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12/30(雪 叶々曇り)

雪空のなか、八哺か らテ レキャビンで

東常 出へ、ヤ ッケ類 を着たんです子屋ス

キー場 まで滑 る。 280日 のリフ ト券 を

買って、空いているリフ トに来 る。

シールを着 けて、い きな り恙な登 りをま

内板 に従 って、ミ らしい所 を前十子屋出

へ。す ぐえで、十子屋今 の考子島への分

岐 となる。

え気 も恙いので、赤落」・方面に向か う。

2 0 0cmの テ レマーク持参の水野 さんは

立木 のよい場所 を、い きなりの鎌習場所

とばか りに滑降するが、アルベンスキー

の痺 は簡キ には切 り春 えらヤtそ うにな く

難儀 している。

`]ヽ さい ピークを 1つ 通 して、下 り始 める

と、道 は少 しオ に折 ヤtて 行 くが、え根状

をそのまま降 りて しまい、軌迪修工 に沢

を上がった りして、 ちと半労する。

赤妬凸への登 りにかかる所で、夏逍 にえ

る。 2～ 3日 前 に滑 つたような トレース

が続いている。赤妬 ムの出項は準撼せず

教 m手前で、ス の野え湖へ向か うえ根筋

に入 る。始 めはタラタラであるが、斜友

が出て くる。 シールを外 そうかとヽヽ うが

煩わしさもあって、そのまま猾る。

その後 は殆んど高度 を変 えずに、一春高

い所 を4ん で行 く。

気 をつ けていると、所々に
`]ヽ

さな赤布

と、一ノ瀬氷常証合 と言いた,こ さヽな標誡

がある。湯沢の頭を重 ぎた所を、初 日の

テント場にする。ダン沢の頭の切 り関き

のような斜衝と、若手に幕津の温泉衛 ら

しいのが几 えている。

12/3Q(吹 彗 )

た きると、夕 し雪が積 もっている。

人気子報 は思 くはないが、降雪のうえ視

界 も恙い。昨 日几 えていたダン沢の頭 の

方向 を見え めて行 くが、夕 し若及口のコ

ースのため実際に行 つてみると距難感が

つかめず、若へ行 きミ ぎた り友 って止へ

行 きj竜 ぎた りして しまう。 まだ夕 しは視

界があるか ら軌逍修工で きるが、やは り

難 しいものだ。

ダンスの頭か らは、夕 しオヘ と鬼図状

では滑 ヤヽそうだが、すい雪では実 し方な

くシール滑降で行 くと、水野 さんのシー

ルが外ヤt、 ガムテープで止める。

一ユ養 りにかかる小 さなピークは、オか

らな き`Jヽ 高出に向かって、ほぼ夏逍 どお

りに 1853mの コルに出る。

無木立 の粘 ヤtか かった書が出ている所 を

養 って行 くと、視界が恙 くて気がつかな

いのか、ウサギが 10m近 くまで寄って

来 る。

`]ヽ 高」・ (1937m)か らの下 りは木が

混んで晨材 はナ きに くい。その後 はス の

木際 を右 の雪几 ので きかけのような所 を

を下 つてい く。 ここも殆 んど滑 らない。

ユニ郎 `lヽ 屋 は見つけられなかった。

さっ きの
`]ヽ 高占 と同 じような登 りにな

る。 200mち よつとの養 りだ。
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この辺では、一春 ピークらしヽヽ出なのに

標裁 ひとつない。人高出か らも雪が針 ま

っていとヽば快竜 に滑ヤtそ うだが、 シール

のまま下 る。

無理 にシールで下 つたせいか、今度 はネ

のヴィンディングがガタガクになり靴が

はずとtて しまう。えミの妙高スキー場で

の初滑 りに次いで 2友 目の使用なのに、

PETZLは 働倒 だ し、やっかいもので

ある。

1965mの 2つ 目の,1ヽ さな登 りの後で

もう 1つ `1ヽ
さな登 りがある。す ぐ左 に折

ヤt夕tば えかったが、カモシカ子への驀が

りが何 どな く分か りに くい。

少 し真 っ直 ぐ降 り邊 ぎたため、左ヘ トラ

バース して行 く。

高沢占では、手塚 さんのシールが片方は

がヤtて しよう。 そのたのビークを トラバ

ースする項か らスが強 くなる。手塚さん

が片ガ シール無 しで登 っているため、遅

ヤt気 水 となる。 ビュー ビュー吹 くス の

中,次 のピークの廂 に上がつた所で整地

もそこそこにテン トを強る。風 の書 だけ

はすさまじい。

1/t(晴 ヤ1)

6時 4く に日が党める。テン トを開け

ると、 この時 とばか り崎オt上 がってえユ

の日の出を拝 めた。

結構雪が積 もっていた。 シールで夕 し上

がって右 のえ根 を下 る。始 めはまあまあ

滑 つていたが、沢筋 に降 うないように、

オ にス に横移動 してると、殆んど滑 らな

くなつたが無事キャンプ場 までチ1着 。

この分 じゃ当初子え の自少」■も思い豊

られそうだし、え と痛 の痛みか ら子 く解

及 さヤtた いと、野及湖畔 のキミ をナ き山

すが、 こ夕tが 皓構 なアルバイ トとなる。

嫌気がさす項に峠 のヒュッテが近 くに几

えて くる。パラグライダーをしてる人 と

がいて、見てるとファー ッとII・ いたと思

つたら、ス に飛 ばさオt雪喬に激実 し怪我

して しまう。

そこか らえは、早が逍ったお蔭で、ず一

っと滑って来 らヤtた 。時々率が上がつて

くるのでス ピー ドに注意。わたケ原 の民

家でタクシーをサんで賞 う。
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12/30
湯田中 0ス)⇒ 発哺→寺子屋スキー場リフト上→

7:25                            9:20

→ 寺子屋峰 → 赤石山 → 薦への頭

9:50  10:10    13:36     15:06

12/31
起床・出発 → ダン沢の頭 → 大高山 →

4:00 6:30      8:37         11:58

→ カモシカ平 → 制 すぎ∈菫油 ?)

13:30       15:30

1/1
起床・出発 → 野反湖キャンプ場下 → 富士見峠→

5:50 8:35      9:56       10:10     13:27

→ 和光ケ原 (タクシ‐)‐ 長野原駅

14:27    15:20      16:06
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ルートマップ
①寺小屋峰から高沢山

②高沢山から花敷温泉
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