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大陸笙起の後氷河が形成 したこの辺 りの地形は雄大である。出が迫ると言 う感 じは全くせず、谷の底辺は広大

でぁる そ の中に行く筋の水が流れ、それらを横ぎり南を目指す。小さな流れは石伝いに超えることが出来る。

大きな
||には鋼製の吊橋や、木製の橋が架かっているが、一箇所だけは靴を脱いで渡河をした。水が雪解け水で

永 く浸
いつては居 られないので、急いで渡る。

Tjaektjaの 小屋の横を通 り、更に 13キ ロ先の次の小屋のSaelkaに 向か う。この間の昇 りは 1

50m下 りは 300mで ある。歩いて居て、人に会 うことは滅多に無い。その理由は僕は早朝出発、一つ宿を

飛ばし その先の宿を目指 して居る為である。一般的は歩き方は毎日13-15キ ロほどしか歩かないのだ。

この声にはモットゆっくり宿を出ても十分間に合 う。特にこの時期この辺 りでは夜も真つ暗になることは無く、

必要と:)ればT可の照明器具も持たず、真夜中でも歩くことは可能である。又山小屋は21時 まで開いてお り、其

れまで十二小屋に達すれば宿泊は可能なのだ。この為、標準的な歩き方は朝ゆつくりと動き出すようだ。先ず最初

に会 う″`はKungsledenを 南から北に歩いている人である。この人たちに会 う時間は凡そ予想がつくっ

歩き出 ″てから3-4時 間すると最初の人にであう。この人たちは宿を上-2時 間前に出てこちらに向かつてい

る人た うだ。次に会 うのは最初の宿を通 り過ぎ2-3時 間後である。これ らの人たちは今日僕が目指す目的の宿

を出て、此方にむかつている人たちである。次に会う人たちは先ほど通 り過ぎた宿を出て、僕と同じ方向の宿を

目指す夕`たちである。これ等の人達を多い時には 20-30人 追い抜く。此れは僕が特別早く歩いているからで

は無く、ただ休まずに歩き続けている為である。こちらの人たちの歩き方は、彼方此方で休み、昼時には携帯バ

ーナーでコ~ヒ ーを飲んだり、暖かり昼食を摂つたりしている為だ。歩きのスタイルが違 うのだ。この為彼 らの

バッグ↓ま20-40kg程 になる。因みに僕のBagは 12K富 程度である。このぐらい軽量であれば、略丸一

日休み'資しに歩くことは可能なのだ。

Ka31kaの 宿に 15時 40分 に着く。丁度 9時 間掛かつたことに成る。曇つては居たが雨は降ることは無

く、1用重に歩けた 1日 であつた。
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までのう≧み具合を見る限 り、行程的にも問題はない。

6時 40分 に歩き出し、先ず 12キ ロ先のSingiま で行き、そこでKungsledenを 離れ東に進路

を取 り 更 に 14キ ロ先のKebnekaise小 屋に向かう。Singiま では全体で 100m下 り、そこら

Keblekaiseま では+120m、 -100mの 高低差がある。

幾つilのゝ小川を渡り、鋼製吊橋、木橋を渡 り、長い木道を通る。 7時 間ほど歩き下つていくと、前方に赤いア

ンテナ ド見えてくる。如何や らあの辺 りが今日の目的地であろう。鋼製の吊橋を渡るとまた昇 りとなる。その先

の真新 ンい木橋を渡ると下 りとなるが、ゴロゴロと大きな石があり歩きにくい。小屋の傍には沢山のテン トが立

ってぉ ,、一段 と低い窪地に可なり大きな建物が何棟かある。2時 40分 に小屋に到着する。久し振 りに電気も

水道も うる大きな小屋だ。

先ず 辻事だ。此小屋には立派なレス トランあり、其れなりの物が出てくる。着いた時は既に昼食が終わってお

り、ケ
~キ の他に何か資べ物は無いかと訊 くと、サン ドイッチならあるという。暫く振 りに食う来らかいノ`ンは

美味 しい。/ ム`にありつけたのも何日振 りかだも 70ク ローネ(約1000円 )と安くは無いが、この場合銭金の

問題て まない。マ トモな物にありつけるなら、食つておかねば成らない。夕資はSwedenの 魚料理担だ。色々

な昨お サの鯨、縦製の鮭、小エビ、サバなどである。白ワインを2杯 飲み、占めて6000円 、朝資は 1600
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O開 催 日  2014年 1月 12日 (日〕 雨 天決行く大南で危後の恐れのある場合は中止します)
0開 催方,な  つ 加者全員が主確者となりすべて自分の責任において行動する.
0集   合   豊 幅市岩E町 岩E公 回内 年 前 8時 30分 ～的R二 川駅より西方向へ健歩約 10分)
Oス タート  豊 据石岩巳町岩里公□内 年 前 9時 30分
Oゴ ー ル  石 巻山島居前      年 後 3時 00分 までに 〔朝限時間 S時 間 30分 〕
0コ ー ス  岩 屋公□―二川自撫歩通―盟偽自然歩遺―器道―赤着自然歩通を経由して本域で

折り返し廃等掛から石を山へ至る。的 23kmの 少々や いトレイルヨースです=
0ト レイル方法  峯 本的には,サポートなし、エイド2ヶ所.有効預けあり̀ゴールヘ性送し技す〕

トレイル中の指ホ、格食、及び必要と思われる犠は各自持って走ってください。
ヨースマップは事前にお送りします。(纂所々にヨース案内表示あり)

Oエ イ ド  2ヶ 所  多 米峠トンネル前(約49hm地 点)カ レーライス 零
本坂件旧道トンネル前(抽 ,7.8km地点)お 汁扮 寄

0そ の 他  ゴ ールしてからすぐ近くの石山こにてお忌畠に入り年後3時 30分ごろから秘観会を行います!
5B530分 終了後・・・マイクロバスにて豊低駅へ t専研弁干争・WO力 【母本的に出力で算つてくださはキ
※大会運営に力 里 ほ RCメ ンバーー同 (鵠木儀江・中田治■…・他)

0争 加 搬  6・ 000日 【さ加費 3.000円+秘 親会費 3,000円)
X翌観会不→"の方1よ3β河円です。つ加,出■の―宮F7t‐ヴに「患薇会不ジ炉」と書いてください,3

争加賓内RてスTs―ツ保険.コースマップ、長合写=、ゼッケン.事務盗tB費̀エイド.コース皆理など〕
翌城室角内lR〔着営え.お四島.4H理・ピール1本fせき、口残配本でマイクロパス〕

0 申 込方法  き 加申込書に必要事項を記入して邸出してください.メール・FAXで は受け付け書せん。
今加費は下記郵便握昔口座に送金してください。

●加申込書が8● `入 食口Ba、 ●舶決定となり、つ加決定通知をお送りします。
〔郷便振督口座番号】008!0-9-〕89180

〔加入者名〕マラニックを案じむ会
〔通 信 田〕出西ヨ釘 トレイルラン●コと必ず書いてください。

O申 込 売  〒 436 0ヽ,,3 RI卸県掛川市各和 8202 取 日 :1 暉 びかけ人)
TEL0537-・22-2834 FAXOS37-23-84t7 Jほ君浮090‐3385‐2580

El―nail tlo仲t。―hr年Ⅲ.tnc.n●.Jp
O怖 め切り  12月 23日 t土)を目遠に先帝50名前後で締め切らせていただきます何
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2舎14韓 6回 翔函連鋒トレイA′ラン 参加申込瑠

円でtl●るオ、ビーマン、 トマ ト、キュウリ等野菜、ハム、チー ズ、ゆで卵、幾種類かの/ミン、ジュTス 、牛乳 、

_ヨ ーグル である。この様に食事の出る情 も此後、3-4日 毎にあるので、日頃の単調質索な食事の憂 さ時 らし

が出来 る,

シヤワ‐を浴び、サ ウナに入 り、洗濯 もする。ここの乾燥室は大 きく立派である。乾 した4勿モ)J-511キ 『村で先

全に乾 くCで助かる。気温 10-20度 の中を歩いているので、そ う汗はかかない。 2-3Hな ら青替えを しな

くて も気↓成 らない。気に しない。

r08.0二 ]当 初の予定では Kebnekaise登 頂は全く予定 していなかつた。日本での車前調 命が |一分ではなく、

山の位置関スが分か らなかつたである。Arbiskoの 小昼でパンフレッ トを貨い、そ こで氏 ung、 led

enと の位壁関係が明確にな り、登ることを決めたのである。昨ィ支の内に山頂の気象条件や水打r、雪に関する11f

報をへ、ほ|:アィゼ ン等の特別な用具が無 くても金れ ることが分かつた。正午の出頂の気温は約 10度 ですは シ

ャーペ ッ トけこになつている筈である。雪のある場所は最 頂部、高度で約 701nほ どだとい う々

小屋の位置去高度 700mに 近 く、昇り1400,〕 〕ほどであるが、実際には途中一上 400用 柱下り、又な り|||

すので、都“卜十-1800mが 往復の終高度差となることt)知らされていた。山頂までの出I離は 10キ ロ、付:復

20キ ロで)る。此程度の出は日本にも沢山あり、1削題では無いとFξをくくつていたのが問違いであつたことが

後で分かるて日本の出とは山が違 うのである。

碇 りと朝飯 “食ぃ、 9時 15分 に出発する。装備は
′
r一 shirt,柿 でのズボン、そオじにお八つた背 rの水、

簡易HJ具、ル:手の長袖1・一 shirtを ビニール袋にいれ背中に背負つただけの極旺共であるち小屋から出ると

|“=田来た方1弔に進むが、昨日の道の更に上を通る道であるがKebnekaiscと は何処にモ)芋いてないぃ 1

時FRH程の問に表示は 2箇 所あり、どちらもVaetraleden(西 山道)と書いてあるだけだ,確 かに道はIJ

に向かつて1 るヽ。信で見た山頂への地図でも、道は確かに西に向かつてはいた。碓証が持てないまま更に進み、

前を行くグ“レープに追いつき、そこで初めてKebnekaiseに 向かつている確託を得る.

振 り返る(:昨日波った鋼製釣 り揃が左後方に ドに見える。山頂への道は別の沢の中腹を金 りだし、坂も急に成

り出す。大:「な石の凸凹が随所にあり、その上水の出ていて歩き難い道だ。沢に下 りて 一体み している連中も兄

かける。天1荏さへ悪くなければ、暗くなる心配は無いので、皆安心 して山行を楽 しんでいるのだ。

暫く行 くとにぃ普が沢を務い、その下を激流が流れている所が何箇所もある。更に金つて行くと、1(ebnok

aiseか ',舌の様に突き出 した氷河から流れ落ちてくる幾つかの流れを横ぎらなければ成 らない。波河は大小

10箇 所以_1に及ぶ。出来るだけ石伝いに波れる所を探 し、流れに沿つて上に行つたり、下に行つたり町 しイヤli

左往する。〕1角一つの川を渡 りきり、安心 しているとその先の川が波れる,)「が無く、涙つて別げ)ルー トを投さな

ければ成 らないこともある。この問の時間のロスも馬鹿に成 らず、又距閉にや高度さも標準値より大きくなる竹で

ある。FrPr回え、の試行錯誤の末、全ての流れを渡 り切る頃には、標準ル″― 卜から大きく外れ、何処が本道なのかを

捜すのが一IF労だ。前方上方を歩いている人から、ルー ト延長線を投 し、共方に向かつて岩石だらけの斜面iを前

進可能な場所を探 し、遅々と登って行 く。やつと本来の道に戻つて昇つて行 くと又道を失う。
仕方が無いα)で兎に角上に向かって、右手の雪渓と境の巨大岩石の岩場を這 うように登つて行く。持っているス

トック等は牙十魔物になってお り、四つん這いになり、岩にしがみ付くようにして上っていく。帰 りは正規の道を
辿ることが出来たが、ここが登頂に最難関で一時は登頂を諦め引き返すことも考える程であった。全体の3分 の
1辺 りの場所でぁる。何とか昇 り切つて、頂部の接部にでる。やや平らな地形が広がり、多くの人達がここで休
憩をしていた。右手にはクレーターに雪を抱く別の出頂が見え、左後方には先ほど見た米河が一段と近くに見え
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発生しようともすべて自己責任として.呼びかけ人には           __  _____印
一切の貫任を負わないものとするこ驚 客います.           (自 “にて審宅・捺印)


