
小豆島クライミング～with 山の子～ 

【報 告 者】みっちー、F 谷、Y 中 

【日   時】2015 年 11 月 21 日〜23 日       【天 候】晴れ 

【参 加 者】T橋、K崎、みっちー、O原、T田、N本、F谷、Y中 

≪コースタイム≫ 

11/20 2155小倉港発 

11/21 0500下船ー高松サンポートー0900フェリー乗船ー吉田の岩場(終日クライミン

グ) 

11/22 終日クライミング 

11/23 クライミング〜土庄港(小豆島)発1100-新岡山港着1210-起伏 

≪ 報    告 ≫ 

四国は瀬戸内海、小豆島クライミングへ行ってきました。もう何度目の交流山行にな

るのか...お馴染みの山の子さんと、元ピナクルのモッチーことM月さんとも、現地集

合です。四国松山に着いたら、次のフェリーに乗るために高松へ。フェリーの乗り継

ぎなんて、中々無い経験です。乗船の前には、朝ごはんに香川名物のうどんを食らう

ことに。茹でるのもセルフ、かけ小180円天ぷらどれでも90円、早い!美味い!安い!腹

パン!(@さか枝) 小豆島までは約1時間、船内は観光客で賑わっていました。島に到着

し買物などをしてる間に、仕事の為、急遽新幹線でやって来た爽やか過ぎるN本君と

合流。きれいな海と岩峰に挟まれながら車を走らせ、目的のオートビレッシYOSHIDA

へ到着。早速、初日をどう動くかの話し合い。元々お天気は微妙で明日以降どう崩れ

ていくかわからない、時間はすでにお昼過ぎ。各自の希望や配慮の結果、T橋、K崎、

M月、F谷、Y中が、拇岳のマルチ、他のメンバーがキャンプ場目の前の吉田の岩場で

フリーに決定。 
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拇岳 赤いクラック 

【報告者】F谷 

【参加者】M月(会員外)、F谷、Y中、T橋、K崎 

11月 21日 14:00(取りつき)〜18:00(クライミング終了) 

キャンプ場にベースを築いた後、赤いクラック登攀希望者とフリー希望者に分かれて

クライミングを実施。取りつきに着いたのが14時を回っていたため、16時迄で行ける

ところまで行く事とした。赤いクラックは、名前の通り、ルートの最初に赤いクラッ

クがある事からとの事です。M月-Y中-F谷、T橋-K崎の二組に分かれてクライミングを

実施。1P目は、5.9との事でしたが少々辛目。2p〜3P目も5.9はあったと思います。登

れないところは、自分は、A0しながら突破。3P目終了時点で時間切れ。懸垂にて下降

しましたが、ルートにトラバースする部分があった為、ロープの流れが悪く、下降に

手間取りました。全員が下降後、ロープを回収しようとしたが、スタックしてしまい

回収不能に。翌日に回収する事となりました。 

【報告者】Y中  

 夜の宴初日。山の子の料理長ことT須賀さんを始め、会長やつるチャンが早い時間か

ら準備してくれて、腕を振るってくれました。お刺身を買った際にくれた(持たされ

た?)と言う 鯛やブリのお頭を丁寧に下処理し、あら炊きを作ってくれたり、カルパ

ッチョ、サラダ、煮物、鍋などなど豪華な料理が並んでいて、どれも美味しく頂きま

した。もちろんお酒も進むのでした。2日目みっちーさんN本君ペア以外は、フリー

へ!吉田の岩場には23個の岩が密集しており、数え切れないくらいのルートがありま

す。「岩質は花崗岩で、フェイス、クラック、スラブと変化に富んでおり、その性質
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上ナチュラルプロテクションを使うルートも多い」と、フリーファンに書いてありま

す。 アルパイン要素が強いというか・・・フリーなのにボルトが無くて、ナチュラ

ルフプロテクション!?と、たじたじになってしまいます。ボルトがあっても少ない?

グレードが低いから といって、全く油断は出来ません。「グレードに波がある」

「辛い!」など、いろんな声が聞こえてきます。まずは「キューブロック」でアッフ

。゚ゆうきらいん5,7、シャリオンII5,9、5,9とは思えないアンダースラブ、5,10aとは

思えないシャリオンIを登ったりしてました。岩場が多過ぎて、プラス連休で人もそ

こそこ多く、やはりボルトのルートに取り付く人が多いようで、どこで登るかを決め

るのも簡単では無く、次のポイントを求めてやっと辿り着いたのは「ビレッジロッ

ク」もっちーオススメのフィッシャーキング5,10a T橋さんMOS,その後もK崎さんF谷

さん私もっちーが登っていきます。他にはラストオーダー5,10a(T橋さん、もっちー) 

凹状ルート5,8NP(もっちー)、スカイウォーカー5,10a (T田さんY中) などどれもロア

ーダウンではロープが擦れるので、懸垂で降りるのが良さそうです。その次に「きも

ちんよかロック」で、山の子さんグループと加わったりして、各々希望のルートをさ

ぐります。個人的には梶さんがかけてくれたランナウェイ5,10aをフラッシュ出来た

のが、かなり嬉しかったです。長いしランナウトしてるとこが恐かったですが、高度

感達成感がありました。マルチ帰りのみっちーさんが、カラス小僧5,10aを、N本君が

クリクリパンダ5,11aを登ったりし てました。時が過ぎるのはあっという間で、どん

どん日が落ちていきます。暗くなる前に、急いでキャンプ場へと帰りす。ここは温泉

も完備なので、宴会前にさくっと入れて快適です。夜の宴二日目は、会長やT須賀さ

んに代わって、梶さん玄さん、そして他の山岳会の方も加 わり、大人数! ちなみ

に、梶さんは登場するやいなや、「俺が来たから大丈夫。」と、朝からエンジン全開 

でした。食事はまたしてもお世話になり、名物のお鍋(名前を失念・・)や焼き物をた

らふく頂きました。もちろん恐ろしい速さでお酒も無くなっていきました。 全員分

の自己紹介は面白いのですが長過ぎて(笑)何度も脱線したせいか、終える前に寝てし

まう人もいました。 

【報 告 者】N 本、みっちー 

【日   時】2015 年 11 月 22 日（日） 

【天   候】曇り時々晴れ 

【参 加 者】N 本、みっちー 

≪マルチピッチ≫ ルート：拇岳「赤いクラック」 

≪コースタイム≫ 

駐車場 7：00～7:30取り付き～11:00山頂（所用時間 3:30）下山開始 11:10～ 
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12:00駐車場 

≪ 報    告 ≫ 

（1 ピッチ）5.9、35m、クラック～フェイス～クラック ／リード N 本 

 取り付きから、赤いクラック沿いに登る。クラックを 8m ぐらい登った所でトラバ

ース気味に右上するが、このあたり良いホールドがなく意外に悪かった。N 本君は無

難に通過して棚に上がり込む。棚上に終了点があるがそこでは切らず、大きめの岩を

右に巻いて更に上がり込むと、左手にキレイめの終了点があり、そこでピッチを切っ

た。途中、コータローさんのアドバイスもあり、大きめの岩を巻く際は、ロープの流れ

を考え長めのスリングで支点を作った。また、この岩を巻いて登る途中、このルート

で唯一 1 ヶ所カムを使用。 

（2 ピッチ）5.9、15m、垂壁～フェイス～トラバース ／リードみっちー 

 リードをみっちーに交代。スタートの垂壁が難しく、何度かトライするが直上でき

ない。やむを得ず、2m ぐらい右側の壁から棚に上がり込み、本来のルートに戻った。

その後は 2 本見える木を目指し、フェイスを登っていく。支点の間隔も普通で特に難

しいところはない。松の木のコブにかかっていた、前日パーティの残置ロープを外し、

下で待ち受けるメンバーの元に返すことが出来た。無事回収任務を果たしほっと一息。

そのまま松の木の上部を左側にトラバース。渡ってすぐ終了点あり。（終了点：新しい

リングボルト 1 つと古いハーケン 2 つ） 

 

（3 ピッチ）5.10b、35m、凹角～スラブ～トラバース ／リード N 本 

 松の木より更に左へトラバース、V 字の溝のような岩のくぼみ（凹角）を登る。凹

角は難しいが、ちょうど手の届くところにハーケンが…また途中松の木がある。凹角

を抜けると右側にテラスがある。左にはコケっぽいスラブが見える。寝ているスラブ

面の途中に支点が一つ見えるので、それに沿って左へトラバース。広いテラスに上が

ると終了点は 2 ヶ所。奥側が比較的しっかりしている。トポではここが核心ピッチで

あるが、リードの N 本君は時間もかけずサラッとぬけた（さすがです）。私はフォロ

ーで、難しい部分は躊躇なく A0 したので、怖さもなくスムーズに通過出来た。 

 



 4 

「人気ルートだし、後続パーテ

ィを待たせては…」と、内心焦

っていた私に、「タイムも順調

だし、折角だから写真でも撮り

ましょう」と N 本君が提案して

くれ、広いテラスでしばし小休

止。撮影＆行動食のリラックス

タイム♪ 

 実は、私はこの後リードで、

相当大変な状況に…「ここで休

憩してて良かった～！」と、後

で N 本君に感謝することに（笑） 

【3 ピッチ終了点テラスにて小

休止】この時までは余裕の微笑みが… 

 

（4 ピッチ）5.9、15m、フェイス ／リードみっちー 

 「free fan」071 号の記事では、右側のブッシュ側へルートをとったようだが、私達

は左側フェイスの正規ルートをとる。下から見上げると、階段上のフェイス 7～8m は

ボルトが無いように見えたが、隠れたところに支点（リングや古いハーケン）があり、

ほっとする。2～3m 置きの支点に沿ってとにかく左上、ルーファイに迷うことはない。

10m ぐらい登ると、更に 5m ぐらい左上に抜け口と思しき場所が見える。しかしここ

からのトラバースがけっこう厳しい、苦手なかぶり気味のフェイスだが、ガバとガバ

の間隔が遠くなかなかクリップ出来ず苦戦。フリーで抜けれず、何度もテンションを

かけながらトラバースしたが、錆びたハーケンやボルトに体重を預けるのが本当に怖

かった。最後のぬけの部分はパワー系。しかも体を引き上げるガバがない…「マルチ

なのに」と悪態をつきながら、思い切って足を上げ乗り上がった…あー怖かった。 

 小さな棚に登り上がった直後、後続パーティの男性から、この後の直上数メートル

が特に悪いとアドバイスを頂く。このピッチは後 5m ぐらい残っているはずだが…確

かに見上げると手がかりが乏しく…というか手がかりらしきものが見当たらない。 

 私がリードで抜けるのは無理と判断し、ピッチを切る為に支点を探すが、ここの支 

点が極悪。古いリング一つと錆びたハーケン二つ。ナチュプロでの補強も困難…。 

逡巡したが、N 本君がテンションかけないことを念じ、ピッチを切る。 

 N 本君がフォローで登ってくるのを、ザイルを手繰りながらじっと待つ。しばらく

して「みっちーさん、良く抜けましたね。結構悪かったですよね～！」と N 本君が苦
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笑いしながら、私の隣の小さな棚に上がり込んで来た時は正直ほっとした。 

 

（5 ピッチ）5.9、45m、垂壁～フェイス～スラブ ／リード N 本 

 終了点のある棚は狭く、大人二人がやっと立てる程度。ビレイヤーの頭上 70cm に

リングボルト、その 1m 上部にハーケンらしきものが打ってある。延本君が少し登り

リングボルトにヌンチャクを掛け、登ろうとするも悪い…体感 3～4 級？（byN 本） 

 ちょうどビレイヤーの顔面のあたりで動作が必要となる為、危険も感じ、リングボ

ルトにスリングを通しアブミを作り、上のハーケンを目指す A0。（ビレイヤーが、ス

リングアブミにクライマーの足を通せる程の距離）そこを越えて、寝ているスラブ状

を上がる。樹林帯側に降りた所にしっかりしたビレイ点がある（迂回ルート 5.8用か？） 

 少し登るとホールドのしっかりしていそうなタワー状のライン（中間部にハーケン

有り）と、左上にトラバースするラインがあり。タワー状のラインを選び直上するが、

乗っ越しが悪い。（正規ルートは左上トラバースラインのよう、マントル好きは是非直

上ルートを。但しロープの流れは悪くなります。） 

 乗っ越して左にトラバースする。その後 12m ほど登ると山頂側面スラブに上がり、

終了点が再頂部にある。 

 

 

【広い山頂】海や街が一望できるナイスビュー 

（下山）山頂の裏側に下降路があり、

フィックスロープに沿ってかなり下

る。下り終わって、右と左に二手に分

かれる。私達は左側を選択、その後踏

み跡やテープを辿りながら進むが、何

故か道迷いに…N 本君の Google map

を頼りに尾根を下り 1 時間後に駐車場

のある林道に戻ることができた。 

（資料では 15 分で取り付きに戻れる

らしいが…） 

（感想：みっちー） 

 日頃、整備された比叡や日向神のルートばかり登っているので、アルパイン要素の

強い今回のルートはとても難しく感じた。またルーファイやピッチを切る判断など初

見のリードは厳しくとても勉強になった。チームを組んだ N 本君には登りだけでなく

精神的にサポートしてもらい大変心強かった。本当にありがとうございます。 
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【参考資料】「free fan」071 号 
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【報告者】Y中 

 最終日、お世話になった山の子さん達とお別れをして、女子4人は観光、他はクライ

ミン グ、と2つに別れて、後ほど土庄港で合流することとなりました。 観光組は、

日本三大渓谷美の一つである寒霞渓でロープウェイに乗ったり、道の駅でお土産を買

ったりと、のんびりと過ごさせてもらいました。 その後、新岡山港では、もっちー

オススメの「かきおこ」(牡蠣のお好み焼き)なるB級グ ルメをノンアルコールビール

と共に頂き、いざ福岡へと帰ったのであります。 

メンバーのみなさま、ありがとうございました。 小豆島、今回の山行がなければ、

行くことはなかったかもしれない。 生きてる内にもっと色んな所に、山に岩に人

に、出会っていきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


