寄稿

記録 ； 秋篠仏所・
秋篠仏所 ・ 浅村朋伸
記録；

順峯 奥駈修行復興
順峯奥駈
奥駈修行復興４０
修行復興 ４０周年記念入峯
４０周年記念入峯の
周年記念入峯 の 行程記録
実施日 ； 平成２７年４月２５日(土)～５月０４日(月)
◇ 実施日；
尭(広島県広島市)

孝(宮城県岩沼市)、浅村朋伸(奈良県奈良市)。

◇ 修 行 者 ； 吉開賢淳(福岡県柳川市)、椎木
今野

遥拝→12:04 市野々王子(小休止)12:21→12:26
市野々王子
御杉社→12:40

大門坂→12:44 夫婦杉→12:48 多 富 気王子 12:53→13:11 美滝

熊野那 智大社「正式参拝・碑傳」13:48
山荘(荷置)13:13→13:28 熊野那智大社

那智山 ・ 青岸渡寺
青岸渡 寺 「本堂勤行・碑傳」13:57→14:18
→13:50 那智山・

飛瀧神社
飛瀧神社「正式参拝・碑傳」14:30
参拝終 14:41→14:48 美滝

晴

荘(生姜湯)14:59→15:00 美瀧山荘入宿。
２７ 日 (月 )
４ 月 ２７日

起床 3:40→出立 4:35→4:45 那智山・青岸渡寺本堂→5:00 堂内

晴

15:00 新宮駅前合流、川島氏出迎え 15:10→乗車→15:20 神倉

勤行 5:40→5:59 那智高原 6:06→6:40 登立茶屋→6;52 立休憩

２５ 日 (土 )
４ 月 ２５日

ゴトビキ 岩 15:35→神倉神社 15:44→16:00 新
神社→15:30 ゴトビキ岩

6:53→7:18 立休憩 7:19→7:21 舟見峠茶屋跡(朝食)7:45→7:50

舟見峠→8:07 八丁堀・無縁地蔵「勤行」8:11→8:11 色川辻

速玉大社
宮・速玉大社(山上氏出迎え)→16:15 速玉大社「正式
碑傳 16:24→乗車→16:34 阿須賀神社 16:59→17:15

(小休止)8:31→9:00 地蔵茶屋 9:15→9:16 大雲取地蔵 9:21

参杯

サンシャインホテル・入宿→18:00 激励会(玉岡・山上・川島・

→9:34 石蔵峠 9:36→10:01 小休止 10:09→10:12 越前峠 10:20

胴切坂 ･荒
→10:25 小休止 10:30→11:12 小休止 11:23→11:28 胴切坂･

送)7:03→7:29 浜王子 7:35→8:08 小休止 8:13→8:18 石仏→

出立 6:54→6:56 サークルＫ(新宮・緑ヶ丘店、椎木・今野氏荷

バス乗車→17:30 本宮→17:34Ｂ＆Ｂカフェ・ほんぐう(荷置)

13:30 小和瀬バス停 15:37→バス乗車→15:54 志古 16:33→

止)12:22→12:32 荒神石像 12:36→12:44 小口(昼食)13:14→

円座石
神石像 11:34→11:38 楠ノ久保・旅籠跡→12:08 円座石(小休

:26 五輪塔・マゴハチ地蔵→8:31 東屋→8:32 展望台分岐→8:37

熊野 本宮大社「正式参拝・勤行・碑傳」18:00→Ｂ＆
→17:40 熊野本宮大社
本宮大社

晴

展望台 8:50→8:56 展望台分岐→9:06 弁慶生誕地→9:46 佐野神

4:00→4:39 備崎経塚 4:41→4;58 小休止 5:04→5:17 七越峰

晴

Ｂカフェ・ほんぐう入宿。

普陀洛山寺
那智駅前→10:12 浜 ノ 宮王子 10:18→10:19 普陀洛山寺「堂内
で勤行・碑傳」10:36→10:43 ローソン(浜ノ宮店)11:02→11:28
井関→11:45 尼将軍→11:52 荷阪五地蔵→12:00 薬師如来堂・

２８ 日 (火 )
４ 月 ２８日

社 (小休止)9:55→9:56 王子橋バス停 10:04→バス乗車→10:10

２６ 日 (日 )
４ 月 ２６日

沖崎氏より)→20:00 解散。
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水呑金剛分岐 14:32→14:42 水呑金剛 14:59→15:15 水呑金剛

森山 13:31(山上氏の接待アリ)13:58→14:12 旧笹尾辻→14:28

大水 ノ 森 13:18→13:27 大
12:37→12:59 小休止 13:07→13:13 大水ノ

12:02→12:11 切畑辻→12:14 笹尾辻 12:18→12:30 小休止

五大尊岳
五大尊岳 10:41→10:55 五大尊岳(昼食)11:33→11:56
小休止

9:29 小休止 9:35→9:56 小休止 10:01→立休憩２回→10:33 南

金剛多和
8:34→8:38 大黒天神山 8:44→8:58 金剛多和(小休止)9:07→

7:21 山在峠 7:28→7;57 小休止 8:05→8:06 鉄塔→8:28 小休止

越宿(小休止)6:58→7:08
越宿
吹越山→
5:31(小休止)5:50→6:41 吹越宿

17:00 川島・沖崎・梶野・青木・畑林、大江氏より夕食の接待

行仙宿小屋 ・ 行者堂 15:59→16:14 水場→16:41 行仙宿入宿。
行仙宿小屋・

休止 14:50→15:23 八大金剛童子 15:33→15:46 カラ池→15:51

笠捨山
止 13:52→立休憩２回→14:10 笠捨山(小休止)14:24→14:43
小

13:15 葛川辻(小休止)13:21→13:30 立休憩 13:32→13:40 小休

岳 (小休止)12:25→12:37 槍 ヶ 岳 12:44→12:55 鉄塔 13:02→

四阿 ノ 宿跡(昼食)11:39→11:55
宿跡
水場分岐→12:14 地蔵
11-10 四阿ノ

休止 10:49→10:52 拝 み 返 し 10:57→10:59 菊 ヶ 池 11:04→

10:07→10:10 小休止 10:15→10:26 檜 ノ 宿 跡 10:31→10:43 小

晴

を受ける。19:00 就寝。
３０ 日 (木 )
４ 月 ３０日

分岐 15:21→15:35 林道出合→15:43 玉置辻 15:48→15:56 犬吠
檜 16:03→16:24 玉置神社 1636→16:37 玉置神社・社務所→
16:42 玉置神社・参籠。

起床 3:00→3:40 朝食→4:00 行者堂「勤行」→出立 4:10→

古屋 ノ 辻 (小休止)8:04→8:17 上雨具脱 8:20→8:36 下雨具
7:34 古屋ノ

如意宝珠岳
用)6:53→7:06 如意宝珠岳(小休止)7:19→7:26
古屋宿 7:31→

稚児 ノ 森 6:31→6:37 蜘蛛ノ
蜘蛛 ノ 口 (雨具着
→6:19 車道出合→6:25 稚児ノ

→5:59 横峯金剛 6:00→6:15 降雨、ザック用レインカバー着用

合→5:39 車道出合→5:40 山道入→5:48 車道出合→5:49 山道入

5:10 山道入→5:20 車道出合→5:25 花折塚 5:32→5:35 林道出

玉置山山頂 ・ 沖見地蔵 4:47→
4:20→4:27 玉石社 4:32→4:39 玉置山山頂・

起床 3:00→4:00 朝食 4:10→出立 4:15→4:16 出雲社「勤行」

涅槃岳
食)11:36→立休憩２分;２回→12:06 涅槃岳(小休止)12:22→

証誠無漏岳
岳 (小休止)10:27→立休憩２分;２回→11:02 証誠無漏岳(昼

9:11 持経宿・小休止 9:43→立休憩２分;２回→10:15 阿須迦利

持経宿・不動堂
不動 堂 →
8:49 持経千年檜 8:59→9:03 林道出合→9:05 持経宿・

7:50 小休止 7:57→8;12 中又尾根分岐(般若心経・読誦)8:24→

7:01 小休止 7:09→7:16 転法輪岳 7:24→7:40 平治宿小屋内

倶利伽岳・金剛童子刻石
金剛童子刻石 6:37→旧道下る→6:40 現道に合流→

→5:40 小休止 5:43→立休憩２回→6:19 倶利伽羅岳 6:24→6:30

4:46 小休止 4:50→5:01 怒田宿 5:06→5:08 日の出｢勤行｣5:12

4:17 継ノ岩屋・立休憩 4:19→4:25 小休止 4:33→4:41 行仙岳

金剛童子 ・ 塔 の 谷 8:55→9:01 貝吹金剛(小休
貝吹金剛
脱 8:46→8:51 金剛童子・

乾光門
小休止
12:36 乾光門(小休止)12:48→立休憩２分;２回→13:08

一時 小雨後晴
曇 り 一時小雨
小雨後晴

止)9:12→立休憩２回 9:43→9:48 小休止 9:55→10:00 香精山

２９ 日 (水 )
４ 月 ２９日
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16:25 石楠花岳 16:35→立休憩２分;２回→17:09 前鬼坊大天

奥守岳 15:37→15:49 小休止 15:55→15:58 天狗岳 16:08→

→14:55 嫁越峠(小休止)15:06→15:15 小休止 15:22→15:30

地蔵岳
天狗の稽古場
休止)14:00→14:30 地蔵岳(小休止)14:40→14:45

般若岳
13:18→13:26 滝川辻→13:43 般若岳・下→13:45 般若岳・上(小

入宿。

弥山 ・ 弁才天 18:30→18:35 弥山小屋
屋(荷置)18:20→18:24 弥山・

頂仙 ヶ 岳遥拝所
岳遥拝 18:01→18:16 弥山小
誦・碑傳」17:50→17:57 頂仙ヶ

八経 ヶ 岳 (小休止)17:39→17:47 古今宿「般若心経・読
古今宿
17:30 八経ヶ

16:23→16:37 立休憩２回 16:55→16:59 菊 ノ 岩屋 17:05→

太古 ノ 辻 (小休
狗 ・ 刻石 17:18→17:21 仙人舞台石→17:28 太古ノ
晴

起床 2:20→出立 3:09→3:51 聖宝宿 3:54→4:20 小休止 4:25→

０２ 日 (土 )
５ 月 ０２日

小仲坊 ・ 行者堂→19:10
行者堂
五鬼童住居跡→19:04 小仲坊→19:06 小仲坊・

4:30 弁天ノ森 4:33→4:52 行者還トンネル分岐 4:57→5:07 小

止)17:36→18:14 二 ツ 岩 18:18→18:21 閼伽坂尾根分岐→19:01
小仲坊入宿。

休止 5:15→5:30 一 ノ 垰 5:34→6:00 小休止 6:11→6:40 行者還

11:53 鳥ノ水(昼食)12:20→12:52 仏生ヶ岳分岐→13:09 仏生

分→立休憩２回→11:26 孔雀岳 11:30→11:34 孔雀覗 11:41→

10:18 空鉢岳 10:24→10:36 橡 ノ 鼻 (小休止)10:53→10:58 両部

釈迦 ヶ 岳 9:43→9:53 馬ノ瀬→
→9:10 十津川村旭分岐→9:19 釈迦ヶ

→8:32 都津門・遥拝所 8:33→8:44 小休止 8:40→立休憩３回

香精水・四天石・
四天石・金剛童子 8:12→8:14 深仙宿 8:16
7:55→8:00 香精水・

岐→7:15 大日岳遥拝所 7:19→7:44 深仙宿→7:50 深仙潅頂堂

6:00→小休止２回；４分→6:53 太古ノ辻 7:01→7:12 大日岳分

→小休止:３分・立休憩４分→5:18 小休止 5:29→5:53 二ツ岩

起床 3:00→3:40 朝食 4:00→4:10 小仲坊・行事堂「勤行」4:14

「勤行」15:35→15:39 経筥岩遥拝所 15:41→16:12 脇 ノ 宿

→15:06 小普賢岳 15:11→15:18 経筥岩遥拝所→15:26 経筥岩

分岐 14:06→14:28 小休止２回 14:42→14:45 笙ノ窟分岐 14:56

13:37 日本岳コル 13:39→13:47 石ノ鼻 13:53→14:02 小普賢岳

12:58 笙 ノ 窟 (小休止)13:17→13:19 鷲ノ窟｢勤行｣13;28→

→12:34 石ノ鼻 12:40→12:48 日本岳コル 12:49→12:56 鷲ノ窟

笙ノ窟分岐(昼食・荷置)12:04→12:24 小普賢岳分岐 12:28→

止 10:44→10:59 水太覗 11:03→11:19 大普賢岳 1126→11:34

9:21→9:38 稚児泊 9:49→9:58 薩摩コロゲ 10:00→10:34 小休

又分岐 8:55→8:59 七曜岳 9:08→9:09 念仏橋→9:19 鬼ノ釜

岳 7:38→7:46 立休憩２回 7:51→8:09 小休止 8:15→8:46 和佐

小屋前・地蔵 6:41→6:45 行者還小屋(朝食)7:28→7:32 行者還

楊子 ノ 宿 14:03→14:10 回向塔→
ヶ 岳遥拝所 13:15→13:28 楊子ノ

小笹宿
16:23→16:32 女人結界門 16:41→17:07 小笹宿(小休止)17:23

晴

14:28 七面岳遥拝所 14:31→14:40 舟 ノ 垰 (小休止)14:48→

→17:37 投地蔵 17:39→18:05 大峯山寺「勤行」(小休止)18:15

０１ 日 (金 )
５ 月 ０１日

15:19 小休止 15:28→15:43 五鈷嶺前 15:50→16:13 小休止
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晴

→18:20 櫻本坊・宿坊入宿。
０３ 日 (日 )
５ 月 ０３日
起床 2:00→3:00 大峯山寺・戸開式→4:30 櫻本坊→5:45 大峯
山寺
山寺「本堂勤行・碑傳」5:50→5:55
堂内拝観→大峯山寺 5:56
→5:57 妙覚門→6:05 櫻本坊 6:33→6:40 蛇腹→6:45 等覚門→
6:47 御亀石→6:52 鐘掛岩→7:03 松清陀羅尼→7:04 花丑出店
→7:13 洞辻茶屋・役行者像
役行者像 7:17→7:37 小休止 7:44→8:13 鍋
五番 関 (小休止)8:52→9:30 小休止 8:37→
行者 8:20→8:39 五番関
9:57 小休止 10:06→10:28 百丁茶屋 10:42→10:55 百丁口→
足摺茶屋
→10:56 林道から山道入→立休憩５回→11:49 足摺茶屋(昼
食)12:21→12:23 新茶屋分岐→立休憩;２回→13:18 五十丁茶
屋 13:19→13:33 大峯登山口(小休止)13:47→13:49 四寸岩下
り口→13:59 山道出合→14:13 車道出合→14:17 青根ヶ峯登口
→14:21 青根ヶ峯山頂「勤行」(小休止)14:33→14:36 女人結
界 14:37→14:44 安禅寺跡 14:45→14:47 鳳閣寺分岐 14:48→
14:50 母子堂→14:54 金峯神社 15:02→15:07 金峯神社修行門
→15:16 閼伽井・不動明王「勤行」15:20→15:32 吉水神社 15:35
→15:46 忠信・花見櫓→16:05 上千本口→16:07 櫻本坊→16:10
喜蔵院→16:16 東南院→16:17 車田商店 16:27→16:29 蔵王堂
鳥居・
16:37→16:45 食事処ハルカゼ 17:06→乗車→17:10 銅 ノ 鳥居・
発心門
発心門下車
17:15→17:41 一 ノ 坂 ・ 行者堂 17:47→17:57 六田
住居)。

ノ渡→18:05 柳 ノ 渡 18:11→18:18 近鉄吉野線・六田駅→乗車
→20:00 秋篠仏所(浅村朋伸

０４ 日 (月 )
５ 月 ０４日

晴

秋篠仏所 9:00→車→11:00 園城寺・社務所にて満行報告。

碑傳奉納 」
「尚、青太字箇所
青太字箇所では
青太字箇所では、
では、 勤 行 ・ 碑傳奉納」
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