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グラフを拡⼤

コースタイム

[注]

＜登り：4時間20分＞

5:50北麓野営場

6:00三合⽬（⽢露⽔）

6:26四合⽬（野⿃の森）

6:53五合⽬（雷⿃の道標）

7:16六合⽬（第⼀⾒晴台）

7:42七合⽬（胸突き⼋丁）

8:15第⼆⾒晴台

8:30⼋合⽬（⻑官⼭）

8:45利尻岳⼭⼩屋（避難⼩屋）

9:11九合⽬

9:48鷲泊・沓形ルート合流点

10:09⼭頂

＜下り：3時間（北麓野営場まで）＞

10:45⼭頂

11:22九合⽬

11:57利尻岳⼭⼩屋（避難⼩屋）

12:07⼋合⽬（⻑官⼭）

12:17第⼆⾒晴台

12:38七合⽬（胸突き⼋丁）

12:50六合⽬（第⼀⾒晴台）
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13:02五合⽬（雷⿃の道標）

13:18四合⽬（野⿃の森）

13:33三合⽬（⽢露⽔）

13:47北麓野営場

14:21利尻富⼠温泉15:40

16:00鷲泊港

コース状況／

その他周辺情報

「利尻ルール」

・携帯トイレを使う

・ストックにキャップをつける

・植物の上に座らない、踏み込まない。

だそうです。看板、携帯トイレブースなどに頻繁に出てきます。

・鴛泊登⼭⼝のある北麓野営場で登⼭届が出せます。

・登⼭⼝までの路線バスはありません。

 バス利⽤時は、⼿前の利尻富⼠温泉までのバスを利⽤し、そこから徒歩40分で

 鷲泊登⼭⼝になります。

 今回、登⼭⼝までは旅館の送迎を利⽤しています（送迎をしていない旅館もあるようなので

事前確認が必要）。

 また、登⼭届けも旅館で預かってくれて、携帯トイレキットも旅館で貰いました。

・鴛泊登⼭⼝からスタートした場合、10分ほどで3合⽬となります。

・⽔場は、登⼭⼝すぐの⽢露⽔（3合⽬⼿前）のみです。

・5合⽬までは樹林帯のゆるい道が続きます。8合⽬（⻑官⼭）あたりまで利尻岳頂上は⾒えま

せん。

・8合⽬から15分ほどで避難⼩屋になります。

・9合⽬より上、沓形との合流点あたりから⾜場が悪いです。強⾵時は、まともに⾵を受け、つ

らい場所です。

・利尻富⼠温泉は、登⼭⼝から徒歩30分。500円。

写真

http://www.yamareco.com/modules/yamareco/include/slideshow.php?did=231711
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今回宿泊した宿。

2

 

利尻昆布の湯。鴛泊港を⾒なが

ら

1

 

宿から⾒た⼣焼け。

 

利尻北麓野営場（※下⼭時撮影

）

今回のルートは⾚線の鷲泊登⼭

道。

 

⽢露泉⽔。⽔場。ここまでは散

歩コース。3合⽬が⽬の前。

1

 

⽢露泉⽔

 

海側は視界良好。

2

⻑官⼭より利尻岳。⼭頂は雲の

なか。。。。

 

携帯トイレブース。お世話にな

りました。

 

携帯トイレブースの利⽤ガイド

。

 

注意書き。
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避難⼩屋。冬季⽤の⼊り⼝も⾒

える。

1

 

海側は視界良し。

 

9合⽬に向かうあたり。⾵も強く

なってくる。

 

9合⽬。ここからが正念場。

1

鷲泊と沓形の合流点あたりの看

板。

 

登⼭道が崩れてる。ここまで深

く削れている登⼭道はそうそう

無いですね。⾜場悪く歩きにく

い。

1

 

⼭頂付近には霧氷。。寒かった

。⼿ぬぐいをバラクバラ替わり

にした。

3

 

⼭頂の祠

1

⼭頂。ガスの中。勢いよくガス

が流れていきます。しばし待つ

。

 

雲の切れ間から⻘空！ラッキー

。

5

 

南峰も⾒えた！

4

 

オロロンラインもみえた！

5
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感想／記録

by t-kinjou

下⼭する。いい時間をすごせま

した。

 

礼⽂島も⾒える。

6

 

⻑官⼭に戻った頃には、利尻岳

はまたガスの中。

 

⻑官⼭を⾒上げる。

1

利尻北麓野営場から利尻富⼠温

泉までは歩道歩きになります。

 

北海道の道らしい道。

 

利尻富⼠温泉。

 

鷲泊港まで降りてきた。サミッ

ト・トゥ・シー。

1

稚内からのフェリーが着岸して

た。

 

帰りのフェリーから利尻岳。

2

 

おまけ。

帰路。稚内〜新千歳はプロペラ

機でした。

2

 

おまけ。

朱鞠内湖あたりで1枚。

2

ひさびさの北海道遠征。

礼⽂島は、テント泊の⾃転⾞旅⾏で⾏ったことがありましたが利尻島は初。

今回は島内の宿で2泊し、北の幸を楽しみつつ、登⼭以外はゆっくりと過ごす事に。
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 ツイート 0 訪問者数：2484⼈

 1⼈

利尻岳は2⽇⽬に⽇帰り登⼭。

登りはじめから終始強⾵です。。樹林帯で、直接あたらないときは良いのですが、

さすがに道北。この時期の北⾵は冷たい。

しかも頂上付近は、ずっと雲のなか。テンションがあがりません。

ひさしぶりの寒い登⼭でした。

なんとか、頂上に着いたときも、視界はまったくありません。

、、、でしたが、しばらく待っていると、雲の切れ間から稚内⽅⾯を拝むことができた！

これは嬉しかった。

回復傾向で、下⼭していくと良い天気になってきます。

結局、調⼦良く早めに下⼭をすることが出来たので、利尻富⼠温泉を経由し最後は鴛泊港まで

、

サミット・トゥ・シーを楽しむことが出来ました。

ここに⾏くプランを⽴てる
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