
2019年 2月 3日（日） 

武尊山（2,158 m） 

～Report by 高橋(雄)～ 

 

群馬県の武尊山（ほたかやま）は上州武尊山とも呼ばれ、日本百名山及び新・花の百名山に選定されている。 

近くにスキー場があり、そのリフトを利用すれば麓から登るより楽に行けるはずだと考えていた。 

クマさん会では 2017年 6月 24日に登頂している。 

http://shopwanta.com/kumasan/2017nen/0624hotakayama/report_2.pdf 

 

しかし、この時は初夏でスキー場のリフトは動

いていない。いろいろ調べたら、「オグナほた

かスキー場」のリフト上限近くの標高 1650m

付近まで、ロッジに四駆バスで山道の送迎を依

頼できることがわかり、それを利用して山頂を

往復した。 

今回は冬で、スキー場のリフトが利用できる。 

前回の「オグナほたかスキー場」より山頂に近

い「川場スキー場」のリフトだと標高 1850m

まで上がることができ、山頂との標高差は

300m程度となる。 

実際には武尊山頂との間に剣ケ峰山 2020m 越

えがあるため、累積高低差は 670m程度となる

が、それでも麓より登るよりはるかに楽で、冬

山ハイキングコースとして Web に多くレポー

トが紹介されている。 

だが、このコースのレポートをいくつか見る

と、中には吹雪・強風で途中で敗退したという

ものも結構あり、天候がキーのようだ。 

そこで、当初は候補日を 2月 1日(金)、2日(土)、

8 日(金)、9 日(土)の 4 日に設定し、その中で天

候の条件が最高にいい 1日を選んで日帰りで決

行すべく考えた。 

予想天気図と武尊山の天気予報を頻繁にチェ

ックしながら日和見し、スキー場の無料送迎バ

ス予約も勘案した結果、一旦は 2日（土）とし

た。しかし、候補日ではない 3 日(日)のほうが

南高北低の気圧配置で、武尊山の登山指数も A

が並んだので、2 月 1 日時点で決行を 3 日にド

タ変更した。 

参加希望者は当初 7名であったが、いろいろあ

って、3 日の決行時には堀さんと私の 2 名だけ

となった。 

 

 

http://shopwanta.com/kumasan/2017nen/0624hotakayama/report_2.pdf


 

 

2月 3日（日曜） 

朝 4時起き。 

堀さんは東京 6:36 発 JR 新幹線たにがわ 401

号・ガーラ湯沢行に乗車。 

私は 7:02に大宮から乗車し、合流した。 

車窓から富士山もうっすら見えている。 

 

浅間山も見えてきた。 

 

自由席に乗ったが余裕があり、前の席を回転さ

せて 4人掛けにしてゆったり。 

堀さん曰く、 

ガーラ湯沢行だからガーラガラ・・( ^)o(^ ) 

指定席は満席らしい。 

また、1本前の途中停車駅が高崎だけの「MAX

たにがわ」は、自由席も混んでいた。 

我々の「たにがわ 401」は各駅停車なので自由

席は空いていたようだ。 

 

7:53上毛高原駅下車。 

東口を出てバス乗り場に向かう。 

川場スキー場の無料送迎バスに乗車。 

20人～補助席使って 27人程度のミニバスだ。 

8:00上毛高原駅発。 

途中、数名乗車があるため JR 在来線沼田駅に

立ち寄り 8:40沼田駅発。 

17名乗車で余裕はあった。 

 

快晴で、 

沼田駅からは谷川岳の双耳峰がきれいに見え

た。 

谷川岳 



 

8:55 

バスの前方に目指す武尊山（右）が見えた。 

左の剣ケ峰山を越えて縦走する。 

 

9:20 

川場スキー場着。 

この川場スキー場 

https://www.kawaba.co.jp/snow/ 

は７階建ての立体駐車場・リフト券売り場、売

店、レストラン施設のカワバシティがある。 

 

カワバシティの 1階の入り口から入り、エレベ

ーターで 6階のリフト券売り場に上がる。 

 

日曜日で、リフト券売り場は混んで長蛇の列。 

登山用のリフト往復券は¥2,000。 

ICカードなので購入時に保証金¥500プラス。

この保証金は帰りに IC カードを返すと戻って

くる。これが下山の確認にもなっている。 

  

なお、登山用のリフト券は登山届と引き換え。登山届はあらかじめフォームを以下からダウンロードして記入して 

おいたので、スムーズにリフト券をゲット。 

https://www.kawaba.co.jp/snow/pdf/climbing_notification.pdf 

 

リフト券購入、スパッツ装着等でリフトに乗るまでに 30分かかった。 

剣ケ峰山 武尊山 

https://www.kawaba.co.jp/snow/
https://www.kawaba.co.jp/snow/pdf/climbing_notification.pdf


 

9:50最初のリフト、 

桜川エクスプレス(長さ 1,064m)に乗車。 

 

10:10 二番目のリフト、クリスタルエクスプ

レス(長さ 1,620m)に乗車。 

混んでおり、乗車までに 5分ぐらい並んだ。 

 

なお、リフトがいくつもあり、名前が明記さ

れておらずわかりにくいので、係員に聞いて

確かめた。間違うと時間ロスとなる。 

 

リフトからは 2017年 6月に縦走した稜線がきれいに見えた。 

その時は右の前武尊から左方向に武尊山までを往復した。 

今日は左の剣ヶ峰山から武尊山を往復する。（右の前武尊の隣にも剣ヶ峰があって、ややこしい・・） 

 

 

リフトは乗り降りの安全のためか時々ゆっく

りになったり止まったりする。 

10:23 

リフト最高点着。標高 1850ｍだ。 

アイゼンを装着して写真を撮り、 

10:31 

登山開始。 

予定より 30分遅い。 

山頂往復できるかどうかちょっと不安になる。 

 

快晴無風で暖かい。 

先行者がトレースをつけてくれている。 

雪は程よく締まっており、靴は殆ど沈まない。 

アイゼンで快適に登れる。 

この日、行きかう登山者は皆アイゼンのみで、

ワカンやスノーシューをつけている人はいな

かった。 

武尊山 
中ノ岳 家の串山 剣ヶ峰 

剣ヶ峰山 

前武尊 



 

最初の急登をこなして鞍部に出ると剣ヶ峰山

のピークが顔を出した。 

振り返ると南~西方向に快晴の大パノラマが広

がっていた。 

感激の一瞬。 

 

 

 

さらに登ると目指す武尊山も見えてきた。 

 

11:04 

剣ヶ峰山 2020m山頂。 

予定より 15分遅れ。スタートは 30分遅れだっ

たが歩きやすく 15分回復。 

中央奥が武尊山。 

 

剣ヶ峰山 

谷川岳 一ノ倉岳 朝日岳 巻機山 

赤城山 榛名山 浅間山 草津白根山 苗場山、谷川岳 

武尊山 



 

剣ヶ峰山からの下り。 

ここがこのコースの最も要注意箇所だ。 

慎重に下る。 

私はストックで支えながら無事に下りること

ができた。 

 

樹氷のモンスター。 

 

樹氷はそんなに大きくはないがところどころ

にあった。 

 

11:47 

剣ヶ峰山方向を振り返る。 

剣ヶ峰山はかっこよく、絵になる。 

群馬のマッターホルンといったところか。 

 

このころから上空に雲が出始めた。 

剣ヶ峰山 



 

12:27 

武尊山山頂への最後の急登。 

 

12:35 武尊山到着！ 予定より 5分遅れまで回復した。 

 

上空はだいぶ雲に覆われてしまったが、視界はクリアで、360度の大パノラマだ！ 

浅間山 草津白根山 苗場山、谷川岳 朝日岳 

赤城山 
榛名山 浅間山 



 

 

 

 

 

御嶽山大神の石塔もあった。 

登山者が続々登ってきた。 

 

今日、2月 3日は節分。 

鬼の面をかぶって記念撮影している人も。 

朝日岳 至仏山 燧ケ岳 
苗場山、谷川岳 巻機山 越後駒ケ岳 

至仏山 燧ケ岳 日光白根山 皇海山 



 

山頂は風が強く吹いて寒くなってきたので、

山頂から下りた風のない鞍部で昼食。 

温度計を見ると 2~3度だった。 

  

氷点下を覚悟していたが、今日は南寄りの風

で 3月並みの気温でラッキーだった。 

 

13:05下山開始。 

 

 

樹氷と堀さん 

 

14:03 

剣ヶ峰山を登り返す。 



 

14:09 

剣ヶ峰山山頂。 

ここで予定時刻 14:10を追い越した。 

 

風が強い。風速 10ｍ台か。 

「てんきとくらす」の登山指数では 12時まで

は A だが 15 時は B になっていて、気をもん

だが、ここまでくればもう大丈夫。 

 

とっとこ下ってリフトが見えてきた。 

 

14:31 

リフト最高点にゴール！ 

予定より 9分早い。 

 

アイゼン、スパッツを外し、下りのリフトに

乗車。 

リフトは朝と同じ 2本を乗り継ぐ。 



 

15:00 

リフトを降り、カワバシティ着。 

予定より 25分早い。 

リフトの IC乗車券をカウンターに返し、下山

報告をして保証金の¥500を返してもらった。 

ここまでで 15:15。 

帰りの無料バスは 16:00 発で、たっぷり時間

があるので、レストランでビールで乾杯。 

 

16:00 

無料バスで川場スキー場発。 

沼田駅経由上毛高原駅行きだが、我々二人は

温泉に寄りたい旨申し出て、スキー場から

6kmほど下りたところにある途中の温泉施設

で 

16:19に降ろしてもらった。 

温泉施設は世田谷区民健康村ふじやまビレジ。 

http://www.furusatokousha.co.jp/shisetsu/fujiyama.htm 

この中の日帰り温泉、「せせらぎの湯」は昨年 8月にオープンしている。 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/106/154/673/d00161449.html 

日帰り入浴はだれでも利用でき、料金はふじやまビレジの受付でバスタオルつきで 1050円。 

新しくて気持ちのいい温泉で 1時間強ゆっくり入浴し、 

17:56ふじやまビレジ下の、健康村バス停から路線循環バスで沼田駅に向かった。（¥860） 

 

18:30沼田駅着。 

2017年の時の帰りは、沼田駅近くの蕎麦屋で

軽く打ち上げをしたが、この時間では営業を

終わっていたので、近くのヤマザキストアで 

天ぷらそばをイートイン。 

 

19:01沼田発の高崎行電車に乗り、 

19:59 高崎から新幹線あさま 630 号に乗り換

え、帰りました。（私は自宅着 21:50） 

気圧配置が西高東低の冬型から、この日は南高北低の春型の季節外れの絶好の天気に恵まれ、武尊山頂を無事往復

し、360度の大パノラマを堪能することができました。歩数は約 2万歩の雪山ハイキングでした。 

 

なお、JRのジパングの 3割引きでは、行きが上毛高原で、帰りは沼田から乗車できないという説もありましたが、 

特例で認められているそうで、問題なく 3割引きが利用できました。  お疲れ様でした。 

http://www.furusatokousha.co.jp/shisetsu/fujiyama.htm
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/106/154/673/d00161449.html

