
荷 鞍 山
・

白 尾 山

1994.12.29～ 12.31
1,な 外木鉄も,(大塚紀準 )

年末年始 の頃に、え瀬沼あるいはえ瀬

ケ原 に出て、逹 ケ岳や二仏出を滑降する

のも、条件 に恙 まクtヤtば素喘 らしいこと

だが、短期間 となるとアプローチのラッ

セルに終始 して しまうことが多い。

荷鞍」4は 夏でさえ、その位置の不通 さか

ら裏逍 りのような存在 だが、積雪期 に割

りと気軽 に、 しか も「 どっぶ り」 と出ス

キーの静長に浸れるベス トエ リアだ。

12/29(木 )

奇 日のた に高崎駅 まで着 き、高埼始発

の各駅電ネで沼口に出る。

雪の際 る沼口か ら、チェーンを着 けた来

式バスに乗 る。乗家 は我々のみ、オバさ

んがこヤの 1区 間未 り降 うした。

床 に置いたスキーの板が熱 くて触 ヤtな い

ほど、嗅ル の効 き二 ぎた卑力で、ウ トウ

ト.冬期 のバスダイヤで′分 に着いた。

5 cm仁 、新彗が積 もつている。ゲー トの

の所でスキーを晨 いた。

除彗さ夕ヽた後 の新 普なので、ナ き易い方

だ。で も、 1時 7・lも 歩 くと、靴が合 わな

いのか、え襄がズ レてマメが出来て しま

う。カ ットバ ンを貼 った。 この乳で、マ

メが出来たのは、初 めてである。 2ピ ッ

チロには痛 さが増 して きた。ヤ敷 きをネ

つて、靴下 を2枚にした。

そろそろ、荷のまさに廂や腰の痛さが気

になって くる。人清水 `]ヽ 渥からは、除雪

さヤtて なくて、 くるぶ し住 まで港 り出

す。逹い昔のかすかな記憶では、右側が

もっと開けて几逍しがえかった等だ。

林 Fa3の 夕 し暗い感 じのする道 をナ く。枷

沢格 までの最後 は、休 み休み しなが ら、

ビッチが上が らない。

水 が行 らヤtる 、下側 にテ ン トを設営す

る。

年末 の慌 ただ しさか ら解及 さヤtる のは、

こういった静かさだ。
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12/30(金 )

1 0cm近 く積 もつたようだ。時間的に

はたっぷ りの唾颯を取った。子えよりは

少 し邊夕tて たふ。でも急 ぐことはない。

朝合に時 ralを かける。

人気は彙さそうだ。構 の傍にある鉄料の

脇から斜面を上がる。はじめは鮨かく、

赤布 を付 けて行 く。 150mの 養 りは、

逍皮な斜番で、ヤ門部から鏡めの斜働と

なる。広普樹から針葉樹に変わる。やが

て斜度がきつ くなる。オ手に養 り易い角

度で上がって行 けばん根縄 しに、いかに

もピークらしい荷鞍出のピークが見えて

くる。いままでの周 りの様子と雰囲気の

変わった、一段と台く凛としたピークで

ある。若手 をぇ り変んで、 トタン板 に

「荷鞍ム」と書かヤtた 標裁の脇に立った。

項上は次い。二仏出、式専、赤裁」・ と奈

日は二生が効いている。
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丁寧にワ ックスを全って木 の珠いた斜働

に飛 びミんでい く。

人塚オ は、先々4の ゲ レンデスキーでの

ものとは変 えて、占用のテ レマークスキ

ーのセ ットにしている。

このえ根 は、え瀬 の前荷 の占 と して

は、気のさいた斜働 と思っている。「 も

う夕 し、樹 7・lが広 けヤtば なあ」 という気

は不 めないが、満え のい く斜喬である。

12/31(■ )

神沢構 を茨 ってす ぐの斜働 を養 る。恙

なえ根 を鮨か くジグを切 って、 1550

mま で上がると急に広 い子地 となる。

前方 の台え J4に 続 くようなんなが左右に

几 える。オ は柳沢の支流が くいミんでお 、

り、若手 を目指す。全 くの子担地か ら、

ゃゃ句配 のついた、残雪期ザラメ雪か、

アイスバーン気木 の時 に快迪 に滑キtそ う

な斜働 を進んでい く。 こちらのえ根 は、

1800m逍 くか ら針策樹 に変わる。

スキーの換を描 くには、程 えい幅があ り

占スキー向 きのん根である。

下か らもはっきり几 える、台え出来面の

真 っ色い斜衝 を左か ら興 りたんでピータ

に立つ。

雪が夕 し多く降 り始める。 30分程休ん

で、時琲なく東働の斜働を滑 り降 りる

むせ近るような
'と

はいかないが、新雪

の抑沢源頭の斜働を、
`き

つ く7alも ないく

らいに夢ヤで滑つて行 く。

ヤ間部 まで来ると、まだ雪が十分積 もっ

ておらず、流ヤtが 几えてくる。鳥の斜衝

を滑 りながら降 りて行 ける。

ゃがて、二俣 を2ケ 所重 ぎるとえ右の斜

働 もきつ くな り、シールを着 けて右 の斜

喬 を上がる。昨 日つ けた赤布 の中の所 ま

で出て、aSP沢構 まで滑 り降 りた。

まだ、 お昼前 だ。 コーヒータイムの後

に、撤颯 して′分 に向かつた。

大清水 ,1ヽ 屋か ら先は、スノーモービルが

たった跡 を滑 る。閾 もな く、道路 の普は

消 えかけ、除雪で固まった場 脇 の値か

な部分 をお って行 く。

ヨ ー ス タ イ ム

l12/29(曇 り時々雪 )

沼田  E→  戸倉 

―

一  柳沢橋

7:10    9:10  9:20              13:30

12/3Q(晴 れ)

起床・BC出発-1760m付近 ― 荷鞍山 一→ BC

5:30  7:55   9:35  9:50   10:50 11:25   12:05

12/31(曇 リー時雪 )

起床・BC出発 ― 白尾山 ―一)柳沢下三俣 一

5:00  7:00    9:10 9:40   10:30 10:45

-→ 尾根一→ BC・ 撤収発―→発電所手前一→戸倉

11:10  11:35 13:00  14:10 14:40   15:02

。
0。
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