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日本百名山の旅―９ 

              R3.8.10 柿原功 

 

登山期間：H26.9.7～H26.9.17 

９５．（１９）飯豊山   

９６．（３１）雨飾山   

９７．（４５）白馬岳   

９８．（４６）五竜岳   

９９．（４７）鹿島槍ヶ岳 

爺ケ岳 

大喰岳 

１００．（４８）剱岳  
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９５．（１９）飯豊山（大日岳）2128m        H26.9.7 

      飯豊連峰                飯豊山登山道 

飯豊山登山道                 草履塚 

飯豊山山頂                 飯豊連峰 

  

福島県・山形県・新潟県 日帰り（がけ崩れのため川入キャンプ場へは入山禁止のため、 

前夜高見台民宿泊、8,000 円） 

コースタイム ： 11 時間 15 分 

コース ： 秘密の登山口→小白布沢分岐→地蔵山分岐 1485m→剣ヶ峰→ 

三国岳避難小屋 1644m→種蒔山 1791m→飯豊切合小屋 1740m→草履塚→ 

姥権現 1820m→御秘所→飯豊本山小屋→飯豊山（2105m） 

ここから大日岳の往復は 7 時間 50 分かかるので退却→往路を帰る 
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９６．（３１）雨飾山  1963m               H26.9.8 

妙高高原の西に位置し、南峰と北峰の二つのピークを持つ双耳鋒である。 

 

雨飾山山頂                 雨飾山山頂 

    山頂にある山の神                雨飾山の岩 

 

 

  

新潟県・長野県 日帰り （前夜新潟市国道 7 号線沿いの豊栄パーキングエリア車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 55 分 

コース ： 雨飾高原キャンプ場登山口 1131m→荒菅沢 1451m→笹平 1885m→雨飾山 1963m→

往路を帰る 
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９７．（４５）白馬岳  2932m               H26.9.9 

山名は、山麓から望む山肌の雪形に由来する。冬にもたらされた豪雪がようやく消え

かかる初夏、白馬岳の稜線近くに浮かび上がる馬の形をした残雪模様を代馬に見立て、

農事歴としたという。 

白馬大雪渓               葱平のガレ場 

        杓子岳？            頂上宿舎より白馬山荘を望む 

      白馬岳山頂               白馬岳山頂 

 

長野県・富山県 日帰り （前夜道の駅小谷、車中泊） 

コースタイム ： 9 時間 5 分 

コース ： 猿倉荘登山口 1230m→白馬尻 1550m→白馬大雪渓→避難小屋→ 

村営白馬岳頂上宿舎→白馬山荘 2835m→白馬岳 2932m→往路を帰る 
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   白馬岳より槍ヶ岳を望む       白馬岳より白馬山荘を見下ろす 

   白馬山荘の布団干し             白馬山荘 

      返り白馬山荘              雪洞 

       雪洞               ポッカリ開いた雪洞 
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９８．（４６）五竜岳  2814m             H26.9.10 

五竜岳は、白馬岳や鹿島槍ヶ岳とともに北アルプスの北東部をなす後立山連峰に連な

り、ひときわ重厚な山容を見せるピークである。南に向き合う鹿島槍ヶ岳とは、稜線で

結ばれながらも、両座は八峰キレットの険路で隔てられ、互いに独立した風格を引き立

てている。山名の由来は、東面の菱型の岩を「武田の御陵」と見立て、それが「五竜」に

変化したとされる。 

       五竜岳登山道               後立山縦走路 

       五竜岳山頂               後立山縦走路 

後立山連峰                五竜山荘 

長野県・富山県 1泊 2日 （前夜道の駅ポカポカランド美麻、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 15 分 

コース ： レキャビンアルプス平 1535m→見返坂→小遠見山分岐 2007m→ 

中遠見山→大遠見山→西遠見山 2268m→五竜山荘 2490m→ 

五竜岳 2814m→五竜山荘泊 9,500 円 
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９９．（４７）鹿島槍ヶ岳  2889m          H26.9.12 

鹿島槍ヶ岳の山頂部は南峰と北峰からなり、吊尾根で結ばれた二峰がが並んでいる。

鹿島槍ヶ岳へは、山麓から直接登れる一般コースはなく、後立山連峰の稜線を南北いず

れかから縦走することになる。 

展望抜群の稜線に建つ種池山荘          種池山荘 

        冷池山荘             布引山山頂 

   爺ケ岳南峰から望む鹿島槍ヶ岳        鹿島槍ヶ岳山頂  

長野県・富山県 1泊 2日 （前夜道の駅ポカポカランド美麻、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 35 分 

コース ： 扇沢駐車場 1420m→ケルン 1820m→種池山荘 2450m→南峰→ 

冷池山荘 2410m→布引山 2683m→鹿島槍ヶ岳 2889m→ 

冷池山荘（泊）9,500 円 
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爺ケ岳  2669m               H26.9.13 

モミジ坂は道幅が狭く離合が困難で、団体が登って来るとかなり待たされる。 

 

       爺ケ岳山頂           爺ケ岳より鹿島槍ヶ岳を見る 

   

爺ケ岳南峰より槍ヶ岳を望む       爺ケ岳南峰山頂 

           爺ケ岳南峰より立山と剱岳を望む 

  

長野県・富山県 日帰り （前夜鹿島槍ヶ岳冷池山荘泊） 

コースタイム ： 4 時間 35 分 

コース ： 冷池山荘 2410m→爺ケ岳 2670m→南峰→種池山荘→扇沢駐車場 
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大喰岳 3101m、中岳 3084m、南岳 3033m       H26.9.15 

将来大キレットを歩くための予備練習として槍ヶ岳山荘から南岳まで歩いてみた。 

大キレットの縦走は約２年後の H28.7.29 に実行した。槍ヶ岳登頂は以前（H21.10.4） 

登っていたし、大渋滞であったので今回は中止した。 

天狗原付近の登山道        槍ヶ岳の鋭鋒が見えてきました 

   13:00 山頂まで大行列です      13:00 殆ど動いていません 

     18:00 まだ並んでいます      槍ヶ岳の奥からご来光です 

 

岐阜県・長野県 1泊 2日 （前夜槍ヶ岳山荘泊）10,500 円 

コースタイム ： 8 時間 35 分 

コース ： 槍ヶ岳山荘 3080m→大喰岳 3101m→中岳 3084m→南岳 3033m→

天狗原氷河公園→天狗原分岐→横尾、徳沢、明神→上高地 1505m 
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 赤屋根の殺生ヒュッテが見える          大喰岳山頂 

 

 

 

 

 

 

   

大喰岳より槍ヶ岳を望む           中岳山頂  

 

 

 

 

 

 

   

南岳より中岳、大喰岳、槍ヶ岳        南岳山頂 

 

 

 

 

 

 

   

 

南岳より穂高方面を望む      天狗原氷河公園より槍ヶ岳を望む 

赤屋根の南岳小屋が見える 
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１００．（４８）剱岳  2999m             H26.9.17 

剱岳が日本百名山登頂の百山目になった。剣山荘を去る時管理人にその旨話したら布製

の記念のプレートをもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

前劔山頂 ここから核心部が始まる  幅 30 ㎝位の鉄橋を渡り、鎖に摑まって 

                    垂直な岩をトラバース   

 

 

 

 

 

 

 

 

    カニのたてばい標識       正面の岩を鎖や鉄槌に摑まり登る 

 

 

 

 

 

 

 

    剱岳山頂 祠がある         山頂からの景色 

富山県 1泊 2日 （前夜道の駅風穴の里、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 

コース ： 室堂 2424m→雷鳥平 2271m→剱御前小舎→剣山荘 2474m（泊）→

前劔 2813m→カニのタテバイ→剱岳 2999m→カニのヨコバイ→ 

前劔→剣山荘→室堂 
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カニのよこばい？       赤い屋根の剣山荘 後方の山は剱岳 

 

 

 

 

あとがき 

 学生時代から九州の山には登っていた。そしていつかは北アルプスに登ってみたい 

という夢があった。しかし、大牟田市内の会社に入社後はテニスに熱中し、登山のことは 

全く頭になかった。62 歳になって膝を痛め登山はもうできないなあと完全に諦めていた。 

 福井県で 2 年 4 ケ月単身赴任していた時、福井県のある山岳会に入会した。皆と一緒に

いくつかの山に登っているうちに少しずつ歩けるようになった。 

 65 歳で大牟田に帰ってきて九州百名山や九州脊梁 50 山など登っていると膝の痛みがな

くなっていた。そして学生時代の夢であった北アルプスに登ってみたいという気持ちがむ

くむくと蘇ってきた。 

 その時、既に日本百名山を 18 山登っていた。あと 82 山であった。平成 25 年 7 月から日

本百名山に挑戦するようになった。平成 25 年は 8 週間で 32 山を、平成 26 年は 12 週間で

50 山を登り百名山登頂を達成した。100 山目は北アルプスの剱岳であった。69 歳だった。 

 平成 25 年 7 月から平成 26 年 9 月までの 1 年間の登山中、色々な失敗をした。また、 

同時に幾多の貴重な経験もした。金も使った。このようなことを許してくれた家族の協力に

感謝したい。 

                        令和 3 年 8 月 12 日  柿原功 

 

 

 

 


