
○錫杖岳登攀年表 HOME

単なるデータでも並べてみると見えてくるものがある。

雑誌等から拾ったデータであるので正確さは保証の限りではない。

その他データをお持ちの方はご連絡ください。追加訂正します。

登攀年月日 ルート名 山岳会等 メンバー コメント 参考資料

昭和2年7月 烏帽子岩初登攀 神戸高商 三好毅一他 東肩ルート 　

昭和4年 前衛フェース初登攀 　 富田清太郎他1名 一ルンゼ付近 　

一ルンゼの初登については昭和6年との情報もあり（未確認）

昭和29年 一ルンゼ 岩峰会 　 　 　

昭和33年 11月 本峰正面壁ルート 　 沖野多門他 　 　

昭和36年 5月 3日 三ルンゼルート 　 山登伝次郎，野田賢，増田

忠夫

　 山渓438

昭和36年 7月 23日 中央稜Ｐ２右岩壁左ルート 　 富田輝男，塚本哲 　 　

昭和36年 8月 14日 一ルンゼ左ルート 　 由利登喜夫，櫃本浩，平子

考見

　 　

昭和36年 8月 14日 本峰正面壁横カンテルート 兵工山の会 西野加郎，石田　勝 右俣沢の左岸，本峰正面壁

の基部右よりに出るラインと

思われる。

３ピッチ，７５ｍ

兵工山の会　機関

紙「石楠花」第３０号

昭和36年 8月 15日 三本槍第一岩峰東面フェース 兵工山の会 谷　武士，石田　勝 ４ピッチ，７０ｍ 同上

昭和36年 8月 29日 中央稜Ｐ２錫杖沢側フランケ 　 贄田統亜，八木実 　 　

昭和36年 9月 25日 中央稜Ｐ２右岩壁右ルート 　 遠藤登，大杉忠誼，佐賀賢

一

　 　

昭和36年 10月 15日 二ルンゼルート 　 山登伝次郎，遠藤揚一，松

永長司

　 岳人232

昭和37年 4月 30日 第四フェース直上ルート 　 四条正光，内藤真一郎 　 　

昭和37年 5月 1日 中央壁 　 四条正光，増田忠夫 横断バンドまで 　

昭和37年 8月 5日 一ルンゼ右俣ルート 　 山登伝次郎，栗田勉，森田

武

　 　

昭和37年 8月 7日 左方カンテルート 　 早川滉，鈴木健治 　 登山大系

昭和37年 8月 7日 北沢フェースルート 　 早川滉，鈴木健治 「穂高岳の岩場（白山書

房）」データ（多分間違い）

　

昭和37年 8月 11日 第四フェースダイレクトルンゼルー

ト

　 青木寿，竹中俊雄，永井秀

夫，藤戸義正

　 　

昭和37年 8月 13日 本峰正面壁洞穴ルート 　 北川芳郎，夫馬常充，前園

陽太郎

　 　

昭和37年 8月 15日 本峰正面壁基部ハングルート 　 青木寿，桐山雅敏 　 　

昭和37年 8月 24日 北峰前衛東面フェース（本峰北東

壁）

兵工山の会 谷　武士，西野　加郎 ４ピッチ，１５０ｍ 兵工山の会　機関

紙「石楠花」第３０号

昭和38年 前衛フェース中央壁 名古屋渓稜会 　 積雪期初登攀 　

昭和38年 中央壁～東尾根～笠ヶ岳 大阪山の会 　 　 　

昭和39年 北沢フェースルート 新三菱重工雪稜クラブ 　 　 登山大系

昭和43年 1月 3日 三ルンゼルート 飛騨山岳会 木下喜代男，今井純男 冬季初登 　

昭和43年 9月 23日 V 字岩壁ルート 　 望月忠，水野堯史，岩間袈

裟己

　 　

昭和44年 1月 1日 一ルンゼ 飛騨山岳会 木下喜代男，島田靖 冬季初登 　

昭和44年 8月 6日 本峰正面壁２峰左クラックルート 　 吉野武，木田清 　 　

昭和44年 9月 22日 本峰正面壁１・２峰間ルート 　 御園種義，浅野七郎，青山

幸雄，小川尚彦，藤原敏彦，

三輪茂晴

　 　

昭和44年 12月 13日 左方カンテルート 　 加納義則，山田明美 冬季初登 　

昭和45年 1月 2日 北沢フェースルート 　 中西勝巳，細経吉明 冬季初登 　

昭和47年 1月 15日 第四フェース直上ルート 　 川島繁男，加納義則 冬季初登 　

昭和49年 1月 15日 一ルンゼ氷柱 　 市橋隆二，柴田佟二，片桐

正登

初登，アイスハーケン人工 CJ23

昭和49年 10月 12日 中央稜Ｐ３正面壁ハングルート 　 瀬川輝秋，大橋哲，高畠修

司，五十嵐藤左衛門，宇坂

友良，今井清

　 　

昭和51年 2月 一ルンゼ氷柱 神戸アルパインソサエテ

ィ

クラブ雲峰

一本松文夫

高木　稔、金子信行

第２登 人工登攀をまじえて

2ビバークで壁を完

登。

記録はＭＡＪ同人冊

子に掲載。

昭和54年 12月 26日 三ルンゼ 　 藤沢英治 単独 岩雪 75

昭和55年 2月 11日 一ルンゼ氷柱 青穂クラブ 吉田卓充，小畑和人 第３登？人工含む 岩雪 75，CJ22

昭和60年 1月 3日 チムニールート 大阪あすなろ山岳会 若宮七夫，仲尾泰則，喜多あ

つむ，古川豊彦

冬季第四登 岩雪 110，岳人455

昭和60年 1月 4日 第四フェース　ダイレクト・ルンゼ 大阪あすなろ山岳会 若宮七夫，仲尾泰則，喜多あ

つむ，古川豊彦

冬季初登？ 岩雪 110，岳人455

昭和60年 3月 10日 三ルンゼ 岐阜登高会 石際淳 ダブルアックスによる単独初

登，ミックスのＦ３以外フリー

ソロ

CJ19

昭和60年 4月 1日 北沢大滝～本峰東北壁～東尾根

～本峰～笠ヶ岳

あな同人

悦楽同人

石川龍彦

長町祐志

本峰東北壁初登

氷雪壁登攀から縦走

CJ18

昭和60年 7月 18日 北東壁　名古屋大ルート 名大山岳部 篠崎純一，桑山光利 ５級－A0　５ピッチ 岳人464

http://ojin.nobody.jp/


昭和61年 9月 15日 ファースト・ドリーム ＲＣＣ神奈川 安田秀巳，鈴木真一 北沢フェース下部２ピッチフ

リー化

5.8，5.10 ｃｄ

ＣＪ 27

昭和61年 9月 27日 ディエードル・ルート（左ジェード

ル）

金沢クライマス・クラブ

金沢大学山岳会

倉西孝

嶌田聡

フリー化

１ピッチ目　5.10 ｂｃ

２ピッチ目　5.10ab

岩雪 120

昭和63年 3月 13日 中央稜Ｐ３正面壁直上ルート 富山登攀クラブ 山田年人，斉藤順二，坂本

秀，栗林佐和

冬季初登？ 岩雪 128

平成 1年 10月 22日 注文の多い料理店 春日井山岳会 石際淳，鈴木晴人 ＮＰ 5.9　5ピッチ 岩雪 138

平成 2年 1月 15日 白壁ルート 鈴鹿アルパイン

菰野山岳会

熱田渉

加田省吾

冬季初登

加田君は「注文」も冬季初登

している。

岩雪 140

平成 2年 5月 2日 第四フェース「バードランド」 登歩渓流会 鈴木伸弘，竹田知博 ５級＋　オリジナル４ピッチ CJ49，岩雪 141

平成 2年 5月 3日 三稜フランケ無名岩塔

「カム・レイン・オア・カム・シャイン」

登歩渓流会 鈴木伸弘，竹田知博 5.9　３ピッチ CJ49，岩雪 141

平成 2年 5月 3日 二稜「トーク・トゥ・ザ・スカイ」 登歩渓流会 平間靖英，岡本敦 ５級＋　５ピッチ　上部は雪

稜

CJ49，岩雪 141

平成 3年 9月 7日 チムニールート～北東壁左ルンゼ 三菱自工山岳部

春日井山岳会

東田良治

石際淳

北東壁左ルンゼ５級，３ピッ

チ（再登）

岳人536

平成 10年 5月 1日 ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＡＲＩアルパインクラブ 有持真人、原岳広 A1+ 6ピッチ 　

平成 10年 7月 20日 銀河鉄道 はりま山岳会

岩と雪の会「こぶし」

相模勤労者山岳会

山岡人志

近藤義夫

白井良岳

A2+　6ピッチ 　

平成 10年 8月 25日 錫思杖戯 チーム８４ 小林浩，山崎久子，森上和

哲

A2+　8ピッチ 　

平成 10年 8月 26日 しあわせ未満 チーム８４ 澤田実，広岡敏幸 A2+，5.10+　6ピッチ 　

平成 10年 11月 1日 じーやの大冒険 　 加田省吾，行広学，渡部清

治

　 　

平成 11年 9月 4日 クリヤ谷遡行 おじんドルフィンズ 石際淳 沢登り 岳人640

平成 12年 9月 3日 じーやの大冒険 　 山下勝弘，柴利光 フリー化　5.10 ｃ 　

平成 13年 9月 21日 体臭のカーニバル 信州大学山岳会 横山勝丘，佐藤祐樹 A3 ７ピッチ 岳人656

平成 13年 10月 21日 ジェードルルート（北沢フェース左

ルート）

岐阜ケルン山岳会 石際，加藤，前田 左右ジェードルルートの確

認踏査

岳人655

平成 13年 12月 9日 じーやの大冒険 千種アルパインクラブ 土橋正明，西村英樹，柳川

将義

冬季初登 岳人660

平成 14年 3月 10日 しあわせ未満 千種アルパインクラブ 土橋正明，西村英樹，柳川

将義

冬季初登 岳人660

平成 14年 10月 10日 黄道光，サンシャインクラック，ソー

ラーパワー

　 大岩純一，大岩あき子，中岡

稔充

北沢フェースに設定された

ラッペルボルトのフリールー

ト

黄道光5.11 ｃ，サンシャイン

クラック 5.11 ｄ，ソーラーパ

ワー5.11 ｄ

岳人668

平成 14年 10月 13日 北沢大滝～本峰フェース「見張り

塔からずっと（All along The 

Watchtower）」  

信州大学山岳会

岐阜ケルン山岳会

横山勝丘

石際淳

ＮＰ 5.9　11ピッチ 岳人667

平成 15年 3月 14日 錫杖岳北沢大滝～本峰正面ルン

ゼ 

信州大学山岳会

岐阜ケルン山岳会

横山勝丘

石際淳

本峰正面ルンゼ 冬季初登 RS20

平成 15年 6月 8日 注文の多い料理店 　 東川邦和他 オールパッシブナッツによる

登攀

　

平成 15年 6月 22日 一ルンゼ・ダイレクト 岐阜ケルン山岳会

春日井山岳会

石際淳

佐原晴人

人工部分フリー登攀

下部２ピッチバリエーション

NP5.10a　７ピッチ

　

平成 15年 10月 11日 本峰フェース「湯の街奥飛騨ぶらり

旅」

信州大学山岳会

岐阜ケルン山岳会

横山勝丘

石際淳

ＮＰ 5.11 ｃ，3ピッチ 岳人679

平成 16年 1月 12日 二ルンゼダイレクトルート 山学同志会

雲表倶楽部

小野寺賢治

兼原慶太

ドライツーリング含むM5 ミッ

クス

RS23

平成 16年 7月 25日 Ｐ４ルーフ 山学同志会 小野寺賢治，麦谷水郷 じーやの大冒険の左

NP5.10d　５ピッチ

岳人691

ＲＳ 27

平成 16年 8月 12日 L字ハングダイレクト 山学同志会

信州大学山岳会

小野寺賢治

横山勝丘

３ルンゼ F ６下から

NP5.11a　３ピッチ

岳人691

ＲＳ 27

平成 16年 9月 12日 バードランド～上部じーやの大冒

険

岐阜ケルン山岳会 石際，加藤 NP5.9　９ピッチ 岳人692

平成 16年 10月 17日 銀河鉄道 山学同志会

信州大学山岳会

小野寺賢治

横山勝丘

フリー化　5.12 ｂｃ

プリプロテクション

岳人691

平成 17年 3月 20日 北東壁「グラスホッパー」 岐阜ケルン山岳会 石際，加藤 ５ピッチ　アイスクライミング

（この時期に黒田誠氏らも

登攀しているが，ラインは不

明。）

岳人702

平成 17年 4月 6日 錫杖岳北沢大滝～本峰直上ルン

ゼ（セカンド悶絶ルンゼ） 

京都雪稜クラブ 野村勝美，鈴木 上部は２ピッチの氷雪壁 　

平成 17年 8月 13日

～20日

北沢デラックス 　 小野寺賢治，横山勝丘，佐

藤裕介

北沢フェース右ジェードルフ

リー化

5.12 ｂ,10ab,12 ｃ,11a　4ピッ

チ

RS32



平成 18年 1月 21～22

日

白壁カンテ 東京ＹＣＣ 船山和志、朝岡隆 ＡＡ 1　6ピッチ

もっと登られてよいルート。

RS32

平成 18年 1月 29日 中央稜左側壁 一角獣 東京ＹＣＣ 船山和志、朝岡隆 ６級　35ｍ

２月２４日には跡形もなくな

っていた。

RS31

平成 18年 2月 24日 第三稜フランケ 第三稜順大ルート順天堂大学医学部山岳

部

船山和志、高橋秀和 取り付きは第三稜フランケ

を断ち切るように走っている

岩の「門」。

雪壁とベルグラのルンゼル

ート。４Ｐ２００ｍ程。

岳人708

平成 18年 2月 25日 北東壁　高森ルンゼ 順天堂大学医学部山岳

部

船山和志、高橋秀和 グラスホッパーの右にある

下に届いていない氷柱のさ

らに右側のルンゼの氷。１Ｐ

目５０ｍⅤ級。２Ｐ目３０ｍⅣ

級。

岳人708

平成 18年 2月 25日 北東壁　順天堂大学医学部山岳

部ルンゼ

順天堂大学医学部山岳

部

船山和志、高橋秀和 高森ルンゼのさらに右側の

ルンゼの氷。５０ｍⅣ＋。

岳人708

平成 18年 8月 6日 注文の多い料理店残置支点整理 　 横山勝丘 ３ピッチ目ボルトライン消滅

完全ＮＰのラインとなる。

RS３４

平成 18年 8月 15日 バードランド～P4直上 チーム８４

立川山岳会・クライミング

クラブ ZOO

石田祐城

林由貴

P4直上上部の人工ピッチフ

リー化

５級チムニー，10aの一手も

の。かなり脆い。

岳人714

平成 18年 8月 26日 無名ラインのフリー化 チーム８４

Bush山の会

石田祐城

川口久子

5.10a 岳人714

平成 18年 10月 14日 北沢フェース上部 A2ピッチフリー

化

　 横山勝丘 ＮＰ 5.10 ｄ　Ｒ，5.7 RS３４

平成 18年 10月 14日 錫思杖戯の上部フリー化 　 横山勝丘 ＮＰ 5.10 ｄ

（北沢フェース右の大凹角

は10 ｂ）

RS３４

平成 18年 10月 15日 しあわせ未満フリー化 　 佐藤裕介 ＮＰ 5.13 ｃｄ　R RS３４

平成 18年 12月 23日 １ルンゼ左ルートの右～１ルンゼ

上部

　 伊藤、佐藤 4ピッチ(+2ピッチ)、

250m、WI5/M5

　

平成 19年 1月 13日 注文左 　 佐藤、花谷、横山 3ピッチ、

120m、WI5/5.8/M5+

顕著な凹角。左方カンテ上

部から見える、反り返った岩

の左際を通る。

　

平成 19年 1月 20日 注文左の左 　 佐藤、花谷、横山 4ピッチ、120m、M6+ R

「注文左」の更に左のフェー

ス

　

平成 19年 2月 3日 3ルンゼ左 　 佐藤、横山 5ピッチ、200m、5.9/M6 R/X

3ルンゼを途中まで登り、上

部に見えるガタガタのハン

グに向かって延びるベルグ

ラに入る。

　

平成 19年 2月 4日 3ルンゼ裏氷柱（北東壁右ルンゼ）　 佐藤、横山 3ピッチ、90m、WI6/M6 　

平成 19年 3月 10日 グラスホッパー左 　 榎戸・小林パーティー、

法政大学ＯＢパーティー

田内等 Right&Fast パーティ

ーの３パーティーが前後して

登る。

グラスホッパーオリジナルラ

イン左の傾斜の強い氷柱。

３ピッチ

３パーティーが前後して登る。

　

平成 19年 3月 10日 北東壁左ルンゼ Right&Fast 石際，石原 グラスホッパーの本流とも

言うべきゴルジュチックなル

ンゼ。３ピッチ

　

平成 19年 3月 21日 北東壁右ルンゼの氷柱 　 今井，玉置 第二登

３ピッチ１２０ｍＷＩ６＋

　

平成 19年 3月 24日 北東壁左ルンゼ～本峰直上ルン

ゼ～頂上

めっこ山岳会 佐藤裕介 単独 　

平成 19年 6月 4日 Little Wing Right&Fast 石際、石原 5.9 A1、8ピッチ 　

平成 19年 8月 25日 Little Wing Right&Fast 石際、石原、今井、田内、川

村

NP5.10c 岳人？

平成 19年 11月 2日 Ground Up Right&Fast 今井、田内 NP5.11-,5ピッチ 　

平成 20年 9月 10日 本峰東尾根南面チムニータワー 杉野信介 西肩から本峰方面に見える

顕著なチムニー

1p目フェースからクラック

20mⅣ+、2p目チムニー

25mⅤ

　 このブランクについて情報求む 　 　 　 　



平成 24年 3月 4日 グラスホッパー右 セクシー登山部 宮城公博 フリーソロ 岳人779

平成 24年 3月 12日 前衛壁 P４北壁ベンネビス・レフト

ハンド

　 佐藤佑介（めっこ山岳会）、恩

田真砂美（クライミングファイ

ト）、高柳傑（チーム△）、宮

城公博（セクシー登山部）

傾斜の強い脆い壁・草付き。

グラススホッパー取り付き大

岩の左の壁（通称、ベンネビ

ス・レフトハンド）、壁部は（３

p、１００m）、+頂上までキノ

コを２ p。オールパッシブの

登攀

岳人780

第 0回ヤングクライ

マーズセックン

平成 24年 9月 9日 前衛壁　深夜特急 　 増本亮（クライミングファイト）、

神林裕（東海山岳会）、今井

健司（Right&Fast）

1p目：55m、5.9、2 ｐ目：

30m、5,9、3 ｐ目：

30m、5.11a、4 ｐ目：

25m、5.11d、5 ｐ目：

30m、5.10 ｃ

NP、取付きは1ルンゼ左の

濡れたルンゼ、オリジナル

は3・4ピッチ目

開拓は数回にわた

って行われた。核心

部は白壁ルートのフ

リー化ピッチ

平成 26年 9月 前衛壁　ラ・カンパネラ 　 増本亮（クライミングファイト）、

今井健司（Right&Fast）

1p目 5.10a 55m,2p 目 5.9 

30m,3p目 5.11c R 30m,4p

目 5.13b 30m,5p 目 5.11b 

30m 

ラインは体臭のカーニバル

に沿う。白壁カンテルートと

交差。

開拓は3年にわたっ

て行われた。

ボルト7本、ピトン 1

枚、フィンガー以下

のカムと小ナッツ

RS66

平成 26年 9月 しあわせ未満フリー第2登、第3

登

　 小野寺賢治、守光郁馬 　 RS66

平成 28年 9月 27日 前衛フェース「ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」

フリー化

東海山岳会 神林裕 1 ｐ目（旧 1・2p）5.10d、２ｐ目

（旧 3・4 ｐ）5.7、3 ｐ目（旧 5

ｐ）5.12-

旧 6p目の AA セク

ションは省略

平成 29年 6月 17日 注文左（第二登？） 岐阜テレマーク倶楽部 石際淳、石原和宏 北沢大滝から注文の奥に見

えるバナナタワー左のコー

ナーを登る。5ピッチ 5.8NP

初登は2003年ごろ

横山勝丘氏

平成 30年？月 V 字状岩壁　シールド 　 小野寺賢治、兼原慶太 V 字壁フリー化ラインとは別

ラインだが詳細不明

７ｐ　5.11cR

1・2 ｐは1ルンゼ、3p 目 11

ｃ、4p目 10a、5p目 11R、6p

目 10aで横断バンド、7p10+

RS78

平成 30年 9月 27日 烏帽子岩西肩　A 感覚と V 感覚 岐阜テレマーク倶楽部 石際淳、石原和宏 3ピッチ、チムニー右のカン

テ状壁2ピッチ〜西肩ルー

トへ合流　5.8NP

以下、参考情報

？ 烏帽子岩南壁右ルート 新三菱重工雪稜クラブ 　 　 　

？ 烏帽子岩南壁左ルート 新三菱重工雪稜クラブ 　 　 　

？ 注文の多い料理店 　 ？ フリーソロ 　

？ 一ルンゼ 　 ？ フリー化　5.10+ 　

？ 北沢フェース右大凹角 信州大学山岳会 横山勝丘 フリー化 　


