半前後で登った。花崗岩を沢山触

るといった練習メニューでは最初にやるの

をおすすめする。これが安定してできた

ら、次は瑞牆山だ!! 
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7 月 

笊ヶ岳 

期間 

2022/7/8(金) 

 

メンバー 

坂井(4) CL、薛(1) 

 

記録 

2:05 駐車場 

3:30 広河原 

4:25 発 

7:05 桧横手山 

8:50 布引山 

9:50 笊ヶ岳 

11:05 布引山 

12:40 桧横手山 

14:40 広河原 

16:15 駐車場 

 

所感 

ワンデイでトレーニングになる一本の尾根

を探すと自然と南アに視線が向く。甲斐駒

ヶ岳の黒戸尾根が有名ではあるが、ここは

あえてマイナーな一本をとして選んだのが

ここ。行ったのは平日だが、休日であって

も人はいないだろうなという雰囲気。整備

の度合いも、この登山道の需要を反映して

いた。もし行く場合はそれ相応の覚悟を持

って行ったほうがいい。特に渡渉が分かり

にくいので注意が必要。でも行ったらなん

とも言えない達成感を得られたよ。 

 
 

双六岳～三俣蓮華岳 

日程：7 月 9 日～10 日 

メンバー：大島(4)、河内(4)、和田(2/L)、

黒田(1)、椎谷(1)、西園(1)、前田(1) 

 

1 日目 

6:00 新穂高 

9:40 鏡平 

11:15 双六小屋 

12:15 双六岳 

13:30 三俣蓮華岳 

15:00 双六小屋 

 

２日目 

3:00 気象 

4:00 出発 

5:05 弓折岳 

5:50 鏡平 

8:50 新穂高 
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 一日目の天候は晴れ。登山には少し暑す

ぎる気温だった。小池新道はとても歩きや

すく晴れていたので気持ちが良かった。弓

折岳下のトラバースは少し雪が残っていた

が、キックステップで通過した。双六小屋に

予定よりも早く着いたため、二日目に予定

していた三俣蓮華岳までのピストンを行っ

た。双六岳の登りは雪が残っていて迂回ル

ートが設けられていた。 

三俣蓮華岳からは水晶岳や薬師岳、槍ヶ岳

も見えて、とても景色が良かった。帰りは双

六岳下をトラバースする道を使ったが、三

俣山荘の方に降りて、直接双六小屋に向か

う登山道を計画に入れておけばよかった。 

 二日目は 1 ピッチ目はガスがかかってい

て、ハイマツに水滴がついていたので下の

カッパを履けばよかったと思った。小池新

道の下りは、一年生の歩行の訓練にはちょ

うど良いところだと思う。 

 今回は一日目に三俣蓮華岳まで行けて、

二日目に笠ヶ岳まで行こうと思えば行けた

ので、計画時に、笠ヶ岳に行く選択肢を追加

しても良いと思った。 

 

 

 

浅間山 

期間 

2022/7/10(日) 

 

メンバー 

坂井(4) CL、黒木(1)、薛(1) 

 

記録 

6:25 発 

6:50 一の鳥居 

7:05 不動の滝 

7:10 二の鳥居 

8:15 火山館 

8:30 湯の平分岐 

8:45 賽の河原分岐 

9:50 前掛け山 

10:40 賽の河原分岐 

11:55 仙人 

12:05 蛇骨 

12:35 発 

12:55 黒斑 

1310 トーミの頭 

13:40 湯の平分岐 

1345 火山館 

1405 二の鳥居 

14:30 天狗温泉 

 

所感 

上田に引っ越してから地理的に近くなった

浅間山系。いつかはっと思いつつも、独立

峰の火山で他の山に縦走でつなげることが

難しいので、週末山行では敬遠していた。

しかしチャンスが回ってきた。ワンデイ山

行の需要があり、企画するに至った。週末

山行として行くには少し物足りない内容だ
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が、普段行く北アルプスとは大きく違うと

ころがあった。それは火山であるというこ

とだ。見える景色は同じ山であるが、全く

違った。普段の北アルプスに飽きてきたと

いうそこのあなた、ぜひ浅間山をはじめと

する火山に行ってみてほしい。 

 

瑞牆山マルチ継続 (バガトレ) 

2022/7/13 

メンバー： 

河内(４)・橋本哲(東農大/G 登攀) 

 

5:30 駐車場 6:50 取付(錦秋カナトコル

ート) 9:00TO   10:20 一粒の麦 12:30

撤退開始 14:00 取付 15:30 駐車場 

 

錦秋カナトコルートはちょろい。一粒の麦

は２P の第一核心を河内がリード。ハンド

からワイドへ。そして、フィンガーへと、

非常に楽しいかつ充実感のある内容だっ

た。クラックも真っ直ぐ伸びているため見

栄えもする。#4~5 サイズは残しといた方

がいいよ。この後、雨が降ってきて 4P の

途中で引き返した。 

 

穂高岳バリエーション 

日程：2022/7/16~18 

メンバー：大島（４）河内（４）坂井

（４）和田（２） 

 

<1 日目＞晴のち雨 

5:15 上高地 

7:00 岳沢 

8:00 奥穂南稜 取付 

14:00 TO１ 

14:40 TO２ 

14:10 奥穂高岳１ 

15:00 奥穂高岳２ 

14:40 穂高山荘１ 

15:20 穂高山荘２ 

前提として、今回の山行は夏合宿の偵察を

目的として行なった。 

この日は２隊に分かれて取り付いた。１が

河内和田、２が大島坂井の記録である。 

ルートの概要としては、中間部以下は想像
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以上に悪く、特に取り付き付近のルンゼが

酷かった。残雪期であれば草付きアックス

で快適だろうが、無積雪期はあまり行かな

い方が良いだろう。上部は快適なリッジで

特に問題はなかった。 

記録を見ても分かるとおりかなりの時間を

要してしまい、かつテント装備を担いでの

登攀であった為皆かなり消耗し切ってい

た。 

 

＜2 日目＞雨 

3:00 起床 沈殿 

12:15 穂高山荘 

13:15 涸沢ヒュッテ 

前穂北尾根の予定であったが雨の為沈殿。 

 

＜3 日目＞晴 

3:00 起床 

4:00 発 

5:30 北穂東稜 

7:30 TO 

9:00 涸沢ヒュッテ 

10:15 本谷橋 

10:40 横尾 

11:45 徳沢 

13:15 上高地 

この日は前穂北尾根でも良かったが、今回

は予備がない為北穂東稜へ。 

全体を通して快適で取り付きも明瞭。夏合

宿でも問題なく使えそうなルートであっ

た。 

ガレ場歩き→リッジ登攀→懸垂→TO と例

えるならミニ源次郎と言ったところか。何

にせよ、1 年生には丁度良いルートである

ことは間違い無いだろう。 

 

＜総括＞ 

総括として、計画段階での反省が多くあっ

た。特に奥穂南稜。調べていたよりも想像

以上に悪く、ルンゼの落石で危ない場面も

あった。またテント装備を担いでの登攀に

対する意識も甘かった。1 日目で皆かなり

消耗していたので、もし 2 日目が晴れてい

たとしても前穂北尾根に行くのはかなり厳

しかったであろう。夏合宿間近であるの

で、リーダーとしてのリスク管理を徹底し

ていきたい。 

 

錫杖岳マルチ継続 (バガトレ) 

2022/7/20 

メンバー： 

河内(4)・橋本哲(東農大/G 登攀) 

 

5:30 駐車場発 6:30 錫杖沢出合 7:10 取

付 12:00 登攀開始 16:10 登攀終了 

17:30 下降終了 18:30 駐車場 

 

バガブートレーニング最終節。しかし、

雨。コンディションが悪いのはバガブーで

もあるだろうと入山。しかし、取り付きに

着くと結構な雨に。5 時間ほど待機し、若

干沢登りチックな左方カンテを登り始め

た。登攀内容は特に問題なし。ただスゲー
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濡れてた。4 時間ほどで TO し、懸垂して

帰った。入山口にある、新穂高の湯はいい

よ。夏はシャンプー持っていこう!! 

 

八ヶ岳全山縦走 

日程：7 月 30 日～31 日 

メンバー：坂井(4) 和田(2/L) 薛(1) 

 

一日目 

3:30 七合目登山口 

4:40 蓼科荘 

5:05 蓼科山 

5:30 蓼科荘 

6:25 大河原峠 

6:55 双子山 

7:25 双子池 

7:55 亀甲池 

9:00 北横岳 

9:15 北横岳ヒュッテ 

9:50 三ツ岳Ⅰ峰 

10:10 雨池山 

10:45 縞枯山 

12:00 麦草峠 

14:40 黒百合ヒュッテ 

 

二日目 

2:00 起床 

3:00 出発 

3:45 東天狗岳 

4:10 根石岳 

4:40 ヒュッテ夏沢 

5:20 硫黄岳 

5:55 硫黄岳山荘 

6:25 横岳 

7:20 赤岳展望荘 

7:50 赤岳 

9:15 キレット小屋 

10:30 権現岳 

11:20 青年小屋 

11:45 網笠山 

13:00 観音平 

 

 前日に七合目登山口で前泊してから出

発。あずまやがあるので、前泊しやすい。

一日目は、ほぼ晴れていたが、最後の中山

の登りで雨が降ってきた。細かなアップダ

ウンがあるので、ペース配分には気を付け

たい。 

 二日目は、午後から雨予報だったので、

天狗岳までのピストンをカット。所々鎖場

があるが慎重にいけば問題はない。キレッ

ト小屋までの下りは、ずっとガレ場の下り

で、精神的に疲れた。権現岳の登りにかな

り長いはしごがある。編笠山からの下りが

意外と長かった。 

 長めの行程で、ガレ場や鎖場の通過があ

るので、縦走前の山行にちょうど良いと思
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った。 

 

8 月 

劔岳 剣稜会～上半～北方稜線 

8/４ 

9:00 室堂 BT 11:00 剣沢野営場 

8/5 

3:00 剣沢野営場 4:00 長次郎谷出合 

6:30 剣稜会取付 9:00t.o 12:20 八峰の頭  

12:50 池ノ谷乗越 15:25 劔岳 19:10 剣沢

野営場 

8/6 

14:00 剣沢野営場 15:30 室堂 BT 

 

野営管理所のみゆきさんが剣稜会から上半

を行きたいということで僕も上半は行った

ことがなかったために計画した。雪渓は 8

月の頭ということで大量に残っていた。剣

稜会の取り付きまで行くと早稲田大学の小

池君と会った。今年の 10 月からヒマラヤ

行くらしい。羨ましい。剣稜会は最終ピッ

チ以外は全て河内がリード。６峰の頭で小

休止したのち、上半へ。際どいクライムダ

ウン等は上から確保して、みゆきさんを下

した。8 峰からの斜め懸垂は少しばかり注

意が必要で 2 回に分けた。途中ハーケンが

あり、振ら止めとしてヌンチャクをかけ

る。八峰の頭へは懸垂を終えた地点から１

P ロープを伸ばした。最初だけ少し緊張す

る。頭からは池ノ谷側へ懸垂し、そこから

は北方稜線へと入る。全てコンテでみゆき

さんを確保し、ガイドって大変だなと感じ

た。山頂に 15:25 ごろにつき、お互いを称

えた。別山尾根はもちろんロープ無しで進

み、一服劔にて雲海と夕焼けに染まる劔岳

を見ながら、感傷にひたる大休止を設け

た。その後ダラダラと管理所へ帰り、警備

隊とスタッフに迎えられた。いい山行だっ

た。 
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夏期縦走 

期間 

2022/8/6(土)-8/12(金) 

 

メンバー 

大島(4)、坂井(4) CL、黒田(1)、椎屋

(1)、西園(1)、前田(1) 

 

記録 

DAY1 

8:00 黒部ダム 

8:25 ロッジくろよん 

12:05 平の小屋 

12:25 対岸 

15:05 奥黒部ヒュッテ 

たくさんの荷物を持って入山。平の小屋ま

での道はそれなりに安定していたが、対岸

へ渡ってからは壊れかけのハシゴのオンパ

レード。重い荷物を持っているとそれなり

に気を遣う。船の時間も含め、時間には余

裕があった方がいい。この日は雨に降られ

ず。 

 

DAY2 

2:00 起床 

3:25 発 

10:30 赤牛岳 

13:00 温泉沢の頭 

14:10 水晶岳 

15:10 水晶小屋 

15:55 分岐 

16:05 岩苔分岐 

16:45 祖父岳 

18:00 雲の平 

2 日目にして全日程で最も長い 1 日。赤牛

岳までの標高差がかなりある。この日は前

半のペースはそれなりに良かったのだが水

晶岳以降で完全にバテてスピードが出てい

なかった。ちなみに赤牛岳付近の稜線上は

幕営は可能なスペースはある。水は無いけ

ど。この日も雨に降られず。 

 

DAY3 

5:00 起床 

6:25 発 

9:50 薬師沢 

12:10 太郎平 

12:40 薬師峠 レスト日。前日の疲れから

かペースが上がらず、結局正午を超えて到

着。この日も雨に降られず。 

 

DAY4 

2:40 起床 

3:55 発 

5:10 小屋 

5:50 薬師岳 

7:00 北薬師 

8:45 間ノ山 

9:35 スゴ乗越小屋 

12:50 越中沢岳 

14:40 鳶山 

15:25 五色ヶ原 

薬師岳までは人気ルートなだけあって、標



38 

 

高差はあるがとても歩きやすい。しかしそ

れ以降が特別悪いわけではないが、ペース

を上げにくい。不安な場合は迷わずスゴ乗

越小屋へ。五色ヶ原は相変わらず良いとこ

ろ。この日も雨に降られず。 

 

DAY5 

3:00 起床 

4:15 発 

4:55 ザラ峠 

6:10 獅子岳 

8:00 龍王岳 

8:40 一の越 

9:30 雄山 

10:10 大汝山 

12:50 剣沢野営管理所 

ザラ峠以降の東向きの沢にはかなり雪が残

っていた。アイゼンは無しで慎重に通過。

一の越以降は終始、濃霧＆強風のストレス

フルな歩行。それぞれの山頂に行くも毎回

撮れるのは白い背景の写真ばかり。 

 

DAY6 

3:00 起床 

4:25 発 

7:15 真砂沢ロッジ 

9:30 二の股 

10:20 仙人池ヒュッテ 

15:00 仙人温泉 

18:10 仙人ダム 

19:05 阿蘇原温泉 

この日もかなりの長時間行動、前半の仙人

池までのペースは上々、しかし後半は思い

の外雪渓が多く、かなり時間がかかってし

まった。阿曽原温泉に着く頃にはあたりは

暗かった。この日も雨は降らず。 

 DAY7 

3:00 起床 

4:25 発 

6:35 折尾谷 

10:50 欅平 

右に落ちないように注意しながら水平道を

歩く 1 日。途中通り雨に降られたが、景色

を楽しめてラストには相応しい道だった。 

 
 

雲ノ平周回 

日程：8 月 29 日～30 日 

メンバー：和田一歩（２） 

 

一日目 

4:30 出発 

6:55 太郎平小屋 

8:00 北ノ俣岳 

8:45 中俣乗越 

9:55 黒部五郎岳 

11:00 黒部五郎小屋 
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12:30 三俣蓮華岳 

13:15 三俣山荘 

14:20 鷲羽岳 

14:45 ワリモ岳 

15:35 祖父岳 

16:15 雲ノ平山荘 

16:30 テン場 

 

二日目 

4:45 起床 

5:30 出発 

7:00 薬師沢小屋 

8:30 太郎平小屋 

10:10 下山 

 

 まず折立に行くにはアプローチが大変。 

折立につながる林道は、高山側、富山側、

等いくつかあるが 06:00～21:00 の間しか

通行ができない。また、雨で林道が崩れる

こともままあるため注意が必要。太郎平小

屋までは樹林を抜けると、階段状に整備さ

れたり、木道になっていたりしてとても歩

きやすい。北ノ股岳までも木道が続いてい

た。この日の稜線は歩きやすいが、アップ

ダウンが激しく、ペース配分には気を付け

たい。この日の行程は逆回りの方が獲得標

高が低いので、太郎平から三俣蓮華岳経由

で雲ノ平に行くのはおすすめしない。 

 二日目は朝から霧雨が降っていた。薬師

沢までの下りは、ぬれると厄介だが、雨が

降っても通れないことはないだろう。太郎

平までの登りはほとんど木道で、徒渉点も

橋が架かっていた。 

最後に折立付近は頻繁に熊が出没するので

熊鈴を持っていこう。 
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9 月 

一年縦走 

日程:9/15~9/19 

記録 

1 日目 晴れ 

8:20 黒部ダム 

8:45 ロッジくろよん 

9:35 黒部平 

12:10 東一ノ越 

12:55 一ノ越 

13:45 立山室堂山荘 

14:10 雷鳥荘 

14:30 雷鳥沢キャンプ場 

松本から始発の電車に乗り黒部ダムに向か

った。ロッジくろよんから東一ノ越は登山

道があまり整備されていなかったため、藪

漕ぎ状態であった。縦走の一日目というこ

ともありガッシャーが大きく、上の木も気

にしながら歩いた。室堂までは天気が良く

周りが良く見えていたが、その後の雷鳥沢

までの下りは少し視界が悪かった。 

 

2 日目 晴れ 

3:00 起床 

4:05 雷鳥沢キャンプ場 

5:15 剱御前小舎 

6:00 別山 

6:40 真砂岳 

7:40 富士の折立 

7:55 大汝山 

8:15 雄山 

9:00 一ノ越 

10:00 龍王岳 

11:35 獅子岳 

12:25 ザラ峠 

13:05 五色原キャンプ場 

キャンプ場から剣御前小舎まではヘッテン

行動で、ルーファイが難しかった。その後

は稜線を歩き、ピークの近くでは荷物をデ

ポしてピークハントをした。この日はずっ

と天気が良く、出発時に濡れていたテント

も乾かすことができた。 

 
 

3 日目 晴れ 

2:00 起床 

3:05 五色原キャンプ場 

3:40 鳶山 

5:05 越中沢岳 

7:00 スゴ乗越 

7:30 スゴ乗越小屋 

8:35 間山 

9:55 北薬師岳 

10:55 薬師岳 

12:50 薬師峠キャンプ場 

この縦走で一番長い行程の日であったた

め、２時に起床し早めの出発にした。越中

沢岳からスゴ乗越の下りや間山から北薬師

岳の稜線歩きは左右が急であったため慎重

に進んだ。薬師峠キャンプ場は到着が昼で

あったにも関わらずかなり混んでいた。 
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4 日目 晴れ 

3:00 起床 

4:05 薬師峠キャンプ場 

6:05 薬師沢小屋 

8:40 雲ノ平キャンプ場 

この日は昼前から雨予報だったので、行程

は短いが４時に出た。薬師沢までの下りは

かなりの傾斜で途中まではヘッテン行動だ

ったこともあり、ペースはあまり上がらな

かった。薬師沢からの急登もかなりの体力

を奪われた。その後は木道を歩き、計画の

行程時間よりは早く着いた。雨にも降られ

なかった。 

 

5 日目 曇り 

2:00 起床 

3:05 雲ノ平キャンプ場 

4:00 祖父岳 

4:40 岩苔乗越 

4:50 ワリモ分岐 

5:40 水晶小屋 

8:00 野口五郎小屋 

10:00 烏帽子小屋 

13:00 高瀬ダム 

台風接近の影響で出発時から風が強かっ

た。大部分が稜線歩きだったため、煽られ

ないように注意しながら進んだ。ワリモ分

岐で荷物をデポし鷲羽岳に向かったが、途

中の左右が切り立ったところで風が強く、

危険と判断したため、ワリモ分岐へ戻っ

た。その後、風が強いことと天気予報から

判断し、水晶岳、烏帽子岳のピストンをカ

ットするエスケープを利用して下山するこ

とにした。その後も稜線歩きだったため、

ずっと片側からの強風を受けながら進むこ

とになった。野口五郎小屋以降は雲が上が

ってきた。烏帽子小屋からは急な下りだっ

たので、ペースを落として慎重に下った。

高瀬ダムに下山後、雨が降り始めたためタ

クシーで移動した。 

 

 

信越トレイル 80km 

メンバー 

薛信之介（会１）L 

和田一歩（会２） 

 

行動記録 

9/23 前泊 

9/24 

3:00 出発 

4:00 斑尾山 

4:40 万坂峠 

5:30 袴岳 

6:15 赤池 

8:15 涌井 

8:55 富倉峠 

10:45 桂池 

12:00 戸狩温泉星の降るキャンプ場 

9/25 

3:00 起床 

4:00 出発 

5:20 仏ヶ峰 

6:30 鍋倉山 

6:50 黒倉山 

7:25 関田峠 

7:55 梨平峠 

8:35 牧峠 

9:30 宇野ノ俣峠 

10:45 牧野峠 
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11:30 須川峠 

12:00 深坂峠 

 

１日目 

天気は終始霧雨だった。前泊する際にタク

シー移動だったときにタクシー運転手の助

言によりまだらおの湯からスタートする予

定だったが雨が降っていたため屋根のある

斑尾高原スキー場からスタートした。登山

道は危険箇所はなく、直近でトレランの大

会が開催されていたのでとても整備されて

いたが雨のため滑りやすくなっていた。こ

の日は 45km の行動距離であった。 

２日目 

天気は見事な快晴。トレラン感覚で行動し

ていたので 30 分に１本をとっていたがメ

ンバーにとってはオーバーペースだったか

らなのか和田さんが体調を崩した。そのた

め、エスケープを利用し、スタートから

70km 地点で下山した。またいつかリベン

ジしたい。 
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10 月 

１DAY 滝谷第 3 尾根 

9/30～10/1 

メンバー 

河内・大島(4)・和田(2) 

 

記録 

2:30 鍋平駐車場 5:40 滝谷出合  6:30

雄滝 9:00 落口 9:35 滑滝 11:00 沢出合 

12:20 取付 13:00 登攀開始 18:20t.o 

19:30 涸沢岳 19:45 穂高岳山荘 22:15 林

道 24:20 鍋平駐車場 

 

冬の偵察とトレーニングを兼ねてワンデイ

滝谷遡行を計画した。2:30 に出発し、夜が

明けるころ出合に着く。そこから 30 分ほ

どガレ場を行き、雄滝に取り付く。右岸側

を登り始めたが雪や沢で磨かれているのか

非常に難しく、支点も全くとれなかった。

また、全てのホールドがぐらつき、イラつ

く。２P ほど縦に伸ばし、１P トラバース

すると落ち口に着いた。そこからまた、30

分ほど小さい滝を超えると滑滝に着く。そ

こでは２P ほど和田がロープを伸ばした。

ここもツルツルで支点も取りづらい場所で

あった。沢出合では A～F の沢があり、C

沢をつめた。2 時間強登り、取り付く。途

中、偽の C 沢左俣がよく見られるため注

意。常に右に行けばよい。赤褐色のガリー

が取り付き。６０ｍほどフリーで上がり、

ロープをつける。和田リード。稜線にのり

４０ｍ和田がリード。ピナクル手前に着

く。そこでトポで表現されたルートが見つ

からず、上りやすそうな右側へ１５ｍほど

懸垂したのちガレたルンゼを上がることに

する。１P 河内がルンゼを登り、終わりが

見えたところで足元が大崩落。青ロープが

３分割に切れ、黄ロープの芯が 1 本のとこ

ろで耐えた。切れたロープを繋げ 1 本に

し、2 人を引き上げる。そこからは４０ｍ

程になった黄ロープを河内と和田の間に、

３７ｍ程になった青ロープを和田と大島の

間につけ、河内リードでガシガシのぼって

いく。3 級ほどがいくつかあったのち、

18:20 ごろに稜線に乗った。ここからは暗

くなった稜線を慎重に歩く。白出沢は沢か

ら離れて尾根を歩いたのち沢に戻ってきた

ところが非常に悪かった。幅１ｍ弱の水平

道のような登山道がしばらく続く。左岸が

わにわたると後は安定した登山道になっ

た。そこからは暗闇を 2 時間ほど歩き、駐

車場に戻った。 

 

 

富士山 

メンバー 

黒木あおい (会１) 

椎屋晴賀  (会１) 

薛信之介  (会１)L 

 

行動記録 
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9/30 前泊 

10/1  

2:30 起床 

3:00 出発 

5:35 5 合目 

6:30 6 合目 

6:55 7 合目 

8:40 御殿場口山頂 

9:40 お鉢巡り 

10:40 剣ヶ峰 

12:00 大砂走り 

13:00 駐車場着 

 

前日に初冠雪のニュースがあり、山頂に雪

がついている可能性が高いと思っていたが

いってみると日陰以外の雪はすべて溶けて

おり無事山頂に辿り着けた。天気は終始晴

れで閉山中にもかかわらず多くの人がい

た。下山ルートの大砂走りは上から駐車場

まで見えており、走っていてとても爽快で

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成 河内晧亮 


