平成２７年夏山合宿 後立山連峰 白馬エリア
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足の真下はお花畑

リフトを乗り継ぐ

●一日目 曇り、強風
山で一番の気掛かりはまずは天候です。台風９号、１０号、
１１号が立て続けに来襲し、思惑通り梅雨があけ好天候の期待
がふくらむ。しかし１２号の情報がはいり入山１０日前での台
風進路は四国、中国から日本海に入り進路を東にとり、２６日
には長野県が暴風に内入る予報となる。山行もダメともおもわ
れた。しかし、進行速度は１５㎞と遅く海上で熱帯性低気圧と
なる。これが山の上では強風となり苦しめられた模様。
さて、出発当日は、深夜に激しく降っていた雨も何とか収ま
った。４ ３:０定刻に野崎を出発する。白馬村の天気予報は、２
４日曇り、２５日２６日は曇り時々晴れであった。参加者は、
出欠保留されていた海津さんが参加、参加予定の女性２名に不
都合が生じ総勢１１名での出発であった。
６ ４:０恒例の東部湯の丸ＳＡで朝食をと る.。途中、Ｓ班が宿
泊する「かしわばら館」に立ち寄る。３日目にも社長にお世話
を受けることとなる。９ ２:５ゴンドラ八方駅到着、標高７７０
ｍ地点である。雨がぱらつく、雨具を着ける人もでる。栂池ま
で車の移動を依頼した業者の方が見えない、駐車のままで出発

八方ゴンドラにて出発

“白馬大雪渓 と 不帰の嶮～白馬三山縦走 ”

●７月２４日 金( 、)２５日 土( 、)２６日 日( )２泊３日
●コース 体力、技量等に合わせ選択するよう２ルートを設定
した。
・Ａコース ７名・・・八方～唐松岳～不帰の嶮～白馬三山～
栂池縦走コⅠス
・Ｓコース ４名・・・八方～猿倉～白馬大雪渓～白馬岳～栂
池縦走コⅠス
なお、初日は八方池まで合同。二日目は白馬山荘で合流。三
日目は全体での進行を行った。

白馬岳（△2,932m）直下に白馬山荘手前は村営小屋

「また明日お会いしましょう。」

する。事情を理解していただいた駐車場の担当の方の対応が好
印象であった。トップシーズンであり人が多い。ザックの計量
１(５㎏超割増料金 を)払い搭乗する、１０ ３:０終点に到着する。
リフトの足元に広がる花畑が素晴らしかった。あらゆる種類の
花が咲き乱れ癒してくれる。残念なのは筆者が花の名前に疎い
ため紹介ができません、すいません。
１０ ４:０標高１、８３０ｍ
八方池山荘近くを１１名で当
面の目標である八方池へと登
山を開始する。八方池、第三
ケルンまではハイキングコー
スであり、人混みが絶えない。
１１ ４:０標高２、０６０ｍ八
方池到着、昼食をとる。今日
はガスがかかっているが、こ
こは白馬三山絶景スポットと
のこと。左手には明日越えて
いく不帰の嶮の不気味な岩肌

お互いの無事を祈って！

八方池山荘前は大賑わい

八方池目指して

が見え隠れする。１２ ;
１０登山道へ戻り第三
ケルンでＳ班の４名と
別れる。彼ら今日は「か
しわばら館」泊まりと
なる。今夜はきっとお
いしいお酒を飲むであ
ろ う と 推 測 を め ぐ ら す。
１３ ２:５丸山ケルン
２、４３０ｍ着。左手
に扇雪渓が広がる。そ
れにしても強風が真向
いからあたり進行を苦
しくしている。体が飛
ばされそうでもある。ただ暑いはずの上りが涼しく、ひんやり
肌寒い感もある。唐松岳頂上山荘２、６２０ｍ １４ ２: ０到着
する。八方駅から標高差１、８５０ｍ、そのうちリフト等で１、
０５０ｍ、人力での上りは８００ｍ３時間４０分であった。ビ
ール、ワインをいただき、食事をとり７時過ぎには寝込んでし
まった。当日天気予報通り曇り、サンセット翌朝のサンライズ
ともにシャッターチャンスがなかった。
〔Ｓ斑〕
八方池で縦走組と握手で別れた。帰りのゴンドラリフトは昇
るときと目線が違い八方尾根の花々と高原をかけわたっている
ようだった。今夜の宿「リゾートインかしわばら」のマスター
に迎えに来てもらい午後３時に到着した。快適な大浴場美味し
い夕食明日に備えて早めの就寝。

７－2

白馬三山は見えず

昼食後八方池にて全員で記念撮影

足が竦む

最大の難所

Ⅱ峰・北峰の下り
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こんな岩場も

天狗の大下りを登る

不帰のキレットは唐松から
行ってⅢ峰、Ⅱ峰 更(に北。
南 Ⅰ
) 峰の峰と最後の切れ込
んだキレットからなる。Ⅲ峰
は唐松から下りなんとなく越
える。Ⅱ峰Ⅰ峰は岩の柱が垂
直に立ち、回りを梯子、鎖を
伝い回り込んでいく。終わっ
てしまえば何とない感じもあ
るが、危険で足が竦む場所が
多々あり危険であり慎重な対
応が必要である。今回 私た
ちは 唐松から早朝で天候も
安定し、疲れも出ていないと
ころでの対応であったが、条
件が反対であったらと考えると考えさせられる。キレットを越
え鞍部まで落ち込むと、上り返しの天狗の大上がりとなる。ガ
レの急こう配を２時間近く必死に進む。嫌気がさしてくる。１
０ ０:５天狗の頭に昇り切る。

斎藤さん

逞しいぞ

●二日目 曇り時々晴れ、強風
４時起床、５時朝食、
５時半出発する。天候曇
り、今日も強風が吹きま
くっている。全員ヘルメ
ットを着用だ。１５分で
２、６９６ｍ唐松岳に立
つ。次は不帰のキレット。
不帰の瞼、言葉ほど難易度
は高くないとの文書もあ
るが、緊張感が漂う。日
本三大キレットと称する
ものがある。難易度順に
言えば①大キレット 南(
岳～北穂高岳 ②
) 八峰キ
レ ッ ト 鹿( 島 槍 ヶ 岳 ～ 五
竜岳 ③
) 不帰 キレット である。会で は、２年 前②の八峰キ レッ
トを通過しているので、次は①大キレットか？
こんなに風が強かった
空飛ぶ CL

本日は全員完全装備！

唐松頂上山荘にて

出発前に

唐松岳山頂にて

美味しくカレーを頂く
天狗山荘に到着

１３ ２:０二つ目の杓子岳２、８１２ｍである。鑓より低いの
１０ ２;５天狗山荘
２、７３０ｍに着く。
ですが、ここも下って上り返す地形で県境にある。斜面はガレ
強風は止る様子はない。 場である。長野県側は大きく落ち込んでいる。大雪渓への落石
カレⅠを注文する。味
は杓子岳からのものが多いとのこと。容姿は三角錐を倒した形
良し量良し。いよいよ
であった。白馬山荘に向かう、杓子岳から建物が見えているが、
よ白馬三山へと進む。
かなりの距離がありそうである。今夜の宿を目指してただ歩く
１２ ０:３白馬鑓ヶ
だけ、杓子岳まで今日は８時間を歩いている。結果的にはここ
岳２、９０３ｍ長野県
から約２時間を要した。途中Ｓ班と連絡が取れる。すでにチェ
と富山県の県境に位置
ックインしたとのこと。ビールの泡が頭をよぎる。最後の踏ん
している。天狗の頭か
張りで無事宿舎に着く。１５ １５でした。
:
ら１００ｍ下り天狗山
白 馬 山 荘 で 有名 な こ とは 、
荘、そこから２００ｍ
① 日本で最初に民間で開
上がって鑓、こういう
業された山小屋。②最大規
のって疲れますね。容
模８００人収容③昭和大学
姿の美しい山でした。
医学部白馬診療所がありボ
ランティアで運営されてい
る。④レストランスカイプ
ラザ白馬があり、日本海を
眺め、立山連峰のシルエッ
トを眺めながら飲食ができ
る。レストランでビールを
２杯いただき満席のレスト
ランの雰囲気を全員で味わ
う。寝床も決まり、５時夕
食。食堂に入りトレーを持ち料理を載せていく。合理的なやり
方だと感心しました。食後部屋に戻りコンパを開いたが、疲れ
のせいかお酒が誰一人として進まず、早めに床に就きました。
不帰の鹼を振り返る

白馬鑓ヶ岳山頂

白馬杓子岳山頂

撮影植竹

縦走隊到着しましたが、ヘロヘロです
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〔Ｓ斑〕
目が覚めて気がかりだった
天
気は上々。美味しい珈琲付き
の
朝食をいただき準備はＯＫ。
マ
ご主人に猿倉まで送ってもら
ら
う。明日の朝はご来光も楽し
めそうとの経験豊かなお話に
期待もふくらむ。登山口には
もうたくさんの人々。６時３
０分私たち大雪渓組４名も出
発する。早速にウバユリ、タ
マガワホトトギスとでむかえ
てくれる。行く手には小蓮華
山、そして本命の白馬岳もみ
えてきた。７時４５分白馬尻に到着。手前に咲くキヌガサソウ
の群落に感動。記念撮影、トイ
レ休憩。８時出発。ほどなく軽
アイゼンをつける。いよいよ約
２㎞におよぶ大雪渓を登るのだ。
スプーンカットの雪の上にまか
れた赤ガラが私たちの進む道を
示している。途切れなく続く登
山者。線の中の点になる。ただ
進むのみだ。気温も上がり落石
に注意が必要だ。葱平までなん
とか登り軽アイゼンをはずす。
来し方を振り向けば雲海のなか

に戸隠の峰々、火打、妙高の
山々が見える。稜線に目をや
れば白いガスに覆われていた
が一転して北アルプスの青い
空に変わる。この山に心惹か
れる所以である。早々にばて
てしまった私を気づかい避難
小屋の脇で昼食とする。小雪
渓をすぎるとそこには「白馬
のお花畑」が広がっている。
いままさに自分の目の前で咲
きみだれる美しき花々が疲れ
た身体と心を癒してくれる。
頂上宿舎をすぎると花の様子
も変わってくる。ウルップ草
が姿をみせてくれました。白い世界に見え隠れするどの花々も
凛として美しい。午後２時３０分、日本最大の山小屋白馬山荘
に到着した。他のメンバーには大変な迷惑をかけてしまったけ
れど、いまはただ感謝です。
縦走組も到着しました。こ
れで全員集合です。

得撫草

スカイレストランで寛ぐ
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大雪渓！！

いよいよ

猿倉荘

登山口

白馬尻小屋

４時起床、５時の朝食の
為、４時半に食堂前に並ぶ。
手早い対応により５ ３;０
出発ができた。昨日に続き
風が強い。強風の中５ ４:７
白馬 し(ろうま 岳)２、９３
２ｍ山頂着。３６０度の大
展望である。続いて小蓮華
山へと向かう。稜線のアッ
ブダウンを繰り返す。６ ２:
５三国境２、７５１ｍ着。
ここは、長野県白馬村、富
山県朝日町、新潟県糸魚川
市の３県が交わるところか

白馬岳山頂にて

小蓮華山には大きな刀剣が・・・

た付近を通過する。船越の頭を通過、前
方に白馬大池が見える。池まではまだま
だ時間が掛かりそうである。９ ０:０白馬
大池山荘２、３８０ｍに到着、昼食が正
午を過ぎることを勘案し軽く食事をとる。
飲料水も補充できた。池を回り込み乗鞍
へと向かう。ゴロ石の連続である。栂池
から登ってきたグループと栂池へ降りる
グループが交差し渋滞する。そんな中、
私たちのオレンジのＴシャッのお揃いに
関心が集まりはじめた。またヘルメット
にも関心が向き、中には「レベルの高い

小蓮華山頂にて
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今回の縦走コースを眺める

●三日目 曇り時々晴れ 強風

らこの名がついたらしい。歩
きが続き７ １:２小蓮華山 こ(
れんげさん ２)、７６６ｍ山
頂に達する。山頂には鉄剣が
祭られていた。この山は新潟
県の最高峰である。昨日から
続いているが花が美しい。好
きな人は一日見ていても飽き
が来ないではないでしょうか。
雷鳥坂、ＮＨＫドラマ坂の
上の雲のエンディングに流れ

朝日を浴びる白馬鑓ヶ岳と杓子岳

白馬大池は近い

グループなんですね」という
声まで聞こえてきた。筆者と
しては何か恥ずかしい気持ち
がこみ上げてきた。１０ １:０
乗鞍岳２、４５６ｍ山頂に到
着。丘のような山で山頂にケ
ルンがおかれていた。栂池へ
と下る、途中小さな雪渓に苦
しめられる。アイゼンを使う
か否かの判断がなかなかでき
ないまま、雪渓に入りこんだ
ことが要因であった。
ゴロ石の下り坂が続ききつ
い。天狗原、栂池自然園を経
由し、栂池自然園ビジターセ

天空に浮かぶ白馬大池

白山小桜
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お世話になりました

かしわばらのマスターと

天狗原の雪渓を下る

白馬蒲公英

青の栂桜

ンターにたどり着く。ゴンドラを乗り継ぎ１３ ２:０栂池高原駅
についた。
かしわばら館のマイクロバスの迎えを受け、更に近場の温泉
の案内もいただき疲れた体を癒すことができた。帰路途中、道
の駅で昼食、買い物をし野崎へと帰った。
（報告担当 高木義孝、Ｓ斑 金丸成子）

オレンジの T シャツが目立ちます
乗鞍岳山頂にて

平成２７年度夏山合宿会計報告
収入の部

唐松岳に沈む夕日

項目

単価

会費

31,000

人数
11

合計

計

7.24 撮影者薄井

備考

341,000
341,000

支出の部
項目

単価

人数

計

備考

宿泊費
7/24 大雪渓組

8,000

4

32,000 カントリーイン柏原

7/24 唐松岳組

9,500

7

66,500 唐松岳頂上山荘

7/25 共通

9,500

11

7/24 大雪渓組

2,900

4

11,600 八方アルペンライン往復

7/24 唐松岳組

1,550

7

10,850 八方アルペンライン片道

7/26 共通

1,920

11

21,120 栂池パノラマウェイ片道

八方尾根駐車場代

1,800

2

3,600 3 日×2 台分

タクシー代

3,100

1

3,100 7/２６ 栂池→八方

かしわばら送迎

2,000

1

2,000 ガソリン代

入浴代

650

11

高速代

9,900

2

420

2

車代

26,220

2

返金

500

11

104,500 白馬山荘

ゴンドラ・リフト代

有料道路代

合計

7,150 7/26 八方の湯
19,800

7/24 矢板→長野 2 台分
7/26 長野→足利，佐野田沼→矢板 2 台分

840 白馬長野有料道路往復 2 台分
52,440 2 台分
5,500
341,000

会計

○ と き
○ ところ
○ てんき
○ 参加者

○
○
○
○

おあし
あ し
おあじ
は な

荒木，大金

平成 27 年 7 月 24 日（金）～26 日（日）
白馬岳（△２，９３２ｍ） 長野県白馬村
24 日 小雨のち曇り、25 日 晴れのち曇り（強風）、26 日晴れ（強風）
A 斑 伊藤（CL）、斎藤（SL）、高木（報告）、伊藤（記録）、薄井（撮影）、
会計（荒木）、海津
S 斑 植竹（CL）、藤田（SL）、金丸（報告）、大金（会計）
３０，５００円
荒木車、伊藤車
各自、カレーライス（天狗山荘）
高山植物の百花繚乱（次ページより掲載）撮影は薄井
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○ コースタイム
24 日 野崎＝東部湯ノ丸 SA＝八方 G＝八方池山荘－八方池（第 3 ケルン）－
04:30

06:40～07:15(朝食)

10:20

10:40

11:40～12:10（昼食）

丸山ケルン－唐松頂上山荘
13:25～35

14:20

S 斑 八方池山荘＝八方 G＝ﾘｿﾞｰﾄｲﾝかしわばら
13:40

25 日

14:30

15:00

唐松頂上山荘－唐松岳－Ⅲ峰－Ⅱ峰（南峰）－Ⅱ峰（北峰）－Ⅰ峰－天狗の頭
05:30

05:45

06:30

－天狗山荘（昼食）－白馬鑓ヶ岳－
10:25～11:00

12:05～15

06:45

07:45

杓子岳

－白馬山荘

13:20～30

15:15

10:05

S 斑 ﾘｿﾞｰﾄｲﾝかしわばら＝猿倉登山口－白馬尻－大雪渓―葱平－白馬山荘
06:00

06:３0

26 日 白馬山荘－白馬岳－
5:30

05:45～52

08:00

三国境－小蓮華山－白馬大池山荘－乗鞍岳－
06:25

07:10～20

栂池 VC－栂池 G＝かしわばら＝
12:25

13:00

14:00

08:55～09:30

八方の湯
14:20～15:00

猩猩袴

伊吹麝香草

弟切草

日光黄菅

７－9
白根葵

14:20

10:10～20

＝野崎
19:50

車百合

立山竜胆

駒草
山荷葉

天狗原－
11:25

稚児車

高嶺矢筈母子

白山一花

衣笠草

白山風露

兎菊

高嶺菫

四葉塩竈

細葉爪草

白山千鳥

小梅慧草

手形千鳥

７－10

深山鍬形

信濃金梅

深山前胡

