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が熊沢田代 の雪原である。再 びブナ、
ダケカ ンバ の樹林帯 の急斜面を登 る。
視界が悪 いので広沢田代 の雪原が 見
えないが広沢 圏代辺 りだ。風雪が強 く
視界 も益 々悪 くなって きているので本
日はここで引 き返す ことに した。 この
日は月ヽ
豆温泉 に泊まった。

より

4月 24日 〜 4月 26日
メ ンバ ー L橋 本亨
加藤康男
岩 毅
岡坂準一

24日 (晴 )
21時 に横浜 の 自宅 を出発す る。蓮

4月

田サー ビスエ リヤにて集合 し、 2台 の
車 に分 かれ東北道 を那須イ ンターまで
一気 に走 り塩原温泉を経 由 して深夜 1
時 に檜枝岐 に到着 した。テ ン トを持参
してはきたが面倒 なので車 の中で仮眠
した。

4月 25日 隆肇)
明方 か ら風が とで も強 くまるで台風
の接近前 のよ うな天候 だ。雨 こそ降 っ
て いないがいつ降 り出 して もおか しく
ない空模様 だ。加藤氏 は中止を主 張す
るが行 ける所まで行 こ うとい うことで
登 山口の御池 に向か う。 しか し車 で入
れたのは途 中の七 入までであ った。御
池までの除雪 はすで に終了 して い るの
だが、七入か ら道路 にゲ ー トがあ り車
は進入禁止 となつて い る。他パーテイ
(ほ とん ど山スキ ー ヤ→も全員車道を
歩 いている。当然御池 まで車で 入れ
ると思 っていただけにガ ッカ リしたが
しかたな くスニーカー に履 き替 え御池
までの車道 を トボ トボ 1時 間半 かけて
歩 いた。御池 か らや っとスキーが使 え
る。駐車場 にて シールを張 りす ぐ樹林
帯 の登 りにかか る。なお今回 は私 と加
藤氏 がテ レマークスキ ーで橋 本氏 と岩
氏 がアルペ ン (山 スキー)で ある。1
時間程樹林帯 の急斜面を登 りき った所

4月 26日 (快 晴)
昨 日の御池 までの車道歩 きに懲 りて
帰 ろ うとの意 見もでたが、快 晴 の空を
見 ると熔 の 山頂 よ りの大滑降 にどうし
て も行 きた くな った。昨 日と同 じよ う
に七入 に車 をデポ し、再 び御池 の車道
を 1時 間半 かけて歩 く。天候が良 い分
昨 日と違 い登 山者 (山 スキーヤー)が
多 い。駐車場 か らシールを付 けたの は
昨 日と同 じ。加藤氏を先頭 に燃岳 目指
して歩 きだ したの は午前 9時 55分 で
あつ た。樹林帯 の急斜面を登 り、熊沢
田代 の雪原を駆 け抜 け (テ レマークは
平原 は速 い。 )再 び樹林帯 の急斜面を
登 りき った所 が昨 日の至1着 地点である
小 ピー クだ。広沢田代 はす ぐ前 であつ
た。昨 日は視界 が悪か ったせいか 山頂
が邊か遠 くに感 じられたが、今 日はな
ん と近 くに山頂 が感 じられる ことか。
これな ら 1時 間少 しで登れそ うだ。
広沢田代 か らは無木立の大斜面が広
が り滑降意欲 がそそがれ る。橋本氏 の
話では この大斜面 は北面 とい うこと も
あ り6月 で も滑 れるそ うだ。 スキーツ
アーのルー トを一度行 けば再 び行 く気
がお きないルー トと何度で も機会 があ
れば行 ってみた くなるルー トに分 ける
とこの熔岳北面 ルー トはまさに後者 に
あたる好 ルー トである。今 シーズ ン最
高 の快晴の 中、山頂 までの標高差 4
00mを 1時 間 チ ヨ ッ トで登 りきり眼
下 に尾瀬沼 (今 の季節 は雪原 となつ っ
ている。 )が 広が る魃 山頂 に着 く。全
員 で尾瀬沼 と至仏山をバ ツクに持参 し
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たパ ノラマ カメラにて記念撮影。山頂
での至福の憩 い。橋本氏 は持参 した大
型 カメラで の撮影 に意欲的だ。他 3人
は早 く滑 りた くて落ちつかない。1時
間程 山頂 で休 んだ後、 いよいよ大滑降
に移 る。岩氏 のダイナ ミツクなター ン
を背後か らカメラに収 め私 はテ レマー
クで転 びなが ら後を追 う。広沢田代 ま
では雪質 もいい。少 し登 った、小 ピー
クで休憩。昨年 の同 じ日に手塚、 自沢
さん らと苦労 して登 った越後駒ケ岳 が
望める。 この 曲 もす ば らしい大滑降を
楽 しめるが登 る苦労を考え ると何度で
も行 きたいとい う気 にはなれない。私
は最近体力・ 気力 の衰えか登 行時間が
3時 間を越えると急 に登 るのが面倒 に
なる。 その点 この魅 は登行時間が御池
か らだと約 3時 間 なので登 るのが苦 に
な らない。滑降ルー トは登 りの コース
通 り。標高 1, 920m辺 りか ら樹林

帯 の滑降へ と移 る。樹林帯 の中 も昨 日
よ り雪質が いい。樹林 の間 にシュプー
ルを残 し御池 に戻 った。そ して橋本氏
と加藤氏 は徒歩で、私 と岩氏 はスキー
でブナの樹林帯 の 中を岩氏 の好 ルー ト
フ ァイ ンデ ィ ングで標高 1, 200m
まで滑 ることがで きた。
(岡 坂 記 )
(コ ース タイ ム)
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い
ンウイー ク後 か らは車道 が開通 して
ー
るよ うだ。 それ以前 は車道 をスキ を

11を 言F毒 銀 畠継亀詈椋 星 慧基菫璽

で
によるが、 5月 いつぱ いまでは滑降
きると思 う。ベス トは連休 後 か。
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