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91年 冬合宿 竹村新道 
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93年 横岳 

 
98年 大町人工壁 

 
01年 冬合宿 中崎尾根 

 
98年 冬山錬成 阿弥陀岳 

 
00年 阿弥陀岳 



巻頭に寄せて

会長　宮下　　悟

諏訪山岳会創設来、半世紀が経過した。21世紀に突入した今、既に過

去となった20世紀末までの活動記録を会報第4号としてまとめる事がで

き、とてもうれしく思っている。

集う顔ぶれも、集う目的も、また山岳会を取り巻く環境も随分変化して

きた。しかし時代を貫く何かが人を引きつけ、諏訪山岳会を存在させ続

けている事に異論はあるまい。その日に見えないものが最も大切なもの

であり、諏訪山岳会魂と呼んでもいいだろう。初めての試みとして編集

部が、活動のデータをいろいろな切り口から統計的に解析してみた。こ

のような従来にない手法も参考にしながら、各々が山や仲間との関わりを、

そして自分自身を振り返る機会にしていただけたら幸いである。また、

今後あるべき諏訪山岳会のイメージを各々が心に描き、共有化すること

で未来を拓いていきたい。諏訪の地に山を通じて集う仲間がいる限り、

我らが愛すべき諏訪山岳会は、日常生活から決して得られない感動を与

え続けてくれると信じている。願わくば魂よ永遠に！そして多くの人

を優しく包み込んで欲しい。

この会報を現役として一ページを刻んだ仲間達、活動を理解し支えて

くださった方々に、そしてこれから扉を叩く未来の諏訪山岳会員に贈る。
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89 年 冬合宿 鹿島槍天狗尾根 



 
87 年度 冬合宿 北ノ俣岳にて 後方が薬師岳 

 
88 年度 冬合宿 笠ヶ岳山頂にて 

 
93 年度 冬合宿 明神 5 峰台地にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

97 年度 夏合宿 上の廊下の渡渉 

 
97 年度 夏合宿 上の廊下 焚き火を囲む 

 
99 年度 冬合宿 早月尾根にて 



奥飛騨慕情 ～87･88年度冬合宿～  
      宮下 悟 

 
 
 登攀テクニックや山行経験において、人に勝っているとは言えない私が、チーフリー

ダーの役を受けるには抵抗があった。しかし前任の田中さんから、他人との比較ではな

く自分の一番動ける時に、チーフをやるべきだと励まされ、なんとなく納得してしまっ

た。開き直った私は、私の嗜好に一番合った冬合宿を計画することになる。それは誰も

いない遠くの山に大挙して入り、雪を掻き分け掻き分け道を切り開き、全員で登頂する

という遠征的なスタイルである。そこで薬師岳、笠ヶ岳という諏訪地方の山岳会がほと

んど登ったことのない、奥飛騨シリーズを組むことにした。古い会員に聞いても、誰も

行っていない。 
 自分の意識や会全体の盛り上がりのため、また確実性のためにも、まず春の残雪期に

一度登頂しておき、秋に荷揚げをしてから冬山に備える手順を踏むことにした。５月連

休の薬師岳はスキーヤーが女性を含め大勢入っており、大変にぎやかだった。眩いばか

りの天気に恵まれ太郎平小屋で軽い昼食を取ってから登頂し、山スキーの威力を駆って

その日の内に北ノ俣岳を越え、下のヒュッテまで下ってしまった。行動時間１２時間以

上、靴の痛みを我慢しながらの汗だくの長丁場だった。 
１０月の荷揚げは寺地山と太郎平小屋の２箇所に、２つのルートから２つのパーティ

で行った。登り口の山奥の部落は平和そのもので、平家の落人を連想させる。蓑を背負

い、お地蔵様の前で手を合わせる老人を見ると、時間感覚が無くなり不思議な気分にさ

せられる。まさにここは奥飛騨、風情があるなあ。最悪の事態を考え、一週間分の食料

とお酒をたっぷりデポして来た。積雪はないもののかなり冷え込んでおり、寺地山班で

河西さんが木にゴムバンドで留めようと目一杯引っ張って、かじかんだ手を滑らせてし

まい、ゴムが私の額を直撃するというハプニングもあった。大きなこぶができてしまっ

たが、私の心配はせっかくの冬の薬師に複数パーティ入ってしまい、先行パーティのト

レースを辿ることになったらつまらないな、ということにあった。 
年末の休みを迎え、さあいよいよ本番。地図と高度計とコンパスを携え、山のように

用意した赤布を持っていざ出陣。食料係の平野君がお米を持って来なかったのに気づき

焦りまくっていたが、神岡の農協で※マークを発見し一安心。荷造りをしながらルート

に目をやると、幸いなことに先行パーティは無く、私も一安心。１０名ほどのメンバー

全員が山スキーにシールを貼り、思い思いのトレースをつける。樹林帯なのでまあいい

か。河西さんが昨晩遅くまで仕事をしていて余り寝ていないようで、休憩の度にコック

リを始めてしまう。寺地山でデポを無事回収し、そのまま就寝。 
 北ノ俣岳の登りはさすがに雪が深い上に急で、全員スキーを担ぐ。赤布を結びながら

喘ぎ喘ぎ一列で行くが、人数が多いため内山君がカメラマンに徹して一行をカメラに納

めてくれた。登り切って周囲を見回すが、下りの時それほど迷うことはなさそうだ。念

のため目印を付けたりしていると、皆先に滑っていってしまった。太郎平小屋まではな

るい下りで快適なスキーを堪能できる。足並みはそろわないが、無風快晴なのでまあい

いか。とは言っても日没が迫っている。小屋の２階の窓から潜り込むと、中は清潔で広々



しておりトイレまで使える。快適快適。荷物を各人無造作に広げて、くつろぐ事ができ

た。 
 翌日はまるで春山のような天候で順調な行動となった。さすがに風は強かったが全員

登頂。最後までスキー板をかつぎあげたのも２～３名いた。頂上付近は風にとばされて

意外と雪が少ない部分さえあった。快適な小屋でもう一泊の予定だったが、吹雪かない

うちに寺地山まで降りてしまうことに決め、デポしておいた食料を食べられるだけ食べ

るが、当然随分と残さざるを得ない。村井君が残念そうに指をくわえて見ていたので、

担げるだけ持ち帰っていいよと言ってあげた。北ノ俣岳の下りでは河西さんがスキーで

大苦戦。皆で見上げていると、とうとう最後は板を外してしまった。しかし坪足になる

と猛烈にスピードを上げ駆け下りてくる。さすがだ。 
どこにテントを張ろうか見回すと、春に使ったヒュッテを発見。脇に水も流れ出てい

るではないか。超ラッキー。余りにも順調だった経過に美酒も進み、不覚にも（何時も

の通り？）酔いつぶれてしまった。若尾さんと河西さんが大声でわめいているが、寝て

しまうことに決める。後で聞いたらスキーのショックからか河西さんの現役引退宣言が

出たとかで、若尾さんがおおはしゃぎ。 
 後日談があり、翌年家庭サービスで東京ディズニーランドに行った河西さんはスキー

以上に懲りてしまい、再び冬山に入ることになりました。めでたしめでたし。１０年以

上経った今でも現役をつづけている。立派だ。 
  
翌年は予定通り笠ヶ岳。しかし冬のルートを絞れなかったので、夏は打ち込み谷の沢

登りを楽しんだ。大規模な明るい谷で、滝壺が多く水量も適量で本当に堪能できた。 
山頂までは誰にも会うことなく、テン場代をケチった訳ではないが、登山客のいない 
山頂直下でテントを張った。翌日花の咲き乱れる杓子平らから下山。１１月はルートを

クリヤ谷に決め、偵察に入る。既に十分な積雪が有り、スキーを持って行かなかったた

め悪戦苦闘し、遙か手前で敗退。稜線に出てからのルートを確認できずに、冬山を迎え

ることになってしまった。 
 槍見温泉から入山するも、岐阜の山岳パーティがどうやら先行している模様。しかし

翌日早々に下山して来、すれ違う。これで我々だけの山となる。トレースがしっかり付

いており、本来なら興醒めとなるところだが、今回は偵察不足でありがたく利用させて

いただく。我ながら調子いいなあ。クリヤノ頭に広々としたテント場が整地されている。

これも当然いただき。山頂を眼前にして気がゆるんだか、夜のテントで次は穂高に行こ

うなどと若手が話しているのを聞き、若尾さんが登る前から来年の山の話をするなんて

と苦笑。 
 翌日は雪が降り視界も悪そう。軽荷でピストンだと判断にとても迷う。早々に停滞を

宣言するほどひどくもなく、とりあえず支度を整えテントから外に出るが、予想以上に

視界が利かない。今日は中止にして戻ろうかと迷っていると、若尾さんに一度テントを

出たら戻る手はないと見透かされたように言われ、引っ込みがつかなくなりそのまま 
アタックを敢行。リーダーシップの弱さを、歩きながらひたすら反省する。 
 登りは快調にラッセルが延びるが、いかんせん視界が悪い。山頂に立っても、ここが

笠ヶ岳？と実感がわかない。ともかく集合写真を撮って、早々に下山開始。先頭を行く



村井君がルートを逸れて行きそうで気が気ではない。ゴーグルをはずし必死にルートを

確認する。こんな時やはり頼りになるのは若尾さんで、気が付けば村井君の側に立ち、

修正を指示している。行動時間はほんの４～５時間だったが、常に不安と隣り合わせの

緊張感でグッタリとしてしまった。計画も判断も甘かったな。何時も皆に助けられてい

る。黙って感謝。 
 翌日はこれぞ正月の日本晴れと言う快晴で、遠く槍穂が見渡せた。下山するのが残念

なほどの天気の中を下り、槍見温泉の露天風呂に浸かって再び槍を見上げる。数年前の

剣岳も含め、奥飛騨シリーズをともかく完結させることができた。安房トンネルが開い

たとはいえ、もう当分この山域に冬合宿に入ることはなさそうだ。穂高を知らずして冬

山を語って欲しくないな、という諸先輩の意見も聞くが、諏訪山岳会の山行記録にユニ

ークな１ページが加えられたと思って今では満足している。 
 
 
 
 

鹿島槍ヶ岳 天狗尾根 ～89年度冬合宿～   
内山 正一 

 
12月29日 曇 大谷原～天狗尾根取り付き～１８００ｍ台地 

高曇りの大谷原から合宿がスタートした。メンバーはC.L北原以下金子、伊藤ひとみ、

内山の4人。12月初旬の計画立案時は9人パーティーの編成となる予定であったが、 
この一月の間に諸般の事情からメンバーが半減してしまった。ただ、彼らのうちの多く

は爺ヶ岳東尾根から入山する事になっており、稜線で合流しての酒盛りを楽しみとする。 
大川沢沿いに何度か徒渉を繰り返しながら進み、昭電小屋の吊り橋付近で高巻きを 

行うと荒沢の出合だ。この貧相な沢のどん詰まりにあのヒマラヤひだをつけた荒沢の 
奥壁が広がっているとは信じがたい。右に北壁を左に荒沢の奥壁を見ながらの天狗尾根

の登高に期待を膨らませる。 
尾根取付き近くの徒渉で北原さんが氷に足を滑らせ片足を水没させてしまった。なん

でも 11 月の偵察時も同じ所でヘマをしたそうでさえない顔をしている。取付きの急斜

面をブッシュを頼りに上り、しばらく行くと1800ｍ台地に到着。今日はここで泊りとな

る。空を見上げれば雲は厚味を増し天候は悪い方に向かっているようだ。 
 
12月30日 雪 １８００ｍ台地～第１，２クーロワール～天狗の鼻 

夜明け前の暗闇をヘッドランプで照らすと、案の定しめったボタ雪が盛んに降ってい

る。今日は尾根下半部の核心部である二つのクーロアールを通過しなければならない。

積雪があまり増えないうちに通過してしまいたいものだ。第1クーロアールの手前で 
先行パーティーに追いつく。天気の事を尋ねると冬型が強まるらしいとの事。一瞬いや

な予感がしたが、そんな不安はどこ吹く風と北原さんがロープを伸ばし始める。 
第2クーロアールに着く頃は相当強く吹雪き始めていた。スノーシャワーが落ち始め

る中を2ピッチで抜け、ホワイトアウトの尾根を消えかかりつつあるラッセル跡を頼り



に進むと平坦な台地に着いた。風雪のカーテン越しにテントが２張りほど見える。どう

やらここが天狗の鼻のようだ。ひどい天気だったが予定通りに計画を消化できた。 
 
12月31日 雪 停滞 

吹き流しから外の様子をうかがうと雪の壁しか見えない。テントは一晩ですっぽりと

雪の下になってしまった。停滞を決め炊事に取り掛かろうとするが灯油ストーブの調子

が悪い。ガスカートリッジは非常用の分しかないので重い空気がテントに立ち込める。

北原さんと金子さんが気を取り直していろいろ弄くりまわしはじめると、そのうちに 
ポンピングの手応えが戻って安定した青白い火炎が復活し、一同胸をなで下ろした。 
ラジオの受信状態が悪く、天気予報が良く聞けないので“誰かに聞いてみるか？“と

CQ コールを送ると、運がいい事に大町の方が拾ってくれて、親切なことに正午のテレ

ビ天気予報音声を送ってくれる。それによれば輪島上空には－35℃の寒気団が入り込ん

でおり、2 日に寒気団が抜けた後もしばらく冬型が続くらしい。えらくいいタイミング

で天狗の鼻入りをしてしまったようだ。 
風雪の停滞に夕闇が忍び寄り、あたりが黒の帳に覆われはじめた頃、７名ほどの大パ

ーティー（川崎のスビニエーダ同人）が登ってきた。この天気の中、よくあの二つの 
クーロワールを登ってきたものだと感心するやらあきれるやら･･･。このパーティーの 
リーダーがヤマケイに投稿した本山行の記録は、内容はともかくとして（他パーティー

から見ればフザケルな！というシロモノ）今となってはよい記念となっている。 
 
１月１日 雪 天狗の鼻～最低コル～岩小舎 

元旦も相変わらずの雪だが、昨日に比べれば少しおとなしくなったような気がするの

で行動を決定。他パーティーも相前後して出発の準備をはじめる。よし行くぞと気合を

入れ、先陣を切ってラッセルを開始するが数回ほど足を前に出した時点で、“雪で身動き

が取れない”という遭難パーティーの常套句の意味を理解する。とても我々1 パーティ

ーだけではどうにもならない雪だ。平坦部でも腹から胸ほどあるラッセルにあえぎ最低

コルへ。この時点で後続パーティーが追いつき、4パーティー、17名が一団となって 
ラッセルをまめに交代しながら行動を共にする。ひとみさんは17名中の紅一点だ。 
最低コルからの雪壁をロープを出して通過するがスビニエーダ同人の１人がステップ

を崩して宙づりになり見ているほうが肝を冷やす。 
ここから、尾根は傾斜をぐっと増し岩小舎、上部岩壁帯に続く核心部へ突入する。 

隊列の最後尾から眺めるとトップはラッセルというよりは塹壕掘りといった言葉がふさ

わしい作業に没頭している。それに続く隊列は塹壕の上にヤッケのフードが見えるだけ

で、その様はあたかも原色まだら模様の大蛇が天狗尾根をゆるりゆるりと高みに向けて

身をくねらせているようにさえ見える。傾斜が強まるにつれ一歩一歩を踏み出す時間の

間隔が徐々に長くなり、立ち止まっている時間のほうがはるかに多くなってきた。 
トップはラッセルの厳しさゆえかしばしば雪面を横切るような方向に進みがちになり、

それを見ている後続は肝を冷やしながら右、左と声をかけて軌道修正を行なう。 
いざ自分にトップがまわってくれば、背中側以外の視野は全て雪にさえぎられ、方向

感覚を失うのも無理は無いと納得する。この状況では“ラッセルは掘るのではなく乗る”



というセオリーは通用しない。ただひたすら頭上の雪を崩し、それを体の前で固めなが

ら足元に送り込んでステップを固め、数十センチずつ高度を上げる作業を黙々と繰り返

す。風も無く自分の荒い息遣いが聞こえるだけの静かなラッセルの空間にいると、ここ

が吹雪の天狗尾根であることが夢のようにも思われるが、時折足元から聞こえる方向指

示の声に現実に引き戻される。 
岩小舎が近くなってきたところで、トップが北壁側から荒沢側に尾根を乗り越したと

き雪庇を崩して荒沢に雪崩を誘発。大事には至らなかったものの精神衛生上芳しくな

い・・・。岩小舎から先は傾斜が落ちてラッセルも少しは楽になり上部岩壁に到着。 
この時点で我々は二番手につけていたが先頭のスビニエーダ同人パーティーのルート 
工作が遅々として進まないので、我々以降のパーティーは時間切れと判断し、一段下の

平坦部にテントを張る。 
 
1月2日 雪 岩小舎～上部岩壁～鹿島槍南峰～冷池小屋 

天候は相変わらず。上部岩壁取付きで大阪東稜会のリーダーから“リードロープは 
フィックス。我々が全回収を受け持つ”との提案があり、皆で了承する。あとでこの 
提案の裏には“だから俺達は今日はラッセルをやらない”という意味があったことを 
知るというおまけがついたが・・・。 
本日トップの大学OBパーティーは雪の状態を懸念して壁を直上（正規はトラバース）。

結構まともな岩登りとなる。2P目は我々の担当。ザイルを伸ばしてふと上を見上げると、

なんと上のテラスにパーティーがいる。話を聞けば、彼らは31日に入山し、昨日は我々

の行動終了後に岩小舎を通過して上部岩壁に取り付き、時間切れでビバークとなったと

のこと。ラッセルのお返しという名目でロープを下ろしてくれたので有難く使わせても

らう。この先でもう1ピッチロープを出して荒沢の頭に到着。これで核心部は超えた。 
爺ヶ岳パーティーに交信をいれる（記憶が曖昧、もう少し下だったかもしれない）。 

彼らは我々の行動を案じて待機していてくれたのだが、核心部を超えたことで今日下山

することになった。楽しみにしていた酒盛りはできないが、いつまでも待たせておくわ

けにはいかない。 
荒沢の頭からは再び全パーティー一団となってラッセルを繰り返す。昨日に比べれば

傾斜が少ない分楽になったが腰上のラッセルが延々と続く。視界が効かないので小さな

ピークに着くたびに“ここが北峰か?”と期待するが風雪の切れ目に雪尾根がさらに高み

にむけて続くのが見えて落胆することを繰り返す。“ひょっとして今日も稜線に抜けら

れないか”と疑心にかられはじめたとき、トップの金子さんから“着いたぞー”との 
コールがかかる。そこはたしかに広いピーク状になっており、これまでとは明らかに 
様子が違う。一方で、そこが北峰である確証もなく、皆、半信半疑である。 
ピークからの先陣を切ったパーティーが風雪のカーテンの向こうから両手で大きな丸

を作ってここが間違いなく北峰であることを知らせてくれる。どうやら、キレットから

続く夏道を確認したようだ。我々も出発しよう。ほんの 10 分も歩くと、見覚えの有る

南峰の標識が見えた。と同時にすさまじい風に体があおられ、一瞬にして身につけてい

るものが全て凍る。 
12時半ぐらいに待望の南峰に立った。まだ入山5日目なのだが、その倍ぐらいの時間



をかけてピークに立ったような錯覚に陥る。いつもなら形だけになりがちな登頂の握手

も今回は皆気持ちがこもっている。北原さん、金子さん、ひとみさん、皆お疲れ様でし

た。互いをねぎらいながら登頂の余韻を楽しみたいところだが、あまりの強風に記念撮

影を済ませると早々に下山を開始する。 
稜線は雪が飛ばされて随所に夏道の痕跡が出ており、つい先までのラッセルが夢のよ

うだ。牛首尾根の分岐は充分に注意していたのにかかわらず黒部側に少し入り込んでし

まって登り返しを強いられる。冷池小屋手前の樹林帯に入ってようやく強風から開放さ

れた。時間的にはまだ行動可能であるが、今日中の下山は難しいと判断して行動終了。 
ようやく下山の見通しが立ち、開放された気分でテントに入った。 
 
1月3日 雪 冷池小屋～赤岩尾根～大谷原 下山 
テント撤収時に一瞬太陽が厚い雲を通してシルエットを浮かび上がらせたが今日も風

雪が続く。赤岩尾根は先行パーティーによってすっかり塹壕が掘られており、降り口で

1回ロープを使用した以外は何も苦労をすることなく駆け下る。 
大冷沢沿いの林道を足元だけを見つめながら黙々と歩き、やがて林道から舗装道路に

出ると、気が緩んだのか、路面の固さに体が驚いたのか、なぜか何回も転んでしまう。

しばらくするとスキー場のBGMが聞こえ出し、やがて色とりどりのスキーヤーが集う

駐車場に着いて山行は終了した。 
つい先までいた鉛色の風雪の光景と目の前の色彩豊かで平和な光景の強烈なコントラ

ストは、山行から10年以上たった今も色褪せることなく瞼に焼き付いている。 
 
 
 
 

明神岳西南尾 ～93年度冬合宿～ 
                 照内 則夫  

 
メンバー：若尾、河西、牛越、林、照内 
 
12月29日 東稜隊入山 
 
12月30日 天候 快晴  
朝 5：30、松本で合流する。ところが、宮下が熱を出してしまいとても入山は不可能

であるとのこと。そういうことならしかたないと荷物を軽自動車2台に乗せ替え、とり

あえず若尾、河西、照内の三人で出発する。 
R158に入りしばらく走ったところで突然、三者会談が開かれた。「どうする？入山。」

既に若尾の頭の中には、明日入山予定の林、牛越パーティーとの合流入山があるようだ。

大変合理的な考えに皆納得。今日は入山を見合わせていったん引き返し、再準備して 
明日5名で入山することに決まった。 

11：30の定時交信のため、照内が高ボッチに登り、東稜パーティーとトランシーバー



にて連絡をとり西南尾根パーティーの入山が１日遅れることを伝える。東稜パーティー

はラクダのコル手前だということ。すこぶる順調なようだ。午後、皆集まって装備、 
食料等の見直しを行い再準備。ここで荷分けも済ませてしまう。明日の集合について 
確認をして解散。それにしても今日はいい天気だ。 
 
12月31日 天候 小雨→雪 （坂巻温泉→西南尾根取付き→Fix場手前コル） 
しきり直しの今日、島々にて合流する。車2台で坂巻温泉に向かう。坂巻のトンネル

はすでに車で一杯であった。車を坂巻温泉の駐車場に止めて、小雨の中出発する（6:30）。 
昨日とはうってかわって今日の天気は気が滅入る。雨なんか大嫌いだ。中の湯売店で 

登山計画書を提出し、釜トンネルを抜ける。釜トンネルから上高地、そして岳沢入り口

まで除雪された道を延々歩く。岳沢に入ってようやく山道らしくなるがトレースがしっ

かりついていて何の苦労もない。 
No.7の標識まで順調だったためか、あるいは着いた時間が早すぎたためか、上部に 

向かうことになった（えっ！）。ここでデポしてあった 6 テンを回収し、全員アイゼン

を装着。重くなりかけた腰を上げて出発（10:30）。ここまでの道のりとは一転していき

なりの急登になる。トレースはついているものの所々雪が少なくアイゼンを蹴りこむと

土に当たる。実に歩き難い。 
小雨もベタ雪へと変わり、皆よく濡れている。「こんな天気の日は、東稜パーティーは

停滞しているといいな。」「そうすれば1日稼げるネ！」などと勝手なことを言いながら

登っていく。11:30 の定時交信で、東稜パーティーは何とこの天気の中で行動していて

今、明神主峰とのこと。なんとパワフルなパーティーだ。 
Fix 場少し手前のちょっとしたコルまで来てここにテンぱることになった（13:30）。

テントの中にもぐりこみ差し入れで頂いたワインを飲む。ワインは程よく冷えていて 
すこぶる美味。皆けろっと飲んでしまった。燃料が沢山あるので、ラジ2台バンバン炊

く。おかげで濡れた衣服もだいぶ乾いたようだ。 
酒、つまみ、夕食、年越しソバ、そしてまた酒と 1993 年最後の日を楽しく過ごす。

17:30 の定時交信で東稜パーティーがさっき 5 峰直下の台地に着いたことを知る。明日

は停滞するとのこと。この交信で一同拍手が沸く。さっきまで東稜パーティーは明日降

りちゃうんじゃねーか?と心配していたのでありました。 
 
1月1日 天候 曇り→快晴 （テン場→5峰台地） 

1994年元旦は地震で目が覚めた。4時半過ぎに山が揺れた。体感震度2ぐらいだろう

か？地震の話に盛り上がりながら朝食の準備をしているとまた揺れを体に感じた。 
今日はゼルバンを着けて出発となる。昨日からの雪が少し積もったようである。風の

あたるところはトレースが消えている。急登を登っていくとやがて尾根はやせていき

Fix場となる。Fix手前でデポ品のFixロープ、ザイルを回収する。Fix場を進み、最後

のFixピッチで新たなFixロープを一本張る。 
Fix場を過ぎると最後のデポ品の回収。木に縛りつけてあった酒、Fixロープ、石油、

ラーメン、米、背負子を回収。すぐに樹林帯を抜け最後の登りとなる。このころより 
天気も回復し、吸い込まれそうな青空が広がってきた。やがて傾斜が落ち、台地に到着



（11:00）。台地にはテントが3張りあったが、どれが東稜パーティーのテントかわから

ず下のほうから声をかけていく。すると一番上の風当たりの非常によさそうなテントが

東稜パーティーのテントであった。 
合流をよろこびあい、話しがはずむ。テントを設営し、東稜パーティーのテントも 

近くに設営し直して、さっそく雲上新年会が始まった。ここで東稜パーティーの北原、

平野そして西南尾根パーティーの河西が明日下山することになり、内山が西南尾根 
パーティーに合流して明日、明神主峰アタックに行くことになった。心強い限りだ。 

19:15 の下界、金子との交信で状況を伝える。金子によると明日は移動性高気圧に覆

われるそうだ。 
 
1月2日 天候 ガス→雪→晴れ （主峰ピストン） 
移動性高気圧がどこにあるのかは神のみぞ知る。天気は、視界は利くもののガスって

いて風がえらく強い。少し雪も交じっている。昨日とはえらい違いだ。下山パーティー

に見送られて出発する。5 峰ピークには行かずに 4 峰を超え、3 峰へ向かう。ここには

東稜パーティーの残置したザイルが張ってある。ここで内山 TOP で Fix ロープに張り

替え、皆あとに続く。Fix を超え、岳沢側に少し下り 3 峰ピーク直下の雪面をトラバー

スして2･3のコルへ。このコルには奥又白側にちっちゃいものの雪の安定したテントサ

イトとなるスペースがある。ここは風も直接来ないので休むにも丁度良いところだ。 
2 峰からの下りで奥又白側にザイルをシングル2ピッチFixし、懸垂下降・トラバー

ス・懸垂下降で1･2のコルに降り立つ。ルート工作は内山が行う。ザイルはそのままに

して主峰をアタック。1･2 のコルに戻る。先程ザイルFix したところで後続のパーティ

ー待ちでしばらく待つ。冬の待ち時間は結構寒い。 
さてここからの登りが大変だ。ザイルが張ってあるからまだいいようなものの、1･2

のコルからの2mぐらいがえらくしんどい。ザイルに体を預けてぶら下がりながらユマ

ールで登って行く。あまり美しくない登攀スタイルだ。そんな様子を、ビデオカメラマ

ン内山は撮影に余念がない。あーはずかしい。 
ここを超えたところで、下山パーティーとの11:30の定時交信。下山パーティーは 

大正池末端までおりているとのこと。下界はもう近いな。 
Fix したザイルを回収し、あとはきた道を戻って行く。皮肉にも、台地のベースに着

くころには空は青く澄み渡ってきた。夜はやっぱり宴会です。 
 
1月3日 天候 晴れ （明神5峰台地→坂巻温泉） 
天気はまずまずだが今日も風が強い。テントを撤収し、いざ下山。眼下に梓川を見な

がらの下山となる。結構急だ。下りは早い。2ピッチでNo.7まで降りてしまう。あとは

のらりくらりとひたすらあるいて坂巻温泉まで。皆さんお疲れ様でした。 
 

－文中敬称略－ 
 
 
 



前穂 北尾根 ～94年度冬合宿～  
平野 茂 

 
メンバー 
内山、林、若尾、武藤、平野 
 
12月30日 天候 晴れ （坂巻温泉→上高地→慶応尾根2154m付近） 
早朝4時30分頃、林さんの車に荷物を満載して諏訪を出発、途中広丘のあたりで 

武藤君をピックアップして例年になく雪の少ない道を坂巻温泉に向かう。坂巻温泉手前

から道路脇に車がずらりと並んでいる。幸い我々は坂巻温泉のすぐ脇の道路に駐車する

事ができた。 
7 時 00 分、坂巻温泉を出発。上高地の積雪は 20-30 センチぐらいでここ 3 年間の中

では一番少なかった。新村橋を渡り11時52分慶応尾根に取り付く。取り付きの急斜面

は雪がついておらずうっとうしかったが尾根上はしっかりした踏み跡があり快適。今年

は去年の反省から（？）食料など軽量化をはかった為、いつもバテ気味になる例年に比

べ楽だ。 
下山してきた人によれば昨日8パーティー（30人）ぐらい入ったそうである。足下に

は見事な階段が続いている。やはり北尾根は人気が高い。3 峰の核心部での順番待ちが

気になるところだ。14時37分サイト予定地のパノラマ新道と交差するところへ到着。

テントを張る。今年は頼もしい新人の武藤君もいておもしろくなりそうだ。 
 
12月31日 天候 雪 （慶応尾根2154m付近→3･4のコル） 
今日はできるだけ先へ進みたいので3時起床。5時48分に出発。懐電であたりを照ら

すと結構雪が降っているが樹林帯のせいか風は弱い。武藤君が風邪気味なのが気になる

ががんばってもらうしかない。 
昨日ははっきりしていたトレースもかなり新雪で埋まりところにより膝ぐらいのラッ

セルとなる。8時08分、雪の降る中、8峰に到着、テントが2張り。風はそれほど強く

ないので今日中に 3.4 のコルまではいけそうだ。ここでベルトをつける。ここからはト

レースがはっきりしており順調に進む。6 峰の登りでは別パーティーのフィックスロー

プを借用できたのも助かった。11 時 25 分、5.6 のコルに到着。引き返してくるパーテ

ィーの話では 3.4 のコルではかなりの順番待ちがあったとのこと。4 峰の登りではザイ

ルを出す（3ピッチ）。 
16時19分3.4のコルに到着。我々の他はテント1張り1パーティーだけ、うまくす

れば明日は順番待ちもなく早く抜けられるかもしれない。そのパーティーによれば今日

は3－4パーティーが順番待ちをしていたとのこと。 
今回の食当は林さん。さすがは仕出し屋さんだけあって食料を軽量化してもその食事

の内容は今までの合宿の食事とは異次元のもの。ちなみにこの夜の夕食は“鰻丼”と 
レーズン入りポテトサラダ＋味噌汁であった。もちろん酒とつまみもぬかりない。 
 
1月1日 天候 風雪 （3.4のコル→前穂頂上） 



前日夜半から風が強くなり、雪がテントのサイドに吹き溜まり、またテントについた

霜が飛び散ってシュラフがかなり濡れてしまった。風雪もかなり強いのでしばらく様子

をみていたが隣のパーティーが行動を始めたのと若尾さんがなにやらパッキングを始め

たため、8時頃テントをたたんだ。しかし先行の4人のパーティーは遅々として進まず、

風雪も強まり、我々はしばらくフライを被って待つことにした。数分ごとに強風がコル

を襲い視界が無くなるほどだ。 9時30分、内山さんがトップで登り始める。1ピッチ

目は難しいルートをとってしまった様で少してこずっている様子。続いて林さん、武藤

君、若尾さん、平野の順で登る。前のパーティーとピッチが重なってしまい時間がかか

る。2 ピッチ目はルンゼからクラック登りへと移っていくが荷物が大きく重いため結構

てこずる人もでた。そんな中、武藤君はハードフリークライマーで雪のついた岩登りは

今回がはじめてとのことで雪のついた岩は不慣れな様子だったが、このクラックのよう

に立った岩になると俄然調子がよい。2 峰の下りはアップで下る。このころには雪も収

まってきた。 
 

15時30分、前穂ピークに立つ。今日の行動はここまでとしテントを張る。天気予報

では冬型はくずれ、あすは好天を告げている。今日一日寒さに震えた元旦であった。 
 
1月2日 天候 快晴 （前穂頂上→明神5峰台地） 
夜半から強風がテントを揺さぶる。防風ブロックで囲ってはあるがテントが激しくし

なりテントは尋常でない音を発する。風でテントの端が浮き上がりそうになりその度に

頭が持ち上げられる。朝になって調べてみるとフライが一部裂け、ポールが曲がってし

まった。隣のテントはもっとひどくやられていた。昨日、今日とまともに眠れない夜が

続く。 
日が出る頃から風は少しおさまってきて撤収の時には見事なご来光も拝めた。7時33

分、素晴らしい景色をカメラに収めたあと頂上を後にする。快晴のもと、右手に西穂と

奥穂、左手に蝶の稜線をみながら慎重に岩稜を進む。途中、西南尾根をピストンして 
前穂に向かうパーティーと行き違う。 
明神の2峰ではザイルを出し内山さんリードで2ピッチ。12時00分、明神2峰頂上

着。14時08分、明神5峰台地に到着。テントを張り終わると各人濡れたシュラフや手

袋などを干し始めた。今回の合宿も終わりに近付きのんびりとしてきた。夜には来年の

冬合宿の話で盛り上がる。北鎌、硫黄尾根が有力候補になった。 
 
1月3日 天候 晴れ のち 曇り （明神5峰台地→坂巻温泉） 
昨夜は風のない静かな夜であったが約1名酔って変な場所で寝入ってしまった為、 

他のメンバーはその影響でずいぶん苦しい体形での睡眠となってしまった。7時47分 
出発。天気は下り坂のようだが今日一日もちそうだ。昨年下った急な尾根を降る。昨年

張ったフィックスロープがそのまま使えた。 10時11分、岳沢登山道との合流点に 
到着。途中、大正池旅館でコーヒーを飲んで一服する。この頃には雲が広がり穂高の 
稜線も一部隠れてきた。昨日今日と良い天気に恵まれ、楽しませてもらったことに感謝。

12時34分坂巻温泉着。 



終始リードした内山さん、素晴らしい食当の林さん、そこにいるだけで頼りになる若尾

さん、将来楽しみな武藤君、みなさんご苦労様でした。 
 
二年前から正月は横尾尾根、明神東稜、前穂北尾根と続けてこの地域で合宿を行って

きた。岩と雪が適度に（？）MIXしたコースで天候もそれなりに厳しく、冬山のおもし

ろさが大いに味わえた。またそれにも増して印象的なのは空を切る穂高の冬の稜線の 
荘厳な姿。次もまたこの自然の中に自分をおいてみたいと思う。 
 

以上 
 

 
 
 
 

山スキーと雪稜 ～95年度春山合宿～ 
岡野 真一 

 
その一 火打山 山スキー   4月29・30日 
（参加メンバー） 堀内、宮下、金子、北原、照内、岡野 
 

妙高山周辺はまだ雪が多く、BC となる駐車場周辺は１ｍ程積雪があった。BC を設

営してすぐ火打へと出発となる。山屋が少なくなったと嘆いている某山道具屋の主人の

言葉とは裏腹になぜか山スキー屋が多いのは驚かされる。雪が多いのでBCより徒歩 
数分で板を履けるのは非常に便利である。 

黒沢岳への登りでどこをルートにして登った方が良いか意見が分かれるが結局ルー

トが解りやすいところを選ぶ。途中、一歩間違ったらスキーと共に滑落しそうな急なと

ころもあるが落ちることなく無事通過。下を見るとゲレンデスキーの装備で来た金子氏

がツボ足でつらそうに登ってくる。 
富士見平で休止をとって各自のペースで高谷池ヒュッテを目指す。あまりに早く下り

すぎた自分と堀内氏はかなり登りなおす羽目となる。 
ヒュッテで後続を待つ。天気が良く非常に気持ちが良い。周りには登山者があふれて

いた。ヒュッテより山頂を目指すが宮下氏と金子氏がここに残るそうである。落ち合う

場所と時間を決めて出発である。ヒュッテからしばらくはほとんど平らで、古いシール

を着けている自分は疲れてしまう。天狗の庭を越えて稜線までもう少しというところで

先を行く堀内、北原ペアに遅れてしまう。結局、山頂はあきらめる事にして先に下るこ

とに。照内氏と共にたった今まで苦労して登ったところを下りはじめた。さすが、スキ

ー、あっというまに天狗の庭である。また、平地歩行の苦労が始まった。ヒュッテで 
山頂を踏んできた堀内氏と合流して富士見平へ急ぐ。そこには金子氏等先に下った面々

が待っているはずである。 
富士見平で無事合流して、これから始まる大滑降の準備となる。ここから登山口まで



はシールを付けることはないはずである。行きに苦労して登ったところはおそるおそる

下るが、ゲレンデでならした堀内氏等はかん木をポール代わりに滑降の練習である。 
大股も張って痛くなるころ登山口着である。で、早速ビールで乾杯。宴会が始まった。 

翌日も別な山域に出かけるつもりだったが火打一つでもう身体も疲れてしまったの

で皆と一緒に帰ることにする。食料、その他が余っているし時間もあるので途中の公園

で宴会となる。（この時の皆の手際の良さにただ感心して食事ができるのを待つ自分で

あった） 
 
その二 爺ヶ岳主稜  5月3～5日 
（参加メンバー） 岡野、伊東（合宿には若尾、河西、伊藤ひとみが参加） 
 

冬に、爺ヶ岳北稜を目標ということで偵察を兼ねての爺ヶ岳合宿となったが、参加 
メンバーが諸事情（出産、遠征合宿、仕事、畑仕事等）により少なくなってしまった。 

手が空きしだい来るという若尾氏を除いた４名で諏訪を出発し大町へ向かう。爺ヶ岳

東尾根を詰め当初目的であった地点よりかなり手前にBCを設営する。 
翌朝、まだ暗いうちにBCを出発し下降点を探しながら雪面をトラバース（2430 

ジャンクションピーク下部）してゆく。ルンゼをバックステップで降りてゆき、途中パ

ートナーの伊東氏が滑落するというハプニングもあったが無事主稜取り付きへの入り口

となる三の沢に入る。主稜下部の状態が良く解らず、且つデブリもあるため弱気になり、

パートナーの伊東氏に「どうする」と聞くと「せっかくだからいきましょう」と頼もし

い？返事。リーダーである私が行かなくてどうするという気持ちと、もう少し登ってか

ら決めようという気持ちと、ここで戻るとかなり登りかえしになるという現実が交錯し

たことも確かである。実際、沢に入って間もなくでルートも見えて楽勝の気持ちになる

までかなりの時間を要した。 
三の沢を少し詰めてから右手の斜面にルートを取る。それが正解かどうかは解らない

が少しでも安全性を考えての行動である。斜面下部にてザイルを結び、本格的な登攀と

なる。途中、潅木等にてランニングを取りながらしばらくで主稜上に出る。稜線上はけ

っこう広い雪面で一部切れているところを除いて問題となる所はなく、途中つるべを交

えて快適にザイルを延ばした。しばらくして稜線に到着し儀式の握手となる。 
東尾根に入ってすぐ河西、伊藤の両名と合流しBCへと向かう。途中、若尾氏とトラ

ンシーバーで連絡が取れた。それによると今、東尾根を登っているとのことである。 
自分達がBCへついて間もなく若尾氏と合流である。早速ビールで乾杯である。聞けば

焼肉をたくさん担いできたとかで、早速ゴチになった。翌日、本当は登りたかった若尾

氏と一緒に下山である。 
 
 
 
 
 
 



黒部 上の廊下 ～97年度夏合宿～ 

                      平野 茂 

 

地域：北アルプス・黒部川上の廊下 

メンバー：林（リーダー）、高橋（政）、河西、荻野、平野 

期間： ８月１３日から１７日 

 

8/13 

夜、諏訪を出発。扇沢の案内センター 建物の軒下にシュラフを広げて寝る。盆という

こともあり、多くの観光客が夜のうちに扇沢に入ってきた。 

 

8/14 天候；曇り ときどき 晴れ 

薄暗くなる頃から、周りの人の動きが盛んで寝ていられない。10時発の「平の渡し」

に乗るには朝一番のトロリーバスをゲットしなければならない。早々にシュラフをたた

み、チケット売り場の列に加わる。切符の発売になる5時50分には列が150Ｍぐらいに

達していた。みんなこんなに朝早くからどこに行くのだろう？ 

通勤電車なみに人が詰め込まれた6時30分発の始発で扇沢を出発。6時5 0分黒四着。

ひたすら平の小屋めざして湖のほとりを歩く。予想外にアップダウンがありかなりうん

ざりする。なんとか9時50分、平の小屋に到着。10時、平の渡し発。同乗したのは上

の廊下へ行くパーティーがほとんど。10時15分対岸着（運賃；無料）。船着き場から 

奥黒部ヒュッテまでの道もこれまた、ひどいアップダウンの道。まるで嫌がらせのよう

にアップダ ウンが続く。途中から黒部湖から黒部川の流れへと変わる。青い激しい流れ

が木々の間から見える。12 時 30 分、奥黒部ヒュッテ着。いよいよここから、上の廊下

に入る。日程上、今日中に下の黒ビンガはなんとしても突破したい。 

この時、隣で身仕度をしていた２人のパーティーは剣の大滝を狙ったが川が増水して

いてアプローチができず上の廊下へ転戦してきたパーティーだった。「すみません、遡行

図見せてもらえますか」と聞いてきた。どうやら地図も持っていないようだ。遡行図を

私に返すと「水量の多い方にいけば支流に迷いこむことはないな」とつぶやき、コンパ

クトなザックをさっと背負い消えて行った。さすがは剣の大滝に挑戦するやつらだ。 

13時、奥黒部ヒュッテを出発。ここで新人の荻野君がわらじを付けるのだが、彼は沢

は初めてなのでわらじの履き方がわからないという。おいおい、こんな初心者が 

上の廊下へ入っていいのかよ、と思ったが、もう後もどりはできない。何度か股までの

徒渉をして14時30分、下の黒ビンガ入り口に到着。まず、林さんが泳ぎを交えての徒

渉に成功。後続が続く。次の徒渉は水流が強かったが、平野がトップでなんとかクリヤ。

しかし、後続のK氏が徒渉中、 足下をすくわれ流される。ロープを付けてはいたが、水

流が強いためなかなか体勢が立て直せない。ようやく岩の上に立ち上がることが出来た。

ザックをロープで送った後、対岸にようやくたどり着いたが、かなり消耗が激しく、時

間もかかったので近くでテント場を探す。幸い、右岸上流（途中4mの懸垂２回）に適当

なところがあった。 



口元のタル沢手前の河原でサイトとする。17時00分着。 

（教訓１；シビアな徒渉をやるときは空荷で行うべし） 

 

8/15 天候；曇り一時雨 後晴れ 

昨日はあまり進めなかったので今日は、できれば薬師沢の近くまで行きたいところだ。

6時15分出発。しばらく行き、口元のタル沢出会い付近でいきなり深い淵が現れる。10

ｍ程は泳がなくてはならない。ここで、今回特に持ってきたライフジャケット登場。 

平野がトップで泳ぎ切る。荷物を引いて運び、後は各自、ライフジャケットをつけてザ

イルをたぐって淵を突破。但し、ただ一人ライフジャケットを付けなかった林さんは自

信満々、泳ぎ始めたが途中、ザイルが足に絡まってしまい、黒部の水を腹いっぱい飲ん

だ。我々がこの淵を突破している最中、下流から、我々を追い越す３人パーティーがあ

った。ジェームズ三木に似たちりちり頭のリーダーと学生風の男女(?) 。このリーダー

はカッパ上下を着て沢登りには不釣り合いな大きなザック（我々のパーティーもザック

は負けず劣らず大きかったが）と大きな手提げを首から下げていた。このリーダーはザ

ックと手提げを掛けたまま、おもむろに泳ぎ始めると、私の近くまで泳いできたが最後

の2-3mのところで、流れと泳ぎのスピードが同じになってしまい、進まなくなってしま

った。しばらく私は、流れの中でもがくジェームズ三木をおもしろくみていたが、彼の

目が大きく見開き始めた頃、彼にザイルを差し出した。 

この淵を突破して、すぐにまた泳がないと突破出来ない流れが現れた。我々を追い越

したジェーズ三木のパーティーはまず、学生風の兄さんが泳いで突破を試みたが、流れ

が強く断念、引き返してきた。困ったなーと思っていると、次にリーダーがトライ。リ

ーダーは流れには向かわず、岸の一段高い石の上に乗ったかと思うと、なんとそこから

ジャンプ一番、流れの核心部を越え、見事徒渉に成功した。この意外な展開に一同拍手

を送った。この後、林さんのジャンプ徒渉を含む、厳しい徒渉や、胸までのへつりを繰

り返す。途中、小雨がポツポツと来て、かなり焦る。こんなところで増水にあったら何

日間も身動きがとれなくなってしまう。幸い、雨は本降りには至らなかった。9時30分

下の黒ビンガをようやく突破。晴れ間が出てくる。 

下の黒ビンガと上の黒ビンガの間は広河原と呼ばれる文字とおり広い河原が広がる。

幅 200-300m はあろうかという広大な河原のはるか頭上に薬師の重厚な三角形のピーク

がくっきりと青空を切りとっている。はるか前を歩く者は河原にある一片の石の如く景

色に溶ける。いつか心にあった深山幽谷のイメージと目の前のイメージが重なる。下界

の事は現実味がなくなるが、今歩いている現実もまた夢の中のような錯覚に陥る。 

11時30分；上の黒ビンガに到着。天候が良くなったせいもあり、険悪な感じはなく、

青空に大岸壁が映えて美しい。上の黒ビンガは特に悪場もなく通過。左岸からは美しい

花崗岩の滝がスダレ状に水を落としている。14時頃金作谷出会いを通過。今年は雪渓が

少ないようだ。金作谷を過ぎるとすぐにゴルジェ帯になる。ここが意外と厳しい。水線

沿いに突破するには水量、水勢共に大きすぎる。右岸の草付きバンドを100m程トラバー

スし、最後は15ｍ程の懸垂となる。懸垂でやれやれと思うまもなくまた深い淵が現れる。

15ｍ程も泳がされる。ここもライフジャケットを使いなんとかクリヤ。空荷＋ライフジ

ャケットで行くトップは、快適に泳げるがセカンド以下が荷物を背負ったままフォロー



するのは、ザイルがあるとはいえ苦しい。 

事前のルート研究では金作谷を越えれば順調に行けると踏んでいたが、トラバース、

懸垂、泳ぎと時間がどんどん過ぎてゆく。淵には尺以上の魚影が見えるが竿を伸ばす余

裕はない。今日中にできれば薬師沢までと思っていいたが、とても行けそうもない。そ

れどころかもう4時を過ぎるというのに、テント場にはほど遠い狭いゴルジェに中でも

がいている。午後5時、ゴルジェを越えた左岸の台地に絶好のテント場を見つける。焚

き火を囲みながら明日以降の計画を話した。上の廊下に入ってからここまで予定の 1.5

倍以上の時間を費やした。以前行った若尾さんの話では上の廊下は1箇所、下の黒ビン

ガで泳ぐだけであとは高巻きもなく、懸垂も最後の 4ｍだけ、徒渉もそれほど困難では

無いとのことだったが、今我々の前にある黒部はとてもそんな流れではない。明日もこ

のペースであれば時間的に源流まで行くのは無理。かといって大幅に早く下山できるエ

スケープがあるわけではないし。電話のある山小屋も遠い。とにかく行くしかないとい

う結論となった。 

（教訓２；黒部のように水量の多い川ではパーティーに１個でもライフジャケットがあ

ると良い） 

（教訓3；大きな沢には予備日をもって入渓すべし ） 

 

8/16 天候；晴れ時々曇り 

5時45分出発。まもなく、またも深い淵につきあたる。ここで新人の荻野君がトップ

を志願。ライフジャケットをつけてトップを行く。初日は黒部の流れにビビッテいた 

荻野君だが余裕が出てきたようだ。セカンドで平野が行く。ここで後続パーティーが短

時間で高巻いて来たので、後のメンバーは高巻いてもらう。 

右岸から赤牛沢、岩苔小谷が合流する頃になって水量も幾らか減り、緊張感から解放

される。立石の奇岩で記念写真を撮るころにはようやくメンバーにも余裕が出てきた。 

B沢出会いでの４ｍ懸垂で一応、上の廊下は終了。登山道を薬師沢出会に向かう。 

12 時 15 分薬師沢着。今日の行程は予想より早いペースで来れたので、このまま源流

へと向かう。12時45分薬師沢出会いを出発。午後3時頃、赤木沢出会い到着。この出

会いは広いプール状になっており、先行パーティーのにいさんたちが水中めがねを付け

て泳いでいる。黒部源流の澄んだ空気と光のなかで水しぶきがきらきら光っている。こ

れはまさに山渓のグラビアの世界だ。源流部とはいえ、腰ぐらいまで何度か浸かりなが

ら、祖父平を目指す。 

途中で我々より１日早く上の廊下に入渓したパーティーと話す。彼らの話では今年は

水量が多く、８月１２日までに入渓したパーティーはすべて敗退し、今年初めて遡行で

きたのは８月１３日に入渓したパーティーだという。また、例のジェームズ三木似のリ

ーダーはそのパーティーでも話題になっており、そのパーティーが徒渉しあぐねていた

場所を彼は、得意のジャンプ徒渉で見事クリヤ。みんなから拍手喝采を浴びたそうだ。

ただし、後続のパーティーが同じムーブでクリヤしようとしても流されてしまったそう

だ。ジェームズ三木似のリーダー は「ただ者ではない」という意見で一致した。 

13日と14日に入渓したパーティー(7-8パーティー)の内、コースタイムどうり下の黒ビ

ンガと上の黒ビンガの両方を１日で突破したのはこのジェームズ三木リーダのパーティ



ーだけとのこと。 

祖父平では高橋さんが笹をかき分け、台地に絶好のサイト地を見つけてくれた。16時

30 分着。黒部源流の山々に囲まれ、チングルマの咲きみだれる(もう散っていたが）サ

イト地。黒部最後の夢を結ぶところとしては申し分ない。林さんが早々、岩魚釣りに出

かける。たくさん掛かったそうだが、仕掛けが外れてしまい、結局釣果は１匹のみ、骨

酒にして楽しんだ。 

 

8/17 天候；晴れ時々曇り 

今日の行程はかなり長い。6時 15 分サイト地発。黒部の源頭(岩苔乗越) 目指してひ

たすらつめる。途中からは登山道を利用する。谷は浅くなり、雪渓も現れる。3000m の

空気の透明感が気持ちよい。青空をバックに高山植物と三俣蓮華のシルエットがよく映

える。トウトウとした黒部源流の流れは乗越のすぐ下100mぐらいのところまで途切れる

ことなく続いていた。９時４０分岩苔乗越に到着。一同握手を交わす。稜線からは雲の

平を始め、裏銀座から黒部湖までよく見える。入山４日目にしてようやく稜線にたどり

着いた。ここで初めて槍ガ岳を見た荻野君「あれって上高地から見える山ですよねー、

今まで２度上高地に行ったんだけどよく見えなかったんですよ」。？？？ 

後は湯俣目指して下山するだけであるが、下山する竹村新道は遠望してもうんざりす

るほど長い。１３時、竹村新道との分岐着。林さんが林道終点に車を手配していたので

林道のゲートの閉まるタイムリミット（５時半）に合わせておお急ぎで下る。予定下山

時刻よりかなり遅くなりそうになったので無線で下と連絡を試みるが、なぜか通じない。

（下山後わかったが奥さんは無線が通じないためずいぶん心配していた）上の廊下での

時間ロスがここでひびいてきた。なんとか３人は間にあったが、Ｋ氏が体調不調のため

林さんが付き添って遅れる。Ｋ氏は湯俣温泉泊まりで翌日下山となった。時間があれば

みんな湯俣でゆっくりしたいところだ。結局、残りの４人が林さんの奥さんらの待つ 

七倉にそろったのは午後９時になってしまった。 

 

比較的簡単に考えていた上の廊下だったが水量が多く予想外に楽しい展開となった。

北アルプスの山懐深く、沢歩きの醍醐味を堪能した山行だった。個人的には、久しぶり

の長期の山行で、しかも長年暖めてきたルートだっただけに心にしみる山行であった。

今回、大人数のパーティーであったので沢登りとしては機動性にはかけたが、かえって、

駆け足にならずぶ良かった気もする。また荻野君も今後楽しみである。ただいきなり 

初めての沢で黒部に入ったのは、おいしいものを早く食べすぎてしまった。 

今回、天候に恵まれたので良かったが、黒部は下・上の黒ビンガを抜けるまで好天が続

く見込みが無ければ入ってはいけない川である。 

 

以上 

 
 
 
 



冬合宿の思い出 ～96、97、00年度冬合宿～ 
後藤 好男 

 
１９９６年に入会して、その年の１２月２９～１２月３１日にかけていきなり甲斐駒

ケ岳摩利支天の南山稜に内山さんに連れられて行き、冬のバリエーションという言葉す

ら知らない私はただ内山さんにリードしてもらいながら、やっとこさの思いでついて行

きました。しかも２泊目はどこの壁かわかりませんが、ちょっと腰がおろせる狭い所で

ビバークというすごく怖い思いをしながら登り甲斐駒ケ岳頂上から３０分程降りた所に

ブロック塀作りの避難小屋で会の他のメンバーと合流して下山したのが最初の冬合宿で

した。内山さんには大変ご迷惑をおかけしました。 
 
それからは他の方々に色々と岩や山や氷などに連れて行ってもらい大変勉強になりあ

りがとうございました。相当の失敗を犯しながら周りからは怒りとあきれの思いがあっ

たと思いますが、そのおかげでずいぶん成長したと思います。 
１９９７年の冬合宿で中央アルプスの宝剣岳を登り、途中合宿用のデポの食料をカラ

スか何か他の動物に食べられてしまい、ガスしか残っていない状態になり、しかたなく

下山という貴重な経験をしました。１９９８年の秋には内山さんと一緒に三ツ峠と錫杖

岳の岩場に行き、帰りは連続して夜になるパターンをやってしまいご迷惑をおかけしま

した。でも楽しかったです。１９９８年の冬合宿は中央アルプスの空木岳から越百山へ

の計画には参加出来なかったのですが偵察とデポに池山尾根を使って空木岳を登ること

ができました。 
 
１９９９年横尾尾根を使って槍ケ岳をピストンするという計画で前年の１２月の初旬

に偵察とデポのため横尾尾根に入り稜線手前の所にデポをしてまいりましたが、まった

く雪がなくやぶのなかをさ迷いながら登り服は破けて穴だらけで帰ってきました。 
この時は河西さんと一緒に行ったのですがこの時期雪がないという経験はしたことがな

いと驚いてました。 
冬合宿は計画どおり１２月３０日に入山したのですが、思いもよらぬ雪の多さで驚き

ました。１泊目は横尾でテン泊して２日目は本谷出合まではトレースがついていたので

比較的楽にいけたのですが出合から先はラッセルで辛かったです。８人程のパーティが

先行していたので、途中から追いつきそのパーティと一緒に交代交代でラッセルしなが

らデポ地まで登りました。雪の深さは膝から腰の位置までありました。その日の朝は午

前６時頃出発して、天気は曇天で、午前１０時過ぎあたりから雪が降り出してきて、午

後からは雪の量も増え始め風も吹き始めました。テン泊予定地に着いたのが午後４時頃

です。２泊目は稜線手前の平たいところでテントをはりました。夜になるとさらに天気

が悪化してこの状態だと明日は先に進むのが無理だし、悪天候はしばらく続きそうとい

う天気予報により、１月１日下山をしました。この時使用したテントは新品だったので

すが、朝撤収するとき強風のためポールが曲がってしまいました。 
２０００年の５月に河西さんともう１度横尾尾根～槍ケ岳の計画をたて、実行しまし

たが、今度は横尾尾根を登っている最中、あまりの暖かさで樹林帯の中は雪が解けて雨



模様、しかも前穂高の方から雪崩が頻繁におこっているらしく爆音を何度も聞きながら

緊張して登りました。稜線上の手前でテン泊して、翌日槍ケ岳へピストンで行くことに

して身軽で出発しましたが、前日の夜雪が降ったため縦走路に出るのにラッセルが続き、

槍ケ岳山荘に昼頃着くかたちになってしまったので、槍ケ岳には登らず帰ることにしま

した。ところが日中の晴天と暖かさのためテント場近くまで戻ったのですが、朝のうち

はあった雪が帰ってみると無くなっていてハイ松帯だらけで、テントが見つかりません。

そのためあちこち探しまくり途中でヘッドランプを出してようやく夜の８時頃見つける

ということになりました。 
 
私にとって槍ケ岳は遠い存在となりました。雪の槍ケ岳にはいつしか登ってみたい気 

持ちがみちみちとしております。 
 
 
 
 

剣岳 早月尾根 ～99年度冬合宿～  
高橋 政男 

 
テントから顔だけ出して早月尾根の上部を眺めると、暗く曇った中におそらく獅子頭

と思われる付近がみえていた。 
暗く遠い印象が今でもしっかり残っている。荷上げも終わり、天候さえよければ、獅

子頭辺りまで偵察して帰る予定になっていた。 
前回の冬の剣、早月尾根での合宿。この年は本番に参加せずに終わった。 
このときの参加者の話で、安房トンネルが開通したら、再度剣へという話になってい

たそうだ。考えていたより速くにトンネルが開通したことで、この話が表に出てきて、

雰囲気も盛り上がってきた。 
雪のこと、天候のこと、冬の剣と考えただけで何となく恐ろしさが先に立つ気持ちは、

前回の荷上げの時とかわっていなかった。 
 
５月の連休に早月尾根～源次郎尾根と好天の中順調に行動できたことで、若干剣への

見方も変わってきた。１１月荷揚げも順調に完了。若干の下見もできた。 
旧伝蔵小屋からかわって新しい２階建ての小屋もできており、前回の暗く重苦しいイメ

ージから何となく行けそうかなという心持ちにかわってきてもいた。 
99～00年年末年始の合宿に向け、５月、１１月伴に順調に進み、本番で考えることはや

はり雪、天候。予報でもそう大きな崩れはない見込みであり、現在までも例年を越える

ような雪の降り方はないようであった。 
 
１２月３０日  
６時  諏訪発  安房トンネルと天候もよく、４時間で剣センター着。無雪期で 

馬場島まで４時間のことを考えると至極順調。１時間強で馬場島 登山届けを出し、 



発信器をもらってしっかりトレースされた早月尾根に。１４時 樹林帯の 1000m 付近

トレース脇にテントをはる 
 
１２月３１日  
６時３０分 発。１１時５０分 早月小屋着。冬でも使っているから荷物をデポして

も大丈夫といわれた便所が全く見あたらない。小屋の位置が変わったため雪に埋まるよ

うになったらしい。便所（デポ品）の掘り出しにほぼ２時間。多くの他パーテｲ― 
（特に女性）のためになった。夜から小雪が降り出す。 
 
１月 １日 
７時 樹林帯の中はトレースが消えない程度の積雪、風もない。2600mピークへの 

登りはまだ薄暗く、積雪もあるため念のためロープを着けた。先行パーテｲ―もあるよう

だがほぼトレースは不明。慣れたパーテｲ―が追いついてきて抜いていく。獅子頭はﾘｯｼﾞ

通しに抜けた。剣側の下降はﾛｰﾌﾟ使用。若干の雪、風。 
１１時５０分 頂上。風強く、そこそこに戻り一休み。風で舞いあげられる雪の中に

周辺の山がみえていた。剣にしては至極いい天気に恵まれた。下山。早月尾根に入り 
東大谷側へ下るﾙﾝｾﾞ状の箇所（蟹の縦這い？）に緊張してその後高度を下げる毎に風も

なくなり、快晴無風状態。獅子頭もしっかりトラバースにトレースがついていた。 
快適な雪の尾根を歩いて１４時ﾃﾝﾄ 
 
１月２日         
天気も問題なく、下山。 

 
天候に恵まれ、とにかくラッキーだった。 
参加者  河西和雄 若尾巻広 内山正一 後藤好夫 
 



個人山行の記録、散文 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川山のボルダリング  絵：田中 早苗 



 
雲稜第一ルート（ダイレクトより撮影） 

 

コップ緑ルートのハング超え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
不動沢のクライミング 

 
昇仙峡での開拓 



「常念を語る」 
 牛越 健司 

メンバー 若尾、牛越 
期間 ９３年３月２０、２１日 
 
常念に登ることは確かその年の夏合宿の時に、若尾さんが誰かに「常念を登らずして

北アルプスは語れない。」（？？？）という言葉を聞かされたのが発端だと思います。 
２０日は夜明け前に塩尻駅で待ち合わせ、若尾さんのジムニーで三股へ行けるところ

まで行きました。車を止めた場所は１月に若尾さんが１人で偵察にきたときよりも数百

メートル先でした。三股までの林道は１月よりも雪が少なかったそうで、それによくし

まっており、三股までは順調に進みました。三股からの森林の中の登りは、大分ラッセ

ルに苦しめられました。所々くるぶしまでの所がありましたが、大部分はふくらはぎ程

度のラッセルで、少し急な斜面を直登しようとすると腰まで雪に埋もれました。森林限

界までは赤旗を目印に登り休みをまめに取りながら６時間ほどで行きました。この日は

森林限界の少し下にテントを張り、７時頃には寝ました。テントを張る前から雪が降り

出していましたが、夜中に小便のために外に出たら空は満天の星空でした。 
２１日は快晴でカメラを持って来なかった事を悔やみました。出発は日の出から３０

分程すぎていました。前日に、テントに遅くとも午後一時までには戻ってこようと話し

ていましたが、実際には頂上にいってテントに戻ってきたのが３時間ほどでした。森林

限界過ぎから頂上までの尾根の登りは、風もなく暖かでヤッケもいらないほどでした。

ラッセルもそれほどでもなく、恐いところもなく順調に登り、前常念岳で一本取り頂上

へは２時間弱で立ち頂上からのパノラマは快晴だったのでとても良かったです。下るの

がとても惜しい気がしましたが、頂上には２０分ほど居て下りました。テントを張った

ところから三股までの下りは、登りに６時間もかかったのに１時間半ほどしかかからな

くて、あっけない気がしました。車には無事に１時頃つきました。 
最後に、行く前は頂上まで行けるかなあと不安でしたが、無事常念岳の頂上に立つこ

とができました。これも２０日に大部分を先頭を登ってラッセルをしてくれた若尾さん

のおかげです。これからの山行では体力をつけてラッセルに向かって行こうと思います。

最後の最後ですけど、下る途中にであったパーティーの中の女性がかわいかったなあ。 
 
 
 
 

岩登り三昧の日  々
田中喜幸 

 岩登りを始めてから月日は早く流れ、20数年が経過した。まさに週一の岩登り三昧の

日々を送り、多くの友と岩を登り、語る楽しい時を過ごせた事に感謝したい。 
 学生時代に登りに行った長野の物見岩で、当時ＵＳＡのヨセミテには 5･11 のグレー

ドの付くルートが有ると聞き、想像を絶するクライミングであり是非に登ってみたいと

思いをはせた事である。当時の日本の岩場はエイドによるディレティシマの時代が終わ



り、冬期における大岩壁の継続の全盛期であったと思える。一部ではフリークライミン

グの取り組んでいる人も居たが、国内ではグレードはⅥ級(5･9)が存在するか否かの時だ

ったので、夢のように思えた。”どうしてもその5･11のグレードのフリークライミング

をしたい。”その思いがずっと俺のクライミングを支えてきた。当時は自分でそのクラス

のグレードが登ればいいと思っていたが、多くのルートを自分で開く事が出来て本当に

嬉しい。そしてこれからもまだまだプライベートエリアでクライミングをしたい。時間

が経つのは早い。しかしまだ多くの手付かづの岩壁が有る。後世の人にこんなに一人で

未登の岩場を独り占めにして良いのかと自問自答する反面、未知の魅力からは逃げられ

ない。 
 でも良い時代にクライミングをしたと思える。日本のフリークライミングのレベルが

上ると共に質の良いルートが誕生する時代に岩登りが出来た事を嬉しく思っている。働

きはじめた当時日本にもクラックを登る機運が高まり、南佐久郡川上村に有る金峰山川

西俣沢（小川山）周辺の岩場が注目され、日本のフリークライミングの聖地的存在にな

る。そんな中でギアも発達して、より高難度のクラックルートが誕生した。ナチュラル

プロテクションによるクライミングをする良き時代であったと思える。 
既成ルートをトレースする以外に、未登の岩場でクライミングをして、現在までに自

分のセンスで開いたルートが320本を超え、平いたルートはのべ総延長約12,000ｍの距

離になる。ごく一部を除いてフリーで登る事ができ、グレードでは 5･13 と思われるル

ートまで開いている。しかしその足跡を残した岩場はプライベートエリアを登っている

ので、再登者が居ないからグレーティングには正確さに欠ける。自分が開いた多くのル

ートの積み重ねをするとそう思えるだけかもしれない。かなりのルートをソロで登って

いるので、誰かにビレーしてもらっている時とは精神状態が違うので、自分でもグレー

ドは解らない所が多い。コンディションが絶好調期に開いたルートでは 5･11～12 クラ

スでは落ちる気がしなかった。まるで無重力の中で前傾壁・ハング帯を登っていく錯覚

に陥った。自分が登りたい意識を持っていると何か大きなパワーが生まれる物である。 
 20代前半は海外の高所におけるビックウォールクライミングを夢見ていたが、冬の穂

高岳・屏風岩を登り、アイゼンンを履いてのボルトラダーにおける人工登攀はあじけな

く、甲斐駒ヶ岳の岩場に何回も通い継続登攀をしても、自分が求めるクライミングとは

どこかしっくりこない。アイスクライミングにのめりこむが、バーチカルアイス花盛り

の頃あちこちの氷瀑を登ったが、アイスクライミングの難しさはギアの性能が向上して

きた当時においてムーブの難しさよりも氷の質の難しさを感じる。岩の5･10bのムーブ

がこなせれば大概の氷瀑は登れる。どこかギアの性能に頼る所が有り、いくらバーチカ

ルアイスをフリーで登ってもどこかエイドめいている感覚が有って、やはりクライミン

グは乾いた岩をラバーシューズで軽快に登るのが一番と思える。でも今でも冬のミック

ス壁をフリーで登るのは好きだ。 
 本当に自分なりに岩のフリークライミングにのめりこんだのは韓国の仁寿峰を登りに

行った時、韓国の人達がソウルから休日に岩登りに来る雰囲気を見た時からであろう。

仁寿峰相当の白い綺麗な花崗岩の岩峰は日本には無い。あの白い花崗岩の楽園で、人々

はそれぞれのルートを楽しんで登っていたのである。同じ岩の一角を登っていると此方

まで楽しくなる。そしてかのイボン・ショイナードの開いた”ショイナードA&B"を登



り。憧れのヨセミテには行かないが、そのクライミングの一端を味わった喜びは大きか

った。それと仁寿峰で登ったルートでは"クローニー"ルートが印象である。当時日本で

はまだ紹介されておらず現地で近藤邦彦氏から教わって登ってきたのだけれど、仁寿峰

の中では最長ルートの部類になる。フリーで登れる所まで登って、振り子で振ってフリ

ーでつないで行く素晴らしいクライミングであった。フリーで登る弱点をついた好ルー

トと思われる。 
 仁寿峰から帰国後昇仙峡に訪れ、仁寿峰のような白い花崗岩と出会い、その年の冬は

暖冬で家の近くにある滝は結氷状態が悪く、冬でも昇仙峡はフリークライミングが可能

と解り、通年フリークライミングにのめりこむ。 
 この時から１０数年に渡り、夏は瑞牆山・冬は昇仙峡のプライベートエリアでのフリ

ークライミングの日々が続く。その殆どが手付かづの岩にフリークライミングでマルチ

ピッチのルートを開く事に費やされた。 
 金峰山川西俣沢（小川山）の金峰渓谷・藐姑射岩周辺に開いたルートについては公開

したので、多くのクライマーが訪れ、”冬のいざない”は評価を得られているルートで有

るが、瑞牆山・昇仙峡にはそれを凌ぐ素晴らしい多くのルートを開く事が出来た。その

中で印象的なルートは、 
 昇仙峡：春の思い・乱・火・造形の美・昇り龍・天の川・ 
 瑞牆山：ジェトスクランブルダイレクト・瑞牆詣で・天空・時の旅人・紅葉の中で・

モモンガの飛翔・ダイヤモンドの首飾り・永久の輝き・ホワイトストリーム・水の円舞

曲・その他もろもろ奥深いルートが多い。 
 これらのルートは岩の弱点をついて開いたフリークライミングルートである。多くの

ルートがマルチピッチのルートでボルト以外の残置物無しで、完璧のスタイルでワンプ

ッシュにて登っている。それはたかも3級クラスをリードするかのように地球始まって

以来はじめって足跡を示す岩であるからこそ、完璧なスタイルを狙ってフリークライミ

ングしてきた。多くの楽しい時間を岩の中ですごせた事を誇りに思う。 
 多くのクライマーが自然の中で造形の美を味わい楽しいクライミングをする事を望む。 

2000年3月吉日記す 
 
 
 
 

谷川岳 
                            堀内俊彦 

 
自衛隊が、切り立った岩壁に宙吊りになった遺体に向かって、小銃と機関銃による 

射撃を行っている。私が子供時代に初めて｢谷川岳｣の名前を知った時だ。昭和３５年に

発生した横浜蝸牛山岳会の“衝立岩宙吊り事件”。この記録映像の異様な光景は、子供心

の記憶の奥に鮮烈な印象として残った。 
 それから十数年後、私は京都の大学の山岳部におり、毎週土日のゲレンデ通いと年６

回の合宿山行で、山中心の生活になっていた。“谷川岳”当然その存在は判っていたが地



の利から訪れることは無かった。 
 大学を卒業して東京での就職。そして、｢東京山歩会｣への入会。谷川岳が急に身近な

存在になった。「一ノ倉へいくか？」先輩の言葉に二つ返事で飛びついた。当時、関越自

動車道は開通しておらず、国道１８号線を使った。週末、会社が終わると会のメンバー

と最寄の駅で待ち合わせ、中古のカローラレビンで出発。東京から前橋を通り水上まで

５・６時間の行程である。決して近い道のりではなかったが、本チャンの場は谷川岳が

中心になっていった。 
 谷川岳東面とりわけ「一ノ倉沢」は、恐怖と畏怖の念がつきまとう。よく山をたたえ

ていう「神々の頂」というには相反する、８００名近い若い命を飲み込んだ険悪な魔の

谷だ。 
 昭和５８年７月、山岳会のチーフに連れられて初めて一ノ倉沢に向かった。沼田まで

晴れていたのに水上に入ると雨。時刻は夜中の１２時少し前だっただろうか。土合の駅

を過ぎ、車のエンジンは唸りを上げてスノーシェードのあるカーブを上って行った。そ

の時、私の体は得体の知れぬ恐怖で縮ぢみ上がったことを思い出す。穂高で、後立山で、

あるいは八ヶ岳でこんな感覚を覚えた事があるだろうか。谷川岳で死にきれない若き魂

が迎えてくれているのか、それとも入山を拒んでいるからなのか。トンネル上の遭難慰

霊碑には昭和６年第１号の福島雄一から累々と犠牲者の氏名が並び、現在は８００名に

なろうとしている。さらに続く名前を刻むための空白は、はじめて来た者の恐怖心をあ

おる。登山センターで都岳連の身分証明書を提示し、行き止まりの林道（実は国道２９

１号）を一ノ倉沢出合まで入る。崖下の暗闇に吸い込まれそうな林道がマチガ沢を過ぎ

ようとした時、鉄ビナを腰に着け、ガチガチ音をたてて屍たちが通り過ぎたような気が

した。恐怖感は増すばかりだった。そして、入山時に受けるこの感覚は、１５年以上経

つ現在も変わっていない。 
 一ノ倉沢出合に立ったとき、視界の全てを覆う巨大な岩壁は、訪れた者に驚きと畏怖

の念を与え、その魅力で引きつける。本谷の雪渓を吹き降ろす風は、その通り道だけひ

んやりと冷たく、これから向かうルートへ導いているようで心が引き締まる。一ノ倉沢

に入ると、向かって左手から滝沢スラブ、烏帽子奥壁、一ノ倉沢の顔・衝立正面壁、右

奥にはコップ状岩壁と圧倒的な迫力で迫ってくる。子供の頃、テレビの映像で見た“別

世界”が今、すぐ手の届くこんな近くにあるのだと感じた。  
 東京山歩会で一ノ倉沢と幽ノ沢の幾つかのルート攀った後、私は茅野市へ戻り諏訪山

岳会に入った。衝立正面壁は、諏訪山岳会に入ってから数年後の昭和６３年９月１５日

に、村井君と攀ることができた。「衝立岩正面壁雲稜ルート」（５級下ⅣＡ２、５～７時

間）１９５９年、南博人等の初登から実に３０年近く経っていたものの、私にとっては

初登、まさにワクワクする気持でいっぱいだった。ルートは連続するハングと腐ったハ

ーケン、いつ剥奪するか分らない逆層の岩。そして、ルートを締めくくる上部の草付き。

これぞ“一ノ倉の味”まさに代表的な日本の岩場の特色だ。 

 第一ハングの突破は３ｍの張出し、腐り加減が適度なハーケンに身を委ね空中に飛び

出す。雪崩に磨かれた畳状の衝立スラブが、テールリッジの下まで切れ落ちている。ケ

ツの穴も縮まる高度感だ。セカンドの村井君が手こずっていた。この後、屏風岩の東壁

ルンゼや甲斐駒Ａフランケ赤蜘蛛でも一緒に遊んだパワフル村井だが、一ノ倉の肌触り



は、またちょっと違うみたいだ。時折、烏帽子奥壁から「落あ～く‼」の叫び声がコール

の合間にこだまし、遠く滝沢ルンゼ方面では大きな崩落の轟音も鳴り響いている。白い

岩の下の微妙なトラバースからさらに高度感の出る第２ハング、脆いフェースの後は第

３ハングと、次々と出される多彩なメニューに気の休まる暇もない。同時に取り付いた

衝立岩正面壁ダイレクトルートの平野・永安ペアは既に登攀を終了し、北稜へ姿を消し

た様子だ。上部のじめっとした洞穴ハングを越え、緊張の連続は終わった。ブッシュ混

じりの岩場をとおり衝立の頭に着いた時は、３時頃になっていた。 
 そして、この後“おまけ”も付いていた。中央稜の懸垂下降で、傾斜の無いことが災

いし、思いがけず時間を食ってしまった。あいにく雨はザアザア音を立てて降り出すし、

その上９月の陽は短い。中央稜基部に降り立つ頃には真っ暗になっていた。ヘッドラン

プでつるつるのテールリッジを下る気にはなれず、その場にカッパでビバーク。一ノ倉

沢出会いで、温かいごはんを食い、好物の酒を食らっている平野君たちを思うと、９月

の冷たい雨は身にしみた。これは、魔の山谷川岳のせいでなく、妻とそのお腹の中にい

るまだ見ぬ我が子を家に残して来た“バチ”が当たったのだ、とその時だけ反省したも

のだ。 
 その後、平成５年９月１８・１９日に牛越君と音もなく降ってくる落石に運試しをし

ながら「烏帽子岩凹状岩壁」を攀り、静寂な「コップ状岩壁正面壁緑ルート」では濡れ

た岩と３ｍ張出した前傾ハングでショッパイ思いをした。そして最近（１１年夏）は、

後藤さんと一ノ倉沢奥壁の原点・超クラシックルート「三ルンゼ」に入り、歴史的な重

さに充実した登攀と、今まで経験したことのない強烈な草付きを味わった。 
 一ノ倉沢の壁には、滝沢第三スラブ・二の沢右壁等々、私にとって攀っていない魅力

的なルートまだまだたくさんある。先人たちの情熱とまさに血と汗の結晶により数多い

ルートを私たちは楽しんでいるが、その影に散った多くの尊い命がある。谷川岳に入る

とき、帰るとき、この麓に住む多くの《霊》に感謝しつつ、また一ノ倉沢を訪ねようと

思う。 
 
 追伸 ☀ 谷川岳は雨が多いですが、良い温泉がいっぱいありますのでご安心を 
 
 
 
 
 

「小屋番適性テスト」 赤岳天望荘版 
村上 知子 

  
入会４年目、八ケ岳での小屋生活２年目を迎えた今日この頃。 

山小屋とはどんなものかを垣間見て頂けるよう、テスト風にしてみます。 
当てはまるものの数を数えてみてください。 
             （監修 Ｋ氏） 
 



１．山が好きだ。 
２．山に関する仕事がしたい。 
３．接客業の経験がある。 
４．人が好きで、人当たりは良いほうだ。 
５．嫌なことがあっても、わりとすぐ忘れる。 
６．自分なりのストレス解消報がある。 
７．初めて会ったお客さんでも親しくお話が出来る。 
８．辛いときでも笑顔を絶やさない自信がある。 
９．人の顔と名前を覚えるのが得意だ。 
10．日本酒が好きだ。 
11．シラフで酔っぱらいいの相手が出来る。 
12．勧められたお酒は、まず断らない。 
13．自分の酒量の限界を知っている。 
14．食事はパンではなく、ご飯党だ。 
15．偏食がなく、水や食物は絶対粗末にしない。 
16．包丁を使える。 
17. ある食材で手早く「おふくろの味」が出せる。 
18. 綺麗好きだ。 
19. 要領はかなり良いほうだ。 
20. 周囲の動きに合わせて仕事が出来る。 
21. 上司(部下)の考えていることが読み取れる。 
22. 素直に自分の否を認め、誤ることが出来る。 
23. 周りのスタッフに常に気配りが出来る。 
24. 仕事が正確で、早い。 
25. 大工仕事、またはその補助が出来る。 
26. 手先が器用だ。 
27. 肉体労働に耐え得る体力がある。 
28. 何に対しても臨機応変にやってのける。 
29. 電気系統に強い。 
30. 面倒見が良い。 
31. どんな仕事にも興味を持って取り組む。 
32. お客さんが悪くても、頭を下げることが出来る。 
33. ＴＶ・新聞が無くても生活できる。 
34. どんなに汚れていても、進んでトイレ掃除ができる。 
35. 厳冬期でも地蔵尾根は登れる。 
36. 登山者のためのフィックスロープを的確に張ることが出来る。 
37. 半月風呂には入れないことがあっても発狂しない。 
38. 里での文化的生活に未練はない。 
39. 極寒にも、手持ちの衣服で耐えることが出来る。 
40. 体は健康で、持病はない。 



41. いつでも何処でも寝れる。 
42. 台風や大雪でも小屋で平然と読書が出来る。 
43. 夏、他の山への願望を断ち切れる。 
44. 地元の山関係者に知り合いが多い。 
45. 事故・遭難に立ち合っても、冷静で的確な対処が出来る。 
46. 動植物・星等、自然の得意分野が一つはある。 
47. 降っても降っても、凹まずに雪かきが出来る。 
48. 人を魅きつけるキャラクターだと思う。 
49. 何はともあれ、現場第一主義だ。 
50. 八ケ岳が、山では一番好きだ。 
 
  ＊＊＊＊＊判定＊＊＊＊＊ 
45～50個 [仙人] こんな人がいたら、お目にかかりたい! 
40～44個 [支配人級]  北原氏を継ぐのは貴方かも？ 
25～39個 [スタッフ級] 小屋に入る資質は十分！あとは努力次第？ 
18～24個 [お手伝いさん級] エプロンかければ、ただで泊まれるかも。 
０～17個 [一般登山客] ご予約はいつでも承っております。 
 
ちなみに、私はＫ氏判定で30個でした。危ない、危ない・・・。 

 
 



海外登山の記録 
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チャチャチョ峰 
林 勝克 

 
中国北東チベット未踏の峰、チャチャチョ 6447ｍに外国人として、初めて挑戦した

長山協の山男達の夢に掛けた記録です。 
 

1994年5月の偵察から2年、1996年4月9日、７人の登山隊で成田より出発。 
チベットのラサで高所順応しながら 4 月 17 日BC 設営、本格的な登山活動がスタート

した。前回の偵察の時に調査したルートの橋は流されていて大きく迂回して対岸に渡り

時間のロスが出た。 
 

4月22日、C1設営に向けて地元の村人15人をポーターに使い荷揚げ。荷物を 
背負っての登りはさすがに高所の人間は強いが、長距離になると自分達と変わりない。

雪崩をさけて氷河から流れる水際にC1を設営。大変素晴らしいABCだった。 
翌日からC2 に向け荷揚げを開始した。C2 は 5300ｍ位で、1 日 2 往復、3 日間各隊

員荷揚げに苦労の連続だった。 
 

1日休んで4月26日、島津と武井と私で北面より偵察に出た。氷河の舌端からアイス

フォールに出ると、チャチャチョ西面の壁に着いたチリ雪崩に襲われたため、雪原に出

てビバーク。翌日、北面を見た。南面よりももっと三角錐に近い急峻な壁がピークまで

続いている。とても登ることの出来る壁ではないので諦めて下山する。昼食を摂り、ア

イゼンを外し雪原に出た（この事が苦労する破目になる）。 
武井を先頭にザイルで連結し下り出した。前方に大きな岩があり、武井が岩を回り込

んだ途端クレバスに落ちた。私が踏ん張り確保した途端、私の足元が抜け、クレバスに

落ちた。一瞬の出来事だった。 
 
前方 5ｍ位の所に武井が宙吊りになっている。私も宙吊りだ。島津は上で確保してお

り、私と武井はヤジロベーになった状態だ。武井も私も意外に冷静だった。クレバスの

中はブルーアイスから下に行くほど黒味がかった紺色で、その下は真っ暗だ。不気味な

世界だ。幸い、武井も私も怪我はなかった。 
クレバスは幅1.5ｍ位で、我々は上から10ｍ位落ちている。かろうじて背中と足が着

く状態。宙吊りのままアイゼンをザックから取り出し苦労しながら付けた。 
氷河の氷は硬い。カッティングしながら足場を作り、アイゼンの爪を掛け背中でずりあ

がる。私が登った分だけ武井が下がる。10ｍ登るのに1時間位かかった気がする。島津

は蒼白な顔をしていた。ユマールを取り出し島津と二人で武井を引き上げた。三人はし

ばらく声も無かった。C2に帰り、たおれこむように眠った（今もたまに夢を見る）。 
 
翌日、南面より武井と篠崎と私でC3へのルート工作に向かう。途中、篠崎はC2へ･･･。 

武井と二人でルート工作をする。ロープが終わりC2へ下山。 
 



翌日武井が風邪で熱を出しダウン。C1 より島津と古畠隊長が登ってきた。私と島津

でC3設営に向かう。隊長と篠崎もC3予定地にて合流。 
チャチャチョピークまで4～500ｍか。目前にしたピークは近かった。登れる、しかし・・・。 
装備不足、時間切れ、今回の夢はついえた。 
 
いつの日かチャンスがあれば登ってみたい山、チャチャチョ峰。 

今回の遠征で、一人一人の山にかける思い、登山スタイルの違いを、この年になってあ

らためて勉強させられた気がします。 
 
 
 
 

母さんにたのまれた山 ～父と息子のアフリカ登山～ 
若尾 巻広 

 
平成12年5月の中ごろ、夕飯時に、母さんが突然に、「昭太と一緒に山に行かないか?」

と言い出した。夏休みに、アフリカ、キリマンジャロへ。俺は冗談言っていると思った

が、本気で、「申し込み先があるのですぐに電話してみてくれ」と持って来た新聞、それ

は3月23日の「駒峰山岳会、キリマンジャロに挑戦」という長野日報であった。 
長男昭太は希望する高校に失敗し、今の学校にいやいや行っている。何時昭太が 

「学校は、もう行かない、止めた」と言い出すか、俺も毎日オロオロ見ていたときだっ

た。母さんは、この時点でこんな事になるだろうと分かっていて、二月前の新聞を大事

に取っておいたのだろうか。「もう遅すぎて無理じゃないか」というが、どうしても電話

して聞いてくれと言うので、堺沢さんに電話をしたら“まだ間に合うから是非に”とさ

そわれて、母さん大喜び。 
俺が「昭太、山に行くか？」と聞いたら、「行かない」と答えた。それでも、母さんは、

「行くまでにはなんとかするから大丈夫、まずはパスポート」といいながら役場でパス

ポート取得の手順を教わり準備を始める。 
堺沢さんより、“これからの要件を送るから”といわれ、家ではファクスなど来た事が

ないので紙がなく、慌てて広告を入れなんとかもらうことができた。後もみんなファク

スのやり取りで、母さんが見ては、依頼書、パスポートの写し、ビザ申請書等の細かい

事を出発までみんなやってくれた。俺には当然出来る分けがないし、未だにファクスの

使いかたが分からないでいる。 
この時ばかりは、俺は山に行ってやるんだと大威張り。数々海外の山に出かけたが、

家の人に行って来てくれと頼まれて、お金の心配もまったくなく行くのは初めてだ。 
普段は俺が頼んでも振り向きもしないのに、こと子供が絡むとこうも違うか呆れるばか

り。それだけではない、アフリカ旅行などの本、パソコンでキリマンジャロ、ケニア山

の資料を集め、ヘミングウェイの“キリマンジャロの雪”、「お父さん、行くまでにこの

本を読んどいてくれ」と言われて、ハイハイと答えたが本を開くことはなかった。 
アフリカに行く本人たちよりも母さんのほうが、よっぽど勉強していた。 



 
7月30日、成田を出発、ムンバイ経由ナイロビ。わりと涼しく、この日のために買っ

てくれたデジカメ、「何百枚も撮れるからドンドン撮ってきて」と言われ撮り始めたが、

2 日目で写らなくなり、どうも俺にはこの手の物は使いこなせなく、この時だけで今は

家のどこかで埃を被っている。 
8 月 5 日、真夜中、満天の星の下、ヘッドランプの灯りを頼りに頂上を目指し出発し

た。時には灯りが見えないくらいの砂埃が舞った。福沢さんより南十字星も教えてもら

い見ることができた。5300ｍ付近で休み、酸素飽和度を測ると、昭太の値は 46 だ。後

二、三度測るがやはり 50 以下。確かにとても眠そうだし、休憩時ダラリとしていた。

しかし吐き気も頭痛も無いようだ。眠気は夜中に出てきたので当然で、ダラリとしてい

るのはいつものことだ。寝不足の為なのか、高度障害の症状なのか分からない。 
隊長より、昭太に下山命令が降り、一緒に下ることにした。“昭太君はガイドに一緒に

降りてもらい、上に行けば”という隊員もいた。昭太もさすがにショックのようで下る

道すがら、「オヤジ、頂上にいきたくないのか」「母さんには何て言うの?」などと度々口

にした。普段、他人のことなど気にもせず、自分のことしか考えていないように見えた

息子の意外な姿だった。 
ケニア山では、キリマンジャロに登頂できなかったせいか、堺沢さんがすぐ後に付き、

いろいろ注意されて登ったせいか（俺の言うことなど当然きかない）、調子よく登頂でき

た。昭太のためには、サファリツアーの方がよいかと思ったが結果的にこのケニア山に

きて良い事になった。 
 
高校生になったものの求めるものが分からず、精神的にも生活上もウロウロしている

息子、共通の会話も無く疎遠になっていく父子の関係に少しでもプラスになって欲しい

という母親の配慮も考えられた。母さんは家の周りにやたらと、ブーゲンビリアを買っ

てきておき、自分もアフリカに行ったような気分になり、息子の話を楽しそうに聞いて

いました。 
 
 
 
 

紅旗峰偵察報告 
西之園 徹 

１． 感想他 
 
 長山協の遠征の偵察として、2000年秋、初めてチベットへ行ってきました。 
中学生の頃、部屋に貼っていたカレンダー（多分、世界の遺跡シリーズ）にポタラ

宮殿が出ていました。昔の建物と思えない大きさに目を奪われていたのですが、ま

さか実際に行ってその中に入ることになるとは思っていませんでした。実物があん

なに町のそばにあるのも想像外。もっと山の中にあると思っていましたが。そして

チョモランマも間近で見ることができました。ローツェ、チョー・オユー、ギャチ



ュンカン等も・・・。 
偵察の方ですが、ヤクが西ロンブク氷河のほうには入れない、という事が現地で

判明し計画の大幅変更を強いられました。当初の計画では、紅旗峰の直下までヤク

で荷揚げをする計画でした。幸い、登山学校の生徒2名と現地で雇ったポーターの

協力を得て、西ロンブク氷河を偵察しながら氷河左岸に沿ってC1、C2、C3とキャ

ンプを徐々に上げて行く事ができました。ＢＣから4日目にようやく、当初計画で

ヤクを用いてＡＢＣを建設する予定地付近に到着、チベット側から紅旗峰の写真を

撮影する事が出来ました。ヒマラヤビギナーの私には登れるかどうかの判断はつき

かねますが、偵察隊長の山田氏によれば十分登れる可能性があるとの事でした。 
出発前、今回の偵察は日程も厳しく、飛行機で標高 3800ｍ（ラサ）、車で標高

5150ｍ（チョモランマＢＣ）に上がるという事で高度障害が出ないか、かなり心配

でした。実際、山中では食欲もなく、ＢＣに辿り着く頃はよれよれで、体重も5kg
くらい落ちたかな・・・。3 日も 4 日も標高 5500～5800ｍで水平移動だけという

のは結構つらいです。安全な標高に降りるのに時間がかかるというのもプレッシャ

ーになりました。それでも何とかひどい高度障害は出ずにすみました。出発直前に

富士山で２連泊した事、ラサ近郊で 5000ｍまで順化行動が取れた事等が幸いした

と思います。 
 
ヒマラヤにはまた行きたいと思っています。紅旗峰の遠征は 2002 年 3 月現在、

富士山での遭難事故の影響で計画停止中ですが、いつか必ず登りに行きたいと思っ

ています。いろいろなつじつまをあわせるためにも・・。 
 
２． メンバー 

 
日本側：山田 慶周（偵察隊長、ＣＣＡ所属）、西之園 徹 
中国側：ニマ・ツェリン（連絡官兼通訳、ＢＣまで）、 

登山学校生徒２名、ポーター１名（Ｃ１まではポーター３名） 
 
 

３． 目的地 
 
紅旗峰（標高7,011ｍ、未踏） 
所在地：中華人民共和国 チベット自治区（山頂はネパールとの国境線上）  
ヒマラヤ・クーンブ山群：平たく言えばチョモランマのそば、チョモランマ/
紅旗峰間は水平で約１５ｋｍ 
 

４． 日程 
２０００年９月１９日 名古屋発～１０月８日 帰国（詳細行程記録は別紙－１参

照） 
 



５． ルート状況 
 
4.1 ＢＣ～ＡＢＣ 
 

・ ＢＣ～Ｃ１（今回所用時間：5時間強ただし中休止3回込） 
ＢＣより東ロンブク氷河出合いまでは良く踏まれたほぼ平坦なルート。東ロン

ブク氷河（渡河地点は沢になっている）を渡るが、そこそこ水量があり石伝い

に行くにしても表面が凍結しておりやや危険。本番ではラダー等の対策が必要。 

東ロンブク氷河より先も踏み跡は一応明瞭。チョモランマ北面のＡＢＣへのル

ートになっている。西ロンブク／中央ロンブクの分岐手前で氷河右岸から左岸

へ渡る。モレーンのガレのアップダウン。氷河中央、ゴジラの背状の氷塔列末

端付近にＣ１設営。 
・ Ｃ１～Ｃ２（今回所用時間：4時間半） 
Ｃ１より氷河左岸へはモレーンのガレのアップダウン。ルートの選び方によっ

ては突如氷壁が出てきて下降不能になって引き返すはめになったり、徒渉にな

ったりしてしまう。要目印。場合によってはラダー要。 

左岸へ渡ったらガレを登りさらにガレのルンゼ登り。今回、この登りに1時間

強かかった。登り降りとも落石の恐れがあり危険。（現地ポーターに安全な別

ルートの調査を依頼中） 

ルンゼを登り切り、さらにガレの丘を一つ越えると快適な台地状のテン場（今

回は下山時に幕営）に到着する。氷河から１００ｍ以上は高い。ここから西ロ

ンブク氷河左岸斜面をＣ３までトラバース気味に歩く。途中から紅旗峰が見え

てくる。 

しばらく平坦で歩きやすいがやがてまた不安定なガレのアップダウンとなる。

プモリ氷河のほぼ正面にＣ２設営。ここも快適なテン場。 

・ Ｃ２～Ｃ３～ＡＢＣ（Ｃ２～Ｃ３：2時間、Ｃ３～ＡＢＣ：2時間） 
Ｃ２からＣ３までは、比較的ましなガレ歩きから始まり、最後は相変わらずの

不安定なガレ場の下降。Ｃ３は氷河より５０ｍ程上のモレーン上に設営。 
Ｃ３からＡＢＣまでは、氷河の中央まで横断し氷河中央に平坦に続くモレーン

上をルートに取った。平坦で歩きやすく距離が稼げる。最後にモレーンから雪

原上におりた。１０ｃｍほどの雪の下は氷。 
 

4.2 ＡＢＣ～山頂 
 
      写真参照 

６． 調達状況 
 
5.1 装備 
 
・ 現地レンタル可能な物 



3人用テント（OZARK、30元／日）、5～6人用テント（OZARK、35元／日）、 
テントシート厚（5元／日）、シュラフ（10元／日）、スコップ（5元／日） 
ＢＣ／ＡＢＣ用家型テント（ 元／日） 

・ 現地購入可能な物 
3人用テント（MARMOT、2600元）、5～6人用テント（NORTH FACE、3500
元）、 
テントシート薄・大（140元）、クライミングロープ（BEAL9mm×50m、1100
元） 
ガスカートリッジ（PRIMUS､  元）、酸素ボンベ 
衣類もニマ・ツェリンの店にて一通りそろう。（ただし種類は限られる） 

  
5.2 食料＆雑貨 
 
・ 現地購入可能な物 

ＢＣ及びＡＢＣでの食材、調味料等は全てラサにて購入可能。 
行動食もビスケット類、チョコレート等豊富にある。 

・ 現地調達が困難な物 
フリーズドライ食品は調達できそうにない。 
 

７． ラサ周辺での高所順化について 
 
① ～4500ｍ 

周辺の山のどこでも可能。半日コース。 
今回はラサ到着翌日に4300ｍのピークまで往復した。 

② ～5000ｍ 
デプン寺裏に標高5300ｍ程の山あり。1日コース。 
デプン寺は標高約 3800ｍ、ヒマラヤ・ホテルから車で約 30 分。寺から標高

5000ｍまでの往復で約7時間かかった。道は非常に歩きやすい。 
③ ～5800ｍ 

ヤンバチン山？ラサ郊外にあるらしい。（ニエンチェンタンラ方面？） 
ラサから車で1時間半、標高4700ｍまで車が入るとの事。今回は行ってない

のでルート状況等は不明。 
 

 
 



日付 行程 宿泊標高 天気 その他

9月19日
穂高～名古屋～上海
～成都

－ －

9月20日 成都～ラサ 3650 晴れ

9月21日 高所順応～4300ｍ 3650 晴れ、夜一時雨
東南部組と合同歓迎会
（壮行会？）

9月22日 高所順応～5000ｍ 3650 曇り後晴れ 場所：デプン寺裏の山

9月23日 買出し等 3650
雨後曇り、
午後一時晴れ

ジョカン、ノルブリンカ観光
ニマ・ツェリン一家と夕食

9月24日 ラサ～シガツェ～ラツェ 4000 晴れ

9月25日 ラツェ～ロンブク僧院 5000 晴れ
峠越え２ヶ所（ラクパ・ラ：
5250ｍ、パン・ラ：5150ｍ）

9月26日 ロンブク僧院～ＢＣ 5150 晴れ

9月27日 ＢＣ停滞（パッキング等） 5150 晴れ 21：30生徒到着

9月28日 ＢＣ～Ｃ１～上部偵察～Ｃ１ 5450 晴れ カラス被害：ラーメン４食他

9月29日 Ｃ１～Ｃ２ 5800
晴れ時々曇り、
15：00より雪

9月30日 Ｃ２～Ｃ３～上部偵察～Ｃ３ 5750 晴れ後曇り 前夜の積雪３～５ｃｍ

10月1日 Ｃ３～ＡＢＣ～Ｃ３～Ｃ1.5 5600 晴れ

10月2日 Ｃ1.5～ＢＣ 5150 晴れ

10月3日 ＢＣ～シェーカル 4200 晴れ チョモランマホテル泊

10月4日 シェーカル～ラサ 3650 晴れ

10月5日 ラサ（写真現像等） 3650 晴れ 返礼会

10月6日 ラサ（精算、登山学校訪問） 3650 晴れ
ポタラ宮殿観光、
夕食：高先生より招待

10月7日 ラサ～成都～上海 － －

10月8日 上海～名古屋～諏訪・穂高 － －

 
 
 
 
 



記録リスト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 年 甲斐駒 A フランケ 

 

87 年 昼クラ岳 

 

97 年 不帰一峰主稜 

 
97 年 黒部源頭 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 年 雨飾山フトンビシ岩峰群 

 

87 年 阿弥陀北西稜 

86 年 昇仙峡 

 
96 年 甲斐駒 舞姫の滝 



84～2000年度記録リスト 

 

＜会員リスト＞ 
 
表1の会員リストは、期中に在籍した会員およびその在籍期間を示したものである。 
会員名の横の数字は会員番号を示す（番号のない会員は準会員）。 
会員毎の棒グラフは在籍期間を示す。棒グラフの濃い部分は例会で報告された山行に参

加した年度に対応し、薄い部分はそれに参加していない年度に対応している。 
なお、記録整理上の都合により、市民登山は例会で報告された山行に含まれていないこ

とをご了承願いたい。また会友は在籍期間には含めていない。 
 
 
＜会山行リスト＞ 
 
表2の会山行リストは各年度における合宿、市民登山の計画ルートおよび参加人数（括

弧内に数字で表示）を示したものである。 
合宿の参加者、実際の行動については山行記録リストを参照されたい。 
 
 
＜山行記録リスト＞ 
 
山行記録リストは以下に述べる内容に基づき整理、掲載されたものである。 
 
１．例会で報告された山行は会山行、個人山行問わず全て掲載した。 

ただし、遭難救助については諏訪市遭対協の管轄下における行動であり諏訪山岳会

活動とは一線を画すものであることから除外した。 
また、フリークライミングやそれに類する“山行”ではないものについても、登攀

行為であることは論を待たないから掲載をした（今の時代、異論は無いと思うが念

のため）。 
２．各山行記録は各年度総会資料および例会ノートから転載した。 

このうち、一方の資料で省略されている記録でも他方に記録されている場合は掲載

した。また、（例会などで）会への報告が無い記録については資料整理の都合上、 
割愛した。 

３．個々の山行記録については月日、山域、ルート、参加メンバー、備考を掲載した。 
同姓者については記録整理上の都合から以下の略称をあてた。 
高橋 恭一   → 高橋（恭） 
高橋 政男   → 高橋 
伊藤 正徳   → 伊藤（正） 



伊藤 ひとみ → 伊藤 
伊藤 健介   → 伊藤（健） 

４．年度毎の山行記録を単に時系列に並べただけでは非常に見にくいことから、いくつ

かの観点から記録を分類をして掲載した。 
・ 会山行と個人山行を分けた。ただし錬成等の会山行は、整理の都合上、個人山

行に含め、備考欄に会山行であることを明示した。 
・ 個人山行については、以下のジャンル別に整理した。 

○ 海外登山 
○ ピークハント・縦走 → 縦走、ハイキング等歩きが主体となるジャンル 
○ 山スキー 
○ 沢登り 
○ 登攀 → 山における登攀ルートを対象としたジャンル、あるいは山における

登攀的要素の強いルートを対象としたジャンル（いわゆる本チャンクライミ

ングやバリエーションルート等に準ずるもの） 
○ フリークライミング → 登攀のうちフリークライミングを主体としたもの。

ルートの諸環境が前項の登攀と同等のものでもフリークライミングを目的と

した内容のものについてはここに含めた。 
○ アイスクライミング 
○ その他 → 以上のジャンルには収まらないもの。ここには古くから岩登りの

ゲレンデとされてきた両角岩やタコ岩等におけるクライミングやその他の 
記録を収めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 



島田 良 5

宮坂 尚樹 8

河西 和雄 12

今井 二郎 15

伊藤 正徳 25

吉井 誠史 34

若尾 巻広 37

北原 文人 39

成田 俊夫 45

清水 守 46

上島 保文 47

斎藤 和春 48

松木 敏文 52

高橋 恭一 55

山崎 由喜雄57

田中 喜幸 59

金子 みゆき 60

大田 恵子 61

三石 一志 62

星野 百合子

高橋 政男 64

宮下 祈和

湯田坂 恵子

宮下 悟 67

二村 洋 68

小平 民子

小林 一郎

藤森 修一

堀内 一彦

水野 礼子

山本 茂 70

伊藤 ひとみ71

塩沢 幸子

筒井 崇

山岡 美子

北原 強 72

川上 久美子

表1 会員リスト

８４ ８６ ８８ ９０ ９２ ９４ ９６ ９８ ００



小池 雄二

小島

鈴木 信幸

竹井

中平 文雄

平野 茂 73

村井 勇睦 74

下沢 君子

内山 正一 75

金子 英司 76

堀内 俊彦 77

上野 奈代子

永安 栄治

金谷 英夫

牛越 健司 78

細田 喜代子

林 勝洋 79

寺岡 晴司 80

照内 則生 81

伊藤 健介

岡野 真一

武藤 守広

小平 忠敏 82

後藤 好生 83

荻野 康之

村上 知子 84

真下 栄治 85

中野 寿枝

西之園 徹



年度 合宿 市民登山 会三役
春 夏 秋 冬 会長 チーフ 事務局長

８４ ・北ア　雪倉岳スキー  (2)
・北ア　穂高岳沢定着  (9)

・北海道　利尻・大雪  　　　　(2)
・北ア　剣岳             　　　　(8)
・北ア　剣岳～槍ヶ岳  　　　　(1)

・南ア　北岳            (12) ・北ア　剣岳　早月尾根(5)
・北ア　西穂高           (7)

八ヶ岳　天狗岳

８５ ・南ア　甲斐駒・仙丈   (6)
・奥秩父　小川山
　　　フリークライミング (5)

南ア　甲斐駒集中
　　　・赤石沢本谷～左ルンゼ (3)
　　　・Aフランケ赤蜘蛛～
　　　　　      左ルンゼ　　　　　(3)
　　　・黒戸尾根　　　　　　　　  (6)

・南ア　鳳凰三山      (4) ・北ア　餓鬼岳           (6)
・八ヶ岳　大同心、小同心  (5)

八ヶ岳　天狗岳～硫黄岳 宮坂尚樹 田中喜幸 宮下悟

８６ 北ア　涸沢定着  (5) ・奥秩父　小川山・瑞牆山
　　　フリークライミング     (7)
・南ア　塩見岳               (4)

・南ア　北岳バットレス  (4) ・南ア　塩見岳                (5)
・八ヶ岳                        (2)

八ヶ岳 宮坂尚樹 田中喜幸 三石一志

８７ 北ア　薬師岳  (5) 北ア　剣岳定着  (4) ・北ア　前穂高東壁　(5) 北ア　薬師岳  (7) 八ヶ岳　権現岳 河西和雄 宮下悟 三石一志
８８ 北ア　穂高岳沢定着  (8) 北ア　笠ヶ岳　打込谷  (3) 北ア　笠ヶ岳　  (7) 八ヶ岳　西岳～編笠山 島田良 宮下悟 北原強
８９ ・北ア　硫黄尾根～槍ヶ岳

(4)
・奥秩父　大日向山・瑞牆山
　小川山　フリークライミング

・北ア　穂高　滝谷・屏風岩  (6)
・奥秩父　小川山
　　フリークライミング  　　　　(2)

・北ア　鹿島槍ヶ岳　天狗尾根(4)
・北ア　爺ヶ岳　東尾根  　　　(5)

奥秩父　金峰山 島田良 北原強 平野茂

９０ 北ア　剣岳定着  (8) 北ア　蓮華岳  (6) 北ア　爺ヶ岳 島田良 北原強 内山正一

９１ 北ア　双六岳周辺スキー  (4) 南ア　北岳バットレス  (2) 北ア　水晶岳  (9) 八ヶ岳　ニュウ 島田良 内山正一 金子英司
９２ 北ア　大喰岳西尾根  (3) 南ア　甲斐駒　戸台川本谷  (4) 南ア　甲斐駒　Aフランケ  (2) 北ア　横尾尾根～南岳  (7) 八ヶ岳　県界尾根 若尾巻広 内山正一 金子英司
９３ 北ア　穂高

　　　明神東稜～前穂高  (3)
北ア　穂高　滝谷、屏風岩　(5) 奥秩父　瑞牆山

　　　フリークライミング     (3)
北ア　穂高
　　　・明神東稜  　　　(3)
　　　・明神西南尾根  (5)

南ア　仙丈岳 若尾巻広 内山正一 金子英司

９４ 北ア　穂高
　　　・前穂北尾根    (3)
　　　・槍ヶ岳スキー　(4)
　　　・西穂高　　　　  (2)

北ア ・奥又白定着　　　(6)
       ・中又白谷　　     (3)

北ア　穂高
　　　・前穂北尾根～明神  (5)
　　　・西穂高                 (6)

南ア　甲斐駒ヶ岳 若尾巻広 金子英司 堀内俊彦

９５ ・北ア　爺ヶ岳主稜  (4)
・頚城　火打山スキー  (6)

南ア　北岳バットレス  (3) 北ア　爺ヶ岳
　　　・冷尾根  (3)
　　　・東尾根　(3)

北ア 爺ヶ岳 若尾巻広 金子英司 堀内俊彦

９６ ・白山　山スキー  (5)
・北ア　鹿島槍天狗尾根  (4)

南ア　甲斐駒　尾白川本谷  (4) 南ア　甲斐駒
　　　・鋸岳～本峰  (3)
　　　・摩利支天　南山稜  (2)

北ア　焼岳 河西和雄 堀内俊彦 岡野真一

９７ ・北ア　不帰一峰主稜  (2)
・北ア　白馬岳主稜  (6)

北ア　黒部上ノ廊下  (5) 中ア　宝剣岳縦走  (5) 頚城　雨飾山 宮下悟 林勝洋 堀内俊彦

９８ 北ア　穂高　岳沢定着  (5) 北ア　剣岳～五色ヶ原  (4) 中ア　空木岳縦走  (6) 台風により中止 宮下悟 林勝洋 堀内俊彦
９９ 北ア　剣岳

　　　・源次郎尾根  (3)
　　　・早月尾根　  (4)

中止 北ア　剣岳　早月尾根  (5) 八ヶ岳　杣添尾根～横岳 宮下悟 堀内俊彦 高橋政男

２０００ ・北ア　穂高　硫黄尾根  (3)
・北ア　白馬岳主稜  (2)

北ア　穂高
　　　・屏風岩、滝谷  (2)
　　　・南岳～西穂高  (2)

北ア　穂高
　　　・硫黄尾根  (2)
　　　・横尾尾根  (3)

黒姫山 宮下悟 高橋政男 後藤好生

表2　会山行リスト



８４年度

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 ・4/29～5/1
・5/3～6

・北ア
・北ア

・雪倉岳山スキー
・穂高岳沢定着

･C.L　三石、高橋
・C.L　成田、河西、大田、塩沢、高橋、湯田坂、水野、宮下、高橋

夏 ・7/28～8/7
・8/1～7
・8/14～18

・北海道
・北ア

・利尻岳、大雪岳
・剣岳
・剣岳～槍ヶ岳

・金子、大田
・宮下、松木、斎藤、三石、山本、塩沢、湯田坂、藤森
・高橋

秋 9/22～24 南ア 北岳 宮下、若尾、山本、筒井、藤森、河西、
三石、塩沢、二村、高橋（恭）、山本、水野

冬 ・12/30～1/3
・12/30～1/3

北ア ・剣岳 早月尾根
・西穂高

・C.L 成田、三石、宮下、河西、若尾
・C.L 高橋（恭）、二村、山本、塩沢、藤森、小松、大田

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（登攀）

5/3～6 北ア 丸山東壁 若尾 他

10/7～9 北ア 剣岳 三石、河西、宮下、高橋、塩沢

12/15～16 八ヶ岳 宮下、田中、山本、藤森、二村、大田、伊藤、高橋、三石、若尾、
湯田坂、堀内

冬山練成

（フリークライミング）
5/12～13 奥秩父 小川山 田中、小林
5/19～20 奥秩父 小川山 田中、小林

7/14～15 奥秩父 小川山 小林、三石、宮下、藤森、塩沢、山本、高橋 夏山練成

8/18～19 奥秩父 小川山 田中、湯田坂、小林

（アイスクライミング）
12/9 八ヶ岳 広河原沢左俣 田中、高橋、宮下

1/13～15 八ヶ岳 田中、山本、宮下、若尾 例会山行

1/27 南ア 尾白川 ガンガノ沢 田中、山本

3/10 奥秩父 廻り目平 唐沢ノ滝 田中、宮下

（山スキー）
3/31～4/1 木曽御岳山スキー 宮下、伊藤（正）、二村、高橋

4/14～16 北ア 雪倉岳スキー 成田、伊藤（正）、宮下 例会山行

5/1～6 八甲田山スキー 斎藤

5/20 北ア 白馬大雪渓スキー 大田、斎藤、三石、若尾、宮下、高橋、藤森、星野、塩沢、小平 例会山行

6/2～3 富士山スキー 斎藤

1/20 八ヶ岳 雨池 田中、宮下、山本、塩沢

2/3 八ヶ岳 白駒池 田中、宮下、二村

（ピークハント・縦走）
4/16 北ア 栂池 大田、小平

4/21 八ヶ岳 硫黄岳 大田、金子

4/29 八ヶ岳 赤岳 湯田坂

5/3～5 八ヶ岳 二村

5/12 中ア 二村

5/19～20 北ア 針ノ木岳 二村

5/26～27 上越 尾瀬 湯田坂

5/27 八ヶ岳 松木、大田

5/28 櫛形山 上島

6/3 八ヶ岳 松木、宮坂（次）、高橋（恭）、吉井、今井

6/9～10 頚城 妙高岳 三石、宮下

6/30 八ヶ岳 横岳 三石、高橋

7/13～14 富士山 松木

7/14～16 八ヶ岳 二村

7/20～21 富士山 松木、金子

7/25～29 北ア 槍、穂高 二村

7/28～29 奥秩父 金峰山 三石

8/13 八ヶ岳 天狗岳 松木、塩沢

8/15～16 上越 谷川岳 河西、高橋（恭）

8/19 八ヶ岳 蓼科山 塩沢、山本、山岡

9/22～24 南ア 仙丈岳 上島

9/23 鎌倉アルプス 小林

10/6～7 北ア 穂高 成田

10/21 八ヶ岳 権現岳 宮下、高橋（恭）、山本、藤森、筒井

10/21 八ヶ岳 編笠岳 二村

10/27～28 内山峠～和美峠 星野、三石、若尾、河西、山本、塩沢、筒井、藤森、高橋、高橋
（恭）、宮下（和）

県境踏査

11/2～3 北ア 常念岳 高橋（恭）、藤森

11/10～11 北ア 剣岳 三石、成田、宮下、高橋、宮下（和） 荷揚げ

11/18 八ヶ岳 阿弥陀岳 高橋（恭）、湯田坂、山本、筒井

11/22～23 北ア 白馬乗鞍 三石、宮下、松木、山本、成田、河西、宮下（和） 氷雪練成

12/9 奥秩父 茅ヶ岳 高橋（恭）、塩沢、藤森

1/30 八ヶ岳 吉井、伊藤

2/10～11 北ア 遠見尾根 松木、宮下、若尾、高橋、山本 例会山行

（その他）
2/13 三ツ峠 吉井、伊藤

10/14 八ヶ岳 三石、宮下、山本、藤森、筒井、高橋（恭）、塩沢、水野、宮下
（和）

清掃登山

2/14 岡谷 タコ岩 高橋（恭）、吉井、若尾、宮下 遭対訓練

2/16～17 八ヶ岳 島田、二村、山本、若尾、湯田坂、田中、松木 冬山のつどい



８５年度　　会長：宮坂尚樹　チーフ：田中喜幸　事務局長：宮下悟

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 ・5/1～5
・5/5～6

・南ア
・奥秩父

・甲斐駒、仙丈岳
・小川山フリークライミング

･C.L　松木、宮下、大田、中平、伊藤、塩沢
・C.L　田中、高橋、山本、宮下、筒井

夏 7/28～8/4 南ア 甲斐駒ヶ岳　・赤石沢本谷～左ルンゼ
・Aフランケ赤蜘蛛～左ルンゼ
・黒戸尾根

・C.L　宮下、若尾、内山、北原
・C.L　田中、高橋、山本
・成田、塩沢、河西、三石、二村、伊藤

秋 9/22～23 南ア 鳳凰三山 河西、北原、伊藤、藤森

冬 ・12/29～1/1
・12/29～1/2

・北ア
・八ヶ岳

・餓鬼岳
・大同心、小同心　等

・C.L　成田、若尾、宮下、河西、二村、塩沢
・C.L　田中、高橋、山本、内山、北原

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（登攀）

1/25～26 八ヶ岳 中山尾根 成田、三石、宮下、山本

（フリークライミング）
4/13～14 奥秩父 小川山 小林
4/21 奥秩父 小川山　 田中、高橋（恭）、高橋、小林、山本、内山、北原、中平 岩登り講習

5/11～12 奥秩父 瑞牆山 小林

5/19 奥秩父 小川山 田中
5/26 奥秩父 小川山 小林

6/2 奥秩父 瑞牆山　不動沢 田中、高橋

7/7 奥秩父 小川山 田中、高橋、宮下、内山

7/14 奥秩父 小川山 高橋、内山

7/20～21 奥秩父 小川山 田中、高橋、宮下、内山、山本 夏山錬成
8/24 奥秩父 小川山 田中

9/8 奥秩父 小川山 田中、高橋

10/13 奥秩父 小川山 田中、高橋、山本

2/9～11 伊豆 城ヶ崎 田中、内山

（アイスクライミング）
11/17 八ヶ岳 裏同心ルンゼ 小島

12/1 八ヶ岳 ジョーゴ沢 小島

12/22 南ア 甲斐駒　黄蓮谷 高橋　他
1/19 南ア 日向山 田中、小島、山本

1/26 千波ノ滝 田中、小島、高橋、高橋（恭）

2/2 荒船山 田中、小島、山本

2/16 七丈の滝 田中

2/23 阿蘇 田中

3/2 南ア 荒川出会　氷瀑 田中

3/7 奥秩父 小川山 田中

（山スキー）
4/13～14 頚城 大渚山、雨飾山スキー 成田、宮下、山本、斎藤、塩沢 例会山行

4/28 北ア 針ノ木岳スキー 高橋、塩沢、山本、宮下、斎藤

4/29 頚城 大渚山スキー 高橋、塩沢、山本

5/11～12 富士山スキー 成田、斎藤、宮下、高橋、山本

6/9 北ア 乗鞍岳スキー 宮下、山本

2/2 木曽御岳山スキー 宮下、若尾

2/9～11 北ア 八方尾根スキー 成田、三石、高橋、塩沢

3/8 北ア 八方尾根スキー 宮下

3/16 北ア 乗鞍岳スキー 高橋、宮下 例会山行

3/21 木曽御岳山スキー 成田、宮下

（ピークハント・縦走）
4/28～29 八ヶ岳 北八ヶ岳 二村

5/3～5 飯綱山 二村

5/18～19 北ア 白馬岳 島田、塩沢、高橋（恭）、中平 例会山行

6/2 北ア 白馬岳 三石、塩沢

6/2 八ヶ岳 松木、若尾、吉井、星野、伊藤

6/9～10 南ア 塩見岳 中平

6/16 八ヶ岳 三石、高橋、宮下、鈴木、伊藤

7/20～21 北ア 前穂高岳 鈴木、伊藤

8/10～11 北ア 穂高岳 島田、宮下、鈴木 日中合登研

8/18 八ヶ岳 塩沢、伊藤

8/19 八ヶ岳 宮坂

9/15 木曽御岳山 塩沢、伊藤、小池、竹井

9/14～16 北ア 北鎌尾根 高橋、宮下

9/15～16 北ア 霞沢岳 若尾、高橋（恭）

9/22～23 富士山 成田、三石、宮下

9/22～23 北ア 前穂高岳 中平

9/29 八ヶ岳 権現岳 二村、筒井

10/26 南ア 北岳 宮下

10/26～27 北ア 焼岳 河西、高橋（恭）、藤森 例会山行

10/26～27 六百山 若尾、三石

11/2 戸隠岳 山本

11/3～4 安房峠～焼岳 成田、河西、塩沢、伊藤 県境踏査

11/16～17 北ア 餓鬼岳 宮下

11/23～24 富士山 成田、三石、宮下、高橋（恭）、河西、藤森、山本、塩沢、川上、小
島、高橋

雪上訓練

12/14～15 八ヶ岳 宮下、内山、小島、川上、河西、塩沢 冬山錬成

（その他）
10/20 八ヶ岳 宮下、松木、筒井、北原 清掃登山



８６年度　　会長：宮坂尚樹　チーフ：田中喜幸　事務局長：三石一志

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 5/3～5 北ア 北穂高岳 C.L　三石、河西、高橋、鈴木、川上 北穂沢にて滑落事故

夏 ・7/27～8/3
・8/1～3

北ア ・小川山・瑞牆山フリークライミング
・塩見岳

・C.L　田中、高橋、平野、伊藤、金子、山本、村井
・C.L　三石、宮下、鈴木、平野

秋 9/21～23 南ア 北岳バットレス C.L　三石、若尾、宮下、平野

冬 ・12/31～1/2
・12/31～1/2

・南ア
・八ヶ岳

・塩見岳 ・C.L　宮下、河西、若尾、平野、村井
・C.L　田中、高橋

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

カラコルム ウルタルⅠ峰（未踏） 成田、宮下

（登攀）
5/23～25 北ア 屏風岩中央壁 北原　他

11/16 八ヶ岳 中山尾根 高橋（恭）、宮下、平野、村井

（フリークライミング）
5/25 奥秩父 小川山　ハコヤ岩 田中、山本、内山、平野
7/19～20 奥秩父 小川山フリークライミング 田中、高橋 夏山錬成

9/14～15 奥秩父 瑞牆山 田中、高橋

11/8 昇仙峡 田中、高橋

（アイスクライミング）
12/6～7 中ア 奥三ノ沢 田中、高橋

（山スキー）
3/21～22 北ア 乗鞍岳スキー 宮下、北原、村井 例会山行

3/31 木曽御岳山スキー 宮下、高橋

3/31 北ア 白馬乗鞍岳スキー 斎藤

（ピークハント・縦走）
4/26～27 北ア 鹿島槍ヶ岳 高橋、山本、宮下 例会山行

6/1 八ヶ岳 高橋（恭）

6/21～22 高倉山 三石

6/28～29 八ヶ岳 金子

8/23～24 北ア 西穂高 村井

9/24 南ア 仙丈岳 川上

11/1 八ヶ岳 編笠山 三石　他

11/2～3 北ア 白馬岳 宮下、高橋、平野、村井

11/8 八ヶ岳 西岳 宮下

11/8～9 北ア 西穂高岳 平野、村井

11/23～24 富士山 三石、平野、村井 雪上訓練

（その他）
6/8 三ツ峠 山本、平野

伊那　猿岩 村井

10/19 八ヶ岳 清掃登山 高橋、平野、村井 清掃登山

８７年度　　会長：河西和雄　チーフ：宮下悟　事務局長：三石一志

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 5/2～5 北ア 薬師岳 C.L　宮下、若尾、北原、平野、村井

夏 7/31～8/4 北ア 剣岳　定着 C.L　宮下、河西、北原、平野

秋 9/11～15 北ア 前穂　東壁 C.L　宮下、山本、北原、平野、村井

冬 12/27～12/30 北ア 薬師岳 C.L　宮下、河西、若尾、北原、平野、村井、内山

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

10月 中国岩登り競技会 田中、高橋
（登攀）

7/18 上越 谷川岳　一の倉沢 南稜、中央稜 北原　他

9/22～23 南ア 北岳バットレス ピラミッドフェース～四尾根 北原、平野、伊藤 他

10/4 八ヶ岳 大同心　雲稜ルート 宮下、北原

12/5～6 八ヶ岳 中山尾根、阿弥陀北稜、裏同心ルンゼ 宮下、高橋、北原、平野、内山 冬山錬成

1/31 八ヶ岳 阿弥陀岳北西稜 若尾、三石、山本、村井

2/20 八ヶ岳 阿弥陀岳北西稜 宮下、平野、内山

（フリークライミング）
4/25～26 奥秩父 瑞牆山 不動沢 田中、高橋
5/2～5 奥秩父 瑞牆山 不動沢 田中、高橋

5/10 奥秩父 瑞牆山 不動沢 田中

8/3～4 奥秩父 小川山 田中、高橋、三石
12/12～13 伊豆 城山南壁 田中、高橋、内山



（山スキー）
4/2～3 頚城 火打岳スキー 若尾、宮下、平野

4/16～17 頚城 昼クラ山スキー 平野 他

5/10 北ア 針ノ木スキー 平野 他

5/31 北ア 白馬岳スキー 宮下、平野

1/1 上越 湯の丸スキー 村井

3/19～21 北ア 朝日岳スキー 平野、内山

3/20～21 四阿山スキー 高橋、山本

（ピークハント・縦走）
5/4～5 南ア 鳳凰三山 山本

8/9 八ヶ岳 権現岳 宮下 市民登山下見

8/14～16 北ア 北鎌尾根～涸沢～北尾根 平野、村井

8/15～16 南ア 光岳 若尾、宮下

11/1～2 北ア 薬師小屋 北原、平野 冬合宿荷揚げ

11/2～3 北ア 寺地山 宮下、河西、内山 冬合宿荷揚げ

11/22～23 北ア 白馬大池 宮下、平野、村井、内山 雪上訓練

11/22～23 富士山 北原 雪上訓練

11/29 霧ヶ峰 平野、下沢　他

12/13 八ヶ岳 阿弥陀岳 平野、村井、伊藤、下沢

（その他）
7/11 三ツ峠 宮下、平野
10/18 八ヶ岳 清掃登山 高橋、三石、松木 清掃登山

８８年度  会長：島田良　チーフ：宮下悟　事務局長：北原強

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 5/1～5 北ア 岳沢定着　コブ尾根、奥穂南稜 C.L　宮下、河西、若尾、北原、平野、村井、下沢、伊藤

夏 7/29～8/1 北ア 笠ヶ岳　打込谷 C.L　宮下、北原、平野

秋
冬 12/30～1/2 北ア 笠ヶ岳 ・C.L　宮下、若尾、北原、平野、金子、伊藤、村井

＜個人山行＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

（登攀）
9/2～4 北ア 前穂東壁 村井　他

12/25 八ヶ岳 石尊稜 平野、村井

2/5 八ヶ岳 赤岳　主稜 宮下、伊藤、平野

2/11～12 八ヶ岳 旭岳東稜 若尾、宮下、北原、伊藤、平野、村井

（フリークライミング）
4/10 昇仙峡 田中、村井
4/16 昇仙峡 田中

4/17 昇仙峡 カブト岩 田中、村井

4/23 昇仙峡 田中
4/24 奥秩父 小川山 おむすび山、水晶スラブ 高橋、内山

5/8 昇仙峡 カブト岩 青い鳥 田中、高橋、内山

7/2 奥秩父 小川山 内山 他

7/31 奥秩父 小川山 田中、高橋、堀内、内山、村井、下沢 夏山錬成

8/21 奥秩父 小川山 高橋、村井
11/27 昇仙峡 屏風岩 高橋、内山

12/29～1/1 伊豆 城山南壁、湯河原幕岩 高橋、内山

1/14～15 昇仙峡 末端壁等 田中、高橋、内山

3/11～12 昇仙峡 田中

3/20～21 昇仙峡 田中、内山

3/26 昇仙峡 田中、村井

（アイスクライミング）
11/27 八ヶ岳 裏同心ルンゼ 若尾、平野、村井

12/4 八ヶ岳 ジョウゴ沢 宮下、平野、村井

1/16 八ヶ岳 広河原沢　左俣 平野、村井
1/22 八ヶ岳 広河原沢　右俣 若尾、平野、村井

1/29 中ア つばくろ沢 若尾、平野

（山スキー）
4/2～3 頚城 烏帽子東稜スキー 平野、内山

4/16～17 北ア 遠見尾根～五竜岳～八方尾根　スキー 平野、内山

4/16～18 北ア 雪倉岳スキー 北原　他

6/4 北ア 白馬大雪渓スキー 北原、平野

6/11 北ア 小蓮華岳スキー 平野　他

6/18 北ア 小蓮華岳スキー 平野　他

7/3 北ア 針ノ木雪渓スキー 北原、平野

3/11～12 頚城 雨飾山スキー 平野　他

3/19 北ア 乗鞍岳スキー 平野　他

3/20 北ア 栂池　山の神スキー 平野　他

（沢登り）
7/10 中ア 中御所谷沢登り 若尾、北原、平野

7/29～8/3 北ア 双六谷 若尾　他

8/7 奥秩父 笛吹川　ヌク沢左俣 山本、平野

8/27 奥秩父 笛吹川　釜ノ沢 内山、平野　他



（ピークハント・縦走）
4/23 八ヶ岳 赤岳 北原、平野、下沢　他

5/22 奥秩父 乾徳山 内山　他

5/22 北ア 乗鞍岳 島田　他

10/23 頚城 雨飾山 平野　他

11/6 戸隠 平野　他

11/12～13 北ア 笠ヶ岳 宮下、平野 冬山偵察

11/19～20 富士山 宮下、北原 雪上訓練

11/24 八ヶ岳 赤岳 内山

12/10～11 八ヶ岳 金子、高橋、北原、内山、平野、伊藤、上野、宮下 冬山錬成

2/19 八ヶ岳 赤岳 伊藤、上野

3/21 八ヶ岳 横岳 伊藤、上野、下沢

（その他）
多数 松本、タテ岩 平野、伊藤、村井、下沢、内山、高橋

８９年度　　会長：島田良　チーフ：北原強　事務局長：平野茂

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 ・5/3～6
・5/3～6

・北ア
・奥秩父

・硫黄尾根～槍ヶ岳
・奥秩父フリークライミング　大日向山、瑞牆
山、小川山

C.L　北原、宮下、金子、平野
田中、高橋、内山、堀内、上野

夏 ・7/28～30
・7/30～8/2
・7/29～30

・北ア 穂高岳　・屏風岩東壁ルンゼ
・滝谷　ドーム周辺
･小川山　フリークライミング

・堀内、村井
・C.L 北原、宮下、金子、伊藤
・高橋、内山

秋
冬 ・12/29～1/3

・12/30～1/2
北ア ・鹿島槍　天狗尾根～赤岩尾根

・爺ヶ岳　東尾根
・C.L　北原、金子、伊藤、内山
・若尾、松木、宮下、村井、上野

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

8月 アルプス モンブラン、マッターホルン、メンヒ、
ヴァイスホルン、エギーユドミディ、モン

平野

（登攀）
8/13～15 南ア 北岳バットレス 金子、村井
9/15～17 上越 谷川岳　一の倉沢　・衝立岩　雲稜第一

・衝立岩　ダイレクトカンテ
・堀内、村井
・平野、金子、永安

（フリークライミング）
4/22 昇仙峡 田中
5/14 佐久 志賀の岩場 高橋、村井

5/21 奥秩父 小川山 田中、村井

5/28 奥秩父 瑞牆山 大ヤスリ岩 田中、高橋、堀内、村井
6/4 奥秩父 瑞牆山 田中

3月多数 佐久 志賀の岩場 高橋 ほぼ毎週

（アイスクライミング）
12/3 八ヶ岳 裏同心ルンゼ 金子、平野、内山、村井

12/16 八ヶ岳 南沢　大滝 金子、平野

12/24 八ヶ岳 南沢　大滝 金子、村井

（山スキー）
5/28 北ア 白馬鑓スキー 平野　他

6/3 富士山スキー 金子　他

3/21 北ア 乗岳鞍スキー 金子　他

（ピークハント・縦走）
7/23 車山 村井　他

8/13 奥秩父 金峰山 北原 市民登山下見

9/16～17 中ア 松木

11/23 北ア 鹿島槍　天狗尾根 北原、金子、内山 冬合宿偵察

12/9 八ヶ岳 秦野山岳会交流登山 宮下、高橋、北原、金子、伊藤、平野、内山、上野

（その他）
7/22 松本 タテ岩 北原、金子

９０年度　　会長：島田良　チーフ：北原強　事務局長：内山正一

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春
夏 8/12～15 北ア 剣岳　　・源次郎尾根

・源次郎尾根一峰成城大ルート
・八ツ峰～六峰Dフェース～チンネ左稜線

・C.L　北原、若尾、内山、伊藤
・村井、永安
・金子、堀内

源次郎尾根下部で落石によ
り　北原打撲、成城大ルート
にて　転落により村井骨折

秋
冬 12/30　～　1/2 北ア 後立山　蓮華岳～爺ヶ岳 C.L　内山　S.L　宮下、河西、成田、若尾、伊藤 蓮華岳手前で敗退

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（登攀）

1/15～16 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜 高橋、内山、金谷　他
2月 八ヶ岳 石尊稜 宮下、内山、金谷

（フリークライミング）
11/24 東塵坊 金子

（山スキー）
4/1 木曽御岳山スキー 北原、高橋、金子、内山、永安　他

4/15 北ア 八方尾根～唐松岳スキー 金子、内山　他



（ピークハント・縦走）
9/8～9 北ア 燕岳～常念岳 金子　他

11/24 北ア 蓮華岳　偵察 内山、宮下 冬山偵察

11/24～25 富士山 北原、村井　他 雪上訓練

（その他）
4/7, 9/1 松本 タテ岩 金子

９１年度　　会長：島田良　チーフ：内山正一　事務局長：金子英司

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 4/28 ～ 5/1 北ア 双六岳周辺 C.L 内山　S.L　宮下、永安、金谷

夏 7/27～28 南ア 北岳バットレス　四尾根 C.L　村井　金谷

秋
冬 12/29 ～ 1/2 北ア 水晶岳 C.L　内山　S.L　宮下、河西、成田、若尾、伊藤、村井、金谷、牛

越
南真砂岳で敗退

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

8月 アフリカ キリマンジャロ 平野

チベット シシャパンマ 若尾 事故のため登頂断念

（フリークライミング）
4/14 昇仙峡 村井、金谷
4/25～26 奥秩父  小川山 屋根岩３峰妹岩 田中、村井
5/3～5 奥秩父  瑞牆山田中氏開拓エリア、見晴らし台 田中、村井
5/12 奥秩父  瑞牆山田中氏開拓エリア 田中、村井
5/25～26 奥秩父 瑞牆山　田中氏開拓エリア　見晴らし台、

エレファントロック
田中、高橋、内山、村井、金谷

6/8 奥秩父  小川山 親指岩左岸スラブ 村井、金谷
6/9 奥秩父 瑞牆山 田中、高橋、金谷

6/30 奥秩父   瑞牆山田中氏開拓エリアエレファントロック 田中、村井

7/14 佐久 海尻の岩場 田中、村井、金谷 他

7/21 奥秩父 小川山 堀内、金谷、伊藤、内山、村井、高橋 夏山練成
9/15～16 奥秩父 小川山 堀内、金谷

9/22～23 奥秩父 小川山 村井、金谷

（山スキー）
4/6 頚城 海谷スキー 宮下、内山、永安

4/13～14 北ア 蓮華温泉スキー 内山　他

3/8 霧が峰 内山　他

3/22 木曽御岳山スキー 内山　他

（ピークハント・縦走）
6/9 飯盛山 内山　他

8/4 富士山 村井　他

8/11～13 北ア 白馬～針ノ木 金谷

9/22 北ア 唐松岳　八方尾根 内山　他

11/3 北ア 常念岳　一の沢 堀内　他

（その他）
4/21 三ツ峠 田中、金谷

９２年度　　会長：若尾巻広　チーフ：内山正一　事務局長：金子英司

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 4/30～5/2 北ア 大喰岳西尾根 C.L 内山、若尾、牛越

夏 7/27～28 南ア 甲斐駒 戸台川本谷 C.L　内山、平野、村井、牛越 上ノ廊下増水のため転進

秋 9/13～15 南ア 甲斐駒 Ａフランケ 赤蜘蛛 C.L 堀内、村井

冬 12/29 ～ 1/2 北ア 横尾尾根 C.L　内山　河西、若尾、宮下、伊藤、平野、牛越 南岳まで

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

カラコルム ウルタルⅠ峰（未踏） 成田　他

（登攀）
12/12～13 八ヶ岳 阿弥陀岳北稜 内山、平野、牛越、細田 冬山練成
2/13～14 八ヶ岳 無名峰北稜、石尊稜 内山、宮下、平野、牛越
3/13 八ヶ岳 無名峰北稜 内山、若尾、堀内

（フリークライミング）
5/23 奥秩父  小川山 屋根岩２峰親指岩 高橋、内山、牛越
7/12 奥秩父 小川山 八幡沢周辺 村井 他

7/25～26 奥秩父 小川山 リバーサイド周辺 村井 他

8/23 奥秩父  小川山 ガマスラブマラ岩 村井、牛越

（山スキー）
4/4～5 北ア 蓮華温泉スキー 金子、内山 他

5/3～4 白山スキー 金子 他

6/20 北ア 小蓮華スキー 宮下、内山、平野 天候悪化により途中まで

2/27～28 山スキー 山崎



（ピークハント・縦走）
7/18 北ア 燕岳 牛越

7/25 北ア 針ノ木岳～蓮華岳 牛越

7/29～8/4 南ア 縦走 牛越

8/4 八ヶ岳 県界尾根 内山 市民登山下見

11/2 北ア 横尾尾根 内山、宮下、平野、細田 冬合宿下見

2/6 北ア 常念岳 若尾 下見、途中まで

北ア 常念岳 若尾、牛越

（その他）
トゲン峡 堀内

9/6, 1/24, 2/12 両角岩 内山、金子、牛越

11/14, 1/30 松本 タテ岩 金子、内山、牛越

2/21 救助訓練 島田、内山

９３年度　　会長：若尾巻広　チーフ：内山正一　事務局長：金子英司

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 5/1～5 北ア 明神東稜～前穂高岳 C.L 内山、若尾、牛越

夏 北ア 滝谷、屏風東稜 C.L 内山、宮下、北原、平野、牛越 悪天により滝谷は登れず

秋 10/9～11 奥秩父 瑞牆山フリークライミング（田中氏開拓エリ
ア）

田中、内山、牛越

冬 ・12/30～1/2
・12/31～1/3

北ア ・明神東稜
・明神西南尾根

・C.L 内山、北原、平野
・C.L 照内、河西、若尾、牛越、林

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（登攀）

6/27 北ア 唐沢岳幕岩　大凹角ルート 堀内、牛越

8/26 八ヶ岳 小同心 島田、林、寺岡

9/18～19 上越 一の倉沢　烏帽子岩凹状、コップ正面緑 堀内、牛越

10/4～5 中ア 宝剣岳東壁中央稜 寺岡　他

10/14～15 北ア 屏風岩　雲稜ルート 内山、寺岡

12/11～12 八ヶ岳 阿弥陀北稜、ジョウゴ沢、中山尾根 内山、若尾、宮下、北原、寺岡、照内、平野 冬山練成

12/22 八ヶ岳 中山尾根 内山、寺岡

2/5 八ヶ岳 日ノ岳稜 内山、照内

3/20～21 八ヶ岳 旭岳東稜 島田、若尾、林

3/20～21 八ヶ岳 大同心南稜 内山、平野

（フリークライミング）
4/17 十六夜岩 田中、内山

4/17 太刀岡山 高橋

5/23 奥秩父  瑞牆山 田中氏開拓エリアクリスタルフェース 田中、内山、牛越

5/29 奥秩父 大日岩 田中、内山、牛越
6/6 奥秩父 瑞牆山 田中氏開拓エリア 田中、内山、牛越 他

6/12～13 奥秩父  瑞牆山 田中氏開拓エリアクリスタルフェース 田中、牛越 

6/27 奥秩父 瑞牆山 釈迦岩 ピラミッドフェース 田中、内山
6/27 奥秩父 瑞牆山 釈迦岩 ピラミッドフェース 田中、内山、牛越

7/3 奥秩父 瑞牆山 釈迦岩 ピラミッドフェース 田中、内山、牛越

8/13～16 奥秩父 瑞牆山 釈迦岩 、見晴らし台 他 田中、内山、金子、牛越

8/22 奥秩父 小川山 田中、内山

9/5 奥秩父 瑞牆山 田中氏開拓エリアダイヤモンドフェース田中、内山、牛越
9/11 奥秩父 瑞牆山 釈迦岩ピラミッドフェース 田中、内山

9/15 奥秩父 瑞牆山 釈迦岩　ピラミッドフェース 田中、内山、寺岡

10/3 奥秩父  瑞牆山 田中氏開拓エリア弥勒岩 田中、牛越

3月6日 十六夜岩 内山、寺岡

（アイスクライミング）
1/23 中ア 野猿の氷 島田、林、寺岡

（山スキー）
4/3 木曾御岳山スキー 成田、北原、高橋

4/17 北ア 十石峠スキー 若尾、宮下

5/1～3 北ア 白馬大池スキー 堀内　他

5/4～5 東北 鳥海山、月山スキー 平野　他

5/9 北ア 乗鞍岳スキー 金子、牛越

2/6 高ボッチスキー 若尾、斎藤、照内

2/27 北ア 乗鞍スキー 照内

3/5～6 北ア 上高地クロカン 島田　他

3/6 北ア 乗鞍スキー 照内

3/20,27,30 北ア 乗鞍スキー 照内

（沢登り）
10/2 北ア 霞沢岳 ヤエモン沢 堀内　他



（ピークハント・縦走）
4/25 物見岩～八風山 島田　他

6/5 北ア 徳本峠 若尾　他

6/5 八ヶ岳 蓼科山 内山　他

6/6 八ヶ岳 県界尾根～赤岳 堀内　他

6/12 南ア 鳳凰三山 若尾　他

7/9～11 北ア 霞沢岳 林

7/24 南ア 甲斐駒ヶ岳 若尾　他

7/24～25 南ア 塩見岳 堀内

8/13～14 北ア 奥又白池 島田、林、寺岡

8/13～14 南ア 仙丈岳 内山　他 市民登山下見

8/28 南ア 甲斐駒ヶ岳 寺岡

9/18～19 北ア 五竜岳 島田

9/28 北ア 明神岳 若尾 冬合宿荷揚げ

10/23 北ア 明神岳 若尾 冬合宿荷揚げ

10/22～24 北ア 槍ヶ岳 照内

11/6～7 北ア 明神岳　東稜 内山、宮下、北原、林、寺岡 冬合宿下見

11/7 頚城 雨飾山 照内

1/22 足和田山 橋爪　他

2/5 八ヶ岳 赤岳鉱泉 林

2/11～12 南ア 聖岳 若尾

3/5～6 南ア 地蔵岳 河西、若尾

3/12～13 八ヶ岳 硫黄岳 若尾　他

（その他）
多数 タコ岩 内山、堀内、牛越 、橋爪、寺岡

多数 両角岩 堀内、寺岡

6/13 トゲン峡 堀内

7/16～17 三ツ峠 内山、金子、牛越 夏山練成

11/22～23 三ツ峠 内山、寺岡、橋爪 富士山雪少なく転進

12/4 松本 タテ岩 内山、橋爪 他

7/10～11 登山教室 島田、北原

12/19 大町人工岩場 内山、寺岡 遭対訓練

2/20 救助訓練 寺岡

９４年度　　会長：若尾巻広　チーフ：金子英司　事務局長：堀内俊彦

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 ・5/2～4
・4/29～5/1
・5/3～4

北ア ・前穂北尾根
・槍ヶ岳スキー
・西穂高

・C.L 内山、若尾、牛越
・宮下、北原、堀内、照内
・河西、伊藤

夏 7/29～8/1 北ア 奥又白定着　・四峰正面 北条・新村、松高
・北尾根　・中又白谷　・A沢～前穂

・C.L 堀内、若尾、河西、内山、伊藤、林、寺岡、牛越、岡野

秋
冬 ･12/30～1/3

・12/30～1/2
北ア ・前穂北尾根～明神

・西穂高
・C.L 内山、若尾、平野、林、武藤
･宮下、伊藤、照内、北原、河西、伊藤（健）

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

チベット チャチャチョ峰偵察 林

（登攀）
8/14 八ヶ岳 稲子岳南壁 左カンテ 島田、岡野、寺岡 他

8/16～17 八ヶ岳 同心稜、阿弥陀北稜 島田、寺岡 他

9/10 頚城 明星山南壁 マニュフェスト 武藤 他

9/11 奥秩父 小川山　八幡沢大滝ダイレクト 内山、牛越、岡野

9/25 中ア 宝剣岳 中央稜 島田、林、寺岡、武藤 他

10/8～10 南ア 甲斐駒 赤石沢Aフランケ　同志会ルート 内山、岡野

10/23 南ア 北岳バットレス　ピラミッドフェース 林、岡野

11/3～5 北ア 前穂 北尾根 内山、平野 冬合宿偵察

11/13 八ヶ岳 稲子岳南壁 左カンテ
バリエーションルート開拓

島田、若尾、林、岡野、小平

12/10～11 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜　石尊稜　硫黄岳～横岳
雪上訓練

若尾、内山、岡野、伊藤（健）、金子、照内、武藤、宮下、北原 冬山練成

12/23 八ヶ岳 広河原沢奥壁　諏訪山岳会ルート 内山、武藤

3/18～19 頚城 戸隠岳 P3尾根 内山、林、岡野



（フリークライミング）
4/17 昇仙峡　トライアングルスラブ　消しゴム岩 田中、牛越

4/23 昇仙峡　トライアングルスラブ 田中、牛越

4/24 昇仙峡　トライアングルスラブ 田中、内山

5/22 大町人工壁 寺岡、伊藤、牛越 諏訪支部クライミングフェス
ティバル

5/28 奥秩父 瑞牆山 田中氏開拓エリア
クリスタルフェース　ダイヤモンドフェース

田中、牛越

6/4 奥秩父 瑞牆山 田中氏開拓エリア
クリスタルフェース　エメラルドフェース

田中、牛越

6/5 奥秩父 小川山　リバーサイド　スラブ状岩壁 内山、島田、河西、林、岡野

6/11 奥秩父 瑞牆山 田中氏開拓エリア　クリスタルフェー
ス

田中、牛越

6/11 奥秩父 小川山　父岩　親指岩 内山 他

6/18 奥秩父 小川山　スラブ状岩壁 内山、寺岡 他

7/3 奥秩父 小川山　マラ岩、妹岩、八幡沢 内山、牛越

7/9 奥秩父 小川山　妹岩、兄岩 内山、岡野

7/9 奥秩父 小川山　スラブ状岩壁、リバーサイド 田中、牛越

7/10 奥秩父 小川山　屋根岩三峰 神奈川 内山、林、岡野

7/17 奥秩父 瑞牆山 田中、牛越

7/24 奥秩父 瑞牆山 田中、牛越

8/14～16 奥秩父  瑞牆山 田中氏開拓エリアボルダー、弥勒岩 田中、牛越

9/18 昇仙峡  猿岩 田中、牛越

9/24～25 奥秩父
瑞牆山 田中氏開拓エリア
エメラルドフェース　クリスタルフェース 田中、牛越

10/1～2 奥秩父 瑞牆山すずみ岩ボルダー 田中、牛越

10/8～9 奥秩父 瑞牆山すずみ岩ボルダー 田中、牛越

10/8 長野 物見岩 堀内 他
10/15 奥秩父 瑞牆山 田中氏開拓エリア

エメラルドフェース　クリスタルフェース
田中、堀内、牛越

10/30 奥秩父  瑞牆山 田中氏開拓エリアクリスタルフェース 内山、岡野

11/20 昇仙峡  屏風岩 田中、牛越

1/1～2  昇仙峡  消しゴム岩トライアングルスラブ 田中、牛越

1/29 十六夜岩 内山、岡野、武藤
2/5 佐久 志賀の岩場 岡野、武藤

2/18 十六夜岩 田中、内山、伊藤（健）

3/5 佐久 志賀の岩場 内山、武藤

（アイスクライミング）
12/4 八ヶ岳 南沢 大滝 林、岡野

12/17～18 南ア 甲斐駒　黄蓮谷 林、岡野

1/1 有明山 若尾、岡野

2/4 島々の氷 若尾、岡野 他

（山スキー）
4/2 黒姫山スキー 宮下、北原、内山、堀内

4/10 乗鞍岳スキー 照内

4/16 木曽御岳山スキー 若尾、北原、照内、牛越

3/4 北ア 乗鞍岳 照内

（沢登り）
8/6 奥秩父 笛吹川ヌク沢 宮下、北原

（ピークハント・縦走）
4/29～30 南ア 仙丈岳 若尾 他

5/5～7 東北 飯豊 照内

5/21 北ア 燕岳 牛越 他

5/28～29 北ア 岳沢 照内

6/5 八ヶ岳 開山祭 若尾、高橋（恭） 転倒、ケガ1名

6/12～13 北ア 涸沢 寺岡

6/12 妙義山 島田 他

6/25～26 八ヶ岳 赤岳～硫黄岳 島田、寺岡、林 他 TV取材

7/2～3 八ヶ岳 展望荘 寺岡 他 小屋仕事

7/9 霧ヶ峰 寺岡 登山教室

7/23 八ヶ岳 赤岳 岡野

7/25 八ヶ岳 蓼科山 林 ガイド

7/31 南ア 甲斐駒ヶ岳 金子 市民登山偵察

9/3～4 富士山 照内 他

9/12～14 北ア 前穂～西穂 内山 冬合宿偵察

9/25 八ヶ岳 天狗尾根 堀内

10/15～16 南ア 鳳凰三山 島田、林 他 百名山

2/11～12 南ア 聖岳 河西、若尾、照内、岡野

3/4～5 北ア 上高地 島田、林、岡野 他 百名山

（その他）
5/28 猿岩 寺岡

6/12　7/23 タコ岩 堀内

6/19 奥秩父 瑞牆山 十一面岩 内山、林、寺岡

7/16 大町人工壁 若尾、内山、林、堀内、伊藤、牛越、寺岡、岡野  夏山練成救助訓練

多数 両角岩 堀内、内山、岡野、伊藤（健）、

9/11 トケン峡 堀内

10/22 遭対訓練 トキンの岩 島田、林、岡野 他

11/20 松本 タテ岩 内山、林、岡野



９５年度　　会長：若尾巻広　チーフ：金子英司　事務局長：堀内俊彦

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 ・5/3～5
・4/29～30

・北ア
・頚城

・爺ヶ岳主稜
・火打山スキー

・C.L　岡野、河西、伊藤、伊藤（健）
・宮下、北原、金子、照内、堀内、岡野

夏 8/12～14 南ア 北岳バットレス
ピラミッドフェース

C.L　岡野、伊藤、伊藤（健）

秋
冬 ・12/30～1/2

・12/30～1/1
北ア ・爺ヶ岳冷尾根

・爺ヶ岳東尾根
・C.L 岡野、若尾、林
・河西、伊藤、（内山）

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（登攀）

5/3～5 北ア 明神岳東稜 林　他 チャチャチョ峰遠征合宿

6/3～4 北ア 丸山東壁　緑ルート 林、岡野

6/17～18 頚城 雨飾山　フトンビシ岩峰群　右岩峰中央稜 林、岡野

7/23 八ヶ岳 稲子岳南壁　左カンテ 島田、林、岡野　他

12/16～17 戸隠岳P1尾根 林　他 チャチャチョ峰遠征合宿

2/11～12 八ヶ岳 阿弥陀岳南稜　赤岳　大同心稜 河西、若尾、高橋、岡野

12/9～10 八ヶ岳 ジョーゴ沢、裏同心ルンゼ　硫黄岳、赤岳 若尾、河西、林、金子、高橋、堀内、内山

（フリークライミング）
4/9 太刀岡山 内山、岡野

4/16 太刀岡山 内山、伊藤（健）

4/29 奥秩父 小川山　スラブ状岩壁 内山、伊藤（健）

（アイスクライミング）
11/23 八ヶ岳 広河原沢３ルンゼ 若尾、林、岡野

12/23～24 八ヶ岳  広河原沢左俣クリスマスルンゼ 若尾、岡野

1/13～15 南ア 岳沢 若尾、林、岡野　他

2/3～4 八ヶ岳 裏同心ルンゼ、ジョーゴ沢 林　他 チャチャチョ峰遠征合宿

2/18 中ア 野猿の岩場 林、岡野

（山スキー）
4/8 木曽御岳山 北原、照内

3/9～10 八ヶ岳 大河原峠～蓼科牧場 島田　他

（沢登り）
8/20 中ア 正沢川　細尾沢 若尾、林、岡野

（ピークハント・縦走）
5/3～4 八ヶ岳 寺岡 春山補導

5/14 八ヶ岳 編笠山 岡野　他

6/5 北ア 大滝山 金子 市民登山偵察

7/1～2 北ア 常念岳～蝶ヶ岳 岡野　他

7/8～9 南ア 北岳 岡野　他

7/16 中ア 空木岳 河西

7/29～30 北ア 白馬岳 河西、岡野

8/5～6 中ア 越百岳～空木岳 岡野　他

8/10～11 八ヶ岳 赤岳 島田　他

9/2～3 北ア 鹿島槍～五竜 島田、林、岡野　他 百名山

9/30～31 中ア 三ノ沢岳 岡野　他

11/24～26 富士山 林　他 チャチャチョ峰遠征合宿

（その他）
多数 両角岩 岡野、堀内

5/13　8/26 大町人工岩場 堀内、金子、岡野、照内、牛越

5/28　9/2 トゲン峡 堀内

6/17 松本タテ岩 堀内、伊藤（健）

6/25 辰野の岩場 林、岡野

11/12 車山　遭対訓練 島田、若尾、林、岡野、伊藤（健）

９６年度　　会長：河西和雄　チーフ：堀内俊彦　事務局長：岡野真一

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 ・4/27～30
・5/3～4 ・北ア

・白山スキー
・鹿島槍天狗尾根

・宮下、北原、金子、照内、岡野
・C.L　岡野、河西、若尾、高橋

夏 8/3～4 南ア 甲斐駒 尾白川本谷 C.L　岡野、河西、宮下、小平

秋
冬 ・12/30～1/2

・12/29～31
南ア 甲斐駒 ・鋸岳～本峰

・摩利支天 南山稜
・C.L 高橋、河西、若尾
・内山、後藤

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

4～5月 チベット チャチャチョ峰 林 長山協隊　



（登攀）
7/17 中ア 天狗岩　中央稜 島田、小平　他

8/11 八ヶ岳 稲子岳南壁 堀内、岡野

8/17 八ヶ岳 稲子岳南壁 島田　他

8/17～18 南ア 北岳バットレス四尾根 高橋、岡野

9/8～9 中ア 天狗岩 島田、小平　他

10/9～10 中ア 宝剣岳　天狗岩　Gスカイラインルート開拓 島田、林、小平　　他

12/22～23 八ヶ岳 ジョーゴ沢、裏同心ルンゼ　硫黄岳、赤岳 河西、若尾、宮下、山崎、高橋、岡野、後藤　他

2/2 八ヶ岳 小同心クラック 高橋、後藤

2/9 八ヶ岳 中山尾根 高橋、後藤

3/20 八ヶ岳 稲子岳南壁　左カンテ 若尾、内山、後藤

（フリークライミング）
6/2 群馬　中の条の岩場 高橋　他

9/16 群馬　中の条の岩場 高橋　他

9/16 奥秩父 小川山　弟岩 堀内、後藤

9/23 群馬　中の条の岩場 高橋　他

10/19 奥秩父 小川山　屋根岩３峰　神奈川 内山　他

（アイスクライミング）
1/12 南ア 戸台川　舞姫の滝 若尾、高橋、堀内　他

2/9 春日渓谷 島田、林、小平　他

2/23 八ヶ岳 南沢大滝 林、小平　他

（山スキー）
4/6 木曽御岳山 北原、堀内、岡野

5/3 北ア 唐松岳 堀内　他

3/8～9 八ヶ岳 大河原峠 島田　他 百名山

（沢登り）
9/12～13 中ア 梯子樽沢 林　他

（ピークハント・縦走）
4/21 八ヶ岳 天狗岳 河西、高橋、岡野

6/23 北ア 焼岳 河西、堀内、岡野、山崎 市民登山偵察

6/28～29 北ア 白馬岳 岡野　他

7/13 八ヶ岳 島田　他

7/20～21 南ア 北岳 島田　他

9/14～17 北ア 北鎌尾根 小平　他

10/5～6 中ア 空木岳 島田、林、小平 百名山

11/9～10 南ア 鋸岳 河西、高橋 冬合宿偵察

11/16 南ア 甲斐駒ヶ岳 内山

11/16～17 南ア 池口岳西尾根 若尾、岡野

11/22 八ヶ岳 小平

12/1 八ヶ岳 赤岳 高橋

12/7～8 南ア 甲斐駒ヶ岳 河西、堀内、後藤 冬合宿偵察

（その他）
4/21 松本臨空公園ボルダー 堀内

7/4 トゲン峡 堀内、岡野

7/6 大町人工壁 堀内、牛越、岡野　他

多数 両角岩 岡野、内山、後藤

12/15 車山の岩場 内山、後藤

7/14 夏山登山教室 山崎、岡野

10/6 八ヶ岳 清掃登山 若尾、三石

1/26 車山　遭対協訓練 島田、高橋（恭）、林、小平、後藤

９７年度　　会長：宮下悟　チーフ：林勝洋　事務局長：堀内俊彦

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 ・4/26～27
・5/3～4

北ア ・不帰一峰主稜
・白馬岳主稜

・高橋、内山
・C.L 林、河西、若尾、高橋、平野、小平

夏 8/13～17 北ア 黒部上ノ廊下 C.L 林、河西、高橋、平野、荻野

秋
冬 12/30～1/2 中ア 北御所谷～宝剣岳～檜尾尾根 C.L 林、河西、高橋、後藤、荻野 他

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

ネパール ルーツエ 小平

チベット シシャパンマ 若尾 長山協隊

（登攀）
9/14 八ヶ岳 大同心 正面右ルート 高橋、堀内

9/21 八ヶ岳 稲子岳南壁 島田、荻野 他

10/16 八ヶ岳 小同心 島田 他

10/19 八ヶ岳 稲子岳南壁 島田、高橋 他

12/14 八ヶ岳 林、河西、若尾、高橋、堀内、後藤、小平、荻野 冬山練成

2/8 八ヶ岳 石尊稜 高橋、後藤

3/8 八ヶ岳 阿弥陀岳北西稜 高橋、後藤



（フリークライミング）
5/11 群馬 中之条の岩場 高橋 他

5/25 姨捨の岩場 高橋 他

6/1 群馬 中之条の岩場 高橋 他

6/14 奥秩父 小川山 内山

7/6 奥秩父 小川山 屋根岩４峰神奈川　水晶スラブ 高橋、内山、堀内、荻野 他

11/24 昇仙峡 屏風岩　パントマイム 内山、後藤

（アイスクライミング）
2/11 八ヶ岳 南沢大滝 林 他

2/15 中ア 野猿の岩場 小平 他

3/29 八ヶ岳 南沢大滝 島田、小平、荻野 他

（山スキー）
5/5 北ア 針ノ木岳 堀内

3/1 八ヶ岳 ピラタス～高見石 高橋、山崎

（ピークハント・縦走）
4/12～13 北ア 唐松岳 高橋、後藤

5/4～5 北ア 針ノ木岳 島田、荻野 他 百名山

5/11 南ア 鋸岳 若尾、林 他

5/15～16 伊豆 天城山 島田 他 百名山

6/8 八ヶ岳 阿弥陀岳～赤岳 高橋、荻野

6/14 頚城 雨飾山 林 市民登山偵察

6/15 中ア 三ノ沢岳 島田、林、小平 他 百名山

7/18～19 八ヶ岳 稲子～硫黄岳 島田 他

7/19～20 八ヶ岳 権現岳 高橋

9/20～21 北ア 奥又白～前穂高 高橋（夫婦）

10/10～11 南ア 鳳凰三山 高橋

11/2 八ヶ岳 蓼科山 荻野

11/2～3 日光白根山 島田 他 百名山

11/2 中ア 林、後藤、小平 他 冬合宿下見

2/14～15 八ヶ岳 赤岳 高橋、後藤

（その他）
多数 両角岩 内山、荻野、島田、後藤、堀内

5/10､17　6/21 タコ岩 内山、堀内

10/15 八ヶ岳 清掃登山 河西、宮下

1/20～23 八ヶ岳 ジョーゴ沢 等 後藤 講習会

９８年度　　会長：宮下悟　チーフ：林勝洋　事務局長：堀内俊彦

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 5/1～5 北ア 岳沢定着 C.L 高橋、河西、山崎、後藤、村上

夏 8/13～16 北ア 剣岳～五色ヶ原 C.L 高橋、河西、荻野、村上

秋
冬 12/29～1/1 中ア 檜尾尾根～空木岳 C.L　林、河西、若尾、山崎、高橋、真下、（内山）

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（登攀）

10/3 北ア 錫丈岳前衛フェース
左カンテ

内山、後藤

12/12 八ヶ岳 無名峰南稜 高橋、内山

12/19～20 八ヶ岳 阿弥陀南稜 林、高橋、山崎、村上、内山 冬山錬成

1/4 八ヶ岳 無名峰南稜 内山、後藤、真下

（フリークライミング）
9/26 奥秩父 小川山 屋根岩５峰 田中、後藤

10/10 奥秩父 瑞牆山 田中、後藤

10/25 昇仙峡 末端壁 内山、後藤

11/3 十六夜岩 高橋、内山、真下

11/4 湯川の岩場 内山、後藤

（アイスクライミング）
4/5 八ヶ岳 南沢 荻野 他

2/7 横川渓谷 林、若尾、高橋

2/13～14 八ヶ岳 南沢大滝 林、島田、高橋、小平、後藤

（沢登り）
8/23 八ヶ岳 広河原沢右俣 島田、小平、荻野、真下



（ピークハント・縦走）
6/14 八ヶ岳 天狗岳 高橋、村上

6/27 八ヶ岳 杣添尾根 林、山崎、村上 市民登山下見

7/2 北ア 爺ヶ岳 山崎、村上

7/4～5 富士山 高橋一家

9/3 八ヶ岳 北八ヶ岳 山崎、村上

9/10 八ヶ岳 天狗岳 山崎

9/12～13 南ア 北岳～間ノ岳 荻野、村上

9/20 八ヶ岳 赤岳 高橋

10/4～6 南ア 鳳凰三山 村上 他

10/6～8 上越 苗場山 山崎

11/13 北ア 常念岳 山崎、村上

11/21～22 富士山 林、河西、高橋、内山、山崎、村上、真下

11/28～29 中ア 空木岳 林、河西、後藤、荻野

12/30～1/1 八ヶ岳 天狗岳～北横岳 村上 他

2/6～7 北ア 西穂高 独標 島田 他

2/27～28 八ヶ岳 赤岳～キレット 高橋、後藤

3/2～7 八ヶ岳 南八ヶ岳周辺 高橋 TV取材アシスタント

（その他）
4/12 両角岩 高橋、後藤、村上

6/21 大町人工壁 内山、堀内、山崎、後藤、村上 支部岩登りフェスティバル

7/12 松本タテ岩 内山、後藤

9/20 三ツ峠 内山、後藤

10/4 八ヶ岳 清掃登山 高橋、真下

９９年度　　会長：宮下悟　チーフ：堀内俊彦　事務局長：高橋政男

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 5/1～3 北ア 剣岳 源次郎尾根
・早月尾根

・C.L 高橋、若尾、内山
・河西、堀内、山崎、後藤

夏 中止 メンバーの都合が合わず中止

秋 なし

冬 12/30～1/2 北ア 剣岳 早月尾根 C.L 高橋、河西、若尾、内山、後藤

＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（登攀）

7/24～25 上越 谷川岳　一の倉沢　３ルンゼ 堀内、後藤

8/1 北ア 錫丈岳前衛フェース　１ルンゼ 内山、真下

9/26 北ア 錫丈岳前衛フェース　注文の多い料理店 高橋、内山

12/12 八ヶ岳 無名峰北稜 高橋、内山

12/18～19 戸隠岳　P1尾根 高橋、内山、後藤、村上 冬山錬成　熊の遊び場まで

1/30 八ヶ岳 無名峰南稜 高橋、内山 ルート崩壊により敗退

2/26 八ヶ岳 阿弥陀岳　しし岩第一岩稜 高橋、内山

（フリークライミング）
6月 奥秩父 小川山　涸沢岩峰群２峰 内山、真下

7/25 奥秩父 瑞牆山　十一面岩　調和の幻想 内山、真下　他

9/11 奥秩父 小川山　妹岩　親指岩 内山、真下

10/9 奥秩父 小川山　屋根岩２峰 堀内、後藤

10/10～11 奥秩父 小川山　スラブ状岩壁　烏帽子岩左稜線 高橋、村上、内山

10/16～17 奥秩父 小川山 真下　他

（ピークハント・縦走）
7/10～11 南ア 北岳～農取岳 高橋

8/2 八ヶ岳 赤岳～阿弥陀岳 後藤

8/12～14 北ア 白馬岳～爺ヶ岳 河西、後藤

8/22 八ヶ岳 杣添尾根 河西、後藤 市民登山下見

9/28 中ア 宝剣岳 村上

10/10～11 南ア 光岳 島田　他

11/2 八ヶ岳 編笠山 村上

11/6～7 志賀高原　笠ヶ岳 島田　他

12/30～1/1 南ア 鳳凰三山 村上　他

12/31～1/1 八ヶ岳 赤岳 島田　他

2/17～19 四国 石鎚山 村上

3/12 八ヶ岳 硫黄岳 高橋、後藤、中野

3/14 八ヶ岳 硫黄岳 村上

２０００年度　　会長：宮下悟　チーフ：高橋政男　事務局長：後藤好生

＜合宿＞
日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考

春 ・5/3～6
・5/4～5

北ア ・硫黄尾根～槍ヶ岳
・白馬岳主稜

・C.L 高橋、河西、若尾
・堀内、後藤

夏 ・8/12～13
・8/12～14

北ア ・南岳～西穂高岳
・屏風岩、滝谷ドーム、北西カンテ

・高橋、内山
・堀内、後藤

秋 なし

冬 ・12/29～30
・12/30～1/1

北ア ・硫黄尾根
・横尾尾根

・C.L 高橋、内山
・河西、若尾、後藤

悪天のため、硫黄はP１手
前、横尾は横尾の頭まで



＜個人山行＞

日時 山域 山名・ルート 参加メンバー 備考
（海外登山）

9～10月 チベット 紅旗峰偵察 西之園 長山協隊
アフリカ キリマンジャロ、ケニア山 若尾

ネパール アイランドピーク 林、小平

（登攀）
2/10～11 八ヶ岳 阿弥陀岳北稜 高橋、堀内、後藤、小平、中野　他

3/18～19 戸隠岳Ｐ１尾根 若尾、高橋、内山 敗退

（フリークライミング）
6/4 奥秩父 小川山近くの田中氏開拓エリア 後藤、西之園、内山

7/2 群馬　十石峠の岩場 高橋

7/9 南ア 戸台　ウラトビの岩場 内山、西之園

7/30 奥秩父 小川山　屋根岩３峰神奈川　ソラマメスラブ
周辺

堀内、内山、後藤、西之園　他

9/10 奥秩父 小川山　砦岩 内山、真下

10/8 姨捨山　ボゴダキ岩 高橋、内山

（アイスクライミング）
1/20 八ヶ岳  広河原沢　２ルンゼクリスマスルンゼ 高橋、堀内、内山

2/10～11 八ヶ岳 南沢　小滝、王岩ルンゼ 西之園　他

2/18 南ア 日向沢　大ナメ滝沢 西之園、内山、後藤　他

2/25 八ヶ岳 摩利支天ルンゼ 西之園　他

（山スキー）
4/11 北ア 小蓮華岳 堀内、後藤 悪天のため天狗原まで

（沢登り）
8/15～18 東北 奥入瀬～白神 西之園　他

（ピークハント・縦走）
4/9 八ヶ岳 赤岳　大門沢 内山 途中まで

4/10～12 丹沢 主稜縦走 村上

4/30～5/6 屋久島 西之園　他

5/5 守屋山 内山

6/1～4 南ア 赤石岳 河西、山崎

6/4 八ヶ岳 赤岳 堀内、中野

9/15～17 北ア 北鎌尾根 高橋、林、小平　他 途中まで

9/19～21 北ア 北穂高～奥穂高 島田　他

10/7～8 北ア 前常念～燕岳 島田　他

10/13 八ヶ岳 編笠山～赤岳 村上　他

10/13～14 北ア 南岳～奥穂高岳 内山

11/4～5 八ヶ岳 麦草峠～阿弥陀岳 内山

12/9～10 北ア 涸沢岳西尾根 高橋、内山 冬合宿エスケープルート偵察

12/9～10 富士山 ・西之園
・若尾、高橋、林、小平、内山

・遠征合宿
・遭難捜索



踊集後記

会報の編集をおおせつかってから早？年。本当にお待たせしてしまいまし

たが、こうして何とか一つの形にまとめることができてほっとしております。

編集にあたって念頭においたことは、会員の皆さんが自分の山登りを振り

かえるときに何らかのお役に立てる会報にしたいということでした。その理

想に向けて私なりに考えたのは、ただ愚直に過去の記録を羅列すること（そ

れで本当に役立つかどうか怪しいけれど‥）。一見、無味乾燥に見える記録

のリストですが、余計な虚飾が一切無いが故に、非常に雄弁に山岳会の足跡

を物語っているようにも見えます。

反省点は多々あります。その一つとして、17年間の対象期間からみると、

会員の寄稿文がやや偏ってしまったことがあげられます。また、最も心残り

だったのは83年度の活動記録を残せなかったことです。前会報（3号）では

82年度までの活動記録を取り扱っていたので、本誌は83年度以降の活動を対

象としなければならなかったのですが、83年度の記録（総会資料、例会ノート）

が一切残っていなかったため、やむを得ず割愛させていただきました。

この年度に活動された会員の方々にこの場を借りてお詫びいたします。

本会報の編集委員には私以外に宮下会長や退会した岡野さんも名を連ねて

いたのですが、宮下会長には巻頭言をいただきましたし、退会した方に原稿

依頼をするのも恐縮しますで、私の編集後記をもって編集部の代表とさせて

いただきます。

（内山）

ー69－


