
韓国現代登山概略史

　以下に1969年～2011年の韓国登山概略史を示す。
　この概略史は、韓国の山岳月刊誌「山」2011年6月号 (創刊500号記念誌)に掲載された、韓国山岳
会理事・韓国山書会副会長・東国山岳会会員ホ・ギョンピル氏執筆による『「月刊山」500号に残した韓
国山岳界の足跡』を日本語に訳したものである。
　なお以下の点に注意されたい。

　・月刊「山」の特集記事となった話題を時系列に記述したものであるため、月刊「人と山」など他誌が
後援したメルー北東壁など韓国隊の目立った登山活動が記載されていないケースもある。そのため、こ
の年表のタイトルは登山「概略」史としてある。
　なお各記事の末尾に記載してある（2月号、p15)などの記載は、月刊「山」の発刊月とページ数を示
す。

　・チューレンヒマール韓国隊など、登頂成果が疑問視された登山隊については、韓国人自身により登
頂が疑問視された登山隊を総括した記事　月刊「山」2011年2月号記事『[焦点]マウンテンフォーラム、
1970年チューレンヒマール以後の韓国ヒマラヤ登頂疑惑概略史整理』　（原典は釜山（プサン）山岳
フォーラムのマウンテンフォーラム(第3号）2011年1月19日発刊)　を参照した。
 
　・「ゴジュンバカン初登頂」など(日本の明治大学が1965年に初登)、日本人から見て明らかに誤解を
招く表現については訳者注として適宜注釈を加えた。

　・この年表は筆者が個人的な目的のために作成・翻訳したものである。商業誌・その他資料作成に利
用いただくのはご自由に。商業誌原稿など公となる文書でご参考にされる場合は、元記事にて韓国人
人名の日本語表記に関してはさらに確認されることをお勧めする。

本年表の原典記事URL
http://san.chosun.com/site/data/html_dir/2011/05/30/2011053001138.html

--------------------------------------------------------------------
1969年雪岳山（ソラクサン）死の谷で10人雪崩れに埋没

1969年～1970年
　韓国山岳会が海外遠征に備えて派遣した訓練パーティー(隊長イ・ヒソン）が雪岳山で訓練途中の
1969年2月13日、「死の谷」で発生した雪崩で10人が犠牲になる大量遭難が発生(1969年5月号・創刊
号、p19) 

　韓国山岳会・創立25周年記念遠征隊(隊長キム・ジョンソプ他4人）が3月10日～8月31日、チューレ
ン・ヒマール登頂と偵察登攀、ヒマラヤ情報収集とアルプス登攀を目的に出国。(1970年2月号、p14)、
韓国山岳会と朝鮮日報社が共催した韓国チューレンヒマール遠征隊(隊長キム・ジョンソプ他4人)は4月
29日、キム・ウソプ登攀隊長とアンゲル・シェルパが無酸素で世界初登頂に成功した(5月号、p34～
40)。 また、大韓山岳連盟(会長チェ・トゥゴ)は6月12日、連盟初の海外遠征隊(隊長カン・ホッキ他7人)
を台湾・玉山に派遣、ヒマラヤ8,000m級登攀のための訓練を目的としていた(6～7月合本号、p104). 

※訳者注：
　チューレンヒマールの登頂疑問視問題
　同年秋に南東壁から中央峰初登に成功した日本の静岡大学隊から登頂を疑問視する意見が提起さ
れ、日本の「岳人」誌(1970年11月号)と韓国の「月刊山」の前身である「登山」(1970年12月号)の間で
論争となったが、1971、1972年にキム・ジョンソプ隊長の実弟であるキム・キソプ、キム・ホソプ兄弟が
マナスルで遭難、論争の行方ははっきりしないままとなった。
　この問題の決着をつけたのは、1987年に続き1988年にチューレンヒマールに挑んだ韓国の中東山岳
会遠征隊である。中東山岳会隊は韓国山岳会隊が登ったのは同峰付近の無名峰である可能性が高
いと結論づけた。（韓国の月刊「山」2011年2月号参照）



　国内最初の登山専門教育機関として設立(1969年12月20日)された韓国山岳会登山アカデミー(初代
校長イ・ウンサン ? ? ? 、初代学監キム・ジョンテ? ? ? )は、第1期全課程修了式を2月4日、韓国山
岳会講義室で開催した。受講生25人中8人が修了した。(2月号、p15)。
　韓国レコード山岳会は、口伝で伝えられてきた山の歌を体系的に整理、国内最初の「山の歌」のレ
コードを製作。山男の歌、エーデルワイス、山に行って、雪岳山（ソラクサン）の歌など14曲の山の歌を
収録した(2月号、p15)

1971年…キム・キソプ隊員、マナスル登攀中に墜落死

　第1次韓国マナスル遠征隊(隊長キム・ホソプ)のキム・キソプ隊員が5月4日、登攀中7,600m地点で墜
落死した。 これは韓国初の海外遠征隊遭難事故として記録された(6月号、p18). 全北（チョンブク）山岳
連盟(会長ナ・ホジン)は、7月25日～8月14日、全北（チョンブク）日報社の後援で地方の登山家が主体
となった国内最初の海外遠征隊(隊長クァ・クフン他9人)を台湾、玉山に派遣した。 台湾全国山岳委員
会の招請で、韓中日3国親善登山の形態で開催され、7月30日、登頂に成功した(9月号、p114) 

　沙川金剛工業社(代表キム・スギル)は8月、初の国産カラビナ製作に成功し、強度実験を経て市販す
る計画(9月号、p115)
　11月28日、北漢山・仁寿峰（インスボン）で岩壁登攀後に下降中、寒波と装備・経験不足で7人が凍
死、16人が重傷となった最悪の遭難事故が発生した(1972年1月号、p55)

1972年…第2次マナスル遠征隊15人雪崩事故

　韓国登攀技術研究会(KCC・会長イ・ジェイン)は7月20～23日、6名の会員が3組に分かれて国内初
の北漢山、仁寿峰における11本のコースの継続登攀に成功した(9月号、p113)
  韓国山岳会一般指導委員会(委員長ユ・ギョンヨプ)は国内初の「女性登山者のための登山講座」を5
月18日、韓国新聞会館講堂で開催した。 参加した300余の女性登山者の大部分は女子大の登山者ら
であり、主題は登山と栄養食、女性登山者と美容などだった(7月号、p112) 

　大韓山岳連盟が主催した第13期夏季登山学校(校長キム・ヨンド）が7月26日～8月1日、全北（チョン
ブク）、内辺山（ネピョンサン）来蘇寺（ネソサ）で実施、218人の修了者を輩出した。 教育プログラムは
アルピニズムと海外登山、山岳史、岩壁登攀、山岳気象と装備、食糧、救急法、読図法、安全対策、
通信、写真などだった(9月号、p113) 

　第2次韓国マナスル遠征隊(隊長キム・ジョンソプ)は4月10日、第3キャンプで発生した雪崩により4名
の隊員と日本人1名、シェルパ10名など計15名が犠牲となった(5月号、p132) 

　韓国山岳会では朝鮮日報社の後援でヒマラヤ遠征に備えた4名の第2次アルプス訓練チームを9月7
日、エンサ(ENSA・フランス国立スキー登山学校)とアルプスに派遣した。 一月間にわたりエンサで外国
人課程を修了、モンブラン、ドロミテなどアルプスで体系的で先進的な技術と登攀を経験した。訓練チー
ムはキム・インソプ隊長とキム・ハンウォン、チャン・ジャジュ、ユ・ジェウォン隊員で構成された(10月号、
112pp). 

1973年…東洋最初のUIAA自然保護委員国に選ばれる

　全国25校の高等学校山岳部850人が加盟する全韓国高校山岳連盟が6月28日、韓国新聞会館講堂
で創立総会を開いて発足した。 韓国山岳会学生指導委員会(委員長ハン・イソク）が中心となって結成
された連盟の初代会長は宝城（ポソン）高のキム・ジョンジェ氏で、高校山岳運動の活性化に寄与した
(8月号、p112)
　全韓国高校山岳連盟と「学生中央」の共催、韓国山岳会が後援した第1回全国高校登山大会が11月
3～4日、北漢山で42チームが参加して行われた。釜山同性高山岳部が最優秀賞を占めた。 筆記試験
と装備検査、山岳講座、活動審査などが行われた(12月号、p121) 



　韓国山岳会(会長イ・ウンサン)は10月末、ロシアのトビリシで開催された国際山岳連盟(UIAA)定期総
会で、東洋初となる自然保護委員国に選ばれた(1974年1月号、p124) 

1974年…韓国登山学校、山岳運動の新しい座標を設定する目標として開校

　山岳運動の「新しい座標を設定する」という趣旨で韓国登山学校(設立代表クォン・ヒョソプ、アン・グァ
ンオク）が6月15日、道峰山（トボンサン）道峯山荘で、初級クラス第1期30人を対象に開校した(7月号、
p113pp)
　韓国山岳会の各種登山講習会を発展的に統合・体系化した韓国山岳会登山学校(校長イ・ウンサン）
が7月20日、南漢山城（ナムハンサンソン）内の民族道場で基礎班、研究班、指導教授班、海外訓練
班、少年班課程で構成され、開校した(8月号、p109) 

　アッセント山岳会(会長パク・ボンライ)は1月2～8日、雪岳山（ソラクサン）天花台リッジ冬季初登に成
功した。 チョン・ドゥソン隊長と4人の隊員は23座のピーク、総延長1,845mのリッジを完登したが、アイ
ガー北壁登攀に準ずる成果であった(3月号、p108). 

  韓国岩壁グレード調査研究会(会長チョン・ホンテク)は11月から北漢山、仁寿峰と道峰山、仙人峯の
岩壁グレード評価基準設定のため現地調査を始めた。 参加団体は岳友会、アッセント、クローニー、桂
右、ウン壁、ソウル工大、漢陽工大などであり1本のルートを異なる3チームが重複調査して評価した
(1975年1月号、p79). 

　大韓赤十字ソウル支社とソウル市山岳連盟は12月7日、大韓赤十字社大講堂で山岳救助隊を発足し
て初代隊長にイ・ウヒョン氏を選任、隊員は20人で構成した(1975年1月号、104pp)
　 2度にわたり63人の修了生を輩出した韓国登山学校(校長クォン・ヒョソプ)は11月26日、韓国登山学
校事務室で同窓会を結成、初代会長に初級クラス1期修了生のパク・セウン氏を選出した(1975年1月
号、p105).

1975年…アッセント山岳会、九曲氷滝初等

　登山装備メーカーの雪岳山(代表キム・ジョンチョル)は1月、国産ハーフ ザイル生産に成功した。 
11mm/45m/3kgの規格で中間部を簡単に区分することができるように両側の色を異なるようにした。(2
月号、p81)
 ジングァン登山靴製作所(代表ホ・トギュン)が開発した冬季用ビブラム登山靴が延世（ヨンセ）大山岳部
の日本・南アルプス遠征隊によって高山での防水機能が実験された(2月号、83pp)
　クライミングギアのカム、ナット、ヘキセントリック、チョークレンチなどがキム・チャンベ(アルプス山岳
会)とメーカー雪岳山で国産開発された(4月号、p84) 

　アッセント山岳会(会長ハム・タギョン)のキム・ジェグン氏が2月8～9日、春川（チュンチョン）、九曲氷
壁初登に成功した。 70mの垂直な氷壁、氷質の状態は不良なこの氷壁を7人の会員が攻略した(1976
年2月号、p70). 

　韓国山岳会は創立30周年記念事業で韓国初の山岳文庫シリーズ  <星と嵐>、<鷺山山行記>、<山
岳小辞典> 三冊を発行した(12月号、74pp)
　アンナプルナ南壁偵察隊(隊長ソン・ギョンソク他5人、4月17日～6月9日）が5,300m地点まで到達し
た。 彼らは高所用個人装備の80%に国産の装備を用いた(7月号、16pp). 

　大韓山岳連盟と韓国日報社が共同主催する「77"韓国エベレスト遠征」の偵察隊(隊長チェ・スナム他
6人)は、8月1日出国、アイランドピーク(6,189m)登頂とエベレスト6,200m地点のアイスフォール到達とい
う成果を上げて11月5日帰国した(12月号、p72). 



1976年…’77エベレスト遠征隊雪岳山（ソラクサン）訓練中隊員3人遭難死

　東国山岳会(会長チェ・ジェグ)のト・チャンホ、イ・ドンフン隊員は1月12日、難攻不落の雪岳山（ソラク
サン）、土旺城（トワンソン）氷滝下段の初登に成功した。 シン・インソプ隊長他11人の隊員は沙川金剛
工業社が製作した国産の装備を使った(2月号、p74). 
 
　’77韓国エベレスト遠征のため第3次訓練チームが雪岳山（ソラクサン）一円で訓練途上の2月16日、
雪崩で三人の隊員が犠牲になる遭難事故が発生した(3月号、p75). 

　仁寿峰初登50周年記念のため、友情山岳会が主催して山岳文化史が後援した「仁寿峰初登50年周
年」が5月28～30日カトリック学生会館と仁寿峰現地において、山岳講演会とシンポジウム、記念登攀
が開催された。(7月号、p22). 

1977年…クローニー山岳会、土旺城（トワンソン）氷壁初登成功

　大韓山岳連盟と韓国日報社の共催による韓国エベレスト遠征隊(隊長キム・ヨンド他17人)のコ・サンド
ン隊員とペンバ・ノルブ シェルパが9月15日、エベレスト韓国人初登に成功した。 これはアジアで日
本、中国、インドに続く４国めで、世界では八国目の登頂国家であり、コ・サンドン隊員は56回目の登頂
者として記録された(10月号、p16).

　クローニー山岳会のパク・ヨンベ隊長他7人の隊員は、1月12日雪岳山の土旺城（トワンソン）氷壁の
初登に成功した(3月号、p16).

　１978年…ユ・ジェウォン氏、アルプスで雪崩事故

　韓国山岳会遠征隊(隊長チョン・ビョク 他5人)のユ・ドンオク隊員は4月23日、アンナプルナ4峰韓国人
初登に成功。 ヒマラヤにおいて小規模の遠征隊で登頂した成果であった(6月号、p16)
　フランス シャモニーで登攀活動を展開したユ・ジェウォン氏が7月28日、エギーユ・プトレイ北壁を登攀
後、下山中に雪崩で遭難した。 彼のリュックサックと遺品などは8月16日に発見され、シャモニ登山家
墓地に安置された(11月号、54pp)
　 クローニー山岳会のイ・コンホ隊長他4人の隊員は8月3～6日、雪岳山の赤壁初登攀に成功した(10
月号、p40) 

1979年…エベレスト韓国人初登者コ・サンドン、マッキンリーで滑落死

　韓国日報社主催のマッキンリー遠征隊のコ・サンドン隊長とイ・イルギョ隊員は5月29日、マッキンリー
韓国人初登に成功して下山途中、滑落死した(7月号、p80)
　コ・サンドン隊長は1977年9月15日韓国人として初めてエベレスト頂上に登った登山家だ。 

　岳友会のアイガー北壁遠征隊(隊長シム・ウイソプ他5人)は7月28日、韓国人初登に成功した(10月
号、p20). 大韓山岳連盟(会長キム・ヨンド)は第1回の「登山家の日」を韓国エベレスト初登日の9月15日
に制定(10月号、p21)、「私たち女同士でエベレストに登りましょう」をスローガンに掲げた韓国女性山岳
会が8月17日、カトリック学生会館で女性登山家25人の同意を集めて発足式が行われた(10月号、p21)

1980年…東国山岳会、マナスル韓国人初登

　東国山岳会遠征隊(隊長イ・インジョン他6人)のソ・ドンファン隊員は4月28日、マナスル韓国人初登に
成功した。 国内単一チーム初のヒマラヤ ジャイアンツ登頂であり、大学山岳部初の海外遠征登頂だっ
た(7月号、p19)
　在米登山家ジュヨン氏が6月7日、韓国人初のヨセミテ・エルキャピタン　ノーズルートの登攀に成功(9



月号、p110)、韓国女性山岳会ヨセミテ遠征隊(隊長イ・ヘギョン他4人)も8月20日～10月1日、エルキャ
ピタンとハーフドームでクライミングを展開した。(11月号、p169) 

  岳友会のアルプス遠征隊(隊長シム・ウイソプ)は8月20日、グランドショラス北壁にユン代表、ホ・ウ
ク、ユ・ハンギュ隊員が登攀に成功、韓国人初のアルプス3大北壁登攀に成功した(10月号、p144). 

1981年…初めての全国岩壁登山大会、仁寿峰で開催

　ソウル文理大山岳会アンデス遠征隊のコ・ウンドン団長とチェ・チュンギ隊員は1月19日、韓国最初に
アコンカグア登頂に成功した。 だが、登頂後、キム・ヨンファン隊長が行方不明となった。(2月号、p154)
　韓国大学山岳連盟のアルプス登山隊(隊長シン・コンホ)は7月8日、アイガー北壁登攀のために偵察
登攀中、落雷のため隊員２名が犠牲となった。(8月号、p118) 

　ヒマラヤのゴジュンバ・カンに地方の山岳会として初めて大田（テジョン）ザイルクラブ(会長ホンスン
ヒョン)が7月10日、偵察登山隊(隊長キム・ヨンハン他2人)を派遣した(8月号、p152)
　国内初のカラコルム登山隊としてバインターブラック2峰初登に挑戦した岳友会遠征隊(隊長シム・ウイ
ソプ)のイ・ジョンデ隊員は7月15日、6,900m地点まで到達して下山中、衰弱と高度障害で墜落死した。
故人は同僚隊員の安全のため、自らロープを切断したと判明した(9月号、p155). 

  成均館（ソンギュングァン）大学校山岳部遠征隊(隊長ハン・サングク他4人)は10月25日、アンナプル
ナサウス登頂に成功した(1982年1月号、p77)
　韓国ドリュ西壁遠征隊(隊長ユ・ギス他4人)は8月26日、国内初めてシャモニ・アルプスの尖塔、エ
ギーユ・ドリュ西壁登攀に成功した(10月号、p159). 

　大韓山岳連盟が主催した第1回全国クライミング大会が5月9～11日、北漢山・仁寿峰の岩壁で開催
され、64人の選手が出場した。イ・ジェハ(岳友会)選手が優勝した。(6月号、p157pp)
　9月17日、世宗（セジョン）文化会館で開かれた第35回全国図書展示会で、平和出版社が山岳図書
専門ブースを作って参加した。 『私のエベレスト』(キム・ヨンド著)はじめとする単行本7冊と大韓山岳連
盟の会報の『登山家』を出品したが、国内で初めて山岳図書が展示された機会となった。(10月号、
p160). 

1982年…ラムジュン・ヒマール韓国女性初のヒマラヤ登頂

　鮮京（ソンギョン）女性山岳会のラムジュン・ヒマール遠征隊(隊長チョン・キルスン他4人)は5月6日、
キ・ヒョンヒ登攀隊長とユン・ヒョンオク隊員、女性シェルパのアン・リタらが登頂に成功、韓国女性初の
ヒマラヤ登頂者となった(6月号、21pp)
　韓国山岳会(会長イ・ウンサン)マカルー学術登山隊(隊長ハムタク・ヨン他15人)は5月20日、南東稜経
由、上部を東壁から登頂に成功しながら8,000m峰に国内初めて初登ルートを開拓した(7月号、p120). 

　大田（テジョン）ザイルクラブ遠征隊(隊長パク・ドンギュ)のキム・ヨンハン登山隊長は11月2日、ネパー
ル ヒマラヤのゴジュンバカン初登頂に成功、韓国のヒマラヤ登攀史上、初めての「初登頂」記録を立て
た。(12月号、p21) 
　※訳者注：このゴジュンバカンは、日本の明治大学が1965年に初登したゴジュンバカンではなく、ゴ
ジュンバカン西峰と思われる。

　韓国山岳会冬季プモリ遠征隊のナム・ソンウ隊長とイ・ヒョンス隊員は12月11日、プモリ冬季登頂に
成功、韓国ヒマラヤ史上初めて冬季登頂の記録をたてた(1983年2月号、p21)
　4名の隊員で構成された釜山（プサン）チュンボン山岳会(会長キム・プガプ)の韓国アルプス3大北壁
冬季遠征隊(隊長キム・フンス)は2月12日、韓国で初めてマッターホルン北壁冬季登攀に成功した(3月
号、p15). 

　海外登攀の経験が豊富なクライマーらで構成された韓国アルパイン協会が10月7日、汝矣島（ヨイド）



ソリンビルで創立式が開催、プロガイドの時代を開いた(11月号、p23). 

1983年…ホ・ヨンホ、マナスル無酸素単独登頂

　岳友会(会長チョン・ホンテク)カラコルム遠征隊(隊長ユン・テピョ)のユ・ハンギュ、イム・トゴン隊員は7
月16日、バインターブラック2峰の登頂に成功した。 1981年最初の試みでイ・ジョンデ隊員が犠牲となっ
た遠征隊は、世界的なクライマーが数えきれない程に挑戦し、テクニカルな登山を強いられる高難度の
ビッグウォールで技量を誇示した(9月号、13pp). 

　韓国山岳会のホ・ヨンホは10月22日、マナスル無酸素単独登頂に成功、アルパインスタイル時代の
到来を予告した(12月号、p37)
  12月5日韓国アマダブラム冬季遠征隊のナム・ソンウ隊長は西稜から冬季登頂に成功した(1984年1
月号、p25)
　4名で構成された韓国アルパインガイド協会の冬季ティリツォピーク遠征隊(隊長イ・ヨンホ)は12月11
日、ユン・テピョ、ヂャン・ボンワン隊員が新ルート(コリアン クーロワール)を開拓しティリツォピーク冬季
登頂に成功した(1984年1月号、p125)
　弘益（ホンイク）大山岳会(会長ウ・ジョンサン)のカナディアンロッキー遠征隊(隊長ユ・チョンテ)は8月、
韓国人として初めてカナディアンロッキーのロブスン、ロプスン、アサバスカ、アシニボインの3峰連続登
頂に成功した(10月号、p173)
　4月3日、北漢山・仁寿峰でクライミング後に下降途中、天候急変により20人が遭難、7名が犠牲とな
る遭難事故が発生した(5月号、p13). 

1984年…イ・テシク、ファン・ジョンファン、土旺城（トワンソン）氷壁単独登攀に成功

　7人で構成された韓国外大バルンツェ遠征隊(隊長キム・ビョンジュン)は4月9日、「登路主義」を掲げ
て未踏ルートの北稜を経由して北峰と中央峰登頂に成功した(5月号、p91)
 銀壁山岳会(会長チョ・スホン)アンナプルナ遠征隊(隊長アン・チャンニョル他4人)のキム・ヨンジャ隊員
は12月7日、アンナプルナ1峰冬季登頂と共に韓国女性初の8,000m峰登頂を記録した。 それまで三回
の偵察登攀、一度の登頂アタックで隊員1名を雪崩で失った「恨」を克服して成し遂げた成果であった
(1985年1月号、p6). 

訳者注：
　このアンナプルナ冬季登頂に対して、同時期に北面初登ルートで登山活動していたフランス隊から疑
惑が提起され、波紋が生じた。フランス隊は韓国隊が登頂したと発表した午後3時20分頃ベースキャン
プで目撃したキム・ヨンジャ一行が頂上まで少なくとも２時間を要する稜線の地点にいた点などの理由を
挙げて登頂に疑問を提起した。
　このような登頂疑惑説に銀壁山岳会隊は登頂を確認できる明らかな証拠を提示できなかった。キム・
ヨンジャ隊員は、共に登頂したシェルパ4人中2人が下山中に滑落死、頂上での姿が入ったカメラを失
い、登頂写真を提出することができなかったためである。
　結局この登頂は疑問視され、以後明確な解明や抗議がされることはなく時間が経過、国際的に認め
られず、3年後の1987年2月2日ポーランド隊のイェジ・ククチカが冬季初登を公式に記録した。 キム・ヨ
ンジャ隊員の登頂は中央峰冬季初登であり第5登と記録されることとなった。
（韓国の月刊「山」2011年2月号参照）

　９人で構成された韓国ジャヌー遠征隊のキム・キヒョク隊長は12月9日、ジャヌー冬季登頂に成功した
(1985年2月号、p66)
　国際山岳連盟(UIAA)第46次総会が、アジアではネパールに続き二番目、20ヶ国24団体が参加して
10月15～17日、韓国山岳会(会長代行イ・スンニョン)主催でソウル タワーホテルで開催された(12月
号、p120)

訳者注：
　韓国ジャヌー冬季登頂に疑問視する声があがった。12月9日キム・キヒョク隊長が二人の高所ポー



ターとともに午前6時10分最終キャンプを出発、8時間30分後の午後2時40分頃頂上に立った。 しかし
頂上写真を遠征後に公開しなかったという理由で、国内山岳界は登頂疑惑を提起した。 これにキム隊
長は頂上写真を持っていて公開する意志があるということを明らかにしたが、現在までその写真は公開
されないでいる。 
（韓国の月刊「山」2011年2月号参照）

  馬山（マサン）無学山岳会のイ・テシク氏と釜山（プサン）のファン・ジョンファン氏が2月4日と15日、雪
岳山の土旺城（トワンソン）氷壁上下段の単独登攀に成功した。無学山岳会のパン・ネギョン氏は土旺
城（トワンソン）左右壁の単独登攀に成功した(4月号、p171).

1985年…チョ・ヒドク、女性初の土旺城（トワンソン）氷壁登攀

　八人で構成された雪岳山（ソラクサン）大勝瀑登攀チーム(隊長イ・ジョンボム)は1月20日、ユン代表・
チョン・ホジン隊員が不良な氷状態を突破して初登攀に成功した(3月号、162pp)。
　青化山岳会(会長イ・ウォンユ)のチョ・ヒドク氏が2月8日、雪岳山（ソラクサン）、土旺城（トワンソン）氷
滝を登攀、女性初の完登者になった(5月号、58pp)。
　大韓山岳連盟蔚山（ウルサン）支部と現代重工業合同遠征隊(隊長イ・キュジン)は10月26日、ヒマル
チュリ北峰初登頂に成功した。 コジュンバカンとバインターブラック2峰に続くヒマラヤでの三座目の初
登頂記録だった(12月号、178pp).

1986年…チャン・ボンワン、キム・チャンソン・チャン・ビョンホ、K2韓国人初登

　韓国ガウリサンカール遠征隊(隊長ソ・ジョンベ)のチェ・ハンジョ隊員は1月16日、西壁ルートを通じて
ガウリサンカール冬季初登に成功した。(3月号、194pp)。
　大韓山岳連盟(会長オ・ハング)が派遣したK2遠征隊(隊長キム・ビョンジュン他18人)のチャン・ボンワ
ン、キム・チャンソン、チャン・ビョンホ隊員は8月3日、K2韓国人初登に成功した(9月号、56pp)。
　 忠南（チュンナム）大山岳会遠征隊(隊長ユンゴンジュン)は10月10日ランタンリルン登頂に成功、韓
国山岳会大邱（テグ）支部遠征隊(隊長キム・ウィヨン)は同日チャムラン登頂に成功、浦項（ポハン）香
炉山岳会遠征隊(隊長イ・ドンヨン)は10月19日カンチュンツェ登頂に成功、地方在住の登山家らのヒマ
ラヤ登攀活性化に大きく寄与した(11月号、153pp)。

　岳友会のユ・ハンギュ氏は7月27日、韓国人初のマッターホルン北壁単独登頂(6時間40分)に成功し
たが(9月号、108pp),釜山（プサン）エクセルシオール・アルパインクラブのペ・ジョンスン、キム・ウォン
ギョム隊員は冬季アイガー北壁に挑戦して12月14日悪天候で遭難した(1987年2月号、35pp)。
　 仁川（インチョン）教大山岳会(会長チェ・ヨンジン)のシン・トンゴル氏は1月27日雪岳山（ソラクサン）、
土旺城（トワンソン）氷滝を国内初のフリーソロ、11時間で登攀に成功した(3月号、195pp).

　コーロンスポーツ情報センターでは5月2日、医学博士でありヒマラヤ登攀の経験がある五人の日本人
登山家を招請して、高所肺水腫、高所順応など登山医学講演会とヒマラヤ映像上映会を開催した(6月
号、178pp)
　11月20日には出版会館で開かれた山岳図書展示会で、31人の山書同好人が山岳資料および情報
の蓄積と交流などを目的に韓国山書会を発足させて初代会長にソン・ギョンソク、副会長ホ・チャンソ
ン、総務イ・スヨン氏などを選任した(1987年1月号、40pp). 

1987年…ホ・ヨンホ、エベレスト冬季登頂

　全南（チョンナム）医大ヒマラヤ遠征隊(隊長ユン・ジェリョン他5人)は9月27日、ジュガール・ヒマール
のレンポガン西壁初登に成功、最初のヒマラヤ医師遠征隊と記録された(11月号、97pp)
　韓国山岳会(会長イスンニョン)遠征隊(隊長ハムタク・ヨン)のホ・ヨンホ隊員は12月22日、世界で四回
目、国内では初のエベレスト冬季登頂に成功した(1988年2月号、40pp). 



1988年…慶南（キョンナム）連盟チーム、ヌプツェ冬季初登

　釜山（プサン）大陸山岳会遠征隊(隊長チョン・サンム)のイ・ジェチュン隊員は1月2日、冬季カンチェン
ジュンガ登頂に成功しながら世界第2登（冬季）を記録(2月号、129pp)
　光運転者工業高校山岳部OB遠征隊(隊長ジョンジンサン)のユ・クァンニョル(19才),チェ・ミホ(17才)隊
員は1月11日、ゴジュンバカン冬季登頂に成功しながら10代として最高到達(7,806m)記録を立てた(3月
号、127pp).
　慶南（キョンナム）山岳連盟遠征隊(隊長チョ・ヒョンギュ)のペ・ヒョンチョル、キム・ハゴン、オ・セチョ
ル、チョン・ポンゴン隊員は12月22日、ヌプツェ北西峰の冬季初登に成功した(1989年2月号、114pp). 

　韓国サレワスポーツでは5月26日瑞草洞（ソチョドン）の社屋に国内最初の人工岩壁「サレワウォー
ル」を開設した(7月号、122pp).

1989年…バギラティ3峰で韓国初のアルパインスタイル・ビッグウォール登攀

　光云（クァンウン）大山岳会遠征隊(隊長ペ・スンニョル )のチャン・ホンサン、クァク・ポンシン隊員は9月
7日、インド・ガンゴトリ地域のバギラティ3峰を韓国初のアルパインスタイル、ビッグウォール登攀で登頂
に成功した(11月号、82pp)
　エコークラブのパク・チェンミン隊員は5月28日マッキンリーのウェストバットレス ルートから韓国初の単
独登頂に成功した(8月号、131pp). 

　韓国登山学校同窓会(会長パク・キュドン)では2年間の仁寿峰、仙人峰のグレード再評価作業を終え
て9月28日、ソウルタワーホテルで最終評価会を兼ねた公聴会を開催した(11月号、54pp)。
　釜山（プサン）マンションアルパインクラブ(会長カン・ソンドク)は10月8日釜山（プサン）汎岩で、韓国初
の賞金が提供される第1回全国友情クライミング大会を開催した(11月号、151pp)
　馬山（マサン）のフリークライマー、イ・グンテク氏が10月、韓国初の室内人工壁ジム「タフガイ」を慶南
（キョンナム）、馬山市（マサンシ）、梧東洞（オドンドン）に開設した(11月号、86pp).

1990年…ガッシャーブルム1峰北西壁アルパインスタイル登頂

　大田（テジョン）忠南（チュンナム）連盟の’90韓国遠征隊(隊長ユンゴンジュン他10人)のパク・サンヒョ
ク隊員は7月16日、ガッシャーブルム1峰北西壁登頂に成功した。 これは韓国初の8,000m峰でアルパ
インスタイル、ビッグウォール登攀を試みた記録である(9月号、194pp)。
　3月16～19日、テジュンレジャースポーツは第1回国際山岳装備展示会が開かれたコエックス展示場
に室内人工壁を設置、韓国初のクライミングコンペを開催した(4月号、60pp).

1992年…第1回アジア スポーツクライミング選手権大会開催

　在米・南カリフォルニア州韓国人山岳会遠征隊のソ・ホヨン、チョ・ジョンファン、ジュヨン、チョ・トクキュ
隊員は8月13日、トランゴ・ネームレスタワー韓国人初登に成功した(10月号、42pp).

　青岳山芋会(会長　チョン・ギワル)遠征隊(隊長キム・ジョンソン他6人)のチョ・キムソク、ボ・クンホ、キ
ム・ウンヒ隊員は2月16日、カナディアンロッキーのウォーピングウォール(300m)、ポーラーサーカス
(500m)氷壁連続登攀に成功した(3月号、162pp)
　韓国山岳会遠征隊(隊長キム・ヨン他5人)のユ・ハクチェ、シン・ドンソク、ハン・テイル隊員は6月9日、
アラスカのキチャトナ・スパイアーに新ルート(コリアン ダイレクト)を開拓・初登攀に成功した(7月号、
178pp).
 「月刊山」が企画した白頭山・長白氷瀑登攀隊(隊長イ・ヨンデ他8人)の李鵬だけ、留学材隊員は3月4
日、白頭山（ペクトゥサン）長白滝の氷壁初登に成功した(4月号、82pp).



　大陸別大会の第1回アジア スポーツクライミング選手権大会が大韓山岳連盟(会長イム・チョルスン)
主催、7ヶ国67人が出場した中で12月12日ソウル88体育館で開催され、韓国のイ・グンテク選手が優
勝した(1993年1月号、98pp).

1993年…25年ぶりに仁王山（イヌァンサン）開放

　韓国ヒマラヤクラブ遠征隊(隊長オ・インファン他6人)のホ・ヨンホ隊員は4月13日、世界で二番目のエ
ベレスト横断(ノースコル～頂上～サウスコル)に成功した(4月号、194pp)
　大韓山岳連盟女性エベレスト遠征隊のチ・ヒョンオク隊長とチェ・オスン、キム・スンジュ隊員は5月10
日、南東稜ルートで韓国女性初のエベレスト登頂に成功した(6月号、194pp)
　東国山岳会(会長ファン・ヒョンジュ)エベレスト遠征隊(隊長イ・ジョンリャン)のパク・ヨンソク隊員は5月
21日、登頂に成功し韓国人最初のエベレストおよび8,000m峰の無酸素登頂を記録した。(6月号、
194pp)
　ソウル市立大山岳会遠征隊(隊長イ・ドンフン他4人)のイ・ケナム、キム・チャンホ、イ・スヨン隊員は8
月1日、カラコラムの大岩壁のグレートトランゴタワーの韓国人初登に成功した(9月号、194pp). 

　コマクサ山岳会遠征隊のチェ・ジョンヒ隊長とクォン・スンジェ隊員は2月21日、30時間30分間のビッグ
ウォール登攀の結果、東洋人初のフィッツロイ登頂に成功した(4月号、140pp)
　ソウル事大山岳会遠征隊(隊員5人)のパク・インソン隊長とソ・インチョル、キム・ヨンソン隊員が7月16
日、南米、ペルーの最高峰のワスカラン南峰の韓国人初登に成功、登攀候補地の拡大に大きな寄与を
した(9月号、130pp). 

　雪岳山（ソラクサン）、土旺城（トワンソン）氷瀑で単独登攀、夜間登攀、連続登攀、ランデブー登攀に
成功したチョン・ソンウォン(山堂会)氏が2月13日、クライミングダウンにも成功(各2時間30分所要)した(3
月号、203pp).
　 1968年の1・21北朝鮮による大統領府襲撃事件以後、入山が禁止された仁王山（イヌァンサン）が、
25年ぶりの2月25日に開放された(4月号、40pp).

1994年…アンナプルナ南壁新ルートで登頂

　慶南（キョンナム）山岳連盟遠征隊(隊長パク・ジュファン)のパク・ジョンホン隊員は10月10日、アンナ
プルナ南壁にアルパインスタイルで新ルート(コリアン ルート)を開拓して登頂に成功した。 これはヒマラ
ヤでのビッグウォール登攀活性化の契機になった(12月号、124pp).

1995年…エベレスト南西壁韓国初登

　巨峰山岳会のオム・ホンギル氏とビッゴウル（光の村）遠征隊(隊長粗末なおかず期他8人)のパク・シ
ニョン、パク現在、イ・ジョンヒョン隊員は7月12日、ブロードピーク韓国人初登に成功した。 これで大韓
民国は米国、ドイツ、フランス、日本に続きヒマラヤ8000m峰14座登頂を果たした国家となった(8月号、
66pp). 
　慶南（キョンナム）山岳連盟遠征隊(隊長チョ・ヒョンギュ)のキム・ヨンテ、パク・ジョンホン隊員は10月
14日、エベレスト南西壁韓国人初登に成功、韓国アルピニズムの「登路主義」時代を開いた(11月号、
72pp). 
　雪岳山（ソラクサン）、土旺城（トワンソン）氷壁を女性クライマーとして初めて1月30日、キム・チョムス
クが3時間40分で単独登攀に成功した(3月号、148pp).

1997年…ガッシャーブルム4峰西壁新ルート登攀

　韓国山岳会遠征隊(隊長ゾ・スンデ)のユ・ハクチェ登攀隊長とキム・ドングァン、バン・ジュンホ隊員は7
月18日、カラコラムのガッシャーブルム4峰西壁中央リブに新ルート(コリアン ルート)を開拓、初登攀に



成功した。 この登攀はヒマラヤでビッグウォールクライミングとテクニカルなクライミングを調和させなけ
ればならない非常に難易度が高いクライミングと評価された(9月号、74pp). 

　チョン・スングォン登山学校講師陣で構成されたLSCK遠征隊(隊長イ・サンジョ)のチェ・スンチョル 、キ
ム・ヒョンジュン、シン・ユンジョン隊員はカラコラムのグレート トランゴタワーに新ルート(コリア ファンタ
ジー)を開拓し、パラグライダーで滑降、下山した(9月号、92pp).

　雪岳山（ソラクサン）、土旺城（トワンソン）氷壁で韓国初のアイスクライミングコンペが束草市主催、雪
岳山赤十字救助隊主幹で2月1～2日に開催された。18人が参加した中でキム・ヨンギ氏が優勝した(3
月号、104pp)
　　韓国山岳スキー会(会長ジョン・タム)の白頭山スキー登山隊(隊長キム・スンジン他7人)は2月26
日、光復（解放）以後初めての白頭山スキー登山に成功した。 登山隊は長白滝付近の斜面を横断、天
池に入った後に天池を横断、天池北西側稜線に登り、長白温泉に下山した(4月号、32pp)
　　ソウル市山岳連盟(会長キム・インシク)は第1回人工壁クライミングコンペを9月6～7日、道峰山（トボ
ンサン）アタックキャンプで開催した(8月号、227pp).

1998年…テレイサガール北壁にルート開拓後、転落

　高所ポーター一名のみ雇用した単独遠征隊を企画し、３座目の8,000m峰に挑戦したチ・ヒョンオク(西
原大OB)氏は、7月22日ガッシャーブルム2峰登頂に成功した。 韓国女性登山家として初めてのヒマラ
ヤ単独遠征隊であった(9月号、122pp)
　インド・ガルワールヒマラヤのテレイサガールを登攀した韓国チームのチェ・スンチョル 、キム・ヒョン
ジュン、シン・サンマン氏が9月28日、北壁にルートを開拓、頂上雪原を登っている間に墜落死した。 彼
らは困難なルートとして知られたブラックタワーを突破して世界のクライマーらを驚かせた(11月号、
36pp). 

1999年…チ・ヒョンオク、アンナプルナ登頂後墜落死

　スペイン バスク遠征隊と合同隊で企画した韓国アンナプルナ遠征隊(隊長オム・ホンギル)のチ・ヒョン
オク隊員は4月29日、登頂後に下山途中7,800m地点で墜落死した。 彼女はヒマラヤ8000m峰4座を登
頂し、世界的な女性登山家ワンダ・ルトキエビッチ、シャンタル・モーディに続く高所登山家として認めら
れていた(6月号、170pp). 

　韓国初の5.14級クライマーのソン・チョンジュン氏が7月3日、雪岳山（ソラクサン）赤壁のエコー変形
ルートをフリーで登り、赤壁のフリークライミング時代を開いた(8月号、237pp)
　ビッグウォールクライミングの真髄を見せる第1回全国エイドクライミングコンペが11月6～7日、大田
（テジョン）山岳連盟(会長ソン・チュンホ)主催で大田（テジョン）「登山家の家」人工壁で開かれた(12月
号、44pp). 

2000年…オム・ホンギル、8000m峰14座登頂

　オム・ホンギルは7月31日、K2登頂に成功、世界で八人目、アジアでは初めてヒマラヤ8000m峰14座
登頂に成功した。 1988年のエベレスト登頂以後、12年かけておさめた成果だった(9月号、54pp)
　韓国山岳会(会長ムン・ヒソン)遠征隊(隊長コー・キュンモ他6人)のファン・ヨンスン、パン・ジュンホ、シ
ン・ドンチュル隊員は7月16日、パキスタンのグレートタワー西壁(ルート名K-1)初登攀に成功した(9月
号、240pp). 

　大韓山岳連盟(会長キム・サンヒョン)は国内登山家の功績を賛えようと「大韓民国山岳大賞」を制定し
て9月15日、最初の授賞式を進行した。 第1回山岳大賞には韓国山岳会、高所登山部門にはキム・ヨ
ンド、登山教育部門はクォン・ヒョソプ、学術編纂部門はソン・ギョンソク、山岳環境部門はパク・ソンホ
ン、クライミングコンペ部門はチョ・サンテ、開拓クライミング部門はエコークライミングクラブが表彰された



(10月号、48pp).

2001年…パク・ヨンソク、8000m14座登頂

　パク・ヨンソクは7月22日、K2登頂に成功、世界で九人目にヒマラヤ8000m峰14座登頂に成功した。 
1993年エベレスト登頂以後8年かけておさめた成果だ(8月号、54pp)
　6月5日に出国したカラコラム マルチ4遠征隊(隊長ソ・ギソク他6人)は86日間かけてカチェブルランサ、
ホンボロピク、ムーストゥーム、シカリなどパキスタン ヒマラヤの5,000m峰の初登頂に成功した(10月
号、248pp).
　韓国道路公社は韓国初の実業クライミングチームを7月20日に創立、パク・ジョンホン隊長と三人の登
山家でチームを構成した(8月号、56pp). 

2002年…チョン・スングォンチーム、セロトーレ韓国人初登

　チョン・スングォン登山学校遠征隊のチョン・スングォン隊長とイ・キボム、チョ・キョンリェ隊員は2月16
日、パタゴニアのセロトーレ・コンプレッサールートから韓国人初登に成功した(3月号、64pp).

2003年…ハン・ワンヨン、8000m峰14座登頂

　ガッシャーブルム2峰とブロードピーク連続登頂(7月15日)に成功しヒマラヤ8000m峰14座登頂に成功
したハン・ワンヨンは、世界で11人目、韓国では三人目の完登者となった。(8月号、138pp). 

　10月10日から開かれた第84回全国体育祭典で登山が公開種目に採択され、クライミングと一般登山
に分かれて開催された。一般登山53チーム158人とクライミングコンペ139人が出場した(10月号、
228pp).

2004年…ビッグウォール登攀の報告バフィン島に初めて進出

　カナダ・バフィン島で5月11日～8月18日、109日間の長期遠征に赴いたキム・セジュン隊長とワン・
ジュノ、キム・パルボン隊員はサムフォードフィヨルドで「リバイバル」「コリアン」二つのルートの開拓に成
功した。 これはビッグウォール登攀の候補地をより一層拡張させながら「登路主義」の無限の可能性を
提示した登攀だった(9月号、100pp). 

　女性登山家オ・ウンソンは12月20日、南極のビンソンマッシフ登頂に成功、韓国女性初の7大陸最高
峰完登(韓国ではホ・ヨンホ、パク・ヨンソクに続き三人目)を記録した(2005年1月号、255pp).
　韓国初の山岳スキー大会、第1回江原道（カンウォンド）支部杯・全国山岳スキー大会が3月14日、江
原道（カンウォンド）の龍坪（ヨンピョン）において、大韓山岳連盟(会長キム・サンヒョン)山岳スキー委員
会(委員長ユ・ハンギュ)主催で国家代表選手選抜戦を兼ねて開かれた(4月号、162pp).

2005年…ナンガパルバット ルパール壁～ディアミール横断登攀

　韓国ナンガパルバット・ルパール壁遠征隊(隊長イ・ソンウォン他11人)のキム・チャンホ、イ・ヒョンジョ
隊員は7月13日、ラインホルト・メスナーが1970年に登頂して以来初めてルパール壁中央壁の登攀に
成功、ディアミール側に下山、横断登攀にも成功した。 この登攀はヒマラヤ8000m峰でのテクニカルな
登攀に対する韓国登山家らの能力が高く評価される契機となった(9月号、234pp). 

　韓国トランゴタワー遠征隊(隊長キム・ヒョンイル他6人)はカラコラムの大岩塔のトランゴ ネームレスタ
ワーに8月11日、新ルート「the crux zone」を開拓してルート初登に成功した(10月号、268pp).
　北極点徒歩探検隊のパク・ヨンソク隊長は4月30日、北極点到達に成功、ヒマラヤ8000m峰14座登



頂・7大陸最高峰登頂、3極点到達で山岳グランドスラム達成に成功した(6月号、114pp)
　11月19日、世界で一番高い室内人工氷壁(高さ20m)を設けた複合登山文化レジャーセンター、O2
ワールド(代表ペ・チャンウ）が開館した(11月号、260pp). 

2006年…テレイサガール北壁に新ルート開拓

　ソウル山岳遭難救助隊員遠征隊(隊長パク・ヒヨン)のク・ウンス登攀隊長とリュ・サンボム隊員は9月9
日、ガルワールヒマラヤ・テレイサガール北壁に新ルート「友人のための終止符」を開拓して韓国人初登
に成功した(10月号、242pp).

2007年…オ・ヒジュン・イ・ヒョンジョ、エベレスト南西壁雪崩事故

　エベレスト韓国初登30周年を記念し韓国山岳会と朝鮮日報社が共同主催したエベレスト シルバー遠
征隊のキム・ソンボン隊長は、5月18日登頂に成功、韓国最高齢(66才)登頂をした。チベット側から挑戦
した金海（キムヘ）フライングジャンプチーム(隊長キム・ジェス)のソン・グィハ隊員は5月16日女性最高
齢(59才)登頂を果たした。 だが南西壁新ルート開拓中のオ・ヒジュン、イ・ヒョンジョ隊員は5月16日、
7,800m地点のキャンプ4で雪崩の犠牲となった。(6月号、82pp).

2009年…ゴ・ミスン、ナンガパルバット頂上から下降中に滑落死

　エベレスト南西壁遠征隊のパク・ヨンソク隊長とチン・ジェチャン登攀隊長、カン・キソク、シン・ドンミン
隊員は5月20日、エベレスト南西壁に新ルート(コリアン ルート)を開拓、登頂に成功した。 これはエベレ
ストの17本目の初登ルートとして記録された(6月号、364pp). 

　ヒマラヤ8000m峰14座登頂に挑戦中のゴ・ミスンが7月11日、11座目となるナンガパルバット登頂に
成功後の下山途中、6,200m地点で滑落死した。 彼女は1994年から2003年まで全国登攀競技大会9
連覇を達成、アジア地域の競技大会では1997年から６回も優勝、空前絶後の女性最高のスポーツクラ
イマーとして活動した。 2005年カラコラムのドリフィカ登頂を契機に高所登山を開始、2006年チョーオ
ユー登頂を始め2009年春にはマカルー、カンチェンジュンガ、ダウラギリなど１シーズン3座連続登頂と
いう世界記録を立てた(8月号、86pp).

　K2スパンティーク・ゴールデンピーク遠征隊のキム・ヒョンイル隊長とミン・ジュンヨン、キム・パルボン
隊員は7月13日、ゴールデンピーク北東ピラーにアルパインスタイルで新ルートを開拓、登頂に成功し
た。 これはヒマラヤでのクライミングに新しい方向を提示したことで評価された(8月号、295pp).

2010年…ルーマニア バスティーニのアイスワールドカップで男女共に優勝

　オ・ウンソンは4月27日、アンナプルナに登頂、韓国では四人目、世界的には21人目、女性では最初
にヒマラヤ8000m峰14座登頂に成功した。 エベレストとK2を除いては全て無酸素登頂であり、エベレス
トは女性初の単独登頂であり、K2は韓国女性初だった。 1997年ガッシャーブルム2峰から13年かけ
て、2008年5月のマカルーから2009年8月のガッシャーブルム1峰まで15ヶ月で8座の8000m峰登頂の
世界記録も達成した(6月号、120pp). 

※訳者注：オ・ウンソン女史の記録が多数疑問視されている現状は承知のとおりである。ここでは原文
のまま記載した。

　ルーマニアのバスティーニで2月4～7日、60人が出場したアイスクライミング ワールドカップ第4戦大
会でパク・フィヨン、シン・ユンソン選手が男女共に優勝、国際山岳界を驚愕させた。 これらは身体条件
や登攀環境などの劣悪な状況を克服してアジアの選手では初めて国際大会で優勝した(3月号、86pp). 



　2009年11月、チェコのスポーツクライミング ワールドカップ大会優勝以後、ワールドカップ シリーズ5連
勝に成功したキム・ジャイン選手は、11月13～14日に開催されたスロベニア・ワールドカップ優勝で東
洋人最初の統合ランキング1位を占め、スポーツクライミングのワールドスターとなった(12月号、304pp).

2011年…アイスクライミング ワールドカップ青松氷谷で開催

　国際山岳連盟(UIAA)公認するのアイスクライミング ワールドカップ大会が1月8～9日、ヨーロッパ圏以
外では初めて慶北（キョンブク）青松郡（チョンソングン）の氷谷（オルムゴル）人工ルートで25ヶ国119人
の選手が参加した中で開かれた。 これは国際山岳界が大韓民国の登攀能力と大会開催能力、水準を
高く評価した結果だ。 男性部門ではオーストリアのマーカス・ベントレーが優勝、大韓民国のパク・フィヨ
ン選手が準優勝、女性部門ではロシアのマリア トルロコニナが優勝、大韓民国のシン・ユンソン選手が
準優勝となった(2月号、260pp). 

　ロシア キーロフで3月5～6日に開かれたアイスクライミング ワールドカップ第4戦大会で、パク・フィヨン
選手が東洋人初の統合ランキング1位となりチャンピオンに輝いた(4月号、86pp)
　スポーツクライミングのワールドスター、キム・ジャイン選手が4月17日イタリア、ミラノで開かれた国際
スポーツクライミング連盟(IFSC)ワールドカップ ボルダリング大会で優勝、女子選手初のリード部門、ボ
ルダリング部門とワールドカップ大会を席巻する記録を立てた(5月号、368pp).


