
2013 年九大山岳部夏合宿記録 

＜期間＞ 

8 月 14 日～8 月 23 日 

 

＜対象山域＞ 

剣岳 

 

＜参加者＞ 

3 年：青木陸太、中山湧貴 

2 年：中本裕哉、富家政大 

1 年：永田拳吾、村松弾、松村大輔 

  

＜合宿記録＞ 

8 月 15 日（富山駅〜劔沢テン場） 

05:30 富山駅着 

08:50 室堂着 

09:35 室堂発 

10:10 雷鳥沢キャンプ場 

12:17 剣御前小舎 

13:15 剣沢キャンプ場 

 

 朝 5 時 30 分に富山駅に到着。吉野家で朝食をとり、電車・ロープウェイ・バスを乗り継ぎ、

室堂に 8 時 50 分に到着した。空は良く晴れており、室堂は大勢の観光客・登山客で賑わってい

た。コインロッカーに縦走用の食料を預け、水を補給し 9時 35 分に室堂を出発。標高 2500m 近

くあるだけありそれ程暑さを感じることはなく、休憩で立ち止まっている間などは少し肌寒い

くらいであった。剣沢キャンプ場までの登山道は多くの登山客が利用することもあり、よく整

備されていたため歩きやすかった。しかし 30kg もの荷物を背負って歩くのはこれが初めてだっ

たため、体力的にはなかなかに厳しいと感じる。雷鳥沢キャンプ場・剣御前小舎を通り、13 時

15 分剣沢キャンプ場に到着。休憩を挟み真砂沢に向けて出発しようとしたとき雨が降り始めた。

雨の中を歩くのを避けるため、予定を変更し今夜は剣沢キャンプ場に泊まる事に。テントを張

り休息を取っていると、頭痛を感じ始めた。自分以外にも多くの者が頭痛を訴えていた。恐ら

く軽い高山病だと思われるが、幸いにもバファリンを飲むとすぐに収まった。どうやら大丈夫

そうだ。 



 今日の夕食は鍋。明日以降はこんなに豪勢な夕食は食べられない、しっかりと味わって食べ

た。明日は真砂沢に BC を張り、雪上訓練もこなさなければならない。ハードな 1 日になりそう

だ。 

記録者：永田 

 

8 月 16 日（雪上訓練）   

04:00 剱沢キャンプ場出発 

04:10 剱沢小屋 

05:30 長次郎出合 

06:25 真砂沢キャンプ場 

08:00 真砂沢キャンプ場発（雪上訓練のため） 

08:50 １回目のすべり台作り（長次郎出合の少し先） 

09:20 長次郎出合に戻る 

09:45 長次郎谷を登ったとこで２回目のすべり台作り 

10:00 雪上訓練開始 

12:45 訓練終了 帰り始める 

13:00 長次郎出合 

13:30 真砂沢キャンプ場 

 

 自分にとって初めてテントで一泊した後の活動だったが、まず心配になったのがテントでは

ほとんど一睡もできなかったので今日ははたして大丈夫なのだろうかということだった。あま

りに眠れなくて暇すぎたので星を眺めたりした。その時は雲もでてなくて、星が街中で見るの

とは比べられないほどきれいだった。４時に真砂沢キャンプ場を目指して出発するということ

で３時に起床し６人用テントの中で朝食を作って食べた。その後はテントを片付け、支度をし

たのだが初めてだったこともあり、手間取ってしまった。それでも４時には剱沢キャンプ場を

出発できた。まだ真っ暗なのでヘッドライトをつけて歩いていたが、私だけなのかは分からな

いが、岩がゴロゴロしていたので足を挫いたり、踏み外したりしないよう気を付けながらいか

ねばならなかった。後ろで誰かがコケる音が聞こえたのでこれは自分だけではないはずだと思

う。これも自分は初体験になるが、アイゼンを装着して雪渓を歩いた。雪渓の表面は真っ平で

はなく、なんと表現していいかわからないが、波のようになっていて、時々足をグリってしそ

うになりしかも転んだら滑っていきそうで想像以上に怖かった。先輩方は軽快に進んでいって

いた。先輩が真砂沢の方から来たと思われる人に聞いたら、この先真砂沢キャンプ場までの道

は雪渓はあるがアイゼンは必要というわけではなかったので、長次郎出合から真砂沢キャンプ



場の方に下りで１０分のところの雪渓の終わりでアイゼンをはずした。言われた通り雪渓はあ

ったが確かにアイゼンは必要なく、真砂沢キャンプ場に到着した。到着してテントをはったが

８時までは休憩。８時から雪上訓練にでた。長次郎出合から剱沢キャンプ場方面にちょっと進

んだところで雪渓の凹凸を削って平らにしすべり台作りをしたが、勾配がゆるくて滑らなかっ

たので、長次郎谷を上っていくことになった。長次郎谷の途中でちょうどいい感じの勾配のと

ころに２回目のすべり台を作ったら、今度はちゃんと滑るようになったので、そこで雪上訓練

をやった。まずはすべり落ちたときのためのものだったが、練習のためとはいえ本当に滑らな

いといけないので怖かった。とくに頭を坂の下に向けるのが怖かった。次にやったのが二人で

お互いをザイルでつなぎ、片方が滑落したときにもう一人がザイルをピッケルで止めるものだ

ったが、慌ててしまったとき間に合わなかった。最後に、ビレイっぽいことをやった。これは

みんな簡単にできたと思う。この日、昼頃なってきたら日差しが強く、すごくあつかった。 

記録者：松村 

 

8 月 17 日（Cフェイス） 

02:40 真砂沢テン場発 

03:20 長次郎出合 

04:35 アイゼン・ピッケル残置 

05:20 C フェイス取付 

08:10 C フェイス頂上（先頭） 

09:45 下降開始 

11:40 下降終了 

12:45 残置回収 

14:15 長次郎出合 

14:45 真砂沢テン場着 

 

 今日は Cフェイス登攀ということで 2:00 に起床し、慌ただしく準備をする。朝食はお吸い物

と切り餅。2:40 に真砂沢を出発する。外はまだ暗いが星がよく見える。今日も良い天気になり

そうだ。3:20 長次郎出合に到着。ここから長次郎谷の登りが始まる。前日雪上訓練を行ったあ

たりを過ぎ、しばらく登ったところで雪渓から脇のガレ場に移る。4:35 頃ピッケルとアイゼン

を残置し、Cフェイス目指してさらにガレ場を進む。途中岩がもろい箇所があり、落石注意の声

が飛び交う。5:20、C フェイスの取付きに到着。自分たちの前にもパーティーがおり、すでに登

攀を開始していた。ハーネスをつけクレッターを履き、先行パーティーの順番を待っていると、

後からさらに 3 人パーティーがやってきた。さすがは人気のあるルートである。自分は青木先



輩、富家先輩とパーティーを組み、最後に登ることになった。1〜3P は傾斜もきつくなくホール

ドもしっかりしていて登りやすい。4P はこのルートのハイライトのナイフリッジと本に書いて

あったが、自分たちはその下から回り込むような形で登った。少しの間エッジの上に座って順

番待ちをしたが、とても高度感があり気持ちがよかった。最後の 5P を登り頂上に着く（先頭は

8:10 到着）。天気が良かったため頂上からは後立山連峰や遠く槍ヶ岳まで見渡すことができた。

景色を楽しみながら休憩をとり、9:45 下降開始。去年は下降路がわかりづらかったと聞いたが

確かにはっきりとしなかった。途中ハイマツの幹にかけられた残置スリングに支点をとり懸垂

下降する箇所もあった。5回ほど懸垂下降を繰り返し、11:40 にⅤ・Ⅵのコルに降り着く。再び

雪渓脇のガレ場を下り 12:45 残置回収。下りで自分は足の裏の痛みのためにかなり遅れを取っ

てしまった。14:15 長次郎出合を通過し 14:45 真砂沢に到着。夕食はハヤシライスだった。18:30

頃就寝。 

記録者：村松 

 

8 月 18 日（沈殿） 

 前日・前々日の疲労が予想以上に大きかったため、予定を変更し今日は沈殿日となった。 

 起床も 5時 45 分と遅く(それでも早いが)、朝食を済ませた後はもう一眠り。9 時ごろに起き

始め、キャンプ場内をうろうろしていた。暇なので持ってきていたチーズを雪渓に埋めた。冷

やしたチーズは塩分不足の体に滲みた。なお賞味期限は 3ヶ月前である。 

 現在 BC を張っている真砂沢キャンプ場はトイレも非常に清潔でよく管理されている良いキャ

ンプ場なのだが、日光を遮るものがないため、今日のような沈殿日には暑さに苦しむことにな

った。唯一ロッジの前にあるパラソルの下がオアシスなのだが、今日はロッジに宿泊している

団体客が集まっており立ち入れる雰囲気ではない。テントの中は蒸し暑く、テントの外は風が

あるため幾分かマシだが、代わりに肌を刺す紫外線。まさにジレンマである。持て余した時間

を大富豪などをして過ごした。明日は A/D フェース登頂、今日の内に出来るだけ体力を回復し

ておきたい。夕食の後すぐに眠りについた。 

記録者：永田 

 

8 月 19 日（Aフェース：中山、富家、永田） 

03:00 起床 

03:50 真砂沢キャンプ場発 

04:25 長次郎出合 

05:55 残置 

06:10 A フェース取付 



06:35 A フェース登頂開始 

09:05 A フェース頂上着 

09:30 A フェース頂上発 

10:30 A フェース下降終了 

10:55 残置場所 

12:00 長次郎出合 

12:30 真砂沢キャンプ場着 

 

 A フェースに行くまではあの長い長次郎谷を登らなければならないが、どうやら自分はペース

が勝手に早くなっていくみたいで、後輩（富家＆永田）からは苦情が出たりした。まだ暗い中

をアイゼンでガシガシと登っていく。あらかじめ聞いた話によると、AフェースはⅢというグレ

ードにしては怖いらしい。取りつきにつくと、慰霊碑があったらしいが私だけ気付かなかった。

手を合わせておきたかったのだが。Aフェースの取りつきはトポの通りでわかりやすかった。ま

た、取りつき付近にはなぜか柿ピーがたくさん落ちていた。新しい形のデポ？下から見ると傾

斜も緩く簡単そうだが、実際に登ってみると岩が突き出て難しく感じた。しかしそのスリルに

加えて、高度感がすばらしくなかなか楽しいクライミングであった。特に２P目は外に張り出し

たリッジに出るので爽快である。ハーケンが多く打ってあるのでむやみにクイックドローをか

けていくとザイルの流れが悪くなるので気を付けた方がいい。ピークにつくと、永田＆富家と

がっちりと握手。特に 2年の富家はいきなり口数が多くなった。露骨にほっとしていた。 

 下降点は頂上のハイマツにかけてあった。次の下降点はダブルロープで 50m の懸垂下降をし

た方がよい。ザイル 1 本で懸垂下降すると途中の不安定な場所でセルフビレイをとることにな

り（しかもハーケンはぐらついている！）、危険である。下降が終わると 5,6 のコルにでる。 

 雪渓を下って真砂沢キャンプ場に帰ると、青木と中本がビールを飲んでいた。永田と富家に

もねぎらいのコーラを買った。2 人ともお疲れ様。沈殿組にも買った。 

 真砂沢ロッジのおいちゃんの話によると、明日から 1 週間雨らしい。チンネの調査担当の私

としてはどうしても登りたいところだ。とりあえず、明日の三の窓荷上げは強雨でない限り決

行しよう。明後日晴れならチンネ、雨なら戻ると話し合った。 

記録者:中山 

 

8 月 19 日（Ｄフェース:青木、中本） 

03:00 起床        

03:50 真砂沢ロッジ発    

04:15 長次郎出合    



06:10 Ｄフェース取付     

06:20 登攀開始          

09:20 Ｄフェースの頭     

11:50 長次郎出合         

12:15 真砂沢ロッジ着       

 

 昨日は沈殿だったため日中に寝すぎたせいか、夜はなかなか寝付けずやや寝不足気味での出

発。朝食の棒ラーメンのせいか、やたらとのどが渇く。アイゼンとピッケルのデポは一昨日Ｃ

フェースに登ったときの反省を生かしてなるべく取付の近くへ。一昨日は残置地点から取付ま

で遠く、ガレ場を歩くのに骨が折れた。いざ取付こうとするものの雪渓が邪魔なためＣフェー

ス寄りに少し上がってから、取付へ。1P 目は間違って久留米大ルートを取ってしまったようで

一回降りてからやや左の富山大ルートを登りなおすことに。やはりＣフェースと違ってＤフェ

ースは難しいし、あまり登られていないのだろうか古い支点が多い。１Ｐ目の支点のハーケン

もぐらついており抜けそうだ。２Ｐ目は打ち合わせ通り私がリードを。トポにはⅢ級とあった

もののなかなかいやらしい。（実際には１Ｐ目の途中でピッチを切ってしまっていたようだ）し

かし、テンションをかけてハーケンがすぽっと抜け落ちるのを想像すると、なんとしても落ち

るわけにはいかない。なんとか登れたがすっかりビビってしまい残りのリードは青木にお願い

することに。基本的に凹状部を登っていくものの、所々かぶっており気の抜けない登攀が続く。

左のリッジに出てきたところからは、傾斜が緩くなり楽に登ることができるようになってきた。

テラスで振り返ると一昨日登ったＣフェースとＡフェースの頭に出てきた中山の姿が。無事に

登れていたようでなんだか安心した。最終ＰはリードをさせてもらいＤフェースの頭で一休み。

下降はＣフェースの頭へと縦走し５，６のコルへ。いつもながら１回の懸垂下降で降りられる

というポイントが見つからず、3 回ほど懸垂下降をして降りる。デポ地点へと戻るとＡフェース

を登っていた中山組もちょうど降りてきたようだった。雪渓を下っていると所々に亀裂が走っ

ている。昨年と比べると今年は雪が少ないなと感じる。ＢＣに着くと青木とビールで乾杯。無

事に帰ってこられてよかったとほっとした。 

記録者：中本 

 

8 月 19 日（沈殿組：村松、松村） 

 この日はＡフェース、Ｄフェース、沈殿組に分かれての活動だった。朝食はＡフェース、Ｄ

フェース組に合わせてとった。沈殿組は朝食の後やることがないので見送ったあとテントでも

う一眠りした。この日は非常に天気がよく、まさに快晴だった。７時くらいになると自分は暑

くて目を覚ました。キャンプ場のすぐ近くの雪渓で冷やしてある食材を見に行くと思った通り



雪がなくなっていてむき出しになっていた。このままだとウィンナーとかが傷んでしまうので

ちゃんと冷やせるようにひと働きした。村松もその時には起き始めていた。午前にもかかわら

ず日光がこれでもかというくらい降り注ぎ、まともな日陰がない状態だと干からびるんじゃな

いかと思うくらいあつくて、水道の水も温かいじょうたいだった。真砂沢キャンプ場のパラソ

ルの日陰で時間を潰していた。村松は読書したり、自分はナンプレをした。この時、キャンプ

場の管理人っぽい人がラジオを流していて天気が明日からくずれて、そのあと悪天候が続くこ

とが放送されていた。１２時を過ぎたころ先にＤフェース組（青木先輩、中本先輩）が戻って

きた。そして３０分もたたないうちにＡフェース組（中山先輩、冨家先輩、永田君）も戻って

きた。ありがたいことに中山先輩にコーラをおごってもらい、飲むとスゲー旨く感じた。その

後は夕食まで各々時間を過ごし、夕食後も就寝するまで好きに過ごした。 

記録者：松村 

 

8 月 20 日（チンネへ：青木、中山） 

08:40 発 

09:20 長次郎出合 

11:10 熊の岩 

13:00 熊の岩に引き返し、幕営 

 

 朝起きると雨は降っていなかった。実は夜にかなり降っていたのだが、それを強調すると、

三の窓荷上げがなくなると思って（少しでも可能性があるならチンネに賭けてみたかった）あ

まり触れなかった。青木、中本、私中山で荷上げするつもりであったが、どうせ雨が降るだろ

うとのことで中本は荷上げに反対。対してあきらめの悪い 3年生 2人。結局行くことにはなっ

たが、中本は荷上げには参加せず、そのまま皆を引き連れて剣沢へ荷上げをするようにした。

つまり、三の窓には青木、中山の 2 人で挑むことになる。出発してからもたびたび雨がぱらつ

く。しかし、ある時間を過ぎてからかなり雨が強くなり不安を覚える。 

 それでも熊の岩付近まで来るが、かなりガスっていて前が見えない。それがストレスになっ

て余計に疲れる。三の窓まで少しとなったときに、あの音が。雷である。 

 これはもう引き返すしかない。いそいで、先ほど通過した熊の岩へ移動する。着くころに雨

は土砂降りに。急いでテントを立てると中に入って呆然とする 3年生 2人は自分たちが 1 年生

のころを思い出していた。4，5日間も雨に降られながら縦走をしたあの頃のことを。悪夢再び

といったところか。あの時と同じようにガス缶で暖を取る。この強さの雨では明日はもう無理

だろうという結論に至り、絶望がテントを包む。しかし、私個人としては、久しぶりに青木と 2

人だけでの活動に懐かしさを感じ、またわくわくもしたものである。 



 これでクライミングもできれば最高であったが。明日はきっと降りようと話して、就寝した。 

記録者：中山 

 

8 月 20 日（真砂沢テン場〜劔沢テン場：中本、富家、永田、村松、松村）       

05:00 起床 

09:20 真砂沢キャンプ場発 

10:10 長次郎谷出合 

11:00 平蔵谷出合 

13:20 剱沢キャンプ場着 

 

 前日得た情報から、雨が降りそうだということがわかっていたために、当初は沈殿の予定だ

ったため５時に起床した。その後、先輩らの話し合いにより、青木、中山両先輩は熊ノ岩に向

けて荷揚げし、残りの私たちは剣沢のテント場に荷揚げすることが決まった。そこから慌ただ

しく出立の準備をし、９時２０分に真砂沢を後にした。小雨が降ってきたため、レインコート

を着ての移動だった。久々の重い荷物、そして生憎の雨でちょっと疲れて私は荷揚げチームの

足をかなり引っ張ったためか、長次郎谷出合は１０時１０分に到着した。また、雪渓を頑張っ

てみんなで歩き続け平蔵谷出合には１１時に着いた。雪渓終了地点というか残置地点あたりで、

雷の音を聞いたため、付近で無線にて先輩と連絡を取った。私は、また大幅に遅れをとり、途

中出会ったおばさんに大いに励まされた。１２時５０分あたりだったかに、剣沢小屋の後ろの

石垣で休憩を取った。テント場までの最後の登りをゆっくりゆっくり登って、１３時２０分に

先日テントを張った場所に到着した。 

記録者：富家 

 

8 月 21 日（熊の岩〜劔沢テン場：青木、中山） 

06:00 熊の岩 

06:40 長次郎谷出合 

07:35 雪渓から登山道へあがる 

08:05 劔沢小屋 

08:30 劔沢テン場 

 

 朝起きると辺りは雨。しかもガスっている。真砂沢で聞いた天気予報通りの結果だった。一

応予備食としてまだ 1 日沈殿はできたが、明日の予報は雨、一時的に晴れだったので、沈殿し



チンネへ向かっても岩壁は濡れ、登攀どころではないだろうと考えた。起床後の中山との話し

合いで劔沢の下級生達の元へ戻ろうという結論が出た。 

 朝飯はカップ麺、日清の refill という商品。今回の合宿で初めて投入したが、かなりおいし

い。次回の合宿でも活躍しそうな予感。 

 雨の中、テントを撤収させ、熊の岩をでる。雨とガスで視界は悪い。当然、長次郎をつめて

くる人影も見当たらなかった。つい先日までにぎわっていたこの界隈も殺風景なものだった。

今回、熊の岩で初めてテントは張ったのだが、人が捨てた食料でかなり汚れていたという印象

だった。昨日、熊の岩近くの八ツ峰側の陸地で一人用テントを見かけたが、そのテントはまだ

張ってあった。昨日と同様に誰かがいる気配はなかった。もしかして、遭難したのではとも思

ったが、そういったニュースもなかったので、大丈夫だったのだろう。 

 下級生もいなかったので、休みを入れず、一気に長次郎を下り、劔沢雪渓を登っていった。

熊の岩から見たときは、下はガスがないように見えたが、そうでもなかった。やっとの思いで

雪渓からあがり、アイゼンを脱ぐ。長次郎谷につめることは今後もうないかもしれない。部活

を引退し、北アルプスからは離れるかもしれないからだ。 

 劔沢山荘に着き、小休憩をとった。中山は暖かい飲物が気になっていたようだ。小屋の方に

きくと、温かいインスタントコーヒーがあるとのこと。生憎、２人とも財布は持ってあがらな

かったので、お預けとなった。劔沢小屋で天気を聞いてみると、まだまだこの悪い天気は続く

と伝えられた。 

 少し歩き、劔沢テン場につく。初日に張ったときに比べ、確実にテントの数は減っていた。

九大の 6 人用のテントを見つけ、その横に我々もテントを張った。雨だったので、テント間で

無線を使い、会話をした。昨晩の雨で 6人用テントは雨漏り状態だったらしい。水たまりに困

ったと、富家が嘆いていた。1年生のときの夏合宿を思い出し、中山と懐かしんだ。 

記録者：青木 

 

8 月 21 日（沈殿組：中本、富家、村松、松村、永田）                           

 5:00 起床。朝食は refill という、カップ麺を詰め替え式にしたインスタント食品だったが、

なかなか美味かった。雨が降っていなければ活動する予定だったが、外はあいにくの雨だった

ため沈殿することになった。テントとフライの間にツェルトを敷いたことで少しは漏水が緩和

されたが、それでも雨脚が強くなると水が漏れてくる。来年はテントの漏水対策についても考

える必要があるだろう。小屋の方に天気予報を聞くと、明日は一時的に天気が回復するらしい

ので、源次郎尾根バリエーションルートに行くことになった。夕食まで時間があるが外は雨な

のでテントの中で過ごす。夕食は豚汁だった。6:00 頃を過ぎると予報通り雨は止んだが、今度



は台風のような猛烈な風が吹き始めた。テントが飛ばされないように外の張り綱などの確認を

する。19:00 頃就寝。 

記録者：村松 

 

8 月 22 日（源次郎尾根） 

02:00 起床 

03:00 剱沢ＣＳ発 

04:10 尾根取付 

05:50 稜線とルンゼの分岐 

07:20 ルンゼから稜線へ 

08:10 撤退開始  

10:20 登りに通った分岐と合流 

11:20 尾根取付 

12:50 剱沢ＣＳ着 

 

 定着も終盤にさしかかってきた。昨日降っていた雨は落ち着いたが、依然としてガスが濃く

視界が悪い。天気予報では本日は晴れとのことだが当たるだろうか。剣沢から源次郎尾根を目

指して歩く。一年生のアイゼン装着もスムーズになり、歩行も少しは様になってきたようだ。

平蔵谷と長次郎谷の間の源次郎尾根の取付を探し５分ほどうろうろする。思ったよりも上部に

あった。今回は夜明け前だったため明るければすぐに見つかるだろう。落石に気を付けて少し

上ると大きな岩が。目印にしていた 2本のスリングが見つかった。フィックスロープもありフ

リーで抜けられそうだったが、一年生の安全を考慮してザイルを出すことに。樹林帯に入ると

枝や岩など掴めそうなものを手当たり次第に掴んで進んだ。探検をしているようで面白かった

が、昨日の雨で濡れた土や木で体がぬれて気持ち悪かった。踏み跡をたどり１時間ほど歩くと

開けた所に出てきた。このまま稜線伝いに登るか、一度稜線から外れてルンゼを詰めて登るか

話し合う。事前に調べた山行記録よりルンゼを詰めることに。ここも雨のせいかちょろちょろ

と水が川のように流れており少しばかりズボンが濡れる。沢登りをしているみたいだという者

もいた。途中で 3か所ほどザイルを出した。果たしてこの道でよいのかと少し不安になってき

たところで、大きな自然落石が 10 分ほど前に我々がいた所へ。さすがに皆、唖然としてしまっ

た。早く安全なところに戻りたいと思った。落石に気を付けてルンゼを上がると稜線へ戻れた。

稜線上にある大きな岩を左に巻いて踏み跡を辿ると途中で道が切れていたので、引き返して大

きな岩を登ることに。登山というよりもロッククライミングのような感覚で高度を上げていく

ものの、次第にガスが濃くなり視界も５メートルほどになってきた。Ⅰ峰頂上直下あたりで道



が分からなくなり、この天気で先に進むのは危険だろうということになり引き返すことに。帰

りはずっと稜線に沿って下ったがこちらの方が道は明瞭であり歩きやすいだろう。帰り道は

久々に日が照っていたものの、計画が失敗に終わったため疲労感がひとしおだった。CS に戻る

と雨で濡れたものを各自干してゆっくり休んだ。 

記録者：中本 

 

8 月 23 日（劔沢テン場〜室堂） 

08:00 剣沢キャンプ場発 

08:50 剱御前小舎 

10:20 雷鳥沢キャンプ場 

11:10 室堂着 

 

 剣沢のキャンプ場を８時に出発した。降りしきる雨の中、短い登りだったが、青木先輩には

っぱをかけられながらなんとか剣御前小屋に８時５０分に着いた。ここで、来た時はここまで

荷揚げしたのかという感慨に浸りながら、しばしトイレ休憩。ここから、怒涛の下りが続く。

ほとんど、ノンストップで雷鳥沢まで降りていく。下りは景色を見る余裕があるにはあったが、

雨風が強かったため、ほとんど見えなかった。１０時２０分になんとか雷鳥沢のキャンプ場に

たどり着いた。行きの時よりも、テントを張っているグループは減ったように見えた。室堂ま

での最後の登り。中本が飛ばす飛ばす。私もなけなしの体力を振り絞り、また、今度は中山先

輩にはげましてもらいながら、何とか室堂へ。１１時１０分だった。 

記録者：富家 

 

＜各係反省と感想＞ 

CL(青木) 

今回は初めて CL として下級生を引っ張った。雪渓上での歩き方、登攀中のコールのかけ方、支

点の作り方、テント生活に関して等、気になったことを注意することも多々あったが、みんな

それなりに素直に聞いてくれ、合宿をスムーズに進めることができた。 

 雨で合宿を中断させたこと、一年生が歩荷で指皮が向けてしまったことは、私の判断の甘さ

と合宿前の部活のトレーニング量の少なさに起因するものだ。冬合宿ではこのようなことがな

いように部活の内容を厳しいものにしなければいけない。 

 

SL（中山） 



 それまでの合宿では CL にまかせっきりであった日程の調整などに意見を寄せたこと、自分一

人で下級生を引っ張る場面が出て（19 日 A フェースに行ったときなど）きたときのリーダーシ

ップの発揮など、上級生としての自覚が強くなってきたのを感じる。しかし、合宿直後の 9月 2

日からにテストがあり勉強で忙しかったとはいえ、合宿前にもっと岩場やルートのことについ

て調べておくべきであった。ルートについてなど、青木にいろいろと聞いてしまっていた。自

分一人でいくつもりで下調べをしなければ、日程の変更を迫られたときに、それを調整するこ

とすらできない。 

今回の合宿では一人で下級生を引っ張ってのクライミングなど、SL としての自信をつけること

ができたのも確かである。反省点は直して次の合宿ではさらなる自信をつけたい。 

 

行き行き行き行き交通係（永田）交通係（永田）交通係（永田）交通係（永田）    

去年のものをほぼ流用でき、細かい時刻表の変化を修正するのみであったため、特に問題なく

役割を果たせたように思う。もとより一人旅のために交通計画を良く立てているため、自分に

とっては楽しみながら果たせる役割だと思う。今後の合宿でも率先して引き受けたい。 

 

帰り交通係（富家） 

今回、天候不良のため生憎の撤退となってしまい、用意していた帰りのルートとは異なるルー

トで帰宅することになった。今回その想定をまったくしていなかったため、それぞれが各自で

対応しなければいけなかった。次回またこの役を任されることになった時には、今回のような

場合も含めて検討したい。 

 

朝食係（青木） 

 今回の合宿では今までの合宿では使ったことのない食品を投入した。例を挙げるとカップラ

ーメン refill やフリーズドライ等だ。Refill は調理時間、おいしさと完璧ではあった。しかし、

フリーズドライの丼もので使う米はやはり調理時間を考えるとアルファ米にするべきだった。

結果的にはフリーズドライは沈殿日に回したので、影響はでなかったが、行動日の朝食の調理

時間は早いほうが良いだろう。 

 今合宿ではなんだかんだで、パスタをあきらめてしまったが、次の合宿では朝飯にパスタを

是非投入したい。 

 

エッセン係（村松） 



初めてエッセンというものを考えたが、自分なりには良いメニューが考えられたと思う。ただ、

クッキーが粉砕して粉のようになってしまい食べにくかった。今後の課題として良い食品があ

れば新しいメニューを考えたいと思う。 

 

夕食係（中本） 

今回は夕食のみの担当だった。去年、野菜が腐ってしまった反省を生かして使わないものは雪

渓に埋めるように心がけた。おかげで腐ったものはなかった。反省点としては米に対しておか

ずの量が少なく感じたので多めに持って行った方がよいだろう。７人でカレーなどのルーが 1/2

箱は少ない。しっかりと基準量を持って行く必要があるだろう。今回持って行ったチタン鍋も 8

人以上となると大きなサイズの方が良いかもしれない。 

 

装備係（中山） 

基本的には例年の物と変わらないが、今回はクライミングの日程が多く、難易度が高いものも

あったので、その面での改善がなされた。3 年になり、装備表の作成もなれてきた感がある。ま

た、実際に合宿に行った時を想像して、必要なものを考えるという考え方を後輩に伝えていか

なくては。反省点としては、もっと早くに準備しなければならないと感じた。仕事は前倒しし

なければならない。 

 

装備係（松村） 

初めての合宿でこれまでこのようなことをしたことが無いので右も左も分からない状態だった

のでもう一人の装備係である中山先輩にほとんど任せる結果になった。やったことは装備表の

わからないものを調べるように言われたのでネットで調べた。あとは部室にある装備の個数を

連絡したくらいだった。来年以降の夏合宿では装備係の仕事をマシに務めることができるよう

今回学んだこと、知ったことを忘れないようにしたい。 

 

記録係（永田）記録係（永田）記録係（永田）記録係（永田）    

重要なポイントの記録漏れはなかったが、日によって細かいポイントの記録精度に差が出てし

まった。これは体力的な余裕がない日の記録頻度が低いためである。今後はもっと体力をつけ、

合宿を通して精密な記録を付けなければならない。 

 

記録係（松村） 

まず、今回の合宿に記録係なのにもかかわらず腕時計を忘れてしまったことを反省したい。時

計がないので人にわざわざ時間を尋ねないといけなかったのでみんなに迷惑をかけたと思う。



反省としては事前にその日の活動の内容と、記録をする場所の把握があまりできていなかった

と思う。合宿前や、前日にあらかじめ記録する場所を確認しとくことが必要だったと思います。 

 

医療係（中山） 

 今回は使う頻度が多かった。主に 1年生である。メガネの耳かけによって耳の後ろが擦れて

腫れあがったり、長い間雪渓を下ったために足の皮がむけてしまい歩けなくなったり、また高

山病であろうが頭が痛くなったものが多かった。しかし、そのどれにも迅速に対応できた。こ

の場合はどの医療箱のどれを使えばよいかなど、正しい決断ができたと思う。 

 反省点としては、1年生の医療係の村松に教えてやれることが少なかったことであろうか。 

今回の合宿で医療係の感じをつかむことはできたと思うのだが、準備はほとんどわたしがして

しまったし、後輩への代替わりも意識していきたい。 

 

医療係（村松） 

医療係としては、逆に自分が医療箱を利用することが多かった。それに関しては医療箱が大い

に役に立った。今回の経験を生かして今後さらに医療箱の中身を充実させていきたい。 

 

気象係（村松） 

今回は天気図を書いたのは結局二回だけだった。真砂沢ではラジオが入らず天気図は書けなか

った。その間の天気予報は小屋の方に聞いた。今回の合宿は最初は天気が良かったものの、途

中から崩れて下山することになってしまった。下山の決定に関してはかなり議論が交わされた

が、気象係として良い判断ができたかどうかは正直わからない。今後は予想外の天候の変化に

も柔軟に対応できるようになりたい。 

 

気象係（永田）気象係（永田）気象係（永田）気象係（永田）    

ラジオの放送についていけず、書き逃しがあったこと。やはり 1度きりの放送で天気図を書き

きるためにはもっと練習が必要なようだ。次回の合宿までに個人的に何枚か書いてみることに

する。 

 

気象係（青木） 

今回は補佐役として合宿前に部会にて天気図の書き方の説明や実際に練習で天気図を書かせる

段取りをした。みんな計 2〜3回天気図を書く練習をしたので、20 分内に書くことはできなくと

も、ちゃんと最後までかけるようになったかとは思う。冬合宿までには 20 分内にかけるように

練習しよう。 



 

＜個人の反省•感想＞ 

青木  

 今回は停滞前線の影響で合宿内容の 3 分の 1 しか消化できずに終わってしまった。しかし、

久しぶりに大人数（7人ではあるが）のにぎやかな夏合宿となり、かわいい後輩が増え、非常に

楽しかった。1 年生、富家、中山には良い経験になったのではないかと思う。1 年生の永田は A

フェースをフォローで、2 年生の中本は C フェースをリードで登ったことも大きな収穫だろう。

この経験を活かして来年の夏合宿では下級生を引っ張っていって欲しい。また、上級生を抜か

んとし、一層頑張ってくれること期待しています。 

 個人的には、来年には部活を引退し、院試の関係で次の夏合宿に参加することもほぼないか

もしれないので、今回が最後の夏合宿となるだろう。そのこともあり、去年のように天候がう

まくもってくれず、目標のダイヤモンドフェースを登ることは叶わなかったのは残念であった。 

 これからも体を鍛え、さらに難易度の高い、岩壁に挑戦していきたい。  

 

中山 

 残念ながら今回はチンネ、ダイヤモンドフェースの登攀は雨で断念し、また、源次郎尾根も

ルートが取れずに成功しなかった。天候は仕方ないとしても、源次郎尾根のルートはもっと下

調べができたはずであった。自分一人で行くというつもりで、他人任せにすることなく、しっ

か下調べていけばよかったと思っている。また、嗜好品など暇なときにテントで食べるものを

もっと買っておけばよかった。沈殿が結構しんどかったのである。 

 今回は学校のテスト日程の影響で定着合宿のみ参加するつもりで北アルプスへやってきた。

当然目的は登攀。C,A フェースをリードしたが、今まで山岳部で登攀をしてきた 3 年生としての

自信をつけることができた。また、源次郎尾根でも、ザイルワークなど技術的な面で自分の成

長を感じた。 

 チンネ、ダイヤモンドフェース、源次郎尾根はまたチャレンジしたい。できれば、同期であ

る青木とともに登ってみたいものだ。そのときはきっと成功させよう。 

 

中本 

 今年は後輩がいるということで去年とは、一味も二味も違う合宿になった。一年生が起こす

ミスに対して、上級生が叱る場面を見ていると、去年の合宿で失敗の毎日だった私を見ている

ような気持ちになった。私も教わる立場から教える立場になって来つつあるので、自分の言動

には責任を持って、納得してもらえるような指導ができればと思う。個人的に今合宿の最大の

目標は、Ｃフェースのリードをすることだったので無事に登れたことはよかったといえる。し



かしながら、天候不良とケガ人の続出で計画が達成できなかったことは残念でならない。合宿

前にみんなでもっとトレーニングをしていくべきだった。また、今年は雨で行動ができない日

も多かったのだが、雨の日の沈殿が、あんなにも精神力を削られるものだとは思わなかった。

早く帰りたいと何度思ったことか・・・（幾度となく口にも出したが）長期の山登りには体力

だけでなく忍耐や根性など精神的な強さも必要だなとつくづく感じた。今後はもっと強い部と

なれるように部員全員で日々の活動に励みたいと思う。 

 

富家 

 前々から言われていたことだが、やはり体力が無かったと思う。定期的に走るようにしなけ

れば…。また、中山先輩にも指摘されたことだが、私もクライミングの技術を覚えなければい

けないのだろう。あまり、時間はないが、中本に頼んで必要最低限の知識や技術を教えてもら

わなければいけない。 

 私は、去年は別のプログラムに参加していたこともあって、今回初めての参加となった。若

干心配していた、これといった怪我に見舞われることもなく、終えられたのは数少ない良い点

だ。ただ、天候不良等で、行けるはずだった景色に出会えなかったのは少しばかり心残りだ。

連れていってもらった Cフェースや Aフェースの頂から見る初めての高さは、怖ろしさが９割

を占めていたが、あの眺望は今回参加してよかったと思った本当に格別の体験だった。引率し

てくださった先輩、中本には本当に感謝しています。 

 

永田永田永田永田    

 今回もっとも失敗したと感じたことは、嗜好品の量についてである。今回の合宿は雨によっ

て予定より早く下山することとなったわけだが、下山日の前々日には持参した嗜好品類は切れ

てしまっていた。これは出発前、荷物を入れるスペースがなかったため予定より嗜好品の量を

減らしたためである。嗜好品は必携の装備ではないし足りなくても問題はないだろうと思って

いたのだが、実際に嗜好品が切れ、空腹に悩むようになってからはかなりストレスを感じ、下

山前日頃のモチベーションの低下はかなりのものであったように思う。仮に予定通り合宿が続

いていた場合、体力的な問題よりも精神面できつかったのではないかと思う。疲労や寝不足に

よるストレスには割りと強いと思う自分だが、空腹によるストレスにはめっぽう弱いことに、

今回の合宿を通して初めて気づいた。次回以降の合宿では余らせるくらいのつもりで嗜好品を

持っていくことにする。 

 また体力面でも十分であったとはいえず、特に合宿の初日には足を吊りそうなことが多々あ

った。次の合宿までにもう少し体力を付けておかなければならない。 



 今回数年ぶりに日本アルプスの山に立ち、改めて山登りの良さを感じた。山の上では下界と

は違った時間や空気が流れているように思う。山の上では電気は使えず、ガス・水・食料も限

られており、滞在環境としては下界に比べ劣悪である。少しでも山の上での生活を快適なもの

にするために、パーティメンバーは互いに協力しなければならない。それ故に生まれる一体感

は、生活の基盤を互いに共有しているという点で下界にはないものだと思う。今回の合宿を通

して先輩方や同期の部員と交流を深められたように思う。全員で協力して山の上で生活を送り、

苦心の末に山の頂に立つ。その時の達成感は格別であり、そしてその喜びを共有することで仲

間との絆を深めるのだと思う。 

 自分はまだまだ先輩方の御世話になることが多く、覚えるべきことも沢山ある。これから自

らがより山というものを楽しめるように、そしていつか自分が後輩たちにその楽しさを伝えら

れるように精進したい。 

 引率してくださった先輩方、共に歩んだ同期に感謝。 

 

松村 

 合宿の準備をするのが少し遅かったと反省している。前日にザックに荷物を詰め込んだが、

道具の確認と詰め込みに思った以上に時間がかかり終わったのが夜遅かった。そして、起床時

間から家を出るまでの時間を見誤って電車にギリギリだった。この時、慌ててて腕時計を忘れ

るはめになった。約３０ｋｇを背負って登るには鍛え方がたりなかったのか、室堂から剱御前

小舎までの坂が非常にきつかった。ただ、きちんと登りきった。自分ではどこでも寝られるタ

イプと思っていたが、初めてのテント泊でほとんど一睡もできなかったので、自分は神経質な

性格なのかもしれない。大雨でテントの中に水が垂れてきたときもあんまり眠れなかった。も

っと、精神的にも肉体的にも鍛えたい。Ｃフェースでも一カ所登ることができず楽なルートを

いくことになったので、来年の新入生にかっこ悪い所を見せずにすむようにクライミングも鍛

えていきたい。今回の合宿では重い荷物とかを先輩に任せる結果になり、先輩に頼りっきりに

なってしまった感が大きい。さらに、結構始めの段階で足にでかいマメができて潰れてしまい

行動に支障が出てしまったので、こんなことは今回だけになるようにしたい。 

 

村松 

 今回の夏合宿では自分の力不足を思い知らされた。足の裏のけがのために特に下りの時にス

ピードが遅くなってしまい、パーティーの足を引っ張ってしまった。また、重いザックを背負

っての登りも非常にきつく感じた。足のけがのために予定していた A フェイスの登攀も諦める

ことになり、悔いが残った。今後さらにトレーニングをつんで、実力をつけていきたい。諦め

た Aフェイスや途中で引き返した源次郎尾根にはぜひとも再びチャレンジしたい。しかし、そ



んな中でも初めて見る北アルプスの雄大な景色や雪渓、スケールの大きな岩壁などを肌で感じ

ることができ、とても素晴らしい体験となった。休憩や沈殿の時にメンバーと過ごす時間も楽

しかった。すべてが、今後のためにも有益な経験になったと思う。最後に、合宿を無事に終え

ることができたのは先輩方に様々な場面でフォローしていただいたおかげである。ありがとう

ございました。 

 

 

 

 


