
TTC提案山行計画表   ［2020年2月5日 改 T.E. ］【１/２】 

1.山行計画 大雪山縦走  旭岳～トムラウシ山                      北海道      

[旭岳:2290m、間宮岳:2185m,北海岳:2149m,忠別岳:1962m,五色岳:1868m,化雲岳:1954m,トムラウシ山:1959m］  

2.目的 「富士山に登って山岳の高さを語れ，大雪山に登って山岳の大いさ(大きさ)を語れ」……詩人・大町桂月 

お花畑、雪渓、沼、岩稜帯など変化に富む長大な縦走路を行き、大雪山の大きさを実感しよう!! 

3.期日 7/22(水)～7/26(日) 

4. ﾚﾍﾞﾙ・交通手段 レベル:★★★★☆、交通:公共交通利用、 募集人員: ～８名 程度 

5.ﾊﾟｰﾃｨｽﾀｯﾌ CL:       SL:       会計:    救護:     写真: 

6. 

歩行/(ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ) /行動 

7/23：歩行 7：00 （ガイドブック 6：20）／ 行動 8：50    7/24：歩行 8：30 （ガイドブック 7：50）／ 行動 10：40 

7/25：歩行 9：00 （ガイドブック 8：25）／ 行動 11：10       計 ：歩行 24：30 （ガイドブック 22：35） 

7.集合場所･時間 7/22[水]  羽田空港 13:00頃    集合、 

8.解散場所･時間 7/26[日]  羽田空港  16:00頃着   解散 

9.費用 

￥93,035/人(仮) 

(8名参加として) 

※羽田迄の交通費除く 

・航空運賃 羽田～旭川:(仮)￥28,300/人  (注)75日前割引適用，今期は、既に予約が始まっており 

新千歳～羽田:(仮)￥34,900/人     空きがなくなった場合，≒各10,000UP 

・千鳥ﾀｸｼ-(旭川空港⇒旭岳温泉) :￥13,000＝1,625/人、・旭岳ロ－プウェイ:￥2,000/人 ・拓殖ﾊﾞｽ:￥2,000/人           

・JR北海道 (新得⇒南千歳⇒新千歳空港) : ￥4,710/人(特急、自由) <交通費>  :計各￥73,535/人、 

・宿泊料 [ ﾛｯﾁﾞﾇﾀﾌﾟｶｳｼﾍﾟ(仮):1泊2食￥7,500，東大雪荘(仮): 1泊2食￥11,000､]                    

白雲岳避難小屋協力金: ￥1,000/人(ﾃﾝﾄは、￥300) ※ヒサゴ沼避難小屋(新築)は、無料  計各￥19,500/人、 

10:行程 

「ルート・時間」 

 

7/24[金] 

日の出   4:08 

日の入  19:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/22(水)                 JAL555便    タクシー (千鳥タクシ-) 

本厚木駅=====横浜駅=====羽田空港========旭川空港======================旭岳温泉 ﾛｯﾁﾞﾇﾀﾌﾟｶｳｼﾍﾟ 泊 

                     14:15頃           15:55             16:30頃 

7/23(木) 20       3:00 (休20)  (休15)   1:00   (休10) 1:00    (休45)   2:00 (休20)       

ﾛ-ﾌﾟｳｪｲ=====姿見--------------旭岳---------間宮岳—---------北海岳------------白雲岳避難小屋 泊 

6:00 発   6:30        9:50/10:05   11:05/11:15     12:15-13:00       15:20    

7/24(金)       1:00     (休10)   2:10 (休15)   (休10)   1:00   (休10)   1:50 (休10)  (休40)      1:20 (休10)    

白雲岳避難小屋---------高根ｹ原-------------忠別沼---------忠別岳-------------五色岳—--------------- 

5:00             6:00-10          8:35/8:45    9:45-9:55     11:45/12:25 

                                       (休15)             1:10 (休10)            

------ｶﾑｲﾐﾝﾀﾗ(神遊びの庭) ------------化雲岳・--------------------------------ヒサゴ沼避難小屋 泊 

                               13:55/14:05             ※雪渓             15:25         

7/25(土)         1:10 (休5)          (休10)   1:40 (休10)     (休10)  0:20     (休15)                            

ヒサゴ沼避難小屋----------日本庭園----------天沼-------------------北沼---------------ﾄﾑﾗｳｼ山-------- 

5:00      急雪渓ﾄﾗﾊﾞ-ｽ        6:15-25         8:15-25        8:45/9:00 

1:40 (休10)   (休10)    1:00      (休40)     0:50   (休10)      2:20 (休10) 

------------ 前ﾄﾑ平-----------ｺﾏﾄﾞﾘ沢分岐---------ｶﾑｲ天上分岐----------------------東大雪荘泊 

10:50-11:00        12:00-12:40        13:30-40                    16:10 

7/26(日)  拓殖ﾊﾞｽ 1:30   特急ｽ-ﾊﾟ-おおぞら    快速ｴｱ-ﾎﾟ-ﾄ         ANA066便  

東大雪荘泊==== =======新得==============南千歳==========新千歳空港===========羽田空港======本厚木駅 

8:45            10:15 /10:26        11:53/12:09      12:12/14:30        16:05 解散   

11.1/25000地形図 旭岳、 白雲岳、 五色ケ原、 トムラウシ山  

12.問い合わせ先 大雪山国立公園連絡協議会上川自然保護官事務所:01658-2-2574、旭岳ﾋﾞｼﾞﾀ-ｾﾝﾀ-:0166-97-2153、 

ﾛｯﾁﾞﾇﾀﾌﾟｶｳｼﾍﾟ:0166-97-2150、(北海道上川郡東川町勇駒別旭岳温泉)、 千鳥ﾀｸｼｰ:0166-83-2645 

ﾄﾑﾗｳｼ東大雪荘：0156-65-3021、(北海道沙流郡平取町字豊糠 24-3) 

13.共同装備 ツエルト、医薬品一式、、ココヘリ(ID 0028C8-039)  

 ※基本は、ｿﾛﾃﾝﾄ方式=衣・食・住を各自持ちとするが参加者により、共同分担など別途。 

14.個人装備 ・ﾃﾝﾄ泊山行標準装備 一式(山小屋泊登山標準装備＋ﾃﾝﾄ＋寝袋＋ﾏｯﾄ＋ｺﾝﾛ/ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ＋食器類、など) 

・食糧(朝 2、昼 3、夜 2=7食)・行動食 ・非常食  ・予備食糧(1日分)・防寒衣(北海道，夏・高山対応) 

・飲料水(エキノコックス対応で生水不可、2日目以降は、沸かして携帯) ・日焼止め ・虫除け 

・携帯電話 ・熊除けベル(所有している人で可) ・アイゼン(ｷｯｸ･ｽﾃｯﾌﾟで歩ける人は、なくても可)  

・携帯ﾄｲﾚ ・ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ(空港にて調達可)  ※参加者が確定した後，参加者に準備詳細を別途，連絡 



15.コース概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

<累積標高差> 

※登山 1日目 

   ＋  1,005m 

      －    616m 

※登山 2日目 

      ＋    673m 

      －    968m 

※登山 3日目 

      ＋    642m 

      －  1,671m 

 

 

 

 

 

 

<沿面距離> 

 ※計 42km 

      

 

※宿泊場所 

 ・基本的には、WCありの避難小屋に併設のテント場と 

するが避難小屋内に宿泊するも可。 

（白雲岳避難小屋＝有料、ヒサゴ沼避難小屋＝無料） 

 ・ヒサゴ沼避難小屋は、2019年度は、修理工事で 

  使用不可であったが夏は、2020年より新築利用可。 

 ・白雲岳避難小屋は、管理人が常駐する小屋であるが 

  老朽化により2020年度に改築する情報あり!!。 

  その場合、テント場が資材置き場になり、テントも 

  利用制限される。3～4月に詳細が発表されることに 

  になっており、状況によっては、来年に延期し、 

  本計画を中止する事もあり得ます。 

  (悪天候など万一の時、旭岳～忠別岳避難小屋まで 

     歩行≒14Hの間、退避場所がない) 

※残雪及び雪渓 

 年度にもよるが裏旭岳の下り、ヒサゴ沼への下り、 

 ヒサゴ沼から日本庭園までの間、前トム平下の下りの 

 4ケ所に残雪が予想される。大半は、腐っていてｷｯｸ・ｽ 

ﾃｯﾌﾟで歩行は、可能で雪原的なところは、リスクは、低 

いがヒサゴ沼からｽﾀｰﾄ直後の沼の中へ続く雪斜面を 

ﾄﾗﾊﾞｰｽして歩くところは、滑落すると直ぐに沼へ落ちる 

ところなので要注意。不安な方は、ｱｲｾﾞﾝ持参の事。 

※ヒグマとの遭遇が懸念される山域なので事前情報の 

取得と警戒鈴が必携。見通しの悪い覆い被さるﾊｲﾏﾂ帯の 

 通過は、要注意。 

※ﾛｰﾌﾟｳｪｲを下車後、ｽﾀｰﾄよりﾄﾑﾗｳｼ山からの下山の樹林帯 

に入るまで遮るもののない縦走路が続くので天気が良 

ければ日焼け、熱中症に、悪天になれば風雨に晒され 

                            続けるので低体温症のﾘｽｸは、非常に大きく、十分に 

                            注意が必要!!! 

 

16.募集締切日 ２０２０年３月例会（３月１４日［土］） 

17.説明会 ２０２０年２月例会（２月１５日［土］）    電子版配付(2/  ) 

18.特記事項 ◇申し込み受け付けにあたって 

1)「行きたい山」より「行ける山」という観点で自己の体力や技術レベルを判断の上、申し込みとして下さい。 

山行レベルは，★★★★☆となるので「TTC上級レベル山行への参加に関するガイドライン」に沿った 

申し込みを御願いいたします。 

  2)基本は、ソロテント方式で衣・食・住を各自が背負って行きますので 12kg以上のザック重量を背負いながら 

３日間踏破可能な体力を有している方のみの受付けと致します。また，一日の歩行が長く、あまり、遅延ができ 

ないのでガイドブックと同程度の歩行時間で歩ける方を基本とします。 

   当該ル－トは，天候に大きく左右され，晴れれば、ルンルンコ－スであるが天候が悪化すると一転、エスケープ 

  ルートも遠く、「サバイバル状態」に陥る可能性がありますので対処能力も必要となります。 

  3)日程は、予備日を設けず、ある程度の天候で行程を消化する前提で計画を立案・手配して行きます。 

  山行中、悪天候に遭った時は、停滞する場合がありますがその時は、予約していた航空チケットや宿泊は、 

キャンセルし、取り直すことになりますので大幅な費用増となるリスクがあります。また、帰りが1～2日遅く 

なる事もあり得ますのでリスク含みを承知の上、申し込みをお願い致します。 

 4)4月段階で交通，宿泊等の手配を完了させます(山荘や航空運賃などは，先払い) 。従って以降についての 

キャンセルは，多額のキャンセル料が発生します。  確度の高い申し込みを御願いいたします。  

5）白雲岳避難小屋の改修工事、状況によっては、今年度は、中止して来年度に変更する場合があります。 

  (すべて森林限界の上なので避難小屋が使用できない場合は、雨風を凌ぐ場所がなく、安全確保ができない為) 

     3～４月に詳細が発表されると事なので４月に最終判断いたします。 

                                               以上 
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