
４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日((((土土土土)))) ～～～～５５５５月月月月１１１１日日日日((((火火火火)))) 谷嶋谷嶋谷嶋谷嶋 真一真一真一真一 新海新海新海新海 洋洋洋洋 久池井久池井久池井久池井 七生七生七生七生 石賀石賀石賀石賀 雅浩雅浩雅浩雅浩

４/２８(土) 07:55 馬場島出発 ～ 09:00 赤谷尾根取付 ～ 16:05 赤谷尾根1900ｍ(幕営)
４/２９(日) 05:30 出発 ～ 07:35 赤谷山 ～ 09:10 白ハゲ ～ 13:15 大窓 ～ 16:40 池ノ谷山手前のコル(幕営) 
４/３０(月) 05:05 出発 ～ 07:40 小窓 ～ 11:55 三ノ窓 ～ 15:20 剣岳 ～16:40 早月尾根2800ｍ(幕営)
５/ １(火) 04:55 出発 ～ 07:05 早月小屋 ～ 09:30 馬場島下山

雹ニモ負ケズ、雷ニモ…
当然勝てるわきゃなく迷走した コンビネーション抜群の

剣剣剣剣ををををバックバックバックバックにににに…

アットアットアットアット大窓大窓大窓大窓ノノノノ頭頭頭頭よりよりよりより

ばばばば～～～～いいいい ナルシストナルシストナルシストナルシストがっちゃんがっちゃんがっちゃんがっちゃん
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5/ １下山

早月川

富山方面

北方稜線北方稜線
雷岩
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胸胸胸胸をををを弾弾弾弾ませませませませ踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ



1160ｍにて最初の休憩…雪はけっこう残ってます

ヤブをかきわけ…とはいっても

４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土）））） 馬場島馬場島馬場島馬場島 →→→→ 入山入山入山入山ちょいちょいちょいちょい

軽量化し尽したザックを並べて準備完了

戻る途中で

赤谷尾根取付判らズ

テレテレがっちゃん

赤テープのある場所より

我が北方稜線隊の

こちら福本さん

だがその願い叶わず、にわか雷雨に祟られ

あとは天を味方に…緊張のひととき メンバーは先に取付へ

あ～らら、マズイとこ

道は微かにありました ヤジもちゃんと写ってます赤谷尾根へいざ突入

すれ違う薮内さん

雷雹が過ぎ去るのを３０分待って、行動再開

取付の赤テープはココにあります
うまく見えないけど…（＾＾;） …剣尾根隊がんばっちょ！

気を取り直していざ出発…したものの

取入口にて…エヘッ！
見られちゃった

…堪忍してぇ～



４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（土土土土）））） 赤谷尾根赤谷尾根赤谷尾根赤谷尾根・・・・・・・・・・・・そしてそしてそしてそして珍道中珍道中珍道中珍道中

標高1400ｍ過ぎあたり

スコップ２個ありゃ雪壁作りも早い

標高1563ｍ付近

初日の豪華な夕飯

標高1950ｍを登高中…

やっと稜線歩きが楽しくなってきた

１時間程待機

結局1900ｍまで下りてテント設営

徐々に雪上歩きへと変わっていく

標高2000ｍのこの樹木の下が安全と

樹林帯もぬけ稜線がしっかり見えます

フライをツエルト代わりに

考えたが…樹木が低くすぎ結論ＮＧ

本日３度目の雷がドド～ン

それも
束の間

して今夜のデザートは
イチゴゼリー

まったり…

一度休憩したこの雪庇の下で



ロープを２度ＦＩＸ

雲ひとつとない快晴 こりゃイケル

白萩山への上り

楽しい雪壁が続く

白ハゲへの上り

４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（日日日日）））） 赤谷赤谷赤谷赤谷尾根尾根尾根尾根 →→→→ 北方稜線北方稜線北方稜線北方稜線へへへへ

赤谷山直下の雪壁

ならばロープをＦＩＸして快適に

赤谷山到着 後立山の展望がスバラシイ

まだ雪が固く緊張が走る？といいつつ日陰でまだ寒っ！

あっ、 もちろんモデルもスバラシイ
ふぉろーふぉろー …ふぅ～

小さな頂稜が連なるこのあたりは
めちゃめちゃ楽しくってしょーがなぁぃ

今回の山行のハイライト赤谷山を過ぎて北方稜線へ突入…



４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（日日日日）））） 大窓大窓大窓大窓へへへへ →→→→ 池平山直下池平山直下池平山直下池平山直下へへへへ

お次は大窓ノ頭へ

１回目の

まだ陽は高いが、今日はこの先の

そして大窓ノ頭直下の雪壁を攻略

大窓から見た馬場島方面
昨年雷岩から見た大窓

そしてデザートは杏仁どーふ
シビレルゥ～

２日目はカレーライス

大窓より2500ｍピークへ

池ノ平山手前のコルにて行動終了

大窓への下降

懸垂３回

おっ！楽しそうじゃん

このまま下りるのも悪くはないカナ？

見れば向って右の雪壁が下り易いと思うが、

セット風景

１回目の下降
ハイマツ帯は

３回目の下降
途中木の枝に…

上からでは難易度が判りづらかった ロープが絡んで
面倒です！



４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月）））） 池池池池ノノノノ平山直下平山直下平山直下平山直下 →→→→ 小窓小窓小窓小窓へへへへ

夜明けとともに行動開始

食糧担当

鶏冠頭

池ノ平山へ コルに昨夜のテン場跡が見える

急斜面も後ろ向きでタッタカ下降

コレでも一応リーダー

小窓へウキウキしながらのトラバース？

登攀隊長

ブレイクタイム

隊長補佐

ここでメンバー紹介 なんてこった！ カメラが… 順番は表紙の名前順です

１度もロープをセットせず毎晩のデザートにはマイりました隊長のサポートに徹しいつも先頭を突っ走り
口先ばかりのリーダーで恐縮！

ワタクシ雪壁を直登して先廻り岩稜左のハイマツ帯をチョイスするが

ルート工作サンキューです 率先した行動ナイスです そしてよく最後まで頑張ってくれました

今回の山行一番の核心であった…ｂｙヤジ談 ＝核心の難しさ知らず



４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月）））） 小窓小窓小窓小窓へのへのへのへの下降下降下降下降 →→→→ 三三三三ノノノノ窓窓窓窓へへへへ

小窓へはもうちょっと

小窓への下降ルート

懸垂セットの様子

あとは後ろ向きにてひたすら下る

小窓ノ頭への上り

そして三ノ窓への懸垂下降

小窓からの上り

新海君、あなたは下り過ぎです

稜線の端いっぱいまでは行かず
ひとつ手前の雪渓を下降
今年は雪が多いのか
シュルンドもなく楽に下りる

もうすぐ小窓尾根と合流

ヤジは途中で左へ
ショートカット

そう！踏み跡が待っている

どっちが楽かは？？？

三ノ窓が見える
池ノ谷ガリーも見える
今日はなんてすばらしい日だ

とカメラを出したら手が滑り…

「あっ！ああああああああ…」

もうラッセルの必要が
ないと思うと気が楽です
えっ？ワタクシ？

懸垂１回

そうです、殆どしてません
ヤジ・新海君

今までサンキュー

小窓はこっち



４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月）））） 池池池池ノノノノ谷乗越谷乗越谷乗越谷乗越 →→→→剣岳剣岳剣岳剣岳へへへへ

しかもカニ歩き中に

剣尾根 まさに剣だ…言い過ぎかもだ

尾根ノ頭からは剣がバッチリ

その恐ろしさは本物だった！ ？

山頂はもう近し…ガ～ンバ！

長次郎ノ頭の手前で

右俣乗越より 池ノ谷尾根ノ頭への登り

左俣乗越からいよいよ最後の上り

ななみん奮起 先頭を買って登る

剣尾根隊であった

誰かワタクシを呼ぶ声がした
もしかして…

どエラい人達だ！

声を掛けてくるとは…

池ノ谷ガリー

「みぎ、ひだり、みぎ、ひだり、 …」
ななみんの懸命の掛け声が聞こえる

恐ろしくさえ感ずるほど
その美しさは 一部がクラストし、今回一番緊張した登りである

なんと…



４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月）））） 剣岳剣岳剣岳剣岳 →→→→ 早月尾根早月尾根早月尾根早月尾根へへへへ

マイペースながらも

途中早々と剣尾根隊に抜かれる

足取りはしっかりしてきた ななみん
後ろ向き下降も

おっ日本海！…と思いきやタンボであったが、水面に映る夕日をゆったり眺め、ココで幕営

あとはひたすら

剣制覇 バンザーイバンザーイバンザーイバンザーイ （＾。＾） …誰もやっちゃいないけど

二人は小屋へとまっしぐら

ビールは偉大だ！

懸垂地点に人が多く、標高2800ｍあたりで行動終了

メンバー４人中２人が初登頂～こりゃまたビックリ！

今宵のデザートは
プリン

んもぅ～キョーレツ！！
ゆーことな～んもなし

明日の下山が確実

あ！新海君が居ない…ごっめ～ん

とーぜん、こんな姿ではないが…

最終泊は非常食まで
なコトをイイことに

手をつけてしまった

そして…

板についてきた

下るのみ



５５５５月月月月１１１１日日日日（（（（火火火火）））） 早月早月早月早月尾根尾根尾根尾根下降下降下降下降 →→→→ 馬場島馬場島馬場島馬場島

今年も最後に雷鳥がお出迎え

早月尾根 核心の懸垂地点
最後の懸垂…たとえ５ｍでも安全第一で！

今年も早月小屋にて…

あとは馬場島へまっしぐら
最後はブナクラ谷方向より下りました

コーラは欠かさず

４５ｍダブル１発で楽々下降完了

姿は美しいけど…もうちっと
鳴き声なんとかならんかのぅ～

コレ昨年

今回優雅に飛んでいた、、、がっちゃん初見

とか言ってワタクシは右から巻いて下りやした



山行山行山行山行をををを終終終終えてえてえてえて

マンサク

本文自体がそのものかは記憶が曖昧だが、馬場島へ下山する手前の
林道脇にある慰霊碑に刻まれていた言葉である。今回の北方稜線は
その言葉がぴったりあてはまる山行であった。

北方稜線は想い出のある憧れだった場所であり、 １年前に小窓尾根

から初めて見た大窓の迫力に魅了され、その時から次はあそこへ仲間
と行こうと密か？に決めていた。早いうちからメンバーを募り、準備も
入念に行った。だが全てが順調に進んだわけではなく、むしろ課題ばか
りが増していった感が強かった。それだけに馬場島に到着した時は、一
人も脱落することなくみなココに居るということだけでもぅ～涙たらた
ら。この先あとは楽しむだけであった。

帰路の途中に訪れた桜の名所

イワウチワ

今回のごほうび
やりたい放題スミマセ～ン

一息つく暇などなさそーな際どい壁がつづき、

剣尾根全貌

末端が見えないコトロがさらに難易度を上げている

薮内さん、福本さん、お疲れさん！

昨年 小窓尾根から見た大窓

そしてみんながそれぞれ力を合わせ、
一つ上のレベルの山行が出来たことに
感謝。気がつけば私はテキトーに指示を
出していただけ。こんな山行のリーダー
をやらせていただき、なんて幸せなヤツ
なんだと感激の極みでした。

つきあってくれてありがとう。

山はすばらしい
山は仲間と行けばもっとすばらしい

赤谷山より望む北方稜線、右奥は剣岳
（ヤジ撮影、勝手に引用）


