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本号内容 

１．クライミングスクール（10/3三倉岳）報告 

２．登山教室（2年 10/9～10くじゅう連山、1年 10/16

クマン岳～古鷹山、10/23～24比婆山連山）報告 

３．全員協議会（10/27西区民文化センター）報告 

４．中国高校登山大会（10/29～30もみのき森林公園・

十方山一帯）報告 

５．岳連短信(1寄贈御礼) 

 

１．クライミングスクール報告 

（指導部長 森本 覚） 

10/3(日) 

場所:三倉岳 ABCエリア周辺 

人数：13名 （スタッフ含） 

講習内容 

午前中、旧Ａフェイスノーマル、Ｂフェイスノーマル、

練習クラック.7にトップロープ 

午後２時くらいからじゃじゃ丸、ポンタ、ゴンタにト

ップロープ 

足の使い方などに注意しながらクライミング 

トップロープのビレイは上達しているようでした。 

（指導部 塩田 徹） 

（感想文） 

『クライミング教室（10月）に参加して』 

（受講生 細田 悦朗） 

コロナ感染防止集中対策の為 3か月ぶりに開かれた

クライミング教室は、夏場の大雨もあり、外岩を触る

機会も少ない中での参加となりました。 

今回の練習場所は午前中旧Ａフェイスノーマル、Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェイスノーマル、練習クラック、午後からじゃじゃ

丸、ポンタ、ゴンタで、それぞれの場所で異なる技術

の練習ができる場所でした。終了点まで行くには、ス

メアリングやフットジャム、ハンドジャムなどを上手

にこなさないと到達できず、クラックでは腕と手首を

入れてみましたがテンションが掛からず、フットジャ

ムは小指から入れるところを親指側から入れてしま

うなど、各技術のやり方が会得できておらず力任せの

クライミングとなり、かなり体力を消耗しました。 

指導者の方からは、特に腕が疲れる要素を指摘され、

ひじの位置により疲れ方が違うことや、登るときの進

行方向に対する体裁き、スメアリングのときの岩に対

する足首の向きなど多くの指導を受けました。 

また、安全面では 1ピン目のセットまでに落下した

ときの危険とフォロー、ロワーダウン時にロープを掛

ける体勢のコツもなど、少しでも効率的に練習するた

めの要素も習いました。 

家に帰り、三倉岳のトポ図を眺めてみると、今日の

ＡＢＣフェースや源助崩れなど、グレード 10や 11の

数字が書いてあり、最も簡単な場所の一つと思われま

す。しかしながら去年から始めた岳連のクライミング

教室で、終了点まで行ったことはありません。 

今年も残り 2回ですが、今後はボルダリングジムに

通い少しでもレベルを上げていきたいと思っていま

す。 

（受講生 小玉 靖視） 

コロナ禍の中 9月は中止になり 10月再開された

クライミングスクールに自分は技術的な事は何も

出来ないですがワクワクしながら三倉の駐車場に 
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行きました。 

今回は６合目の岩場で前回同様トップロープで

登ります。1本目は右の岩場で 3番目に登るので下

から前の人の登りを見ていて手、足の置く場所を見

ていたのに、自分が登り始めると次の足の置く場所

が分からなくなり、スタッフの方が右下にスタンス

が有るからと言われ見てみると、前の人が登ってい

る時そこに大きなスタンスが有り自分もそこに足

を置こうとしていた場所で、いかに自分の近くしか

見ていないか分かり自分で笑ってしまいました。Ｓ

字下のテラスまでは行けたのですが、そこからハン

ドジャムを何度もトライしたのですが、出来ず腕の

力が段々なくなり掛けた時、スタッフ方が手を下し

てシェイクするように言われリラックスさせ、回復

させてから何回かトライしたのですが、登れません

でした。 

1本目で力を使い果たしてしまい 2本目は指に力

が入らず途中までしか登れませんでしたが、左の岩

場に移動して一番上のコースの岩場で中間のテラ

スに左足の先は乗せられたものの、そこからなかな

か左足に重心を移せなかったのですが、スタッフの

方が右の壁を右手で押すように言われ、壁を右手で

押すと左足に重心が乗ってスムーズにテラスに立

てた時の感覚は今も覚えています。今まで岩を掴む

事しか考えていませんでした。 

このスクールだけではうまくはなれませんが、基

礎だけは頭に入れて岩に登りたいです。残り２回に

なりますが、これからもよろしくお願いします。 

 

 

 

 

（写真提供 金村 栄蔵) 

 

２．登山教室報告 

（指導部長 森本 覚） 

第 3回 2年生 10/9(土)〜10(日) 

登山形態：テント泊山行 

山域：くじゅう連山 人数：6名（スタッフ含） 

緊急事態宣言が解除されましたので、くじゅう連山の

縦走を実施する事にしました。感染防止対策として個

別テントで行動しました。1日目は天候に恵まれまし

たが 2日目は雨でしたので景色を期待していた大船山

を諦めスガ守に荷物残置で三俣山に寄って戻りまし

た。（森本） 
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（感想文） 

『１０月山行（くじゅう連山）に参加して』 

（登山教室 2年生 高田 正剛） 

今年度に入って２回目の緊急事態宣言が解除され、

２か月の中断期間を経て登山教室の実技山行が再再

開されました。 

私はくじゅう連山に初めて行ったのですが、金曜の

夜に出発し、長者原ビジターセンターに着いてから２

時間程度の仮眠をとり、目覚めた時に写真で見たとお

りの三俣山を目の前で見たときはちょっと感動しま

した。 

初日 

東屋で手早く朝食をすませ、コンクリート舗装され

ている旧鉱山道を通り、諏誐守峠を越え、北千里浜、

久住別れ経由で久住山・稲星山・中岳・天狗ヶ城を巡

り、再び久住分れ、北千里浜を経て法華院温泉経由で

坊がつるに向かいました。 

旧鉱山道から諏誐守峠までの上りは大小の岩が転

がるガレ場でペンキの目印をたどって登ろうとした

のですが、逆光で目印と踏み跡がよく見えず歩くのに

とても苦労し、北千里浜から久住分れまでの上りも岩

だらけで少し苦戦しましたが、久住分れ以降の稜線は、

良く晴れて眺めがとても素晴らしく、楽しく歩くこと

ができました。 

久住分れに戻ってからは下りなのですが、岩だらけ

で足が痛くなり、特に北千里浜から法華院温泉への下

りは大小の岩が転がっている急傾斜であり、疲れて重

いテン泊装備でフラついていたので、足首や膝を痛め

るのではないかとヒヤヒヤしながら法華院温泉に下

り、なんとか坊がつるにたどり着き、テントを張って

１日を終えることができました。 

２日目 

当初の計画では、坊がつるから大船山に登り、再び

坊がつるに戻って雨ヶ池経由で長者原ビジターセン

ターに戻る予定でしたが、天気の関係などで、北千里

浜、諏誐守峠経由で三俣山に登り、長者原ビジターセ

ンターに戻ることになりました。 

今回の山行で私は計画係でしたが、最初は三俣山に

登り北峰から南峰に向かう点線ルート（山と高原地図 

 

のルート解説ではロープありの岩場）を歩く計画案を

つくっていたので、この変更は大歓迎だったのですが、

最終的に雨で岩が滑りやすく危険であるという理由

で北峰から南峰までの点線ルートは行かないことに

なり、少しだけ残念な気持ちになりました。 

三俣山からの下りで雨が止み、諏誐守峠からのガレ

場をペンキの目印をたどって順調に下り、コンクリー

ト舗装の旧鉱山道を順調に下り、予定より少し遅れま

したが長者原ビジターセンターに戻ることができま

した。 

緊急事態宣言期間中の自粛で体力が落ちているこ

とや、久しぶりのテント泊装備での縦走であることか

ら、いつもは登山計画書に記載されている装備の他に

もいろいろ持って行くのですが、今回は記載されてい

るものに限定し（お酒も法華院温泉で購入できるビー

ルに限定し、いつも持参するワインも持って行きませ

んでした）、できるだけ軽量化を図り、今回の山行を

無事終えることができました。スタッフ及び同期の皆

様、ありがとうございました。 
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（写真提供 森本) 

 

2021年度 10月の登山教室 1年生をおえて 

緊急事態宣言が解除されましたので、10/16(土)に読

図山行として補講を追加しました。10/23(土)〜

24(日)は比婆山へ歩荷訓練を行いました。今年も新型

コロナウイルスの影響で本来のカリキュラムが実施

できてないのですが出来るだけ影響が無いように調

整しつつ実施できればと思っています。（森本） 

 

第 4回 1年生 10/16(土) 

登山形態：読図講習 

山域：クマン岳〜古鷹山 

人数：10名（スタッフ含） 

（感想文） 

『2021年 10月山行 クマン岳・古鷹山』 

（登山教室 1年生 李 京子） 

コロナ緊急事態宣言解除による三ヶ月ぶりの教室

再開。その間に季節は夏から秋へと変わっていた。 

今回の課題「読図をしながら歩く」舞台は江田島。

陸路航路でそれぞれ海を渡り、切串港集合。この港を

始終点に、周囲約 30kmの島の中心部 10kmを巡る。空

はどんより蒸し暑く、時折吹く風が快い日だった。時

計の針と逆回りにしばらく登ると稜線に出る。この日

は高野箒の花を初めて見聞きした。 

見晴らしの良い場所でクロスベアリングの練習。視

界に広がる景色の中から目標物を設定し、磁北線とコ

ンパスの角度で現在地を導き出す。目標物を変えなが 

 

ら何度か試みると、地図上に引いた幾本もの線が一点

でほぼ交わり、およその現在地がわかるという理屈だ

が、これがなかなか容易でない。そもそも地図を整置

するという基本の基本を今更ながら知って感激する。

目標物を遠くの山や島より桟橋の突端など、至近距離

にあるより具体的な人工物に設定するにつれ、精度が

上がる。 

折り重なる島々や牡蠣筏という瀬戸内海の見慣れ

た風景が広がるなか、呉港に近い海には灰色の艦船も

浮かんでいる。戦時中だったなら、島で不審な動きを

する我々こそすぐに海上から発見されていたことだ

ろう。 

クマン岳（399m）を通過し、帆立岩そばで二度目の

クロスベアリングを試みた後、古鷹山（392m）に至る。

山名の鷹はその昔、暴風雨で難破しかけた船を静かな

入江へと導き、この山中に消えたという。山頂には軍

艦旗がはためき、五省訓の碑が立つ。麓の旧海軍兵学

校から鍛錬のため、この山を駆け上ったという若者た

ちとその時代にしばし思いを馳せる。 

鎖やロープを張った岩道を慎重に下り、ソロプチミ

ストの森へと向かう。名峰古鷹山には登山客も多く、

登山道や案内標識も親切だが、この先が怪しい。375

ピークまで緩やかな坂道を登り、道なりに進もうとし

た地点で逆方向に進んだのは意外も意外だった。二等

三角点で右折という大ヒントが地図上にはあったポ

イントだった。 

林道に出ると、ソロプチミストの森、子供の国とい

う標識が立つも、辺りは無人。ここからが本日のハイ

ライトである。藪こぎルートの藪がいかに深いか、い

かに道迷いするか、隊列の後ろでスタッフが楽しそう

に黙って見守る。豪雨災害もあってこの先は登山者も

少ないのか、登山口からの階段にも草木が覆い茂り、

階段上の東屋は廃屋と化している。コンクリートの防

火帯に落ち葉が敷きつめられた尾根道を、蜘蛛の巣の

大扉を切り開き、大蜘蛛を慌てさせながら進む。長袖

を捲りあげていたせいで手首周辺がひどくかぶれた

ようで、今なお痕が残る。蛇の抜け殻かと思ったおと

なしいシマヘビにも遭遇した。 

317ピークを無事通過、続く 273ピークを二等三角 
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点で確認できたものの、その先で尾根を誤る。後で地

図を見ると、ピークから幾筋ものなだらかな尾根が広

がっていた。分岐で迷った時にはコンパスが指し示す

方向を確認する。変だと思ったら引き返す。とはいえ、

スタッフたちの期待とは裏腹に藪は浅く、思いのほか

道がついていたようだ。かくして、予定時間より早く

終了。 

帰路についた頃から、静かな雨となる。無事歩き切

ることができ、スタッフはじめ山の仲間たちに感謝し

たい。 

 

 

 

（写真提供 森本） 

 

第 5回 1年生 10/23(土)〜24(日) 

登山形態：テント泊山行 

山域：比婆山連山 

人数：10名（スタッフ含） 

（感想文） 

『比婆山連山山行を終えて』 

（登山教室 1年生 島崎 睦子） 

3カ月ぶりの登山教室の山行で、テントを担いで 1

日目 13.853ｋｍ、2日目 16.7ｋｍ歩くというハードな

もので、完歩できるか不安で参加しました。というの

も、2週前に東北の山で長い下りによって膝にダメー

ジを与えてしまって治らないうち、先週も近畿の山に

登り、膝の不安がありました。テーピングとタイツと

ストックを使うことで、負担を軽減して臨みました。 

最低限の荷物でもリュックの重さは、１４ｋｇでし

た。長く背負っていると肩の痛みが増してきて、早く

休憩になってリュックを下ろしたいと思いながら歩

いていました。足の方は、疲れてきましたが、落ち葉

が多く比較的衝撃が少なく何とか歩けました。リュッ

クの担ぎ方をもう少し肩に負担がかからないよう改

善しないといけないと思いました。最後まで心が折れ

ず頑張れたのも、涼しくて風もなく、歩きやすい恵ま

れた天候が味方してくれていたと思います。2カ月前

の暑い天候だったら、もっとバテバテだったと思いま

す。 

今回、私は、朝食担当で、レシピを考え、食材を準

備しないといけませんでした。たくさんの制約があり

ます。1人分 100ｇ、軽くて室温で保存でき、調理過

程で廃棄物が出なく、鍋等のかたづけ（拭き取り）し

やすいもの。朝は、雑炊がいいと聞いていたので、雑

炊とあと何か 1品必要と思いポテトサラダを選択しま

した。たまたま、食品乾燥機を購入したところだった

ので、アルファ米、乾燥野菜など手作りで挑戦してみ

ました。ポテトサラダは、マッシュポテトのフレーク

を使うと簡単に作れるので、それを利用したのですが、

味付けはいろいろ悩んで試して決めました。みんなに、

美味しかったって言ってもらえてほっとしました。 

夕食担当の Kさんのメニューもすごく工夫されてい

て良かったです。みんなでワイワイ言いながら、作っ 
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て食べるのは楽しかったです。差し入れのワイン、干

し芋、リンゴ、かまぼこも美味しくいただきました。 

ただ地面からの寒さが体にしみました。持ってきて

いる服を全て着込んでいました。冬期のテント泊の時

は、もっと寒さ対策しないといけないなと思いました。 

2日間、無事歩き終えてひと安心。しんどかった分、

達成感を感じました。いろいろな山があり、花や景色

を楽しめるので、軽い荷物でまた登ってみたいと思い

ました。さすがに、身体のあちこちの痛みが残りまし

た。みなさん、お疲れさまでした。 

 

 

 

（写真提供 森本） 

 

３．全員協議会報告 

日時 １０月２７日(水)１９:００～２０:１５ 

場所 広島市西区区民文化センター 

出席者 ２３名 

会議内容 

１ 会長あいさつ 

２ 議題 

(1) 比婆山国際スカイランの実施予定 

来年は例年通りの開催とする。 

懸案事項として①チーフ(全体総括)と②計測業務

をどうするかということがあったが、①については

三村さんが引き受け、豊田さん・杉本さんがバック

アップするという体制とし、②については永津さん

が引き続き担当してくれることになった。 

招待選手は 1位のみとする。韓国も招待するが参加

は難しいだろう。 

最低限大会が運営できるスタッフで臨むこととす

る。 

(2) 創立８０周年事業（記念誌の原稿依頼） 

祝賀会は中止。海外(ブータン)トレッキングも当面

中止。 

記念誌は発行する。11月末締切で後日原稿依頼をす

る。原稿作成のため、ホームページに過去の総会資

料をアップしてほしいという要望があった。 

(3) 写真展 

2/22(火)～27(日)の期間で再申込をした。（全員協

議会後にＮＨＫギャラリーから承諾書が届いた） 

(4) 県民ハイキング（12月 5日、宮島から再開予定） 

岳連担当なので、スタッフとしての協力を。 

歴史解説の深化したものを理事長が行う予定。 

(6) その他(田中剛さんご遺族支援他) 

受付は 11月末まで延期されることになった。 

３ 各部報告 

事務局 特になし 

指導部 救急法研修会・夏山リーダー講習会が中止に

なった。JMSCA会議は Zoomで参加した。登山教室・

クライミングスクールについては部分的に実施 

普及部 比婆山登山道整備を兼ねた自然保護研修会

が中止になったが来年は実施したい。課題はあるが 
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水質検査を継続した。他県の登山環境整備と格差が

あるので各会に調査依頼をしたい 

競技部 三重国体が中止になった。強化は行っている。

パラクライミングを福山山岳会と協力して実施す

る。来年はブロック大会を広島県が主管する。アー

バンスポーツは 3月実施 

国際部 セミナーは 3/27 に延期。スカイランでは韓

国の招待をするが参加は難しいかも 

県東部 12/20にパラクライミング競技・参加者25名。

合同登山を 11/14に行う 

４ 出席者近況報告 

三役以外の出席者は以下の方々（敬称略） 

岡谷、新山、蒲谷、金村、森本、小方、横山、福永、

西部、平田、菊間、近藤、荻田、杉本、勝村、山本、

三村。 

５ 最後に亀井副会長が挨拶をして閉会 

 

 

４．中国高校登山大会報告 

（県高体連登山部事務局 内藤 弘泰） 

第６１回中国高等学校登山大会の結果を報告させて

いただきます。 

期日 10月 29（金）～30（土） 

場所 廿日市市 もみのき森林公園・十方山 

参加数 生徒 48名（男子 6校，女子 6校)、 

監督・役員 38名 

大会結果（順位 校名 得点） 

＜男子＞1 広島学院(広島) 98.7 

    2 岡山工業(岡山) 96.9 

 

    3 下松工業(山口) 96.8 

    4 修道(広島) 96.3 

    5 松江北(島根) 94.6 

    6 境港総合技術(鳥取) 89.1 

＜女子＞1 ノートルダム清心(広島) 95.6 

    2 岡山操山(岡山) 95.3 

    3 米子東(鳥取) 94.0 

    4 山口(山口) 92.7 

    5 出雲(島根) 91.4 

    6 基町(広島)88.3 

例年であれば、中国５県から男女の代表が 7～10校

ずつ参加する大会ですが、新型コロナの対策として、

各県男女１チームずつ（開催県の広島県のみ 2チーム)

の参加という縮小での開催となりました。テントでの

就寝はせず、テント設営→審査→即撤収で、宿舎での

宿泊、食事は自炊せず、お弁当を配布して部屋で黙食、

という形で行いました。登山行動の土曜日は、すばら

しい天気に恵まれ、他県のみなさんに「十方向が見渡

せる」という十方山の景色を味わってもらうことがで

きました。 

選手のみなさんには多くの制約がある中でしたが、

努力が実ったり、反省して次に生かそうと心に誓った

りと、様々な経験をしてもらえたのではないかと思い

ます。 

運営に関しては、今回も役員・審査員の先生方や、

他県の監督方に助けられ、なんとか無事に終えること

ができました。本当にありがとうございました。 

 

（以下写真提供 内藤、西部） 

 

10/29 もみのき森林公園体育館での開会式 

 



山に親しむ、山を楽しむ、山に学ぶ     もみじ 212   2021（令和 3）年 12 月 4（土）発行 

8 

 

 

 

各県高体連旗 

 

設営審査 

 

10/30 十方山頂のチェックポイント 

 

二軒小屋駐車場を出発する男子選手 

 

 

応援の山田会長と後藤副会長 

 

（優勝チーム選手感想文） 

（広島学院 西尾 嘉輝） 

ずっと､中途半端だった。勉強も趣味もなにもかも。

自分でも、良くないことだっていうのは分かっている。

ただ、どうしても全ての事が目標まで全力でやり遂げ

られず、逃げてきたのだ。 

そんな僕は中学生となり、登山部に入った。小学生

の時から憧れていた登山部。お金が多くかかり、どう

せいつも通りの結果に行き着くと思う母に、これまた

いつも通りの「頑張るから」と僕は言い、渋々承諾し

てもらった。 

登山はやっぱりキツかった。重りを背負い、空身の

僕らより速く歩かれる先輩の姿はとても遠いものに

感じた。でも、僕は何事も初期段階だけは頑張れるタ

イプなので、朝練を始めた。そのお陰で、中一の中で

は上位に食い込めるようになった。その頃から、A 隊

という物の存在を知り、目標になった。朝練に参加し

た事で知り合えた先輩方からも「未来の A隊」と呼ば

れるまでになった。 

しかし、情け無い事に結局、僕は逃げ始めた。自分

に負け、朝練に行く回数は減り、そのせいで、負ける

訳が無いと思っていた友達にもタイムレースで負け

た。そして、高校生になり､県総体の A 隊の座も逃し

た。 

だが、その後、思わぬチャンスがやって来た。中国

大会だ。インターハイに出場した A隊の方々は日程の 
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関係上、出場できないため新しく中国大会の A隊が編

成される運びとなったのだ。 

そして、僕より速い先輩方や同級生がいる中、僕は

ただ「A 隊になりたい」という気持ちの強さで A 隊に

入れていただいた。だから、感謝すると共に人一倍「優

勝するしかない」という気持ちが沸き上がっていた。 

 

そこからの日々はとにかく、登山漬けの毎日だった。

中国大会予選で勝ってからは、更にパーティー全員が

熱くなった。僕は予選で、歩行と記録書で失点してし

まった。特に記録書の失点は不甲斐ないものだった。

もう二度と記録書で失点しない､担当の自然観察のテ

ストでもミスはしない！そのために先生方、先輩方、

そして同級生にも質問したり、ペーパーテストの練習

問題を作ってもらったりなど、これでもか‼︎というほ

ど手伝っていただいた。登山部と関わりの無い先生か

らも応援していただいた。そして、テントを建てるの

も速く、上手くなった、下見は何度も行った、装備も

何回も確認した。インターハイに出場した同級生から

「後悔の無い様に準備してね」と言われたのを守った。

完璧だといえる自信があった。 

そして、大会本番を迎えた。少し緊張している僕達

のパーティーの CL の選手宣誓を聞き、ようやく、大

会に出場している実感を得た。1 日目の筆記試験、装

備審査、設営審査が終わった。 

その後コロナ禍のため、テントの代わりに泊まる事

になった宿舎に戻ったとき、僕の心は混沌としていた。

絶対に落としてはならない筆記試験で一問､間違えて

いたことが分かっていたからだ。その日の夜にテスト

の返却が行われた。返ってくると 3.8 点。もう一問､

間違えていた。こんなの、自然観察では取ってはなら

ない点数だ。完全に出来ると油断し、疎かにしてしま

っていた範囲からの出題だった。ただひたすらに負の

感情が、身体中を渦巻いていた。 

2 日目。昨日の結果が酷すぎたせいか、全く緊張せ

ずに登山行動に臨むことができた。もう失うものは無

く、練習通りやるだけだと思った。 

そんな事はなかった。読図がしっかりと満点を取る

中、記録書はまた失点をした。僕の中の黒い物が爆発 

 

した。どうして準備の段階で気付けなかった⁉︎どうし

て山行中に気にすることが出来なかった⁉︎と思うと同

時に、今となっては気色悪い考えだが、黙って悲しむ

のは何となく違う気がして、怒りを露わにした。その

様子は、後に先生に聞くと「あのパーティーには勝っ

たな」と思えるくらい酷いものだったらしい。 

大会の翌日、オンラインで閉会式があり、点数的に

厳しいと思っていたが、我が校の登山部は中国大会を

二連覇することができた。結局、僕個人としての大会

の内容は、中途半端ですら無い、とても悪いものとな

ってしまった。しかし、A 隊として最高の結果を出せ

たのは、両親をはじめとする多くの方々のサポートや

応援があってこそだった。そして何よりも､最高のメ

ンバーである 3人がいたからこそだと思うし、こんな

中途半端な事ばかりの僕の人生の、最高の思い出を作

ってくれた事には感謝してもしきれない。 

この感想文を書いている日、部活動で僕らは、後輩

に登山の経験を積んでもらうために､広島県内最高峰

の恐羅漢山に登った。そして下山している時、A 隊メ

ンバーの 1人とこの感想文について話していると、「こ

れは始まりに過ぎない」と言い、彼の目線の先には、

まだ雪の無いスキー場をにこやかに下る後輩の姿が

あった。 

僕に登山のいろはを教えてくださった先輩方のよ

うに､僕は素晴らしい人間ではないし､どんなに努力

しても追いつける気はしない。ただ､僕なりに全力で

自分の成功も失敗も後輩に伝えて､出来るだけ多くの

後輩にまたこの場に感想文を残して貰いたい。 

 

（広島学院 田村 由羽） 

まず、大会を振り返ってみると、やはり筆記での失

点が印象的かつ致命的であって、自分の詰めの甘さを

痛感するばかりでした。しかし、それ以外は概ね良好

で、実技では対策が功を奏して、想定通りのことがで

きたなとも思っています。さて、感想ですが、自分と

しては多くの人に支えられたことが非常に強く心に

残っています。今回の大会の準備では数多くの先輩や

先生方、特にインターハイに出場した方々、にご指導

いただき、それが非常に身になることばかりでした。 
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それだけでなく、共に出場権をかけて争った同級生た

ちの存在も、自分の原動力になっていたなと思ってい

ます。その結果、大会を通して、部への感謝と誇り、

これから部に貢献できるようになりたいといった感

情がより強くなったなと思います。これからも頑張っ

ていきたいです。 

 

（広島学院 立石 千洋） 

今僕は、恐羅漢山から帰るバスの中でこの文章を書

き始めている。2 週間前に中国大会が行われた十方山

と同じ、西中国山地国定公園の山だ。つい最近のこと

なのに、長い時間がたったように感じられる。これか

ら書くのは、登山に向き合った日々の記憶、僕らが頂

の景色を見るまでの物語だ。 

話を始めるにあたって、まずはあの辛い過去を振り

返らねばならないだろう。6 月の県総体に向け、僕は

広島学院 B1 班の一員として準備をしていた。班唯一

の高 2の先輩に引っ張られて下見などを重ね、初めて

の大会に緊張しながら本番に臨んだ。結果から言うと、

B 隊 4 位。読図で 2 点落としてしまったのだ。いい準

備が出来ているという自信、いや、慢心があったかも

しれない。なんにせよ初陣は散々に打ち砕かれた。 

落ち込んでいた僕だったが、次の機会はすぐに巡っ

てきた。県総体で優勝しインターハイ出場を決めてい

た A 隊 4 人と別に、中国大会を目指す 4 人が選ばれ、

僕は CL：チーフリーダーとなったのだ。全員高 1とい

う不安はあったが、先生や先輩方の手厚いサポートが

それを和らげてくれた。今年は中国大会の開催県とい

う事で出場校が 2枠だったが、甘える訳にはいかない

と思い、弱い自分を駆り立てる。9 月の県予選は新型

コロナウイルス感染拡大と重なって延期された上、台

風接近により初日のペーパーテスト中止という波乱

があったが、無事に突破することができた。ただ経験

不足も露呈し、収穫の多い大会となった。 

束の間の休息の後、ついに 10 月末に向けた準備が

始まった。予選を遥かに超える緊張の中、着実に準備

を進めていく…はずだったのだが、計画性の悪さ故に、

直前のスケジュールはかなりギリギリになってしま

った。体力・歩行審査の為の練習、計画書の作成、… 

 

他の事は手につかないほどの多忙さ。だが、最も苦し

められたのはそれらではなかった。予選に無かった審

査項目であるテント設営だ。2 週間前の時点では時間

切れになるレベルだったものを何度も先輩に指導し

てもらい、何とか及第点まで持っていった。さらに、

作業が終わりかけていた前日にも、試練が待ち受けて

いた。計画書を製本した後、最終確認でテントの不備

を発見。急いで他のものと交換し、下校時間ぎりぎり

に門を出た時の感覚は忘れられない。とまあ、書いて

いて恥ずかしくなるほど慌ただしい生活を終え、遂に

運命の日を迎える。 

集まったのは、男女合わせて 12 チーム。いずれも

強豪の風格が有るように見えた。しかし僕は、本番に

なると根拠のない自信が湧いてくるタイプらしい。選

手宣誓で噛むという大失態をおかした事が逆にそれ

を加速させた。それからのことは鮮明に憶えているが、

何とも形容し難い、興奮と緊張に包まれた 2日間だっ

た。パッキングを台無しにされた装備審査、練習が生

きた設営などがあった 1日目。雰囲気が最も悪くなっ

たのは、ペーパーテストが返却された夜だろう。昼に

別室での天気図から戻ってきたときに察してはいた

が、負けを覚悟する程良くない点数だった。旅館で疲

れを取り、互いを奮い立てて勝負の 2日目。下見で立

てた計画通りに、落ち着いて歩いてゆく。絶対にヘマ

出来ないという焦りから、注意しあう声は棘を含むこ

ともあったが、真剣さ故のことだと分かっていたから

不安にはならなかった。最後は規定時間ぎりぎりまで

粘って吟味し、記録書と読図地図を提出した。心の張

り詰めた糸と表情が緩む。お互いを労い合い、ゆっく

り待ち時間を潰す事にする。無防備になった首がふと

上を向くと、紅葉の映える青く高い空が一面に広がっ

ていた。 

暫くして、審査物の返却が行われた。記録書で 1箇

所ミスがあったが、読図担当の僕とサブリーダーの意

識はもう 1 枚に集中していた。県総体では B1 で同じ

辛酸を舐めた 2人だ。もう迷わない、さっさと封筒か

ら紙を取り出す。目に入ってきたのは、「10」、満点の

数字。それでもメンバーは、総合点の見積もりが芳し

くないことに肩を落としていた。感染対策のため、閉 
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会式は次の日にオンラインで行われる。達成感、後悔、

不安、…それぞれの思いを抱えながらバスに乗り込む

と、間もなく眠りに吸い込まれていった。 

翌日、僕は学校にいた。間近に迫っていた文化祭の

準備のためだ。チームメート 1 人を含む部員 10 名程

度が集まっていた。すると先生の提案で、教室のスク

リーンに zoom を投影し、彼らと一緒に見ることにな

った。画面の向こうで、儚いほどにすらすらと明かさ

れていく順位。息を呑む。2 位に読まれたのは、僕ら

ではなかった。…優勝だ。自分たちでいいのかという

意識も有ったのだろうか、実感はしばらく湧かなかっ

た。それでも周りから拍手やお褒めの言葉をもらうに

つれ、感情が融け出してきた。弱い僕は、「優勝」と

いう未来を考えるだけで駄目になってしまう気がし

て、それを心の奥にしまっていたんだと思う。そのあ

と 4人が全員集合し、素直に喜ぶ事ができた。 

生意気な事をつらつらと書いてきたが、大会が終わ

るまでの間、たくさんの人に支えられてこの経験が成

り立っていると痛感する事が多くあった。読図メモの

裏に「僕らが背負ってるのは、重りだけじゃない。」

と刻んだのも、そうした思いからだ。いかに良い形で

大会を開催するか、という事に心を砕いて下さった大

会関係者の方々、あの場に集まり経験を共有した高校

生の皆さん、未熟な僕たちを支えてくれた登山部の人

たち。そして日に日に焦りトゲトゲしていく僕を見守

り励ましてくれた家族に、この場を借りて感謝を伝え

たい。 

登山は大会が少ないと思っていたが、その濃密さを

知った今は納得できる。山に登る者としても、人間と

しても、大きく成長する事ができる魅力があると思う。

コロナ禍で遠征に行く機会も激減した今、ますますそ

の価値は大きいものになっている気がする。この文章

の初めに「頂」という言葉を使ったが、結果がどうで

あれ、これはいちピークに過ぎない。道はまだまだ続

いていく。その一部を最高の仲間たちと共有出来たの

は幸せな事だと思う。もうしばらく一緒に歩くことに

なると思うけれど、その一瞬一瞬を大切にしたい。 

最後になりますが、自分の思いのたけをぶつけただ

けの文章に、ここまでお付き合いいただきありがとう 

 

ございます。 

 

 

５．岳連短信 

１．寄贈御礼 

三原山の会『筆影』No.500（11月号） 

福山山岳会『会報』R3.11月号 

広島山岳会『山嶺』第 875号（R3.10月） 

広島やまびこ会『やまびこ』782 

広島山稜会『峠通信』第 749号（11月） 

とがくれん通信 2021年第 3号 

『中信高校山岳部かわらばん』699（10/24） 

 

 

編集部より 

○この会報は、皆さんの提出原稿を編集して発行して

います。岳連行事・山の情報・行事参加の感想など

気軽にお寄せください。寄稿の場合は所属、役職を

記入下さい。編集の都合で一部手直しすることがあ

ります。ご了承ください。 

〇会員団体で会報発行されたら岳連事務局まで恵送

下さい。随時紹介します。 

○この会報はメール配信しています。配信ご希望の方

は岳連事務局までメールアドレスをお知らせ下さい 


