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日本百名山の旅―７ 

              R3.8.10 柿原功 

 

登山期間：H26.7.24～H26.8.5 

６９．（３０）谷川岳 

７０．（３９）武尊山 

７１．（２９）至仏山 

７２．（３８）皇海山 

７３．（３７）奥白根山（日光白根山） 

７４．（３６）男体山 

７５．（２３）会津駒ケ岳 

７６．（２８）燧ケ岳 

７７．（２６）平ケ岳 

７８．（４２）四阿山 

７９．（４１）草津白根山（本白根山） 

８０．（４３）浅間山 
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６９．（３０）谷川岳  1977m              H26.7.24 

谷川岳は、上越国境をなす谷川連峰の中心にそびえ、トマの耳、オキの耳の二峰が寄り 

添う双耳鋒の山容が知られる。日本海側と太平洋側との気候区界にあって、冬は豪雪を伴う季節

風の影響を強く受ける。谷川岳の東面には、マチガ沢、一ノ倉沢、幽ノ沢など、雪崩による浸食

を受けた急峻な沢が刻まれ、日本有数の大岩壁を形成している。 

トマの耳               オキの耳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガレ沢の頭よりオキの耳を見る 

  

群馬県・新潟県 日帰り （前夜道の駅水上紀行館） 

コースタイム ： 6 時間 10 分 

コース ： 土合口駅 750m→マチガ沢出合→厳剛新道→ガレ沢の頭 1430m→ 

肩の小屋 1910m→トマの耳→谷川岳（オキの耳）→肩の小屋→天狗の留まり場→ 

天神峠→ペアリフト、ロープウェイ→土合口駅 
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７０．（３９）武尊山  2158m             H26.7.25 

日本武尊の東征の故事に名をちなむ武尊山は、周囲の谷川連峰や尾瀬周辺の山々とは一線を 

画すようにそびえる独立火山峰である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

武尊山山頂                 武尊山山頂 

   

 

 

 

 

 

 

 

武尊山より剣が峰山を望む            剣ヶ峰山山頂 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギンリョウソウ  

群馬県 日帰り （（前夜道の駅水上紀行館、車中泊） 

コースタイム ： 6 時間 50 分 

コース ： 武尊神社 1100m→剣ヶ峰山分岐 1285m→手小屋沢避難小屋 1645m→ 

武尊山 2158m→剣ヶ峰山 2020m→武尊神社 
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７１．（２９）至仏山  2228m             H26.7.26 

雪解けの湿原に咲くミズバショウをはじめ、夏の湿原を埋め尽くすニッコウキスゲ、秋は 

草紅葉と、季節の彩が美しい尾瀬ヶ原。その両端に裾を広げる至仏山は、北東に相対してそびえ

る燧岳とは対照的に、ゆったりとした山容を見せる。 

尾瀬鳩待峠                  シナノキンバイ  

小至仏山山頂                   至仏山山頂 

至仏山登山道  

群馬県 日帰り （前夜道の駅水上紀行館、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 

コース ： 鳩待峠 1591m→オヤマ沢田代 2035m→至仏山 2228m→往路を帰る 
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７２．（３８）皇海山  2144m             H26.7.28 

登山道は、栃木・群馬両県から開かれているが、江戸時代に庚申講が栄えた庚申山を越え、さ

らに鋸山十一峰の険路をたどって登頂する栃木県側のコースが伝統的。 

登頂後、下山中に庚申山荘付近で、登って来る日本百名山踏破中の田中陽希に会った。 

        皇海山登山道                      庚申二柱大神 

   

皇海山山頂              渡良瀬川水源碑 

  

栃木県・群馬県 日帰り （前夜道の駅白沢、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 5 分 

コース ： 銀山平 825m→庚申山 1892m→鋸山 1998m→皇海山 2143m→往路を帰る 
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７３．（３７）奥白根山（日光白根山）  2578m          H26.7.29 

日光白根山は男体山や女峰山、太郎山などからなる日光火山群の主峰をなし、山頂部には大小

の火口湖や火砕流による薙など、活発な火山活動を繰り返してきた名残りが見られる。 

群馬県草津町の白根山（草津白根山）と区別するため、日光白根山の呼称が定着している。 

  日光白根山         ロープウェイ山頂駅より望む日光白根山 

        日光白根山山頂             日光白根山 

              日光白根山                コマクサ  

群馬県 日帰り （前夜道の駅白沢、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 45 分 

コース ： ロープウェイ駐車場→山頂駅 2000m→七色平分岐 2115m→日光白根山 2578m 

→往路を帰る 
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７４．（３６）男体山  2486m                       H26.7.30 

男体山は、天応 2 年(782)に勝道上人が苦難の末に初登頂をはたし、以後、山岳宗教の聖地と

なった。山頂には二荒山神社奥宮が祀られ、現在も山全体が二荒山神社の神域となっている。 

遙拝所で入山料 500 円を払って登る。 

  二荒山神社             赤い砂礫の急坂 

   男体山山頂 二荒山大神の御神像     男体山山頂 二荒山神社奥宮 

                男体山山頂 大剣  

栃木県 日帰り （前夜丸沼高原ロープウェイ駐車場、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 40 分 

コース ： 二荒山神社前 1270m→四合目鳥居入口 1685m→八合目瀧の尾神社 2360m→ 

男体山 2486m→往路を帰る 
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７５．（２３）会津駒ケ岳  2133m                       H26.7.31 

会津駒ケ岳は、尾瀬の北東部に位置し、なだらかな山稜を四方へ広げてゆったりと横たわって

いる。頂上付近の山稜上には、池塘の点在する高層湿原が広がり、その景観は「山上の庭園」と

も呼ばれる。 

  駒大池          ハクサンチドリ 黄色い花はネバリギラン 

       駒ノ小屋              会津駒ケ岳山頂 

会津駒ケ岳山頂  

福島県 日帰り （前夜道の駅やまだミニ尾瀬公園、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 10 分 

コース ： 駒ケ岳取付点 1105m→水場入口 1625m→駒ノ小屋→会津駒ケ岳 2133m→ 

往路を帰る 
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７６．（２８）燧岳（ひうちがたけ）  2356m           H26.8.1 

燧岳は、西に向き合う至仏山とともに尾瀬の景観を描くシンボル的な存在。火山活動によ

って形成された山頂部は、最高峰の柴安嵓（しばやすぐら）をはじめ、俎嵓、ミノブチ岳、

赤ナグレ岳などの峰からなる。 

     熊沢田代木道                俎嵓 

   燧ケ岳より尾瀬沼を見る          燧ケ岳山頂 

    大江湿原木道                  尾瀬  

福島県 日帰り （前夜尾瀬御池有料駐車場、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 35 分 

コース ： 尾瀬御池 1505m→熊沢田代 1950m→俎嵓（まないたぐら）2356m→ 

燧岳（紫安嵓）2536m→俎嵓→長英新道分岐→沼尻休憩所 

→尾瀬沼ビジターセンター→沼山峠バス停→尾瀬御池 
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７７．（２６）平ケ岳  2141m                 H26.8.2 

利根川と只見川の分水嶺をなす山頂には、その名の通り平らな高層湿原が広がっている。

登山道が開かれた現在も、鷹ノ巣尾根コースは、往復約 10 時間を要する。しかも、途中に

山小屋がないため、日帰りで踏破するハードな行程になっている。 

  姫池                池ノ岳にある姫池 

平ケ岳山頂             平ケ岳より燧ケ岳を望む 

  

新潟県・群馬県 日帰り （前夜道の駅やまだミニ尾瀬公園、車中泊） 

コースタイム ： 9 時間 35 分 

コース ： 平ケ岳入口 840m→下台倉山 1604m→白沢清水 1725m→ 

姫ノ池 2080m→平ケ岳 2141m→往路を帰る 
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７８．（４２）四阿山  2354m                 H26.8.4 

ゆったりと裾を広げた山容が、まさに寄せ棟造りの屋根に見えることから「あずまや」の

名があり、群馬県側では吾妻山とも書く。 

四阿山山頂             吾妻（四阿）山山頂 

クルマユリ               ホタルブクロ 

イワギキョウ  

長野県・群馬県 日帰り （前夜道の駅六合、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 10 分 

コース ： 菅平牧場駐車場 1590m、P 代 2000 円→中四阿 2166m→四阿山 2354m 

→往路を帰る 
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７９．（４１）草津白根山（本白根山）  2171m        H26.8.4 

東麓の草津温泉が全国的に知られ、西麓には万座温泉、北には志賀高原を連ねる草津白根山は、

群馬県北西部に横たわる山体の大きな火山峰である。草津白根山とは、群馬と栃木の県境にそび

える白根山（日光白根山）と区別するため、登山で定着している山名である。 

草津白根山へは、山頂部まで車道が通じ、よく整備された探勝歩道をたどって手軽に火口湖や

展望ポイントをめぐることができる。 

本白根山展望所            探勝歩道最高地点 

高山植物の群落          砂礫地に咲くコマクサの群落 

  

群馬県 四阿山登頂後、白根火山ビジターセンターから登山する予定であったが、火山

ガスのため駐車場を利用できなかったのでロープウェイ（1500 円）で山頂駅へ行った。 

コースタイム ： 4 時間 

コース ： 山頂駅 2020m→本白根展望所→探勝歩道最高地点 2150m→往路を帰る 
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８０．（４３）浅間山 2568m （黒斑山 2404m）       H26.8.5 

浅間山の噴火警戒レベルは下記のように頻繁に発表されており御嶽山のように突然の爆発

もありうるので前掛山 2524m への登山は中止し、黒斑山 2404m 登山とした。 

H21.2.1 噴火警戒レベル３に 

H21.4.7 噴火警戒レベル３から噴火警戒レベル２へ引き下げ 

H22.4.15 噴火警戒レベル２から噴火警戒レベル１へ引き下げ 

H27.6.11 噴火警戒レベル１から噴火警戒レベル２へ引き上げ 

       黒斑山山頂              黒斑山山頂 

浅間山登頂後、次の道の駅風穴の里（長野県松本市安曇）へ行く途中、車のブレーキを踏む

たびに異音がするようになった。近くのコンビニで近くに自動車の修理工場がないか尋ねた。

たまたま店員さんが知っている修理工場があり、連絡してくれた。カーナビを頼りに行くと社

長が一人でやっている小さな修理工場だった。社長を乗せしばらく運転して異音を確認しても

らった。左の前車輪のブレーキパッドが摩耗して金属同士が接触している音であることがわか

った。社長が部品会社へ連絡し、取りに行ってもらった。もしこのまま運転していたら大変な

事故を起こしていたかもしれない。暑い中修理してくれた社長さんに感謝して、僅かであるが、

おつりは受け取らなかった。 

 

長野県・群馬県 日帰り （前夜道の駅みまき、車中泊） 

コースタイム ： 2 時間 45 分 

コース ： 車坂峠 1973m→トーミの頭 2300m→黒斑山（くろふやま）2404m→ 

往路を帰る 


