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2018 年度九州大学山岳部夏合宿報告書 

文責：荒木 

♦ はじめに 

ここでは 2018 年 8 月 12 日から 31 日にかけて北アルプスにて行った夏合宿について報告する 

 

♦ 合宿報告 

o 定着 

▪ 山域・期間 

山域：剱岳周辺 

期間：2018 年 8 月 11 日〜2018 年 8 月 21 日 

 

▪ 参加者 

OB：米澤弘夫、竹下朝日（竹下は 8/12.13.14 のみ） 

三年：須賀雄次郎（CL）、荒木詩乃（SL）、池﨑大智、伊藤朱里 

二年：井上拓哉、児島歩武、下鶴大輔、山村圭一郎 

一年：二宮公一、安河内優文 

 

♦ 目的 

八ツ峰フェース登攀経験の獲得、雪上技術の習得向上、剱岳東面の概念把握 

 

♦ 行動記録 

8 月 12 日 天候：晴 

〇先発隊入山 

<竹下 須賀 荒木 池﨑 伊藤> 

09：45 室堂出発 

11：50 剱御前小屋 

12：25 剱沢 

14：35 真砂沢到着 

富山駅で竹下先輩と合流し、同じバスで室堂へ。

雑事を済ませた後、真砂沢へ向けて出発。真砂沢

まで特に問題はなかった。真砂沢で前入りされて

いた米澤先生と合流し、夕食をとった。以下、剱

沢の警備隊と真砂沢にいた東大パーティから得た

情報。まず雪渓は、平蔵は問題なし、長次郎は左

俣が×で、右俣は支点作成が出来るパーティは通

行可。Ⅵ峰フェースはどれも取付き可（ただし、

ＤはＣの取付きを経由する必要がある）。三の窓

は上部が細く×。他に注意事項として、仙人新道

でスズメバチの巣が作られており、すでに 20 人
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近くが被害にあっているとのことだった。 

（記録：須賀） 

 

 

8 月 13 日 天候：雨のち曇 

〇C フェース撤退 

＜須賀(L) 荒木(SL) 池﨑 伊藤 竹下 米澤＞ 

03：00 真砂沢発 

04：15 長次郎谷にて雨のため撤退決定 

05：10 真砂沢着 

10：30 真砂沢発（米澤を除く） 

13：10 剱沢着 

14：00 入山組と剱沢にて合流 

14：30 歩荷わけ後剱沢発 

16：00 先行組真砂沢着 

16：30 後続組真砂沢着 

天気はテントを出たときには曇りでガスが濃かっ

た。フェースでの順番待ちを避けるため、朝早く

出発した。米澤先輩は 1 人 30 分早く出発した。

米澤先輩と合流後、現役と米澤先輩とでは歩くペ

ースの差が大きかったため、人気ルートである剣

稜会を登る予定の竹下・池﨑の二人だけ先行して

歩くこととした。歩いている途中から小雨が降り

出してきたが、かなり弱くあまり気になるもので

はなかった。しかし雨は次第に強くなり、04：15

に撤退を決定し、真砂沢に引き返した。この日、

1，2 年生が入山してくるが、1 年生が雪上訓練を

していない状態で剱沢を下るのはリスクがあると

して、剱沢で 1 泊させ、翌日迎えに行く予定だっ

た。しかし登攀が中止となったため、3 年生が剱

沢まで迎えに行き、今日中に真砂沢まで同伴して

下ろすことに決めた。剱沢へ歩き始めたときには

雨だけでなく、雷もなっていた。とても寒かっ

た。竹下先輩の指示で雷が万が一にも当たらない

ように、可能な場所では、雪渓を避け岩の上を歩

いた。剱沢に着いた時にはまだ入山組は到着して

いなかった。10：00、12：00 の定時交信はつな

がっておらず、どこにいるのかわからなかった。

その後携帯の LINE でやっと連絡が取れ、14 時

に入山組が剱沢に到着した。合流後、歩荷量が多

い者から 3 年生が荷物を預かり真砂沢へ向かっ

た。2 年生と 3 年荒木、竹下には先行させ、初め

て雪渓を歩く 1 年 2 人と付き添いの 3 年 3 人はゆ

っくりしたペースで歩き方を教えながら下った。 

（記録：池﨑） 

 

〇後発隊入山 

＜児島 井上 下鶴 山村 二宮 安河内＞ 

10：25 室堂ターミナル発 

11：05 雷鳥沢キャンプ場 

11：45 雷鳥坂途中で休憩 

13：05 別山乗越 

14：05 剣沢小屋 

15：28 平蔵谷出会い 

16：20 真砂沢ロッジ着 

室堂までの長い道のりを経てバスを降りると、天

気は生憎の雨。天気は悪く、気温も想像していた

以上に低く、大丈夫だろうかという思いを抱きな

がら出発準備。しばらく味わえない下界の空気を

噛みしめる。その後、予定していた 10：00 に約

30 分遅れて出発。雷鳥沢 CS までは道も整備され

ており特に問題なく進む。しかし、経験したこと

のない高山であったためか、雷鳥沢 CS からの登

りで安河内がバテ気味となり、雷鳥沢の途中の何

もないところで休憩を入れる。休憩ついでに先発

隊との 12：00 の定時交信を入れるが繋がらな

い。5 分後に出発し、バテ気味ながらも別山乗越

に到着。風雨が強かったため、剱御前小屋の休憩

室に入れてもらい、震えながら休憩。20 分ほど

して出発。別山乗越までで入山の登りはほとんど

終わりであったため、やや気楽な気持ちで残りの

行程につく。ほどなくして剣沢小屋が見えて来、

当初の予定のゴールを確認して、若干テンション

を上げながら下る。剣沢小屋に着く頃には天気も

少し回復し曇りとなっていた。剣沢小屋には先発

隊がすでに待機しており、余分な荷物を真砂沢ロ

ッジにデポして軽くなった先発隊のザックと交換

して、真砂沢ロッジまで行った。予定では、後発
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隊は剣沢小屋で本日の行動を終了する予定であっ

たが、先発隊が雨で岩場の下見ができなかったこ

ともあり、以後の行動をよりスムーズにするた

め、予定を進めて真砂沢ロッジに行くこととなっ

た。荷物が軽くなったこともあり、途中雪渓に差

し掛かるもスムーズに進み、1 回の休憩をはさ

み、真砂沢ロッジに到着。 

（記録：安河内） 

 

 

8 月 14 日 天候：曇のち晴 

〇C フェース剣稜会ルート 

＜須賀(L)−池﨑＞ 

02：05 起床 

03：00 真砂発 

04：50 熊の岩着 

05：30 取付き 

06：20 登攀開始 

09：30 登攀終了 

後は RCC 隊に同じ 

剣稜会は人気ルートのため早朝から出発し、取付

きまでハイペースで進んだ。先行パーティはいな

かった。途中雪渓で抜かしたパーティや熊の岩に

テン泊していたパーティ（6〜8 張ほどあった）

は、チンネや D フェース、剱沢雪渓へと向かっ

ていた。初見二人ではルートファインディングが

心細く、剣稜会を登る後続パーティも現れる気配

がなかったため、また、どちらにせよＣの頭で合

流する予定だったので、取付きで RCC 隊を待っ

た。初めての剣稜会はそれなりに恐怖心を感じて

しまったが、ザイルの流れを意識し、終了点の位

置さえ把握できていれば問題は全くないだろう。 

（記録：須賀） 

 

〇C フェース RCC ルート 

＜米澤−荒木(L)−伊藤＞ 

02：05 起床 

04：00 RCC 隊・竹下先輩出発 

06：00 雪渓から取り付きへ 

06：20 登攀開始 

09：38 登攀終了 

10：07 頭を出発 

11：00 Ⅴ・Ⅵのコル 

12：00 アイゼン回収・定時交信後下山開始 

13：05 真砂沢帰着 

朝ちょっとだけ寝坊。RCC 隊は起床後時間があ

るのでゆっくり準備する。後輩たちに見送られた

後、竹下先輩とは長次郎谷出合で別れる。初めて

の C フェースまでの登りは長すぎて心が折れそ

うだった。取り付きで剣稜会隊と合流し、登攀開

始。 

1P 目 25m ピンなし 

剣稜会取り付きの 2m くらい右から右上するバン

ドを伝う。落ちるようなところではないが、ピン

がないのは心もとない。終了点は 3 人入れる広い

テラス、ハーケンと残置スリングあり。 

2P 目 25m ピンなし 

ここも 1P 目と同じような環境。ピンどこやね

ん。おそらくここの終了点がトポでいう 1P 目の

終了点。ここもハーケンと残置スリング。 

3P 目 20m ピン 2 本 

ようやくピンが出てくる。トラバースから始ま

り、チムニーを左上。抜けた後はそのまま左の方

にある立ち木の向こう側へ入り込み、そこの立ち

木で終了点をとる。 

4P 目 25m ピン 2 本 

3P 終了点から這い出し、少し後戻りした後、右

上ぎみに登りやすいところを登って顕著なバンド

に立つ。終了点は効いているのかわからないハー

ケン 3 本、幅は狭いが安定したテラス。 

5P 目 15m ピン 1〜6 本 

核心。4P 終了点から右にも左にも凹角があり、

どちらからでもいけるがどちらもいやらしい。米

澤先生、荒木は右、伊藤は左をいく。右は米澤先

生曰く「C フェースがこんなに辛いわけがないの

におかしい。フリーで行こうなんて考えないほう

がいい。」聞いた瞬間血の気が引いた。実際ホー

ルドはないわ傾斜強いわで、片足スクワットや、
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ヌンチャクを掴みハーケンに足を乗せ甘いアンダ

ーを効かせるために体をがっつり岩から離すとい

うかなり怖い思いをして切り抜けた。ハーケンが

抜けたらなんて考えたくもない。ただこちらのピ

ンは核心部の凹角だけで 5 本くらいある。左はと

いうと、下部は問題ないが上部がツルツル。早い

うちに凹角の右側に這い出し、フェースを登った

ほうがいいかも（伊藤談）。そしてこちらはピン

1 本である。終了点は広い上、ここに来て初めて

ペツルのボルトが打ってあり狂喜。しかし終了点

間際は浮石地獄で、服がかすめただけで人の頭大

の岩がビレイしている私の 1m 横を飛んでいっ

た。これは左の凹角沿いに落ちてくるのでビレイ

の場所には注意が必要。 

6P 目 25m ピン？ 

左上し、ビレイ点から見たスカイラインに出たあ

たりから右へ。最後は傾斜が強く開放感のある浅

いチムニー状をいく、ちょっと怖いがなかなか楽

しいピッチ。ハイマツが多く出てくるので中間支

点はとれる。ただ全体的に浮石まみれなので登り

ながら確認は必須。終了点はチムニーを抜けてす

ぐ左、ハーケン 3 本。 

7P 目 40m ピン？ 

出だしがいやらしいが、後は問題なく、ハイマツ

の中に突っ込んで頭まで抜ける。ハイマツの下の

岩は濡れていて滑るので注意。ここもいくらでも

ハイマツに支点は取れるが、すでに傾斜はさほど

ない。 

個人的には初めての北アルプスでのアルパイン、

怖い半分楽しい半分の短い 3 時間だった。頭で休

憩したのち下降。50m ザイル折り返しの懸垂下降

3 回とトラバース 1 回。米澤先生のおかげで割と

スムーズに下れたが、最後三の窓側からトラバー

スするところだけヒヤヒヤした。一通り終わっ

て、昼の日差しでグズグズになった雪渓を下る。

出合では散歩にきていた下級生と合流した。後日

下級生を連れていくためとかなり気合を入れて記

憶と記録をしたが、その結果これはやめておいた

ほうがいいということになり、帰着後、RCC は

計画から外すことが決定。米澤先生が「もう九大

山岳部は RCC には来ないだろう」とおっしゃっ

ていた。三年生一同、激しく同意する。 

（記録：荒木） 

 

 

8 月 15 日 天候：晴 

〇源次郎尾根 

＜須賀(L) 池﨑(SL) 児島 二宮 安河内＞ 

03：50 出発 

04：40 源次郎尾根取りつき 

08：00 Ⅰ峰頂上付近 

09：15 Ⅱ峰懸垂下降点前 

10：40 剱岳山頂到着 

11：40 剱岳山頂出発 

13：50 平蔵谷出会い 

14：30 真砂沢 CS 到着 

起きて外を見ると、前日の夜からの大雨を感じさ

せないほどの晴天だった。雪渓を登ってとりつき

に行くと先行パーティがいた。（東工大のパーテ

ィであった）最初の大きな岩を乗り越すところで

ザイルを出した。その後はハイマツ帯を登りⅠ峰

の頂上付近ついた。1 年生は先輩から言われたの

でピッケルをザックの中にしまっていたので、快

適に登れた。他 2，3 か所でザイルを出しながら

登る。特に濡れていることもなく快適に登る。Ⅱ

峰の懸垂下降も問題なく終了し、その後のガレ場

を登ると山頂につく。山頂は快晴で人も多かっ

た。下りでは、カニのタテバイヨコバイでスリン

グと環付きで鎖とつなぎながら下った。平蔵谷の

最初はかなりのガレ場だった。落石を起こさずに

は下れないほどであったので途中からは横一列に

なって下った。ここは長くかなり気を使った。そ

れが終わると平蔵谷の雪渓下りに入った。1 年 2

人は 3 年の先輩とコンテを組んで下った。急な平

蔵谷を下り出会いについた時にはかなりほっとし

た。行動時間は長かったが、真砂沢 CS に帰って

きたときはかなり達成感があった。 

（記録：二宮） 
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〇北方稜線 

＜米澤 荒木(L) 伊藤(SL) 井上 下鶴 山村＞ 

05：00 起床 

06：00 真砂沢発 

06：56 二股吊橋 

07：45 ベンチ 

09：00 仙人池ヒュッテ着 

10：55 仙人池ヒュッテ発 

11：50 池の平小屋着 

雲は出ていたものの晴れていたため、予定通りに

北方稜線に向かうこととなった。前日の真砂沢ロ

ッジへの聞き込みで、懸念していた仙人新道の蜂

による被害については、ロッジの方が駆除された

ということで、証拠に瓶詰の蜂たちまで見せても

らっていたので、その点については大した心配な

く出発することができた。残党がいるかもしれな

いので注意してくださいとのアドバイスもいただ

いた。四ノ沢の手前付近などは、雪渓が残ってい

て、つぼ足の練習になった。かねてから聞いてい

た鎖場は、当然のことだがところどころ濡れてい

て怖かったが、思っていたよりも新しく見える鎖

だったので、体重をかけることに抵抗はなかっ

た。吊橋に着くと、15 分ほど休憩した。その合

間に米澤先生や隊員と小窓や三ノ窓などの概念把

握をした。近藤岩などについてのお話も伺うこと

ができた。この日はガスも少なかったので、さぞ

や源次郎は眺めがいいだろうと、一同うらやまし

がった。ここを過ぎたあたりから、この日の核心

ともいうべき、仙人新道へと足を踏み入れた。快

調なペースで、コースタイムを大幅に縮め、ベン

チに到着した。途中ヒヤッとするようなトラバー

スも何か所かあり、さすが「新道」、というハー

ドさを感じた。仙人峠にザックをデポし、仙人池

ヒュッテへ向かった。久々の木道歩きが懐かしか

った。仙人池からは裏剱がきれいに見晴らせた。

風が少しあったものの、逆さ剱も堪能でき、穏や

かな時を過ごした。米澤先生がヒュッテの方に聞

いたところによると、池の平小屋は水不足という

ことで、途中の沢で補給をしようということにな

る。池の平小屋に向かっていると、水場らしき沢

があったので、ちょろちょろの流れのところから

苦心しつつ水を採る。そうしていると小屋の主人

らしき人達が通りかかり、不足しているが飲料用

であれば提供できるということを教えてもらっ

た。テン場は広々としており、到着した当初は私

たちしかいなかったので、適当な場所を整地し、

設営にかかった。といってもこの日はビバークの

訓練も兼ねていたので、テントのポールを地面に

刺し、岩で押さえたものに、フライをかけただけ

という設備だった。何はともあれ張れたので、中

に荷物を押し込み、隊員も押し合いへし合いしつ

つ折からの雨をしのいでいると、みるみるうちに

足元が浸水していった。そこはテン場の中でも低

めの場所であったらしく、あたふたと荷物を寄せ

たりしているうちに、足元は自分たちの顔が映り

こむほどになっており、これはとても寝られない

ということで、急きょほかの場所に張り直すこと

になった。幸い小高く砂利が盛られたところがあ

ったので、雨の隙をついて大急ぎで転居。なんと

か腰を落ち着け、食事を済ませた。シュラフカバ

ーにくるまり、明日の晴れを願いつつ就寝した。 

（記録：伊藤） 

 

 

8 月 16 日 天候：雨 

〇北方稜線 

＜米澤 荒木(L) 伊藤(SL) 井上 下鶴 山村> 

03：00 起床 

06：00 池の平小屋発 

07：50 二俣吊橋 

09：00 真砂沢帰着 

01：30 頃から大雨が降り続き、風向きの関係で

荒木、下鶴はフライが顔に張り付く。長い夜を

耐え抜き皆「キツイ…」なんて言いながら起き

だす。同時に、一向に弱まらない雨を見て北方

稜線は無理と悟った。朝食後、真砂に帰るだけ

となったので雨が弱まるまでしばし待機。昨晩

はさすがに寝にくかった上、撤退となり、皆疲
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弊している様子だった。真砂は降ってないと連

絡を受け、弱まったタイミングで出発。増水し

た川を横目に、真砂まで無心で歩いた。真砂に

着いた後は、V6 組が準備してくれた嗜好品で温

まった後、避難させてくれていたデポ用品の片

付けとテント設営（その節はありがとうござい

ました）。テントに収容された後も雨は降り続く

ので、カードゲームなどをしながら半日の沈殿

となった。 

（記録：荒木） 

 

 

8 月 17 日 天候：晴 

〇C フェース剣稜会ルート 

＜須賀(L)−井上−二宮 

荒木(SL)−下鶴−安河内＞ 

03：00 起床 

04：00 出発 

05：45 C フェース取りつき到着 

06：40 先行隊登攀開始 

07：20 後発隊登攀開始 

09：20 先行隊 C フェースの頭に到着 

10：40 後発隊 C フェースの頭に到着 

11：00 下降開始 

12：45 Ⅴ・Ⅵのコル 

14：40 真砂沢到着 

18：00 就寝 

朝早く起床し出発の準備をする。少し肌寒い。長

次郎を詰めるが、ガスが濃くゴールが見えない。

（それが幸運か？）なんとか取りつきに到着する

が、かなり寒い。そこから準備をして登攀を開始

する。1P 目、最初の乗り越すところが少し怖い。

だがそれを終えればそんなに怖くはなく簡単だっ

た。2P 目、3P 目はまったく問題なかった。少し

高度感はあるが…最大の核心はやはり 4P 目のナ

イフリッジだった。これがかなり怖い。両端がき

れていたが、両足でまたがればそんなに怖くはな

かった(嘘である)。最後の 5P 目は一瞬で終わり頭

に到着した。その後、下降に入るが来年に向けて

下降点を覚えながら下降していく。50ｍザイルで

は懸垂下降が足りなかったので、2 回連結して下

降した。Ⅴ・Ⅵのコルに下降した後、注意して長次

郎谷を下降し、真砂沢に帰着した。今回の経験は

来年にも通じるものなので大事にしたい。達成感

を感じつつ床に就いた。 

（記録：井上） 

 

〇A フェース魚津高ルート 

＜池﨑(L)−山村＞ 

03：00 起床 

03：50 出発 

05：30 アイゼンデポ 

05：35 A フェース取り付き 

07：20 登攀決定 

07：50 登攀開始 

09：20 A フェース頭 

09：50 下降開始 

10：20 Ⅴ・Ⅵのコル 

10：35 アイゼンデポ  

11：10 長次郎出合 

11：20 真砂沢前 

夜に雨が降っていたため天候を心配していたが、

予想に反して晴れる。暗い中雪渓を詰めていると

いつの間にか熊の岩にたどり着く。前夜の雨のせ

いで岩が濡れていたため乾くまで取り付きで待機

することにする。取り付きは日が当たるのが遅か

ったためとても寒い。全体的に岩は乾いており、

濡れているのは凹角の深いところだけだったため

08：00 頃から登り始めることにする。後から気づ

いたがその濡れたハングに抑えられた凹角を右に

抜けるところが核心だった。ルート上の他の区間

と比べて大きいホールドが少ない上、バランスが

悪い。それに加えてさほど大きくないフットホー

ルドが濡れていたため心の底から落ちるかもしれ

ない恐怖を味わった。ただ欲しいところにちょう

どガバホールドがあるので濡れていなければ容易

であろう。終了点は残置ハーケン 3 箇所とスリン

グ。2P 目は 1 箇所フットホールドが左側にしかな
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い箇所があった。しかしここもガバが多いので問

題ない。終了点はぺツルボルト。3P 目はハイマツ

混じりのリッジ。簡単。下降は懸垂下降 50m ザイ

ルを連結して 1 回で降りることができる。ルート、

懸垂支点ともにわかりやすい。アイゼンデポから

は雪渓の雪が程よく溶けていたため飛ばして 40

分で真砂沢 CS まで下る。それからは C フェース

隊が帰ってくるまで外で濡れた装備を干しダラダ

ラした。その後米澤先生からハーケン打ちやチェ

ックの方法、カムの使い方について指導していた

だき、夕食をとったのち翌日に備えて就寝した。 

（記録：山村） 

 

〇沈殿 

＜伊藤 児島＞ 

03：00 起床 

07：00 交信 

07：05 頃 真砂沢発 

09：00 頃 剣沢小屋着 

09：30 頃 剣沢小屋発  

09：40 夏道終点にて交信のため休憩 

10：30 真砂沢帰着 

11：20 A フェース隊帰着 

13：00 から 30 分ほど ハーケン講習 

この日は米澤先生、児島、伊藤の 3 名がテン場に

残ることとなった。04：00 に、星は出ているが

小雨のぱらつく中、フェースに向かうパーティを

見送った。07：00 の交信を行った際、「児島が剣

沢小屋に行きたいと言っていたので、行くのであ

ればついていってほしい」と須賀から聞いた。児

島に確認するとやはり行きたいということだった

ので、自分もついていくことにする。トランシー

バーを忘れかけたが、児島にリマインドしてもら

い、慌てて戻った。米澤先生に出発を伝え、テン

場を出た。風は冷たいものの、天気は快晴。小屋

から剱岳が見晴らせるかと思ったが、なかなかガ

スは晴れなかった。児島が確認したところによる

と、一帯の天気は晴れが続く見込みとのこと。A

フェース隊に対し、晴れなのになぜか嗜好品を作

る。13：00 からは、テン場の近くで米澤先生が

ハーケンやカムの使い方について講習をしてくだ

さった。 

（記録：伊藤） 

 

 

8 月 18 日 天候：晴 

〇本峰南壁 A2 

＜須賀(L)−下鶴 荒木(SL)−井上＞ 

03：00 起床 

04：00 出発 

04：50 平蔵の出合 

06：45 南壁 A2 取り付き 

08：10 登攀開始 

11：00 登攀終了 

11：40 剱岳山頂 

12：15 真砂沢 CS へ出発 

14：15 平蔵の出合 

15：00 真砂沢 CS に帰着 

16：30 夕食 

18：30 就寝 

03：00 に起床し、朝食のうどんが茹で上がるまで

に時間があるのでトイレに行くためにテント外へ

出ると晴天であった。04：00 頃に出発し、長次郎

の出合で八ツ峰上半隊と別れて、04：50 に平蔵の

出合で休憩をした。そこから見た平蔵谷はとても

急に見えた。昨日の C フェースまでの長次郎谷と

は違い、平蔵谷は急で長かった。06：45 に取り付

きについた。すでに 3 人パーティが登攀の準備を

していた。その為、1 時間半弱待って、08：10 に

登攀を開始した。須賀−下鶴が先に登り始めた。

取り付きはとても安定したテラスであった。1P 目

は自分がフォローで登ったが、リードで行けるの

ではないかと思うほど簡単であったが、先輩から

聞いていた通り浮石が多かった。2P 目もフォロー

であった。ザイルの流れが悪くなる為にトップが

支点を外すなどして行った。先行パーティの落石

があった。音も大きかった為に恐怖を感じた。3P

目が特に浮石が多い感じがしたがピンに沿って簡
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単に登る感じであった。4P 目は自分がトップで登

った。最初の岩峰を登るルートをとった。やはり

浮石が多く怖かったが難なく行くことができた。

しかし、終了点を間違えて 10ｍ手前にしてしまっ

た。正しい終了点はより安定したテラスだった。

5P 目はフォローで 4P 目で失敗したこともあり、

少し行った安定したところで切った。後行の荒木

−井上は 5P 目を大きなリッジの横にある細いテ

ラスで終了した。6P 目は資料通りで登るというよ

り歩く感じで、ザイルの流れから支点は 2 点しか

とらなかった。7P 目も余裕でハイマツを越えたと

ころでザイルを解除した。11：40 に剱岳山頂に到

着すると、八ツ峰上半隊が既に到着していた。景

色は良好で親不知から槍ヶ岳までの北アルプスや

富士山、富山の街並みを見ることができた。12：

15 に平蔵谷から下山を開始して、15：00 に真砂沢

CS に帰着した。 

（記録：下鶴） 

 

〇八ツ峰上半 

＜米澤 伊藤(L) 山村(SL) 二宮 安河内＞ 

03：00 起床 

04：00 出発 

05：35 Ⅴ・Ⅵのコル 

10：00 池ノ谷乗越 

11：35 剱山頂 

13：45 平蔵谷雪渓取り付き 

14：15 剱沢出会い 

14：55 真砂沢ロッジ着 

18：20 就寝 

天気は朝から良く、気持ちよく出発。Ⅴ・Ⅵのコ

ルまで、ヒィヒィ言いながら雪渓を登る。その

後、フィックスとコンテ、懸垂下降で易しい岩場

を上り下りする。懸垂下降をしばしば行ったた

め、空き時間が多く発生し、池ノ谷乗越まではこ

れと言った休憩は取らずに進んだ。途中、道が定

かでない場所も多く、スタカットで道迷いをしな

がら行く場所も多少あった。また、岩場はザレや

ガレが多く落石に注意しながら進んだ。池ノ谷乗

越からは道は分かりやすく、気持ちよく剱岳山頂

まで進んだ。剱山頂では本峰南壁 A2 隊と合流し、

好天の中、北アルプスの全景が望める最高の眺望

が得られた。その後、カニのヨコバイを経て、平

蔵谷の長いガレ場、雪渓を通り真砂沢ロッジに到

着。 

（記録：安河内） 

 

〇C フェース剣稜会＆A フェース魚津高 

＜池﨑(L)−児島＞3：00  起床 

04：00  出発 

04：30  長次郎谷出合 

06：20  C フェース取付 

07：00  C フェース登攀開始 

08：50  C フェース頭 

10：05  Ⅴ・Ⅵのコル 

10：15  A フェース取付 

10：33  A フェース登攀開始 

12：00  A フェース頭 

12：30  Ⅴ・Ⅵのコル 

13：40  長次郎谷出合 

14：00  真砂沢 CS 帰着 

朝早く起床し天気を確認するため空を見上げる

と、雲一つ無く満点の星空。テンションを高ぶら

せてヘッドライトの光を頼りに、上半縦走隊と一

緒に長次郎谷へ歩いていく。長次郎谷を登ってい

ると児島の喘息が牙を剥き、かなり息が上がる。

途中、一般登山客を意気揚々と追い越して行く

が、内心かなりキツイ。それでも無事 C フェース

の取付きに到着。時間も 6：20 といい感じ。しか

し、C フェースにはすでに先行パーティがおり、

ちょうどリードが 1 ピッチ目を登り始めたところ

だった。仕方なく寒い中順番待ちすることに。お

よそ 30 分後に登攀開始。登っている途中もしばし

ば先行パーティの方々を待つことがあった。この

日は本当に天気が良く、遠くの槍ヶ岳まで見渡す

ことができた（他の隊の人によると富士山まで見

えていたらしいが、残念ながら気付けなかった）。

C フェース剣稜会ルートはここであえて書くよう
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な難所は全くなかった。天気が良く風も無かった

ためか、4 ピッチ目のリッジのトラバースも全然

怖く無かった。C フェースの頭で 15 分休憩して下

降。この時、懸垂下降をするポイントを間違えた

のか、C フェースと B フェースの間の狭いコル

（？）に一旦降り立ち、そこからⅤ・Ⅵのコルの

さらに奥のガレ場に降りてしまう。そこから A フ

ェースの取付きに行ってみると、またしても先行

パーティが。およそ 15 分待ってから登攀開始。A

フェースの魚津高ルートは 1 ピッチ目が核心。す

でに雨の中 A フェースを登っている池﨑は難なく

通過するが、児島はかなり手古摺ってしまう（支

点が不安なため簡単にテンションがかけられず、

内心かなり怖かった）。それでもなんとか突破し、

1 ピッチ目を終える。2 ピッチ目はあからさまに難

しいところは無かったが、途中片足の置き場がな

いところもあり、1 ピッチ目の恐怖感が残ってい

たためか普通に怖かった。3 ピッチ目はかなり簡

単で、スピーディに登ることができた。12：00 ご

ろに A フェースの頭に到着し、他の隊のみんなが

剱山頂で集合写真を楽しげに撮っている数十メー

トル横で、2 人で写真をパシャリ。Ⅴ・Ⅵのコル

に下降してきた後は足早に長次郎谷を下り、無事

に真砂沢 CS に帰着した。 

（記録：児島） 

 

 

8 月 19 日 天候：晴 

〇雪訓 

＜荒木 伊藤 井上 山村 二宮 安河内＞ 

06：00 起床 

07：00 出発 

08：00 平蔵谷出合（雪訓開始） 

11：30 撤収開始 

12：00 真砂沢着 

18：00 就寝 

前日に長時間の行動をしたためか 6：00 起床はあ

りがたい。ちなみに言うと、この日は自分の 20 歳

の誕生日である。平蔵谷出合の傾斜のきついとこ

ろで雪上訓練を始める。まずは何といってもピッ

ケルストップである。4 パターンの実演をして見

せたりしたが、去年よりはずいぶんうまく止めら

れたので嬉しかった。1 年生に数回ずつさせてコ

ツをつかんでもらった。ただ、この技術を使うよ

うなことにはならないで欲しい。その後、スタン

ディングアックスビレイを教え、最後にコンテ止

めの練習を行った。今回は体重が一番重たい自分

が滑る（止められる）側になり行った。重たい分

なかなか止めるのが難しかったのではないだろう

か？ここで、1 年生の二宮が思いのほか不器用だ

ったことも判明した。（コイルをうまく巻けなかっ

た）いつ落ちるかを考えるのがとても面白かっ

た。自分の不意に落ちるときの顔がずいぶん意地

悪な顔をしていたようだ。ただ、今回でずいぶん

コツをつかんでもらえたと思う。最後に、ハーケ

ンの打ち方を教わり終了した。今回の経験を 1 年

生には大切にして欲しい。 

（記録：井上） 

 

〇仙人池 

＜須賀 池﨑 児島 下鶴＞ 

06：00  起床 

07：00  出発 

07：53  二股吊橋 

09：05  仙人池分岐 

09：11  仙人池着 

09：52  仙人池発 

10：47  二股吊橋 

10：55  定時交信 

12：30  真砂沢 CS 

裏劔を見てみたいという熱い希望から急遽行くこ

とになった仙人池（決して雪訓をしたく無かった

わけではない）。真砂沢 CS より東に足を踏み入れ

たことがなかったため、内心かなりワクワクしな

がらのんびりとスタート。この日も多少雲があっ

たものの、ほぼ快晴。真砂沢 CS を出発して数分

歩くとすぐ右手に川が流れており、北アルプスで

こんなに川の近くを歩くことはなかなかないた
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め、とても新鮮な気持ちになる。途中の危険箇所

である鎖場も特に危ないことなく通過。ほとんど

疲れを感じないまま 1 時間ほど歩き、二股の吊り

橋で休憩。近藤岩の近くには多くの機材を持った

人たちが沢の音や風景を撮っているようだった。

そこから仙人新道の登りに入るわけだが、この登

りがキツイ。かなりキツイ。みんなキツイって言

いながらも休むことなく黙々と登り続けた結果、

山と高原地図のコースタイムが 1 時間 15 分の道を

なんと 25 分で登ってしまう（それ相応にきつかっ

たが）。その後も早いペースで足を進め、09：11

に仙人池に到着。依然として空は晴れており、池

には裏劔が逆さまになってとても綺麗に写ってい

た。ちょうど同じ場所に居合わせた登山客の方に

写真を撮ってもらい、40 分ほどのんびりした。帰

り道、全員多少疲れたのか仙人新道は下りにも関

わらず登りとさほど変わらないタイムで通過し

た。その後二股吊橋を通過して数分歩いたとこ

ろ、川のすぐ横で定時交信のため休憩。そこで須

賀が川に入りたいと言い出し、実際に服を脱いで

川に飛び込んだ。すると池﨑がそれに便乗。最終

的には下鶴まで川に入って遊んでいた（その間児

島は川遊びをカメラに収め続けた）。およそ 50 分

間川遊びを楽しんだ後、真砂沢 CS へ再度歩を進

める。すると先頭を歩いていた下鶴が道に迷って

しまうようなハプニングもあったが、無事に登山

道に戻ることができ、問題なく真砂沢 CS に戻っ

てくることができた。 

（記録：児島） 

 

 

8 月 20 日 天候：晴 

〇D フェース富山大ルート 

＜池﨑(L)−米澤−山村＞ 

03：50 真砂沢発 

04：30 長次郎出合 

05：25 ガレ場取り付き 

05：45 D フェース着 

06：20 富山大ルート登攀開始 

09：50 D フェースの頭 

10：30 下降開始 

11：30 Ⅴ・Ⅵのコル 

12：30 長次郎出合 

14：30 剱沢 

最終日のこの日も天気は晴れだった。この日は D

フェース登攀後、剱沢で本隊と合流するため、真

砂沢から自分のメインザックを長治郎出合まで持

って行ってデポし、登攀後回収して剱沢まで上が

る予定だった。長治郎出合までは久しぶりの歩荷

できつかった。長次郎谷の大岩（熊の岩の下の大

岩）辺りにあったスノーブリッジはかなり発達し

ていて、すぐ下あたりから水の流れる音がした。

早朝でまだ日が当たっていなかったため、その上

を歩くことができた。D フェースのふもとに到着

後富山大ルートの取り付きを探した。写真を見比

べていたが、いざ来てみるとフェースが大きいこ

と、特徴的な個所を見つけることができないこと

により、自力では取り付きを見つけることができ

なかった。米澤先生到着後、取り付きを教えても

らった。取り付きは D フェースと C フェースの間

のかなり奥にあった。現役だけで来なくて正解だ

ったと思った。ザイルは池﨑（リード）−米澤−

山村の順番で組み、池﨑はハンマー、ハーケン、

カムも持って登った。またリードのときは米澤先

生にルートファインディングやビレイ点の位置な

どアドバイスしてもらった。1P 目は凹角に沿って

登るのだが、右側を登りすぎて取り付きから確認

したビレイ点を見つけたときには高いところに登

りすぎていたため、トラバースと少しクライムダ

ウンをさせられた。ビレイ点はあまり安定しない

テラスだった。ハーケンベタ打ちで残置スリング

があった。2P 目は凹角を沿っていったが、左側を

登りすぎたかもしれない。最後は凹角から右側の

盛り上がったところに乗り上げて終了点とした。

乗り上げてみると、そこも外傾しあまり安定しな

いテラスになっていたのでまたルートファインデ

ィングを失敗したかと思った。アンカーはリング

ボルト 2 本と古いスリングであった。スリングは
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古いので自分のものを使った。3P 目はところどこ

ろ草付きで、岩がもろく動くものが多かった。ピ

ッチの終盤、真上に登ると少しかぶっているよう

な垂壁がでてきた。その垂壁にもハーケン、捨て

縄があり、またトポにも最後は垂壁と書いてあっ

たのでここがルートだろうと思い登った。しかし

ホールドが小さく、真下は切れ落ちていたので今

までにない恐怖を覚えた。落ちるわけにはいかな

いので残置ハーケンで A1 した。米澤先生も悪いと

言っていた。山村はその垂壁の右側を回り込んで

簡単に登ってきた。そのルートが正解だったよう

だ。終了点は左上するバンドでハーケンが 3，4 本

打ってあった。4P 目はバンドに沿い左上していっ

た。ランニングビレイは 1 カ所もなかった。バン

ドがリッジに合流したところを終了点とした。ハ

ーケンが 3 本あった。5P 目を登り始めて少しして

「ここが 4P か 5P の正規の終了点かな」と思うハ

ーケン有りのテラスがあったが、残り 2P で頭まで

行けるように、そこでは止まらず通り過ぎた。そ

の後は 50ⅿザイルを伸ばしても良い場所はなく、

結局ザイルを全て伸ばしきった地点の、狭く一人

しか入れないが丈夫なハイマツのある場所を終了

点とするしかなかった。その近くにハーケンもあ

ったが 1，2 本しかなく使えないと判断した。6P

目は簡単で特筆すべきことはない。そしてザイル

を 50ⅿ伸ばして、6P 目で D フェースの頭につく

ことができた。しかし 6P 目もザイルはギリギリだ

った。ビレイ用のアンカーは八つ峰縦走時にアプ

ザイレンで使う捨て縄しかなかったと思う。D フ

ェースの頭到着後は味わったことのない緊張感・

恐怖感がほぐれ、また自分の力量不足を目の当た

りにし、悲しさとやる気喪失でぐったりした。米

澤先生にはルートファインディングが良くなかっ

たともっともな指摘を受けた。頭で長く休憩し、

ゆっくり下降した。Ⅴ・Ⅵのコルへの最後の懸垂

下降後、ザイルがなかなか引き下ろせなくなって

しまった。長次郎谷の雪渓は日光でかなり柔らか

くなっており、スノーブリッジを通るのは危険な

ため、大岩の上を通って迂回した。長治郎出合到

着後、重いメインザックを回収し、のろのろと剱

沢まで歩いた。なおこの時の登攀はかなりルート

ファインディングにミスがあるものと考えて記録

を読んでほしい。ハーケン、カムは使用しなかっ

た。 

（記録：池﨑） 

 

〇荷上げ 

＜D フェース隊以外全員＞ 

03：30 起床 

04：00 荷造り 

06：50 真砂沢 CS 出発 

07：50 平蔵谷出会いあたりで休憩 

08：20 剱沢雪渓終了 

08：50 剣沢小屋前到着 

天候は晴れ。真砂沢を出発するときに 1 年 2 人と

2 年 1 人と 3 年 1 人の先発隊？と残りのゆっくり

行く後発隊に分かれて出発した。最初はなかなか

速かったためか、途中からばてて休憩をとる。そ

の後剱沢雪渓を登り、夏道に入る。やっと夏道に

入ったと思いきやそこからも意外に長くてしんど

かった。しばらく登ると剱沢小屋が見えてきて再

びスピードが上がる。ついた時にはかなりの達成

感があった。その後、後発隊の到着を待って、CS

に移動し、テントを張る。晴れていたが、剱山頂

は雲がかかったり晴れたりしていた。その後、D

フェース隊が CS に帰着した。夕食は先輩がおご

ってくれた酒やジュースを飲み、具を詰め込んだ

カレーを食べた。 

（記録：二宮） 

 

 

8 月 21 日 天候：晴 

〇下山（下鶴のみ奥大日岳方面へ遠征） 

05：00 起床 

06：05 出発 

06：35 剱御前小屋 

06：45 出発(下鶴は奥大日方面へ 他は室堂へ) 

07：30 新室堂乗越 
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09：10 奥大日岳山頂 

11：15 大日小屋 

11：30 大日岳山頂 

13：35 大日平山荘 

15：40 大日岳登山口 

15：55 称名滝バス停 

16：30 立山駅 

05：00 に起床した。昨夜にパラついたが、晴れてお

り驚いた。自分のパッキングが遅れたこともあり、

5 分遅れの 06：05 に出発した。06：35 に剱御前小

屋に着き、ここで全体写真を撮った。自分はヒマラ

ヤの為に縦走には参加しないが、時間はあるので以

前から奥大日方面から下山することにしていた。全

員と握手をして自分は奥大日方面へ出発した。小屋

の荷物を運ぶヘリコプターが飛び交う中、07：30 に

新室堂乗越で休憩をした。晴天ではあるが時間が早

いせいか他の登山者はほとんど見られなかった。

09：10 に奥大日岳山頂に着いた。そこには韓国人の

団体が写真を撮るなどしていた。剱岳の西側は遮る

ものが無く剱岳の高度がわかった。大日小屋からは

室堂平が本当に平らであると確認できるほど、広く

望むことができた。11：15 に大日小屋頃にはガスが

でてきて、11：30 に大日岳山頂に着くもガスで展望

がなかった。ここから大日平までの下りは大きい岩

が続くガレ場で長く集中力がなくなり、雑な下り方

となってしまった。木道に入ると足も速くなり、13：

55 に大日平山荘についた。大日平はラムサール条

約に登録されているだけあって、緑の湿原が広がっ

ていた。大日平の広さと大日岳の大きさから大日平

山荘は隠れ家のようであった。ここで泊まるか迷っ

たが、予想以上に早く行動ができていたのと称名滝

バス停の最終便に間に合いそうである事から下山

にすることにした。進むにつれて気温が上がり、湿

気と暑さからイラつきながら 15：40 に大日岳登山

口に出て、15：55 のバスに乗って立山駅に到着し

た。そして、帰路についた。 

（記録：下鶴） 
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o 縦走（裏銀座隊） 

▪ 山域・期間 

山域：扇沢〜針ノ木峠〜烏帽子岳〜裏銀座縦走路〜西鎌尾根〜槍沢〜上高地 

期間：2018 年 8 月 22 日〜2018 年 8 月 30 日 

 

▪ 参加者 

三年：荒木詩乃(CL)、伊藤朱里(SL) 

二年：井上拓哉、山村圭一郎 

一年：二宮公一、安河内優文 

 

▪ 行動記録 

8 月 22 日 天候：晴 

06：00 起床 

07：00 ロッジくろよん発 

08：20 扇沢着 

08：30 針ノ木登山口 

09：40 大沢小屋 

13：20 針ノ木小屋 

18：00 就寝 

前夜にアルコールを入れるなど饗宴をしたが、意

外と目覚めは良い。ただ標高を下げたので少し暑

苦しく感じた。始発のトロリーバスに乗って扇沢

に向かうが、乗る人は自分達だけだった（扇沢か

らくるバスには無数の人がいたが…）。扇沢に到

着し針ノ木登山口に向かう。そこで登山届を出す

ことを思い出し、面倒くさく感じながら書く。登

山届を提出していざ入山！大沢小屋までコースタ

イムを 30 分ほど縮めて到着する。ただ暑い。汗

が噴き出る。そこからかなりの急斜度の斜面を登

る。きつい。暑い。しかし登るしかない。（見た

らわかる。めっちゃ登らせるやん。）そこから何

も考えずただただ登る。最終の水場で水を補給

し、最後の（300m？）を登る。（見たらわかる。

めっちゃ登らせるやん。）300m とは思えないほ

どのつづら折りを登り、遂に針ノ木小屋に到着す

る。1，3 年生は針ノ木岳に向かったが我々2 年生

は体力が切れて向かうことはかなわなかった。

（行きたかったなー）これが、今回の縦走合宿で

最も後悔が残るものになった。その後、大富豪で

場所決めをして床に就いた。 

（記録：井上） 

 

 

8 月 23 日 天候：晴 

05：00 起床 

06：00 出発 

06：55 蓮華岳 

08：00 北葛乗越 

08：55 北葛岳 

09：40 七倉乗越 

10：30 七倉岳 

10：50 船窪小屋テン場 

11：00 水場 

15：30 夕食準備 

17：00 就寝 

前日の予想に反しての快晴。しかし風は強い。夜

明けの槍ヶ岳を槍見のトイレから眺めた後出発。

前日の疲労が無かったかのように元気が出て快調

に飛ばす。標高が上がって展望が良くなったから
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だろうか。蓮華岳は針ノ木小屋から見えており、

登ったらすぐ山頂かなーとか思っていたら予想に

反して頂上稜線が長く、案外遠かった。途中で慰

霊碑のようなものがあったので歩きながら手を合

わせてきた。その後縦走中 3 度ほど目にすること

となった。また、行動中に何度か雷鳥を見ること

ができた。見るのは初めてだったのでワクワクし

た。写真で見ていた通りとても可愛かったが、昨

年は雷鳥を見た翌日雨になったという話を聞いて

少し落ち込む。途中まではみんな元気があった

が、少々くたびれた隊員もいたようだ。しかし何

事もなくコースタイムを短縮してテント場に到

着。休憩してテント設営した後各々水場へ向か

う。前調べで水場が危険だという情報は得ていた

が、水場までの道で梯子が出てきてとても驚い

た。悪天候の日はとてもじゃないが汲みに行けな

いだろう。そして大富豪で寝る位置を決めた後夕

食。その後、みんな疲れが溜まっていたため沈殿

を欲しつつ複雑な気持ちで眠りにつく。 

（記録：山村） 

 

 

8 月 24 日 天候：雨 

05：00 起床 

06：20 2 度目の起床 

08：00 テント受付を済ませ全員がテントへ 

16：00 夕食 

17：30 就寝 

台風が接近していたが、小屋の主人からは天気予

報だと晴れと言われていたので 4：00 頃から様

子を伺う。しかし普通に雨なので、休養も兼ねて

沈殿を決定。雨はこの日 1 日中降ったり止んだり

していた。朝やることを済ませてからは、各々好

きに過ごす。読書したりアニメ見たりゲームした

り地図見たりお絵描きしたり昼寝したり、行動続

きだったからか、静かで平和な一時を皆楽しんで

いるようだった。しかし夕食後には一転、水汲み

係決めの熾烈な争いが勃発。泥仕合の結果 3 年荒

木と 1 年安河内が行くことに（12 ボンバーで

2、1、K 消した奴覚えてやがれ）。ひどい足場を

そぼ降る雨の中水汲みに行きました。 

（記録：荒木） 

 

 

8 月 25 日 天候：雨 

05：00 起床 

18：00 就寝 

各自の時間を過ごしたほか、トランプをして時間

を潰した。トランプは楽しめたが、個人的には積

みゲーを消化できたことのほうが嬉しかった。

PSP もまだまだ捨てたもんじゃない。 

（記録：安河内） 

 

 

8 月 26 日 天候：晴 

05：00 起床 

06：00 船窪 CS 発 

07：45 船窪第二ピーク着 

08：00 船窪第二ピーク発 

09：55 不動岳着 

10：15 不動岳発 

12：15 烏帽子岳分岐着 

12：25 烏帽子岳分岐発 

12：40 烏帽子岳着 

13：30 烏帽子岳発 

14：15 烏帽子小屋着 

沈殿の 2 日を経て、天気は快晴とはいかなかった

がだいぶ穏やかになっており、行動できることに

ほのかに喜びを感じる。船窪第二ピークまでは事

前の情報通り、ナイフリッジ、ハシゴ、ワイヤー

が連続しており、気が抜けない。壁にように見え

る登りや、つづら折りの登りをぜいぜい言いなが

らひとつずつ超えた。疲れ方は人それぞれだった

が、「ザ・裏」というかんじの朴訥な縦走路は沈

殿明けの体に応えた。やっと烏帽子田園に差し掛

かった時は心底ほっとした。烏帽子岳でのんびり

しつつ、ここでも概念把握にいそしんだ。 

（記録：伊藤） 
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8 月 27 日 天候：晴 

04：00 起床 

05：00 烏帽子 CS 発 

06：02 花畑分岐を過ぎた地点着 

07：02 野口五郎小屋着 

08：02 湯俣分岐を過ぎた地点着 

08：55 東沢乗越着 

09：39 水晶小屋着 

10：55 水晶岳ピストン隊帰還 

11：10 水晶小屋発 

11：33 ワリモ北分岐 

12：14 鷲羽岳 

13：30 三俣山荘着 

この日はようやくなだらかな縦走路が楽しめると

いうことで、心が躍っていた人も多かったのでは

ないかと思う。ご来光にも恵まれるような天気だ

ったが、依然風は強かった。特に野口五郎の付近

は爆風で、小屋の陰に隠れるようにしてしのい

だ。水晶小屋に着くと、井上、山村、二宮、安河

内の 4 名は水晶岳に向けて出発した。昨年登った

荒木、伊藤は、小屋の前で歓談していた。鷲羽岳

ではいよいよ間近に迫ってきた槍を見て、感慨に

ふける。三俣山荘は、トイレが室内に設置してあ

り、天気予報もテレビで知ることができる、とて

も居心地の良いところだった。三俣山荘に置いて

あるノートには、他の大学のサークルの人たちの

熱い青春模様がつづられており、つい読みふけっ

てしまった。そのほかにも世界全史などの分厚い

（ひょっとして誰かが歩荷したのかもしれない）

本がそろっており、なおかつ展望食堂という、す

てきなレストラン兼休憩スペースのようなところ

もあるので、長居するのも悪くないだろうなと思

った。テント場は水が豊富で、数日前の苦境を考

えると、桃源郷かと思う。今日も大富豪で寝る位

置を決め、就寝。 

（記録：伊藤） 

 

 

8 月 28 日 天候：雨 

06：00 起床、朝食をとる 

07：00 雨のため様子見 

08：10 雨がやんできたので出発 

08：40 三俣蓮華山頂との分かれ道 

08：50 三俣蓮華山頂 

09：00 分岐に帰着、出発 

10：20 双六小屋 

起きると雨と風があったのでとりあえず様子見と

いうことでテントにとどまる。雨が上がりだした

ので出発。ガスも出ていたのでお花畑コースを選

択する。登っていくと三俣蓮華岳との分岐につ

く。山頂まで 10 分ということなので荷物をデポ

して山頂に登る。山頂はかなりの強風だった。途

中から雨脚が強くなる。寒かったからか全員早く

着きたい思いで休憩せずに 1 時間程度歩くと下の

ほうに双六小屋が見える。そこから 20 分程度下

ると小屋についた。テントで火を焚いて暖をと

る。雨が止むのを待って 2 年の先輩 2 人と 1 年 2

人で昼ご飯にカレーライスを食べた。 

（記録：二宮） 

 

 

8 月 29 日 天候：雨のち曇 

04：00 起床 

05：10 出発 

05：33 樅沢岳 

06：00 硫黄乗越 

06：45 左俣乗越 

07：45 千丈乗越 

〜08：35 槍ヶ岳山荘 

09：00 テント設営・待機 

14：40 穂先アタック開始 

14：50 槍ヶ岳山頂 

15：30 山荘帰着 

双六の朝は相変わらず早め。雨は降ってないので

意気揚々と出発し、樅沢岳を駆け上がる。スタス

タ歩いていると、硫黄乗越を過ぎたあたりで雨が

降り出す。収まる気配もなく、特に稜線の西側で



2018年度九州大学山岳部夏合宿報告書 

 

16 

 

は強風で体右側面に雨が叩きつけられる。景色が

ないのでみんな足元に集中していたのか、鎖場も

さらっと通過。ものすごい勢いでコースタイムを

縮める。しかしテンションは低い。昨年空身でも

辛かった千丈乗越からの登りも、ひどい風雨の中

無心で進む。今合宿の登りでよく聞いた井上の

「ばっかやろう！」すら出てこなかった。縦走最

後の歩荷の登りだというのに、ひどいものであ

る。しかしもっとひどいのはテント場だった。み

な全身びしょ濡れなうえ、V6 が張れる広さがあ

る区画は風の通り道。さらには小屋の手違いでそ

んな状況でテントを押さえたまま外に待機させら

れたり、風でテントがあらぬ方向に曲がったり。

とにかくこれ以上体温を奪われる前にと、マット

も敷かず、靴も脱がず、ザックのピッケルも取ら

ずにテント内へ転がり込んだ。ちなみにこの時私

荒木は、度重なる小屋へのダッシュによる酸欠と

濡れと冷えにより寒さの向こう側へ行ってしま

い、危ない目にあいました。身を寄せ合い火を焚

いて暖をとり、エッセンを炙ったり（カルパスが

とても美味しくなる）フルグラをむさぼったりし

ながら、とにかく穂先に行くのは気力と天候が回

復してからと決定。しばし待つと雨は止んだが、

風は一向に収まらない。14：00 に思い切ってテン

トを出て、多少マシになったということにしてア

タック開始。剱の経験が功を奏しているのか、1

年生も問題なく岩とハシゴを通過していく。する

とハシゴを登ろうと上を向いた瞬間、青空が広が

り、一同一気に勢いづく。そのままの勢いでみな

次々に登頂。最後のハシゴを登りきって全員で顔

を合わせた時、視界が滲みかけたのは気のせいに

しておく。 

山頂で垣間見える景色を楽しんだ後は難なく下

山。強風で居住区が半分くらいになったテント内

で残った食料を全て消費したが、食べ盛りの下級

生はまだ物足りない様子だった。川の字で寝ると

端の人の人権が危ういので、端にザックを固めて

いつもとは違うパターンで就寝。下界への想いに

胸を膨らませながら、最後の夜を過ごした。 

（記録：荒木） 

 

 

8 月 30 日 天候：曇時々雨 

04：30 起床 

05：05 槍ヶ岳ご来光登山出発 

（井上、安河内、二宮） 

05：30 槍ヶ岳山頂 

06：00 テント場 

06：50 出発 

08：25 大曲 

09：15 槍沢ロッジ 

10：20 横尾山荘 

11：20 徳沢 

12：00 明神館 

13：00 上高地ビジターセンター着 

前日、29 日にも槍ヶ岳の穂先まで行ったが、ガス

っており何も見えなかったため、本日のご来光登

山で再アタックを行った。起床後、急いで朝食を

食べ、暗闇の中、湿った岩場を登ったが、穂先は

相変わらずガスっており何も見えなかった。しば

らく粘ってみたが、ガスが晴れる気がせずテント

へと戻る。撤収のためにテントをたたむが、前日

夜の暴風雨でフライが破れている（道理で夜の間

中ときどき雨が顔に降り注いだわけだ）。撤収

後、槍ヶ岳山荘で水を買って出発。途中、雷鳥の

群れを見かけた。空模様は微妙で降ったり降らな

かったりを繰り返す。また、台湾のグループ登山

客に出くわしたところ、その中に九大出身の方が

いらっしゃり、世界の狭さを少し感じた。多くの

登山客とすれ違いながら、歩きやすい緩傾斜の登

山道を下る。大曲を過ぎたあたりからは、ほとん

ど平坦な道で特筆すべき事のないままダラダラと

上高地まで下る。最後には競走も始まりバテバテ

となって、遂に終着点となる上高地に到着した。 

（記録：安河内） 
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o 縦走（北アルプス縦断隊） 

▪ 山域・期間 

山域（計画）：親不知〜後立山〜裏銀座〜大キレット〜穂高連峰〜焼岳〜上高地 

期間：2018 年 8 月 22 日〜2018 年 8 月 31 日    

※天候不良と隊員の足の痛みにより、針ノ木峠から扇沢へエスケープ 

 

▪ 参加者 

三年：池﨑大智(L)   二年：児島歩武 

 

▪ 行動記録 

8 月 22 日 天候：快晴 

09：41  親不知駅 

11：05  栂海新道登山口着 

11：30  栂海新道登山口発 

12：45  入道山 

13：07  二本松峠 

14：07  尻高山 

14：50  坂田峠 

北アルプス縦断縦走初日は見事な快晴だった。定

着合宿でずっと山の中にいたため暑さというもの

をしばらく忘れていた我々にとって、8 月の下界

の暑さは非常に厳しいものだった。予定通りに親

不知駅まで到着したものの、タクシーの予約をす

るのを忘れ、駅で 1 時間 10 分待たされるハメに

なった。10：55 にようやくタクシーが到着し、

栂海新道登山口へと向かう。登山口に着くとまず

すぐそこの階段を降りて日本海を望む。そこで写

真を 1 枚撮り、ここからいよいよスタートだと気

持ちを引き締める。ここで、出発する前に水を

5,6 リットルほど補給する。これは初日の行程を

坂田峠で切るため、初日は水場がひとつもなく、

その日の行動分・夕食の調理分・次の日の行動分

を入山時に持っておかなくてはならないからであ

る。この水が加わったザックが洒落にならないほ

ど重い（児島、池﨑共に 30 キロ強は確実に持っ

ていた）。それに加えて低山の容赦のない暑さが

襲ってくる。熱中症、脱水症状になる危険が十分

にあったため、短くピッチを切って補給を確実に

していくことにした。それでもコースタイムより

早いペースで進んで行き、入道山、二本松峠を順

調に通過。二本松峠から尻高山までの道は、コー

スタイム 2 時間のところを 1 時間で登ってしまっ

た。ここまで来ると心にも多少余裕ができ、尻高

山で長めの休憩を取る。ここで初めて一般登山客

の方とすれ違い、この後の道と水場の状況を教え

ていただいた。尻高山で 15 分休憩した後、坂田

峠を目指す。途中ですれ違った女性登山客の方々

に聞くと、坂田峠は下ったすぐそことのこと。し

かし実際に歩いてみると意外と距離があり、結局

尻高山から坂田峠まで 30 分ほどかかった。それ

でも 15 時前に坂田峠に着くことができたのでよ

かった。ネットで調べた時と違い、「熊出没注

意」の看板がなくなっており、アスファルトの道

の奥は通行止めになっていた。これなら車は来な

いだろうと確信し、予定通り道の真ん中にテント

をたてる。まだ低山なだけあって虫（特にアリ）

がものすごい数いたが我慢して、暑い中食事して

就寝。アルファ米の調理の簡単さとジフィーズの

美味しさ、そして量の少なさが心に響いた。 

（記録：児島） 
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8 月 23 日 天候：晴 

05：00 坂田峠 

05：35 金時の頭 

05：40 シキ割 

06：30 山姥平 

07：00 白鳥小屋 

08：00 下駒ヶ岳 

08：40 菊石山 

08：50 黄蓮の水場（20 分） 

10：50 栂海山荘 

坂田峠からの登りは確かに急登できつかったが、

金時の頭に到着するまで意外に短かったので助か

った。シキ割の水はしっかり出ていた。そこで黄

蓮の水場までに必要な分の水だけ補給した。歩い

ている途中、文登研で同じグループだった早稲田

大山岳アルコウ会の関野に会った。彼らは 6 人パ

ーティで上高地から親不知までの縦走をしてい

て、15 日目下山日だった。このルートはやはり

最近よく歩かれているのだなと感じた。黄蓮の水

場は水量のある沢であった。そこでこの日の残り

の行動用水、夕食・朝食用水、翌日の北又の水場

までに必要な行動用水を汲んだ。池﨑児島それぞ

れ 4 キロほど歩荷量が増え、そのうえ水場から栂

海山荘までは急登であった。そのため非常にきつ

く、また気温の上昇もあり、30 分に 1 回休憩し

なければ歩けなかった。見えてもなかなか近づか

ない小屋だった。栂海山荘には早く到着できたた

め昼寝をして体力の回復を図った。栂海山荘は展

望がよく、これまで・これからの縦走路を確認で

きた。また非常に広く、炊事場・トイレがあり、

マットや布団まで置いてある素晴らしい無人小屋

だった。無料小屋だと思っていたが、協力金

2000 円が必要だった。（テント泊は 1000 円） 

（記録：池﨑） 

 

 

 

 

 

8 月 24 日 天候：雨のち曇・強風 

03：00  起床 

04：00  出発 

04：08  犬ヶ岳 

05：20  サワガニ山 

06：30  黒岩山 

07：18  黒岩平 

08：40  アヤメ平 

09：50  吹上のコル 

10：50  朝日岳 

11：30  朝日小屋 

03：00 に起床して朝食を作っていると、音だけ

で雨が降っているのがわかって「ついに降ってき

たか」とテンションがダダ下がり。ただ台風がく

ると思って身構えていた割には少雨だったのでま

だよかったと思い、予定通り行動することに。犬

ヶ岳はすぐ隣なのでサクッと登ってしまい、その

まま止まらずにサワガニ山も通過し、そこから

15 分ほど進んだところまで 1 ピッチで行ってし

まう。1 時間 30 分ほど歩いたわけだが、コース

タイムでは 2 時間 30 分ほどの場所だったので、

開始早々1 時間短縮したことになる。また、犬ヶ

岳とサワガニ山の間にある北又の水場に気付かず

に通過してしまうも、このペースなら次の水場ま

では行けるだろうということでそのまま進むこと

に。黒岩山に着いたあたりで雨が止む。黒岩山通

過後はだだっ広い草原が広がっていた。黒岩平で

水を補給し、朝日岳を目指して長い道を進む。道

は木道が多く、滑らないように注意して進んだ。

アヤメ平を通過したあたりで木道が終わって山道

に戻るも、吹上のコルまでが着きそうで着かな

い。途中、長栂山を右に巻くところがあるのだ

が、そこでこの日一の強風が横殴りに吹いてき

て、バランスを崩しそうになって上手く進めな

い。それでもなんとか進み、吹上のコルで休憩。

ここで朝日岳から降りてきた登山客の方々に話を

聞くと朝日小屋方面は朝、かなりの強風が吹いて

おり行動できないほどだったという。コルから山

頂まではコースタイム通り 1 時間で登り切り、山
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頂で写真撮影。風が強く寒かったが、ようやく北

アルプスっぽい山まで登ってこられた気がして、

つかの間の達成感を味わう。この日のコースタイ

ムは 11 時間弱あったのだが、朝日小屋に着いた

のが 11：30 と 3 時間以上コースタイムを縮め、

午前中に行動を終えることができたのは嬉しかっ

た。山頂からの展望は非常に良く、明日通る予定

の稜線がよく見えた。 

（記録：児島） 

 

 

8 月 25 日 天候：雨強し・暴風 

05：00 朝日小屋 

06：20 水平道分岐 

06：55 ツバメ岩 

08：50 雪倉岳 

09：15 雪倉避難小屋 

朝は小雨であったため、行けるだろうと白馬頂上

山荘を目指して行動開始する。水平道分岐までは

アップダウンが少しあるが特に気にならなかっ

た。何か赤っぽく、すごく大きい岩があると思っ

たらそれはツバメ岩だった。水場はわからなかっ

た。雪倉岳への登りで標高を上げるにつれて、か

なり強い風が吹いてきた。風に雨が運ばれ、横か

ら雨が降る。頬に当たり痛かった。風はどんどん

強くなり、歩いていると体勢を崩されることが

多々あった。児島はザックからレインカバーが外

れた。山頂ではとてもひどい風で、この時点で優

に 1 時間以上歩きっぱなしであったが、休憩する

ことはできず、ひとまず雪倉避難小屋まで頑張っ

て歩く。下りでも体勢を崩され、歩いたり止まっ

たりを繰り返し、なんとか避難小屋に到着し逃げ

込んだ。ここからさらに標高を上げて目的地の頂

上宿舎に行くのは不可能だと判断し、今日はここ

で 1 泊することにした。地図を見た限り近くに水

場はないが、近くに小さな川があると先客の方が

教えてくれたので、残りの水分は少ないが、なん

とかなるだろうと思った。避難小屋は小さいがき

れいだった。びしょ濡れで寒すぎて、すぐに嗜好

品を飲み、ダウンを着てシュラフに入った。風は

一晩中強く、常にドアが激しく音を立てていた。 

（記録：池﨑） 

 

 

8 月 26 日 天候：曇時々晴・強風・ガス 

05：00  起床 

07：52  出発 

08：27  鉱山道分岐 

09：13  三国境 

09：58  白馬岳山頂 

10：05  白馬山荘 

10：25  村営頂上宿舎 

11：40  杓ヶ岳山頂 

12：40  白馬鑓ヶ岳山頂 

13：30  天狗山荘 

朝、昨日同様風が強く行動は厳しいかと思われた

が、7：00 まで沈殿して待っていると瞬間的に晴

天が見える時があり、昨日の到着地点である村営

頂上宿舎よりも先にある天狗山荘まで行くことを

決断する。鉱山道分岐までは尾根上から外れて風

下側を歩いていたため風の影響はさほどなかった

が、尾根上に出た瞬間強風に煽られる。三国境ま

で行く途中に何回かガスが晴れて視界が開けるこ

とがあったが、すぐにガスで 5m 先しか見えなく

なる。この日の山行も精神的にキツク、当然のよ

うに苦行と化す。三国境から白馬岳までは特にガ

スが濃く、山頂は目の前まで来てようやく看板が

見える。特にテンションの高まりも無く、そのま

ま写真だけ撮って通過。白馬山荘で休憩しようと

歩いて行くが、なかなか山荘が見えない。道ゆく

人に道が合っているか聞くと、あと 1 分で着くと

のこと。歩いてみると、真っ白な景色の中に突然

立派な山荘が現れる。初めて見えた時には山荘の

屋根のすぐ隣を歩いていた。それほどガスが濃い

ということである。寒さに耐えつつ 10 分間休

憩。そこからさらに歩いて行ったところにある村

営頂上宿舎で行動水を補給し、杓ヶ岳を目指す。

「↑山頂」の看板が出てきて後少しで着くかと思
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われたが、そこからのガレ場がやたら急で長い。

杓ヶ岳の山頂に着く頃には結構疲れてしまった。

ここで、山頂で出会った登山客の方々から「天狗

山荘の水はドロドロで飲めない」という情報を聞

き不安な気持ちになるものの、とりあえず山荘ま

で行くことにした。続く白馬三山の白馬鑓ヶ岳

は、杓ヶ岳同様細かいガレが混じった急な登りが

続き、依然としてガスで山頂がギリギリまで見え

ず、心が折れそうになる。鑓ヶ岳を過ぎて天狗尾

根に差し掛かった時、周りのガスが急に晴れて束

の間の晴天が出現。後ろを振り返ると鑓ヶ岳の白

い山肌が綺麗に見えた。天狗山荘も見え、もうこ

の日の行動は終わったと思いきや、天狗尾根が急

なアップダウンで普通にキツイ。それでも昼過ぎ

に天狗山荘に到着することができた。水場を確認

すると、ドロドロなんてことは全く無く、山荘の

方に聞くと問題なく飲めるとのこと。我々の心配

は杞憂に終わった。ちなみに天狗山荘は水場の代

金が 0 円で携帯も無料で充電し放題。さらに山荘

の外には電波がガンガン繋がるポイントまである

という素敵な山荘だった。また行きたい。 

（記録：児島） 

 

 

8 月 27 日 天候：ガス時々雨・強風 

05：00 天狗山荘 

05：25 天狗の頭 

07：00 不帰一峰 

07：55 不帰二峰北峰 

08：15 不帰二峰南峰 

08：45 唐松岳 

09：00 唐松山荘 

10：50 五竜山荘 

天狗山荘出発時はガスだけで、今日の天気はマシ

かと思いきや、稜線上に出ると横から強い風が吹

きつけてきた。天狗山荘の立地上風がなかっただ

けだった。天狗の頭からの下り（天狗の大下り）

はクライムダウンする箇所が多く、確かに通過に

時間がかかると思った。ましてこの日は雨で岩が

濡れていて、時間がかなりかかった。不帰キレッ

トは雨でも集中力を持っていれば十分歩けた。不

帰キレットで一番危ないと思ったところは不帰二

峰北峰の登りで、垂直に近い登りがあったり、梯

子で作られた橋があったりした（鎖は多くついて

いる）。この日の反省は、せっかくスリング・カ

ラビナを持ってきていたのに、装備する前にキレ

ットに突入してしまい、以後簡易ハーネスを装備

できる場所がなかったことだ。キレットに入る前

の安全な場所で前もって準備しておかないといけ

ない。その後の牛首の岩場もクライムダウンする

場所が多く、こちらもキレットと同様集中しなけ

ればならず、精神的に疲れた。岩場を抜けた後は

気合いで歩き、かなりコースタイムより速く五竜

山荘に到着した。その後雨と風の中テントを立

て、毎度のごとく火をつけ、物を乾かした。 

（記録：池﨑） 

 

 

8 月 28 日 天候：大雨・強風 

天候不良のため沈殿 

 

 

8 月 29 日 天候：曇のち雨・ガス 

04：00 起床 

05：03 出発 

06：00 五竜岳山頂 

07：43 北尾根ノ頭 

08：00 口ノ沢のコル 

08：57 キレット小屋 

10：18 鹿島槍ヶ岳 北峰分岐 

10：20 鹿島槍ヶ岳 北峰 

10：50 鹿島槍ヶ岳 南峰 

11：18 布引山 

11：50 冷池山荘 

出発前、外に出るとガスが少し晴れており、唐松

岳方面は美しい雲海が広がっていた。しかし、

我々が出発すると同時にガスが迫ってきて、あっ

という間にいつもの真っ白な視界となってしまっ
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た。50 分ほどで五竜岳の頂上付近まで到達。し

かし、頂上にあるはずの看板が見当たらない。五

竜岳の頂上はまだ先にあるのかと歩を進めようと

した時、別方向にうっすらと看板らしきものを発

見。危うく山頂を踏まずに通過するところだっ

た。“若干”ふざけた写真を撮影して少し休憩。こ

こからいよいよ危険箇所に突入する（一応五竜の

登りも岩稜で危険らしいのだが、鎖もなく全然怖

くない）。キレットはさすがに鎖満載で普通に怖

い。池﨑は簡易ハーネスをほとんど使わずに歩い

て行く（じゃあ何の為に簡易ハーネス用意したの

だろうか…？）。対して児島は積極的に簡易ハー

ネスを使って行く。G4 はまだかなと思っている

と、「G5」の看板が登場。いつの間にか G4 を通

り過ぎていた。1 時間 30 分ほどで北尾根ノ頭に

到着。そこから口ノ沢のコルまでは難なく通過。

そこからキレット小屋まで下るのだが、岩場の下

降が本当に怖かった。それでも怪我なくキレット

小屋に到着。トイレなどを済まして鹿島槍を目指

す。岩場は他の登山道と違って下りよりも登りの

方が楽（あくまで個人的な意見）なので案外すぐ

着くかと思って進んで行く。その道中、他大学の

7 人ほどのパーティとすれ違ったのだが、ちょう

どその時横殴りの雨と風が激化。本日も一気に過

酷な山行と化す。傾斜が急なところでは雨だけで

川が出来ており、当然靴の中が浸水。それでも

黙々と歩いて行き、1 時間 30 分、1 ピッチで分岐

の看板まで到達。ここまでくれば後は普通の登山

道を歩くだけ。北峰をピストンで踏み、足を前へ

進める。その後は下り多めな快適な道で、そのま

ま冷池山荘に到着した。雨は多少弱まったもの

の、山荘まで完全に止むことは無かった。ちなみ

に冷池山荘は山荘とテン場がかなり離れている。

しかも山荘からテン場に向かう時は登りで、「歩

き終わった後にこんなに登らせんな」とつい文句

を言いたくなってしまう。水も有料だし。明日も

キツイので、とっとと寝ることにした。 

（記録：児島） 

 

8 月 30 日 天候：曇時々晴のち大雨・強風 

05：00 冷池山荘 

05：55 爺ヶ岳中峰 

06：10 爺ヶ岳南峰 

06：30 種池山荘 

07：35 岩小屋沢岳 

08：00 新越山荘 

08：45 鳴沢岳 

09：35 赤沢岳 

11：55 スバリ岳 

12：55 針ノ木岳 

13：30 針ノ木小屋 

爺ヶ岳の登りは大したことなく、すぐに頂上に着

き、そこからの下りもほとんど気にすることがな

い安全な道でサクサク進む。この時点でかなりコ

ースタイムを短縮した。岩小屋沢岳の下りもサク

サク歩いていたが、次第に池﨑に足の痛みが出て

きた。だんだんと痛みが強くなり、鳴沢岳からの

下りではいやらしい部分もあったうえ、足を引き

ずるようになり、かなり危険な歩行になってしま

った。児島はまだまだサクサク歩く。赤沢岳頂上

にて気持ち程度のテーピングをした（ほとんど良

くならなかった）。あまりにペースに差が出てし

まうことと危険個所はないことから児島には先に

行かせ、針ノ木小屋で会うことにした。スバリ岳

の登りは非常に長かった。この時から次第に雨が

降り出し、池﨑がスバリ岳頂上に着く前にはいつ

もの大雨強風になってしまった。横からの強い雨

が痛い。体勢を崩されながらも針ノ木岳も登り、

歩きにくい下り坂を下り、なんとか針ノ木小屋で

児島と合流した。到着時間に 1 時間ほど差が出

た。この日にネットで天気を良く調べ、今までも

これからもずっと秋雨前線が停滞していて、天気

の回復は見込めないなと思った。また台風も来る

かもしれないということを知った。池﨑の足の痛

みもひどく、翌日どれくらい回復しているかにも

よるが、少なくとも焼岳まで歩くのは不可能だと

考えた。 

（記録：池﨑） 
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8 月 31 日 天候：雨・強風・ガス 

06：00 起床 

07：05 出発 

08：01 蓮華岳山頂 

08：50 針ノ木小屋への引き返し開始 

10：20 針ノ木小屋 

12：30 大沢小屋 

13：25 扇沢 

起床時は雨が降ったり止んだりを繰り返してい

た。池﨑の脚の状態はまあまあの様子。予定通り

船窪小屋を目指すことに。しかし蓮華岳を登って

いると、またしても横殴りの強風（もはや暴風）

が吹き付け、心が進みたくないと叫ぶ。それでも

蓮華岳を通過し、下りに入る。脚の痛みが依然酷

いのか、池﨑は遅れ気味。前を歩く児島も「本当

に船窪までいけるのだろうか」と心配になる程の

悪天候。下っている途中に池﨑が何とか児島に追

いつき、2 人で休憩しながら相談。思い返すと、

朝日岳に到達してから今日までというもの、毎日

強風と雨に晒されてきた。身体の疲労、池﨑の脚

の痛み、そして何より天候がひどすぎる。すでに

心が折れかかっていた（数日前からすでに折れて

いたかもしれない）2 人は止むを得ずエスケープ

を決定。針ノ木小屋まで引き返し、できれば今日

中に扇沢まで下山したい意思を固めた。そこから

再び針ノ木小屋を目指すのだが、蓮華岳の登りが

かなりキツイ。撤退が決定した後の山登りがここ

までキツイとは。それでも強い風の中、ガレ場を

頑張って登り切ると今度は暴風が真正面から吹き

付けてきた。それでも惰性で足を進め、針ノ木小

屋に戻ってきた。アイゼンは送り返した為、小屋

で簡易アイゼンを借りようとしたところ、扇沢雪

渓はすでに通行不可能な状態までなくなってお

り、アイゼンは必要ないとのこと。そのまま数日

前に裏銀隊が登って来た道をひたすら下って行

く。大沢小屋までが思った以上に遠い。その道

中、池﨑の足の痛みが過去最高に達したらしく、

急激に失速。単純に足の状態が心配なのと同時

に、今日エスケープしておいて良かったという気

持ちもあった。時間に余裕はあったのでゆっくり

と足を進めて行き、大沢小屋を通過。この時、風

とガスはほとんど無かったものの雨はずっと降り

続いており、池﨑はかなり寒そうにしていた。大

沢小屋から扇沢までの道は代わり映えしない道が

1 時間ずっと続いてイライラしたが、何とか扇沢

まで到着。こうして我々縦断縦走は予定のちょう

ど半分程度のところで終了となった。扇沢では衣

服が濡れたので着替えて（着替えも若干濡れてい

たが）荷物をまとめた後、バスと電車で松本駅へ

向かった。 

（記録：児島） 
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♦ 個人の反省 

三年 

荒木詩乃 

＜定着＞ 

一番の反省は入山直後に風邪をひいたこと。こ

れまでの反省から入山前の体調管理は万全の状

態だったが、まさか入山後に、といった感じで

完全に油断していた。原因は、2 日目の雨中行動

と食事の量にあったのではと考えている(という

か他に思いつかない)。雨に打たれて体が冷えた

ことに加え、最近は特に私があまり手をつけず

とも鍋が空になっていくので、「まあこのくらい

でいっか」と無理して食べることをしなかっ

た。実際無理して食べ始めたら回復してきたの

で、摂取と消費が釣り合ってなかったのだろ

う。自分が、「もういいや」と思ってからのさら

にもう一押しくらいは食べる必要があると感じ

た。しかし同時に、よくあの体調のまま沈殿な

しで 3 本のクライミングとビバークを休みなし

にできたなと、以前にくらべれば体力(というか

根性？) がついたことを実感した。病は気から

の精神は案外効くし、為せば成る。 

今回テントメンバーは上級生ばかりであった

し、1 年生と行動したのは剣稜会に行った時だけ

だったので、定着中は下級生の指導という方面

ではあまり働きかけられなかった。剣稜会も 3

人パーティだったので 1 年生の面倒は 2 年生が

よく見てくれていたように思う。こうして振り

返ると、定着は自分のことでいっぱいいっぱい

になってしまっていたようで申し訳ない。ま

た、北方稜線はリーダーを任されたが、実際行

く前にはリーダーとしてあそこに行くことへの

恐怖を押し殺すのに必死だった。それを見透か

されたように大雨に降られ、どこかホッとして

しまった自分が情けない。ここで最後まで自分

の芯が保てなかったことが定着の心残りだ。 

しかし反省は多々あるものの、C フェース RCC

と本峰南壁 A2 の登攀に加え、C フェース剣稜会

については 1、2 年生を連れて全てリードで登り

きれたことはとても嬉しい。一度疲れすぎて真

砂 BC 手前でふらついて道の脇に頭から突っ込

んだ以外は大きな失態もなく、怪我もなく、自

分の部での岩登り活動に一つ区切りをつけるこ

とができ、一安心した。 

 

＜縦走＞ 

縦走中よく考えたのは CL として働けているかと

いうこと。なんだか大型犬の散歩に行ったけど

結果引きずられてるちっちゃい子みたいな感覚

に度々陥った。例えば初日に 2 年が荷物持ちす

ぎでバテてピークハントに行けなかった時。荷

物たくさん持つだけじゃなく、1 年生の面倒みた

り、行動記録とったり、何より縦走をもっと楽

しんでほしかった。その辺の加減が疎かで行き

たいのに行けないなんて本末転倒だ。と、本来

止めるべきだが止められなかった(こんなとこで

流れ弾あびせてごめんね)。そもそも彼らがそこ

まで頑張ってしまうのは、CL が私みたいなので

体力的に頼りないからだよな、なんて考えてし

まって何も言えなくなった。逆に槍では、私が

やらねばと気負いすぎて、低体温症一歩手前に

なった。無気力で、寒さへの緊迫感もなく、た

だ座っているという、昨冬の下鶴と似た状態に

陥った。幸い先例があったので自分の状態を客

観視できたことと、後輩に差し出されたダウン

を着る気力と理性はあったおかげで、しばらく

後ようやく寒さの実感と体の震えを取り戻した

が、あの場でもし私が倒れていたらそれこそ本

末転倒だ。同期男子や今までの先輩方のよう

な、隊の手綱を握れるだけの馬力を羨ましく思

うとともに、自分はどうやって手綱を握ればい
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いのかなんて考えてしまう。ちっちゃい子でも

体力以外の方法で大型犬をリードしたい。技術

や知識やその他こまこました所でリードできた

らいいが、どんなものだろうか。まあ私はもう

そうそう CL にならないだろうが、同期 CL を少

しでも支えられたらと思う。後輩への指導にも

力を入れたいし、間違っていることやよくない

ことに対してちゃんと怒るということもできる

ようになりたい。 

もう一つ大きな反省は時間厳守を徹底できなか

ったこと。どの日も時間には余裕がある上、私

が怒ることが嫌で、朝や休憩後の出発の準備が

多少遅れても大目に見てしまった。この合宿で

は問題なくても、今後の冬や春を見据えると、

遅れ癖を付けかねないので良くなかったと反省

する。 

また V6 のフライが裂けたこと。テント場の選定

と小さな穴の補修を怠ったことが原因。最終日

の夜だったから良かったものの、中日だと撤退

にもつながりかねない事案だった。軽視せずに

再発防止に努めたい。 

長々と反省ばかり書いたが、全体を通しては良

い合宿であった。天候に恵まれたおかげで下級

生の概念把握は捗ったし、その手伝いも十分で

きた。さすがに 3 年目、山の位置と名前は地図

を見なくてもほぼ教えられた。また事前に準備

した山域調査資料は大いに役立ち、危険箇所通

過のための天候判断もハマり、おかげで長い行

動の日は上々のコンディションで稜線歩きを楽

しめた。お花畑や、昨年一目惚れした裏銀座の

美しく白い稜線を歩けたことは本当に嬉しい。

個人的には 3 年連続の槍ヶ岳登頂も果たし、つ

いに槍の山頂からの景色を垣間見れた。隊員は

みんな楽しい奴で毎日がおもしろく、この 5 人

のおかげで(大富豪の結果ひどい目に遭わされも

したが)飽きることなく最後まで縦走を楽しめ

た。大きな怪我もなく最後まで歩き切ってくれ

て本当にありがとう。現役として夏山で迎える

最後の合宿を良い形で結ぶことができたことを

幸せに思うとともに、隊員を始め携わってくれ

た全ての方に最大級の感謝を述べたい。 

 

 

池﨑大智 

＜定着＞ 

1 番の反省は D フェース富山大ルートの登攀を

うまくできなかったことである。まずルートフ

ァインディングがうまくできなかった。弱点を

ついて登ろうと心掛けていたが、いつの間にか

それることが多かった。いろんなところが登れ

ないことはなかったが、一番簡単に登ることは

できていなかった。リードがそのようなルート

を登ると、セカンドの米澤先生もそこを登らな

ければならず、苦労させてしまった。また 3P 目

の垂壁を登った時はホールドが小さく、少しも

ろくて、自分がフォールして死ぬかもしれない

ということだけでなく、自分のフォールで米澤

先生も山村も巻き込んで殺してしまうかもしれ

ないとかなりの恐怖を感じた。さらに毎回ビレ

イ点が安定しておらず、間違ったのだと毎ピッ

チ思った。登り終わった後もどこが正規のビレ

イ点なのかよく分からなかった。自分の勘の悪

さを思い知った。あと米澤先生に指摘されたこ

とだが、登りに余裕がなかった。登れるだけで

なく、アルパインでは余裕をもって登ることが

必要なので、まだまだ技量が足りていないと痛

感した。 

A フェースの登攀についての反省は、岩の乾き

を待ちきれずに登ってしまったことである。そ

の日は晴れだったが、前日に雨が降ったため、

凹角状になっているところは水が滴っていた。

米澤先生にも濡れているときは気を付けた方が

いいと言われていた。しかし自分は登れるので

はないかと思っていたし、2 年山村のクライミン

グは信頼していたので、登り始めのリミットま

で 2 時間くらい時間が残っていたが登ることを

決めた。実際登ってみると濡れているところで
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一部ホールドが細かく、滑ると落ちるなと思っ

た。その核心部は登れたがかなり緊張した。セ

カンドの山村はかなり怖かったそうだ。アルパ

インではアンカーはあまり信用できないので落

ちるかもしれないというクライミングはすべき

ではないのでもう少し岩の乾きを待つとか、C

フェースの登攀に変更するとかした方がよかっ

たかもしれないと思う。（結果的にはリミット時

刻すぎても水は滴っていた。）一方で A フェース

魚津高ルートは初心者向けルートであるので、

せっかくの晴天なのに一部濡れているだけで登

攀をあきらめるのも嫌だ、登る実力は十分にあ

ると自分たちを信じたい気持ちもあった。 

その他は特に反省することはなかった。1，2 年

生へ気になった点はきちんと注意できたし、楽

しむべきところはしっかりとした楽しめたので

良かった。 

 

＜縦走＞ 

縦走では CL を務め全てを自分で決めなければな

らなかった。一番困ったことは行動するか沈殿

するかの判断だ。縦断を成功させるためには多

少の雨の日でも歩かなければならない。しかし

入山 1，2 日目を除き、いつも強風で横から雨が

降る天候で、毎朝どうすべきか、行動中はこれ

でよかったのか自分の判断に自信がなかった。

結果を見るとあの天気でも歩かなければ縦断成

功は絶対無理だった。 

また足を痛めてしまった日、児島と歩くペース

にかなり差が出て、待たせるのは申し訳ないと

思って先に行かせたのは良くなかったと思う。

まず自分は痛くても絶対目的地まで行けると思

っていたが、やはり痛みの影響は大きくかなり

危険な歩行になっていた。怪我したり滑落した

りした場合、大きく前との距離が離れていて、

声は届かず危険だ。このことは明らかだし、怪

我しているのが自分以外の場合は絶対そのよう

なことはしなかったと思う。リーダーだからと

いって助けてもらうのは申し訳ないと考えては

いけないと思った。また自分は絶対大丈夫だと

自信があっても、児島もまた 1 人で行動させて

いたので、何かあってもわからない状況だっ

た。行動中雨風が強く、視界が利かなかったの

で、ルートを間違ってしまっていたら大変だと

かなりドキドキ心配した。注意が自分だけに向

き、他のメンバーの心配までできていなかった

ことは大いに反省しなければならない。 

 

 

伊藤朱里 

全体的に自分に静かに喝を入れたくなることの

多い合宿だった。それと同時に、天気と人に恵

まれたなと思う。 

 

＜定着＞ 

定着のハイライトは、八つ峰上半の朝にお腹を

壊したことだろう。当初は原因がわからなかっ

たが、後々、ああ、精神性だったんだなとわか

った。その証拠に、登っていくうちに症状は治

まっていった（薬のおかげもある）。おそらく、

下調べが十分にできていない、自分の技術も伴

うのかわからないといった不安がどこかにあっ

て、噴出したのだと思う。これまでの合宿で、

下準備、下準備と反省してきたのに、この詰め

の甘さはどうしたことかと思うが、周囲の人へ

の甘えがあったことが一番いけないと思う。ト

ポは調べていたものの、そこに立ったつもりで

シュミレーションするとか、もっと工夫ができ

たはずだった。行動する予定のパーティで集ま

って、疑問点は洗っておくことといったことも

できたかもしれない。 

 

＜縦走＞ 

縦走では通して先頭を歩くということを初めて

やった。後半になるにしたがって、疲れのせい

か余計なことを考えずペースを守ることに集中

していったのは良かったのではないかと思う。
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というのも最初のうちは登りでペースが落ちて

しまうたび、後ろがつかえているようで気にな

って、ああ、がんばらないとだめだとか余計な

ことを考えていたのが、後の方では、自分はこ

の馬力だから安定してペースを保つことを大切

にしようとシンプルに考える方へとシフトして

いった。こうしてみると、単に開き直っただけ

だが、自分の持てるものでやっていくことと、

山で毎日「気温は、風速は、天気は」とさまざ

まに移り変わる条件が与えられる中でそこに自

分を適応させていくことは、深くかかわってい

るのではないかと思った。 

 

周りに助けてもらうことが多く、それは 1 年の

ころから全く変わっていないが、闇雲さは徐々

に薄れてきて、その分するべきことに意識が注

げるようにはなったかと思う。サポートしてく

れた人に感謝したい。 

 

 

 

須賀雄次郎 

＜定着＞ 

反省は、係の仕事で責任感が薄かったことだ。

部会にビデオ通話で参加しているため直接会う

機会がかなり限られたが、これは理由にならな

い。ある程度下級生に仕事を任せたとしても、

締めるべきところは自分で責任を持って締める

べきだった。定着では 1 年生 2 人と同じテント

になりいろいろ指導しなければいけないかと思

ったが、2 人ともとてもよく働いてくれたので特

に必要なかった。事前に数回行っていた合宿の

ためにテント生活にも慣れていたのだろう。行

動決定においては、天候に恵まれ、また米澤先

生からの助言もたくさんいただいた上で話し合

いを行ったため、問題は特になかったと思う。

事故を起こさないよう 1 年生に注意を集中し行

動したが、彼らはとても強かったのでヒヤリハ

ットはほとんどなかった。合宿の目標はすべて

達成することができ、ひとまず一安心である。

次の合宿も無事故で目的を達成し、楽しむこと

が出来るよう準備をしていきたいと思う。

 

 

 

二年 

井上拓哉 

＜定着＞ 

合宿前にトレーニングをあまりしていなかった

が、合宿中は体調をあまり崩すこともなく終え

られたのではと思っている。入山では、2 年生の

なかで歩荷量が軽かったので、歩荷分けの際に

もっと持つべきだと感じた。その分、先頭に立

ちペースを保つ役割を担えたのは良かった。今

回の合宿では、好天に恵まれ、行動する日が連

続することが多かったが、行動するにつれて疲

れがたまり、「沈殿が欲しい」と思うようになっ

てしまった。情けない限りである。行動面に関

して言えば、もう少し主体的に動いても良かっ

たのではないかと感じた。自分から調理を手伝

ったりするなどである。1 年生がやってくれるこ

とにかこつけて自分からやらなかったことは反

省すべき点である。クライミングでは、マルチ

ピッチでの流れをきちんと把握できていなかっ

たことも多々あり、大いに反省すべきだ。（数を

こなすにつれて習得できたのでそれは良かっ

た。）雪渓登りは体力が必要だが、かなり疲労が

たまったので、体力が足りないと痛感した。雪

渓下りでは、去年滑落した経験から、最初はお
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びえながら下降していたが、それが幸いしたの

か、気を付けて下ることができた。特に、平蔵

谷の下降では、斜度もきついので集中して下ら

なければならないが今回はしっかり下り方に注

意することができたので良かったのではないか

と感じた。下降については、来年は 3 年生にな

るので、さらに注意していきたいと感じる。全

体を通して、己の未熟さと来年への課題が多く

見つかった夏合宿となったが、様々な経験がで

きたのは大きかったし、来年もそうありたいと

思う。 

 

＜縦走＞ 

定着を終え、縦走に向かう際に疲れを持ち越し

たくはなかったが、初日の入山の時に疲れが残

っていたことは残念だし、己のふがいなさを感

じた。歩荷量に関しても、2 年生の山村隊員に大

きく劣ることも多かったので、山村隊員に感謝

するとともに、冬に向けてトレーニングをしな

ければいけないと感じている。縦走全体では、

大きくバテることもなく終えられたのは大きな

点だった。調理などでもっと 1 年生を手伝うべ

きだったし、撤収の際に他の隊員を待たせてし

まうことも多くあったので、そこは改善すべき

点である。1 日目の針ノ木岳に行けなかったのは

縦走の中で最も後悔が残る点である。更に、1 年

生をもっと見ておかなければいけない場面なの

に、自分のことに精一杯で 3 年生に頼りきりに

なってしまったことも否めない。この点につい

てもこれから改善していきたい。しかしなが

ら、全体を通して、楽しく達成感のある縦走と

なった。 

 

 

児島歩武 

まずは全員書くと思われる体力面から振り返る

ことにする。今回、定着後の縦走がハードとい

うのもあり、合宿前には体力トレーニングを意

識的に多く行ってきた。その甲斐あってか、定

着中にバテバテになってしまうということは無

かった（尤も、歩荷しながらの雪渓登りや源次

郎はきつく無かったといえば嘘になるが）。縦走

中も終始きつかったものの行動不能になるほど

ではなかった。体力度としては、定着は多少の

余裕があり、縦走はギリギリ完遂できるぐらい

のものであったと思う。それよりも定着・縦走

共に喘息の症状に苦しめられた。喘息が発症し

ても動けたものの、縦走中はかなり息苦しかっ

た。下山した後もまだ少し症状が尾を引いてい

るので、今後もケアを怠らないようにしたい。

さて、ここからは定着と縦走に分けて反省して

行くことにする。 

 

＜定着＞ 

定着は天候に恵まれたものの、計画の都合上 C

フェースと源次郎のみになるかと思われたが、A

フェースと仙人池に行くことができたのはよか

った。A フェースは途中あわや落ちるかと思う

ほど実力的にギリギリだった。もっとクライミ

ングの実力と経験を積まないといけないと改め

て痛感した。それ以外では僕だけ沈殿がやたら

多いのが目に付くが、喘息・足腰の状態や結果

的に行くことのできた山域から考えると、自分

的には満足できたしいいかなと思っている。 

 

＜縦走＞ 

続いて縦走だが、どれだけ過酷だったかは山行

記録を読んでいただいた上で想像に任せること

にするが（想像を絶する日々だったわけだが）、

反省すべき点とすれば先輩に任せっきりな部分

が多すぎたことであろう。共装は少なかったと

はいえ、鍋、医療箱、ガスヘッドなどを全て池

﨑先輩に持たせてしまった。そのほかにも山頂

の写真や山域の情報など、終始先輩についてい

くだけになってしまった気がしてならない。昨

年からほとんど成長できていない事実に自分で

自分に落胆した。結果としては天候と先輩の足
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の故障によりエスケープしたわけだが、少なく

とも先輩の故障に関しては僕が先輩の負担をも

う少し減らしてあげることができていれば多少

結果は変わったかもしれない。最後に自分の歩

行技術についてだが、親不知から針ノ木山荘ま

でで一番怖かったのは不帰剣のキレットだっ

た。ハシゴの上を通過する際、かなり崖ギリギ

リのところを踏んでしまい非常に危なかった。

対して八峰のキレットは特に恐怖感もなく難な

く通過することができた。現在の歩行技術のレ

ベル以前に、このような危険箇所は昨年の縦走

では通ってないので非常に良い経験をすること

ができた（できれば大キレットとジャンダルム

も超えて見たかったが）。様々な点から大変意義

深い縦走合宿であったと思う。来年似たような

計画をやるかどうかはまだ考えていないが、お

そらくやらないだろうと思っている。ただ、槍

ヶ岳より南に足を伸ばしてみたいという気持ち

は強く残ってしまった。 

 

 

下鶴大輔 

＜定着＞ 

合宿前の最後の歩荷から考えるとトレーニング

が足りていたか不安な点があった。終わってみ

れば、体力面では余裕を持つことができたと思

う。余裕があったとは言え、荷上げの時などで

リーダーの許可があったものの、単独行動が過

ぎた点があったと感じている。1 年生の教育の面

でも我慢すべきところがあったと思う。また、1

年生が良く動いてくれることに甘えていたと感

じる部分もあった。 

初めて本番の岩場を経験したが、自分のクライ

ミングに対する「怖い」を大きく払拭できたと

思う。本番では高度感や気温の低さ、岩の冷た

さ・濡れ具合、浮石の大きさなどの条件が普段

とは全く違っていたことがわかった。だが、景

色や高度感から来る高揚感は格別なものだっ

た。でも、「怖い」気持ちは消えないと思う。こ

れを忘れずにトレーニングを続けていきたい。

雪渓歩きは去年よりもスムーズに行くようにな

ったと感じた。それでも、雪渓のどこを歩くの

が良いかなど、学ぶことは多かった。ガレ場の

下りはまだまだと感じた。 

 

 

山村圭一郎 

＜定着＞ 

まずよかった点から。概念把握をしっかりして

いたおかげで山の名前を教えてもらったときに

見ている風景と地図が繋がった。より精密に概

念把握できたと思う。2 つ目は当たり前といえば

そうなのだが、事故を起こさなかったこと。A

フェース魚津高ルートでは落ちるのではないか

とヒヤヒヤしたがなんとか落ちずに登れた。3 つ

目は、これまた当たり前のことなのだが、忘れ

物をせず、かつ防水もしっかりできたことだ。

今合宿は雨自体ほとんど降らなかったが、紙

類、ペンが使えなくなることはなかった。昨年

の反省を生かすことができたように思う。4 つ目

は記録である。今回はタイムテーブルに加え登

攀ルートについても記録を取り、写真も沢山撮

ることができた。後の世代の為にも詳細な記録

を残すことは大切である。これも昨年の反省を

生かすことができたのでよかったと思う。5 つ目

は雪渓での歩行技術だ。初めて雪渓を歩いたが

特に問題なく下れた。次に悪かったところに移

る。1 つ目は入山歩荷でバテたこと。体力と歩荷

量のバランスが取れていなかった。先輩方が剱

沢まで来て荷物を持ってくれなかったら、先輩

方の顔を見て元気をもらえなかったら、真砂ま

で下る元気はなかった。歩荷分けで自粛するか

もっと体力をつけるか、なんらかの対策を講じ

たい。2 つ目はテント生活。冬ほど急ぐ必要はな

いが、寝起きでスイッチが入るのが遅いと感じ

た。朝の調理にも積極的に関わったわけではな
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いのでもっと働くべきだったと思う。夕食も 1

年生に任せすぎた節がある。もう少し働くべき

であった。3 つ目は行動中の判断。わざわざ早起

きして出発しているのに取りつきに向かうのを

モタモタして米澤先生に怒られたり、岩が濡れ

ているのに多少の不安を覚えつつ、登るという

判断に強く反対しなかったりするということが

あった。より安全に行動するためにも判断力を

つけたい。4 つ目はピッケルストップ。雪渓で滑

るのは初だったが案外止まった。しかし頭から

の止まり方が甘かった。その上ピッケルで怪我

をした。結果として止まれるまで練習したが、

課題は残った。5 つ目は知識の伝達。1 年生と共

に行動することが少なかったせいもあって、あ

まり面倒を見ることができなかった。そのため

あんまり知識や技術を教えられなかったように

思う。反面、先輩方と行動することが多かった

ため、自分の知識、技術、経験は充実したの

で、来年しっかり伝えたい。6 つ目は歩行技術、

登攀技術。注意してもガレ場で落石を起こした

り、D フェース富山大の登攀中にも小さい石を

落とすことがあった。来年は下級生を引き連れ

て登ることになるので今後改善していきたい。

反省点ではないが、夏合宿には珍しい好天に恵

まれ、計画はほとんど遂行することができ、美

しい景色を目にすることができた。そのため、

目標であった剱岳東面の概念把握もほとんどで

き、北アルプスを身近に感じることができた。

一生のうちでこんな経験はそうそうできないだ

ろう。しっかりと来年の後輩に受け継いでいき

たい。同行してくださった竹下先輩、米澤先

生、ありがとうございました。 

 

 

＜縦走＞ 

自分の体力のなさ、パフォーマンスの不安定さ

を感じる縦走だった。初日は標高差 1400m の登

りに耐えられず隊からは遅れ、針ノ木岳 PH に

もいけない始末。しかもなぜか翌日には回復し

て元気になっていた。もっと安定して高いパフ

ォーマンスを発揮できるようにしたい。この不

安定なパフォーマンスのせいで、3 年生の負担を

減らすことができたか、という点でも疑問が残

る。確かに歩荷量は減って肉体的な負担は減ら

せたかもしれないが精神的にはどうだったか。

バテている姿を見せたせいで余計な心配や気遣

いをさせてしまっていなかっただろうか。また

三俣〜双六の日は全身濡れてテンションだだ下

がりだった。隊の士気を下げないためにも明る

く振る舞うべきだったと思う。不甲斐ない。夕

食の米炊きもほとんど 1 年生に任せてしまった

が、2 年生で炊いた日も失敗はしなかったのでま

あよかったのではないかと思う。かなり適当に

やったのに失敗しなかったのは不思議だが。1 年

生が米炊きのコツを習得してくれたなら何より

だ。槍の肩の小屋にテントを張る際にも寒すぎ

て動作が緩慢だった。率先して動く 3 年生を見

てようやくスイッチが入ったがそれでは遅い。

自分が率先して動いて周りを引っ張るくらいの

心構えでいるべきだったと思う。歩荷分け時点

での見通しの甘さもよくなかった。これくらい

持てるだろうとタカをくくっていたら縦走通し

て 2 度バテ、1 回は共装を井上に渡した。身の丈

にあった振る舞いを心がけるべきだ。至らない

点はたくさんあったが、比較的天候にも恵ま

れ、縦走路周辺の概念把握、美しい裏銀座縦走

路、槍からの景色などなど、楽しみにしていた

ものをほとんど見ることができた。本当に充実

した合宿だった。米澤先生が言っていた通り、

CL の日頃の行いが良かったのだろう。感謝しか

ない。一貫して楽しい縦走だった。みんなあり

がとうございました。 
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一年 

二宮公一 

＜定着＞ 

定着は、自分のクライミングの知らないことの

多さに気づかされた。C フェースに行った時

も、どのような順序で登っていくのかもわから

ぬままに先輩の掛け声にただ反応して登ってい

た。また、登っている途中でも先輩方に助言を

受けることが多く、まだまだクライミング自体

の未熟さを感じた。また、懸垂下降を手際よく

することができなかったこともあった。もう 4

か月もたったのだから習ったことは完ぺきにし

ておかなければならないと感じた。また、雪渓

下りでは、気が抜けて転んでしまうことがあり

その時はコンテを組んでいたので先輩が止めて

くれたが、絶対に気を抜いてはならないことを

痛感した。雪渓を登るときでもついついピッケ

ルの向きがおかしくなっていたりということも

あり、ただ登ったり下ったりするだけでなくい

ろいろなことに注意することが自分には欠けて

いたと感じた。それができるようになるために

も、日ごろから体力ももちろんだが、もっと周

りを見ることも重要だと考えた。米炊きに関し

ては、定着中は芯が残ってしまうことが多かっ

た。もっと米炊きについてもうまくならなけれ

ばと反省した。 

 

＜縦走＞ 

縦走の反省として第一に概念把握の甘さがあっ

た。裏銀座の概念把握は大雑把にしかしていな

くて、針ノ木から槍まで見えた時にどれがどの

山なのかほとんどわからず、また、その山を何

日目に上る予定なのかもあまり分かっていなか

ったことがあった。先輩に頼り切りなのではな

く、まずは自分のことは自分で完ぺきにしなけ

ればいけないだろうと感じた。また、途中で自

分が持っている食料が何なのかを把握しておら

ず、隊に迷惑をかけたことがあった。テントを

張るときも手際が悪く、立てるのが遅くなって

しまったこともあった。このようなことは絶対

ないようにしたい。縦走中は定着と違って毎日

片づけをしなければいけなかったからか、整理

整頓ができていなかった。次の日の行動や食事

の準備をスムーズにするためにも、整理整頓を

しておくことがかなり重要であることを感じ

た。縦走中は体力面は問題はなかったが、同時

に荷物を先輩方に持たせすぎたことを感じた。

来年はもっと荷物を持つことになるだろうか

ら、今よりも一層の体力をつける必要があると

感じた。 

 

 

安河内優文 

はじめての夏合宿ということで心配な点も少な

くありませんでしたが、天気に恵まれ、快適で

楽しい山行となりました。先輩からは雨の北ア

ルプスの話を多く聞いていたため、内心不安に

思っていましたが、蓋を開ければ晴ればかりの

山行で本当に幸運だったと思っています。 

 

＜定着＞ 

まずは、定着に関してですが、定着は入山から

バテかけてしまい、初っ端から体力の無さを実

感しました。それ以外の場所でも所々体力の無

さを感じる場面があり、体力トレーニングの必

要性を感じました。また、落石を起こしたり、

転びそうになることも多く、歩行技術にも課題

があるように思いました。これからの山行で

は、落石や転倒により一層注意して歩行技術を

身につけるようにしたいと思います。岩場でも

戸惑って、時間を掛けてしまう場面があったた

め、これからも技術と経験を積んでいきたいと

思います。また、来年に向けて料理などの総合
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的な生活技術も身につけていくようにしたいと

思いました。 

 

＜縦走＞ 

縦走においても、一番感じたのは体力の無さで

した。基本的には死ぬほどキツイということは

なかったのですが、2 日目の蓮華岳〜七倉岳だけ

は死ぬほどきつかったです。また、槍ヶ岳山荘

のテント場では、雨風が強くテント設営に手間

取ってしまったため、テント設営技術の向上の

必要性も感じました。 

 

今合宿では先輩方におんぶにだっこ状態であっ

たため、今回の反省を踏まえて、来年は計画段

階から積極的に関わっていくようにしたいで

す。 
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♦ 係の反省 

食料 

今年の夏合宿でまた山岳部の食料がレベルアッ

プしたと思う。それはカレーのクオリティー向

上、夕食・朝食メニュー数の増加がある。しか

しそれは例年をはるかに超える、今年のメンバ

ーの歩荷力に物を言わせたものであった。その

ため入山時は皆がザックのあまりの重さに苦し

んだ。定着ではフル歩荷するのは初日だけだか

ら良いものの、冬・春の合宿では重量に目を向

け、できる限りの軽量化をしなければならない

と思った。また歩荷分けの時にだれがどの食料

を持っているかきちんとメモしまとめたことに

より、毎年ある、誰が持っているのか探す手間

が省け良かった。以下メニューごとのコメン

ト。 

＜朝食＞ 

⚫ うどん…おいしかったが、ゆで時間が長す

ぎる。そうめんに変えると良いと思う。 

⚫ フルグラ…一瞬でできるエリートメニュ

ー。紅茶ラテは合う。体も温まる。 

⚫ マカポテ（ポテサラ）…おいしかった。マ

ヨネーズも腐らなかった？ようだ。調理時

間は気になるほどではない。 

＜夕食＞ 

全体的にベーコンに偏りすぎた、ウインナーも

食べたい。にんじんは早い段階で腐った。 

⚫ スープパスタ・トマトチーズパスタ…かな

り好評。鍋・水をケチらずたくさん使わな

いとパスタがうまく茹でられず、まずくな

ってしまうので注意。 

⚫ カレー・シチュー…粉末マッシュポテトの

効果絶大。ルーが変わっても具が同じとこ

ろはイマイチだった。具はやはり油でいた

めた方が火の通りが速いかも。次回は油を

持参してみよう。 

⚫ 麻婆春雨丼…春雨が少し多くて、味が薄く

なってしまった。 

⚫ ラーチャーセット…結局食べられなかった

ため、データなし。 

（池﨑） 

 

夏合宿ではエッセン計画を担当した。よかった

点としては比較的早い段階でエッセンの中身、

数量を決めることができたことだ。早めに取り

掛かったのがよかったのだろう。中身について

もそれほど文句は出なかったのでまあよかった

のではないかと思う。反省点は、ネット購入分

の数量を間違えて買いすぎてしまったことだ。

事前に確認したのにも関わらず見間違えていた

ようで、源氏パイを必要量の数倍買ってしまっ

た。そのせいで余計に費用がかさんでしまい非

常に申し訳ない。やはりチェックはくどいくら

いするべきであった。また、係とは直接関係な

いが今後のために。買い出しは大人数で行うべ

き。伊都に移転したので少人数だと食料を部室

まで運びきれない。 

（山村） 

 

 

装備 

ほとんど 2 年生任せだったので申し訳なかっ

た。装備についても、経過確認を密にやるべき

だった。また、歩荷分けの時に雪上訓練用ザイ

ルを出しておらず後日回収してもらう羽目にな

ったが、これは後輩に任せるばかりで締めるべ

き所を自分で締めなかったことが原因だ。責任

感が足りなかったと思う。 

（須賀） 

 

今回の合宿で装備係は２回目で、自分の中でど

んな仕事をすればいいかは大方把握していたた

め、仕事自体はスムーズに進んだ。その中で最



2018年度九州大学山岳部夏合宿報告書 

 

33 

 

も反省すべき点としては、同じ装備係の後輩に

係の説明や仕事の分配などをあまりせずに自分

一人で作業しようとしてしまったことだろう。

先輩の最大の役割とも言える後輩の指導をする

という意識が欠如していた。「仕事の完遂」だけ

ではなく、他のことにも意識を向ける視野の広

さが必要だと痛感した。部会の中で先輩から指

摘され縦走の装備表の作成を任せたのだが、や

はり与えた仕事量としては不十分だったと思

う。その他、装備表を作る時に特に迷ったのは

ガス缶の個数。昨年の夏合宿では定着・縦走共

にガス缶が多量に余ってしまったので、今年は

ガス缶の個数を再検討するべきだと考え、部会

でも度々話し合った。実際、今回の合宿でも 3

個ほど余っていたが、予備日のことなども考え

ると来年以降も同じくらいの個数でいいのでは

ないかと個人的には思っている。ハーケンやハ

ンマーの数についても数回に渡って修正して行

ったが、普段全く使っていない我々が実際の岩

場でいきなり使えるかどうかを考えるとやはり

疑問が残る（今回の合宿でも使っていないと思

う）。もちろん持っていかないわけにはいかない

が、もう少し普段の岩場で練習してもいいのか

なと思う。 

（児島） 

 

装備も医療と同じく先輩から言われた通りのこ

としかしなかったのも反省のうちの一つだが、

さらに用途を詳しく把握していなかったものが

あるということだ。また、私は縦走の装備表を

任されたが、上げるのが遅れてしまったことが

あった。装備の用途に関しては、ネットや先輩

方に聞くなどもできたはずである。また、装備

は非常に重要なので自分がもっと早くに Gmail

にあげてアドバイスなどを受けておくべきだっ

たと感じた。縦走の装備表を作る際には、縦走

路のことをあまり調べていなかったので、ヘル

メットや簡易ハーネスなどが必要であることを

考えていなかった。（先輩から助言をいただいて

初めて気づいた）装備表を作る際には（作らな

い場合でもそうなのだが）もっと合宿計画を詳

しく把握しておかなければならないことを感じ

た。 

（二宮） 

 

 

医療 

係としてはテストと医療マニュアルの改訂を行

った。私が実際にやったことはテストを作るく

らいだが、3 年生としては仕事の割り振りや経過

確認などに注力をすべきだった。特に 1 年生に

ついては、もっと指示をだして医療の勉強やテ

スト作成などをさせ、経験を積ませたほうがよ

かったのかもしれない。 

（須賀） 

 

医療係では緊急時に対応できるように応急対処

法を書いたマニュアル的なものを変えた。しか

し、わかりやすさに欠けたと思う。どれだけの

種類に対する方法をのせるか、どのくらい細か

くするかが悩んだ。実際に自分たちが対処した

ときにどんな効果があるかもわからないので、

基本的なことだけを載せることにした。このマ

ニュアルを見やすくするのも大切だが、日頃か

ら勉強しやすいようにある程度の資料を残せた

と思う。全体での事前学習の準備は不十分だっ

たと思う。今回の合宿中で医療係が動くような

事故等は起きなかった。これは本当に幸いなこ

とである。しかし、合宿中に隊員の一人が風邪

を引いてしまった。今回の合宿では晴天に恵ま

れたために沈殿がなかった。本人の様態を見

て、リーダーに相談して本人が無理をしないよ

うに強く忠告するべきだったかと思う。 

（下鶴） 

 

医療については、仕事をやりはしたが、先輩に

言われたことしかしていなかった。もっと、言
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われたことしかやらないのではなく、先輩に聞

くなり、自分で考えるなどして自分から動いて

いく必要があった。また、デモンストレーショ

ンをした際に固定が思っていた以上にゆるくな

ってしまって、よい例が見せられなかった。こ

れでは医療係としての意味がなくなってしま

う。次からは、もっと練習して臨まなければな

らないと思った。また、夏合宿中には、医療係

として他の人の体調面をチェックしなければな

らなかったが、自分のことに精いっぱいで、そ

こまで頭が回らなかった。係としての役割をこ

なすためにももっと体力をつけることが重要だ

と感じた。今回は、初めてだからと許された部

分もあったが、次はそんなことはありえない。

だから、次やるときは下調べをもっときっちり

して、合宿中にももっと係の仕事をこなせるよ

うにしたい。 

（二宮） 

 

 

気象 

今回は研究発表という受動的な知識の伝達でな

く、テスト形式にしたことで能動的な学習を促

した、つもりである。実際みんなテストは結構

いい出来だったので、最低限の知識は覚えてく

れていたと信じたい。 

定着中はラジオの電波が入らず、係として何も

できなかったのは惜しかった。せいぜい行動中

の観天望気くらいであるが、今回に至ってはす

るに及ばない快晴が多かった。縦走中も相変わ

らずラジオの入りは悪いのでスマホによる情報

収集をもとに判断を行った。その際、下級生に

まず予報を考えさせるというプロセスを踏ませ

ずさっさと私が判断してしまったのは良くなか

った。後輩の育成にもっと力を入れるべきだっ

た。しかし予報をもとに決定した行動は割とう

まくハマったので、結果だけ見れば良かったと

思う。観天望気も大分できるようになってきた

ので、これからの半年は自分の知識を後輩たち

に伝えることに力を入れていきたい。 

（荒木） 

 

今回は合宿前のテストに出題する基礎知識のま

とめ、テスト作成の手伝い、1 年生への天気図指

導をおこなった。調べながらまとめたため自分

の勉強にもなったし、何より全員に覚えて欲し

いことはまとめられたのでよかったと思う。天

気図の書き方の指導については、正直安河内の

方が上手かったのでさらなる鍛錬が必要だと感

じた。夏山では全く書かなかったが、冬ではそ

うはいかないのでまた練習したい。 

（山村） 

 

天気は基本的に常によく、また、山中でラジオ

の電波が通じなかったこともあり、気象に関し

ては本当に何もすることなく終わってしまいま

した。来年は電波が通じない状況を想定して、

観天望気もきちんとできるようにしておきたい

と思います。 

（安河内） 

 

 

交通 

今回は豪雨の影響で中国地方の在来線が利用で

きないということで、代替の案を考えるところ

から始まったが、2 年生が新幹線の手配を早々に

済ませてくれ、非常に助かった。交通係は建て

替えの額が大きくなりがちなので、必要な時は

会計担当に相談するなどしてもいいのではない

かと思った。今回は在来線の乗り換えがなかっ

たのでタイムスケジュールを文書化していなか

ったが、高速バスでの移動や新幹線から乗り場

への移動も意外とシビアだったので、きちんと

文書にして共有しておけばよかったと感じた。 

（伊藤） 
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今回の合宿では、7 月の豪雨により在来線が切断

され、青春 18 切符が使えないことが大きな問題

だった。18 切符よりも安価な交通手段は考えら

れなかったので、フェリー、新幹線、高速バス

など考えられるものはすべて調べてみたが、ど

れも問題点を抱えておりなかなか決定できなか

った。その中でも、新幹線の「早割り切符」は

通常の半額以下で乗ることができ、大きな発見

であった。出発日の昼に出発することができ、

時間にも余裕が持てるので、良いのではないか

と思った。18 切符よりも高額ではあるが、かな

り楽に移動できたので、来年以降も使うことを

検討してもいいのではないかと思った。高速バ

スについては他の人に任せたので割愛するが、

スムーズに移動できたので良かったのではない

かと思う。今回は、様々な可能性に触れた交通

となった。 

（井上） 

 

交通に関しても基本的には先輩方にしていただ

いて、自分の方では予約と購入しかしないとい

うことになりました。強いて反省点を挙げると

すれば、予約開始から少し時間が経ってから予

約をしたという点です。確実に席を予約できる

ように、より早急に予約すべきだったと思いま

す。 

（安河内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


