2009 年 8 月

[夏山’09]立山縦走・剱岳登山
法学部 3 回生 川原 将司
[目的]北アルプスでバカンスをしつつ、登頂が困難な剱岳に挑む
[場所]富山県中新川郡立山町
[日時]2009 年 8 月 20 日～25 日 3 泊 5 日(初日移動日・予備日[25 日]含む)
[メンバー]
ＣＬ：川原将司
食糧：溝口昇太
記録：千葉弘貴
装備：梅村智己
[装備]
・団体装備
□６テン□フライシート□グランドシート□ペグ□ハンマー□鍋□ガス缶×2□ガスヘッド×2□調理セット
□救急用品□食料品□サバイバルシート□紅茶
・個人装備
□メインザック□サブザック□ザックカバー□レインウェア□シュラフ□断熱マット□箸等□行動食□非常食
□飲料水□コッフェル□ヘッドランプ□コップ□プラティパス等□時計□地図□コンパス□ナイフ□ライター
□呼び笛□予備電池□靴紐□タオル□着替え□防寒着□折り畳み傘(自由)□ロールペーパー□帽子□手袋
□新聞紙□ゴミ袋□洗面用具□学生証□保険証(コピー可)□米 5 合□青春 18 切符□ハッピーセット□SRB
[食糧計画]
朝

昼

夕

21 日

各自で用意！

各自弁当用意！

焼きそば＋お吸い物

22 日

野菜炒め＋スープ

そうめん(野菜とそうめんつゆ)

麻婆豆腐丼＋キムチ＋味噌汁

23 日

炊き込みご飯＋味噌汁

たらこスパゲティ＋スープ

おでん＋米＋味噌汁

24 日

ちらし寿司＋味噌汁

どこかで食べましょう！

打ち上げでも構いません！

ホットケーキと蜂蜜シロップ

レトルト(各自用意)＋米＋お吸い物

予備

※米とレトルト食品は各自で用意してください。
[行程]
・前日(20 日)
移動日です。昼頃部室に集合して、装備のチェック等をしましょう。
-京都駅→富山駅22 時 30 分新阪急ホテル前(京都駅烏丸口前にあるホテル)へ
23 時発の高速バスで富山駅へ

・1 日目(21 日)
-室堂～雷鳥沢経由～剱沢キャンプ場5 時 30 分富山駅前着
5 時 44 分発の電車(富山地方鉄道、立山線下り富山電鉄)に乗車
6 時 32 分立山駅着→6 時 40 分発のケーブルカー→47 分美女平着→7 時発高原バス→7 時 50 分室堂着
～交通機関での移動終了～
8 時 30 分頃室堂発
室堂→15 分→みくりが池温泉→15 分→雷鳥荘→30 分→雷鳥沢キャンプ場→30 分→新室堂乗越
新室堂乗越→80 分→別山乗越(剣御前小舍)→20 分→小ピーク→20 分→剱沢キャンプ場
所要時間、合計 3 時間 30 分
12 時頃、剱沢キャンプ場着、昼食＆幕営準備、翌日の打ち合わせ
18 時頃夕食、19 時頃就寝
・2 日目(22 日)
-立山縦走、サブ行動4 時起床、朝食
5 時頃出発
剱沢キャンプ場→30 分→小ピーク→40 分→別山前分岐→10 分→別山(2874m)→10 分→分岐
分岐→45 分→真砂岳(2861m)→10 分→真砂岳前分岐→25 分→富士ノ折立(2999m)→15 分→大汝山(3015m)
大汝山→20 分→雄山(2991.6m)

所要時間、合計 3 時間 25 分

8 時頃、雄山着、休憩＆昼食
9 時頃出発
雄山→20 分→大汝山→15 分→富士ノ折立→35 分→真砂岳前分岐→50 分(真砂岳トラバース)→分岐
分岐→10 分(別山トラバース、残雪期危険)→別山前分岐→20 分→小ピーク→20 分→剱沢キャンプ場
所要時間、合計 2 時間 50 分
12 時頃、剱沢キャンプ場着、翌日の打ち合わせ
18 時頃夕食、19 時頃就寝
・3 日目(23 日)
-剱岳登山→雷鳥沢キャンプ場(温泉にて入浴)3 時起床、朝食
4 時出発、サブ行動
剱沢キャンプ場→25 分→剣山荘→30 分→一服剱(2618m)→40 分→前剱(2813m)→40 分→平蔵のコル
平蔵のコル→40 分→剱岳(2999m) 所要時間、合計 2 時間 55 分
6 時 30 分頃、剱岳登頂、休憩
7 時頃出発
剱岳→30 分→平蔵のコル→40 分→前剱→30 分→一服剱→20 分→剣山荘→40 分→剱沢キャンプ場
所要時間、合計 2 時間 40 分
9 時 50 分頃、剱沢キャンプ場着、サブ行動終了、テント撤収、昼食
11 時頃、出発
剱沢キャンプ場→30 分→小ピーク→30 分→剱御前小舍→70 分→雷鳥沢キャンプ場
所要時間、合計 2 時間 10 分
13 時 30 分頃、雷鳥沢キャンプ場着、幕営準備後温泉へ
18 時頃、夕食 19 時頃、就寝

・4 日目(24 日)
-下山→帰宅5 時起床、朝食
6 時雷鳥沢発→地獄谷、みくりが池経由→室堂へ
8 時発の高原バス乗車室堂～美女平(ケーブルカー乗り換え)～立山駅(電車乗り換え)～富山駅
9:07or10:07 の立山駅発電車で富山駅(10:10or11:04 着)へ
・富山駅～京都間
富山駅 12:20 発→金沢→福井→敦賀→近江今津→京都駅 18:51 着
※富山駅で鱒寿司を買いましょう！おいしいですよ
[費用]
・交通費
高速バス、3880 円(片道、学割料金)
電鉄富山～室堂バスターミナル間、往復 6530 円
・内訳
電鉄富山～立山駅間、往復 2340 円
立山駅～室堂バスターミナル間、往復 4190 円
富山駅～京都駅間、青春 18 切符一回分(2300 円)
・食費 1000 円程度
・幕営費 1500 円程度
合計 15000 円程度、富山でお土産を買うと言った方は多めに(？)用意すると吉
[メンバー詳細]
氏名

年齢

血液型

住所

溝口昇太
川原将司
千葉弘貴
梅村智己
[緊急連絡先]
企画、CL 川原将司
在京連絡人 杉山智也
探検部顧問 横山茂樹
京都産業大学学生生活課(昼間) Tel:075-705-1432
京都産業大学守衛所(夜間) Tel:075-705-1421
富山県警上市警察署室堂警備派出所(山岳警備隊) Tel:076-465-5778
[備考]
2 日目と 3 日目は前後させても良いです。メンバーの体調に合わせましょう。
行きの高速バスの料金はお釣りがないように、各自で用意しておいてください。

自宅連絡先

