
ページ

☆ 50山ラリーについて

　趣旨説明、　コースの説明　及び　報告書記載例 1

☆ コース別山名リスト

　①　 日本100高山　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．   ． ２～３

② 新ガイドブック 　　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．   ．　 ４～８
（高速道路から登る　東海・北陸の２００秀山）

③ 郷土富士（ふるさとの富士）　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．   ． ９～10

④ 一等三角点の山　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．  ．　 11～１２
（愛知、三重、岐阜、滋賀、静岡、長野、福井、石川、富山の１１３座）

⑤ 花の山　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．  ． １３～１４
（愛知、三重、岐阜、滋賀、長野、奈良、福井、石川の山より１００山）

⑥ 信仰の山　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　． 　． １５～１７
（山名が宗教的なものより選定）

　⑦　 愛知県の山　 　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　． 　． １８～２０

⑧ 三重県の山　　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．  ． ２１～２３

⑨ 低い山　  　　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　 ２４～２５
（①から⑧のコースの山の中から標高４００ｍ　以下の山を選定）

☆ 全山リスト　 　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　．　 ２６～４１

　　全山リストの見方：

１） ①から⑨の全コースに選定されている全山が５０音順に並んでいます
２） 全山リストの山番号はコース別リストにある山番号と共通となっています
３） 右側の欄についている、「＊」はそれぞれの山がどのコースに入っているか示しています。

東　海　支　部　創　立　5　0　周　年　記　念　

５　０　山　ラ　リ　ー
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５０山ラリーについて 
趣 旨 
 ２０１１年に支部創立５０周年を迎えます。その記念行事の一つとして５０山ラリーを実施致します。 
＊ 50 山ラリーとは、９種類のコースの中から、何れかのラリーを目標に、５０山に挑戦して頂きます。 
＊ 他のラリーと重複した山は自動的にカウントされ、複数のラリーにチャレンジして頂く事が出来ます。 
＊ 期間は、２００９年１月～２０１１年９月末までの２年９ヶ月です。よって ２００９年１月以降に登頂し

た５０山ラリー対象の山は すべて報告可能となります。 
＊ ５０山達成者には、表彰と共に、副賞（登山用品）を授与致します。また 複数のラリー達成者には特別表

彰を致します 

登頂報告について 
＊ この山名表には、９種類のコース別リストの他に、全山リスト（50 音順）が掲載してあります。 
＊ 報告は、山名表を参照の上、同封のハガキに山番号、登頂年月日、山名、同行者を記入し（１０山） 

切手を貼って投函して下さい。記入方法は記入例を参照。（報告ハガキが足りなくなった場合、支部ルー

ムにも予備が置いてありますが、報告様式をはがきに写して頂いても結構です） 
＊ 登頂は自己申告ですので同行者は必ずしも必要ではありません。 
＊ 2009 年末頃にはホームページからも報告が可能になり、直ちに各自の登山成績を確認する事が出来ます 
  但し ネット登録された方のみです。 
＊ ネットで登頂報告希望される方は、下記のアドレスに「50 山ラリー報告希望」と書いて送信して下さい。 

e-mail : room01@muse.ocn.ne.jp   

＊ ラリーの達成状況は、毎支部報で逐次報告致します 

９種類の５０山ラリー選定基準 
① 日本１００高山…“山と渓谷”付録「山の便利帳」掲載の日本１００高山から５０山を登る 

② 新ガイドブック…東海支部編纂（１０月発行予定）の新ガイドブックから５０山を登る 
③ 郷土富士…各地で親しまれている郷土冨士より選定した山から５０山を登る 

④ 一等三角点の山…東海地区及び近隣県の一等三角点から５０山を登る 

⑤ 花の山…東海地区及び花の百名山より選定した山から５０山を登る 

⑥ 信仰の山…名称が宗教的なものより選定した山から５０山を登る 

⑦ 愛知県の山…愛知県に点在する山より選定した山から５０山を登る 

⑧ 三重県の山…三重県に点在する山より選定した山から５０山を登る 

⑨ 低い山…全リストの中の標高４００ｍ以下の山から５０山を登る 

【報告書 記入例】 

 
 

50 山ラリー 登頂報告書 
                   会員 No             氏名 
山番号 登頂年月日 山名 パーティー名（同行者） 

７４４ Ｈ２１年６月２０日（土） 八子ヶ峰 支部友山行 

３４６ Ｈ２１年７月２日 (木） 釈迦ケ岳 同期会（○○会）参加者 5名 

６４ Ｈ２１年７月４日（土） 伊吹北尾根 単独 

    
～ ～ ～ ～ 
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 都道府県 1/25000地形図 登頂日

636 富士山 ふじさん 3776 山梨・静岡 富士山

204 北岳 きただけ 3193 山梨 仙丈ｹ岳

135 奥穂高岳 おくほたかだけ 3190 長野・岐阜 穂高岳

1 間ノ岳 あいのだけ 3189 山梨・静岡 間ノ岳

752 槍ｹ岳 やりがたけ 3180 長野 槍ｹ岳

599 東岳（悪沢岳） ひがしだけ 3141 静岡 赤石岳

5 赤石岳 あかいしだけ 3120 長野・静岡 赤石岳

183 涸沢岳 からさわだけ 3110 長野・岐阜 穂高岳

205 北穂高岳 きたほたかだけ 3106 長野・岐阜 穂高岳

120 大喰岳 おおばみだけ 3101 長野・岐阜 穂高岳

671 前穂高岳 まえほたかだけ 3090 長野 穂高岳

513 中岳 なかだけ 3084 長野・岐阜 穂高岳

43 荒川中岳 あらかわなかだけ 3083 静岡 赤石岳

149 御獄山 おんたけさん 3067 長野 御獄山

338 塩見岳 しおみだけ 3052 長野・静岡 塩見岳

552 農鳥岳（西） のうとりだけ 3051 山梨・静岡 間ノ岳

397 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3033 山梨・長野 仙丈ｹ岳

710 南岳 みなみだけ 3033 長野・岐阜 穂高岳

561 乗鞍岳 のりくらだけ 3026 長野・岐阜 乗鞍岳

455 立山（大汝山）　 たてやま 3015 富山 立山

606 聖岳 ひじりだけ 3013 長野・静岡 赤石岳

478 剱岳 つるぎだけ 2999 富山県立山町 剱岳・立山

380 水晶岳（黒岳） すいしようだけ 2986 富山 薬師岳

150 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2967 山梨・長野 甲斐駒ｹ岳

202 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2956 長野 木曽駒ｹ岳

373 白馬岳 しろうまだけ 2932 富山・長野 白馬岳

741 薬師岳 やくしだけ 2926 富山 薬師岳

554 野口五郎岳 のぐちごろうだけ 2924 富山・長野 烏帽子岳

787 鷲羽岳 わしばだけ 2924 富山・長野 三俣蓮華岳

143 大天井岳 おてんしょうだけ 2922 長野 槍ｹ岳

533 西穂高岳 にしほたかだけ 2909 長野・岐阜 穂高岳

374 白馬鑓ヶ岳 しろうまやりがたけ 2903 富山・長野 白馬町

13 赤岳 あかだけ 2899 山梨・長野 八ｹ岳西部

157 笠ｹ岳 かさがだけ 2897 岐阜 笠ｹ岳

622 広河内岳 ひろこうちだけ 2895 山梨・静岡 間ノ岳

165 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ 2889 富山・長野 神城

654 別山 べっさん 2880 富山 剱岳

770 龍王岳 りゅうおうだけ 2872 富山 立山

17 旭岳 あさひだけ 2867 富山 黒薙温泉

258 蝙蝠岳 こうもりだけ 2865 静岡 塩見岳

85 空木岳 うつぎだけ 2864 長野 空木岳

8 赤牛岳 あかうしだけ 2864 富山 薬師岳

672 真砂岳 まさごだけ 2861 富山 剱岳

382 双六岳 すごろくだけ 2860 長野・岐阜 三俣蓮華岳

360 常念岳 じょうねんだけ 2857 長野 穂高岳

330 三ノ沢岳 さんのさわだけ 2846 長野 木曽駒ｹ岳

704 三ツ岳 みつだけ 2845 富山・長野 烏帽子岳

705 三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ 2841 富山・長野・岐阜三俣蓮華岳

708 南駒ヶ岳 みなみこまがたけ 2841 長野 空木岳

191 観音岳 かんのんだけ 2840 山梨 鳳凰山

241 黒部五郎岳 くろべごろうだけ 2840 富山・岐阜 三俣蓮華岳

760 横岳 よこだけ 2829 長野 八ｹ岳東部

コース別　山名リスト　　①　日本１００高山          
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 都道府県 1/25000地形図 登頂日

コース別　山名リスト　　①　日本１００高山          

336 祖父岳 じいだけ 2825 富山 三俣蓮華岳

593 針ノ木岳 はりのきだけ 2821 富山・長野 黒部湖

107 大沢岳 おおさわだけ 2819 長野・静岡 大沢岳

81 兎岳 うさぎだけ 2818 長野・静岡 大沢岳

288 五竜岳 ごりゅうだけ 2814 富山 神城

600 東天井岳 ひがしてんじょうだけ 2814 長野 槍ｹ岳

545 抜戸岳 ぬけどだけ 2813 岐阜 笠ｹ岳

353 杓子岳 しゃくしだけ 2812 富山・長野 白馬町

516 中盛丸山 なかもりまるやま 2807 長野・静岡 赤石岳

41 阿弥陀岳 あみだだけ 2805 長野 八ｹ岳西部

179 上河内岳 かみこうちだけ 2803 静岡 上河内岳

269 小河内岳 こごうちだけ 2802 長野・静岡 塩見岳

20 アサヨ峰 あさよみね 2799 山梨 仙丈ｹ岳

781 蓮華岳 れんげだけ 2799 富山・長野 黒部湖

738 薬師ヶ岳 やくしがたけ 2780 山梨 鳳凰山

445 高嶺 たかみね 2779 山梨 鳳凰山

229 熊沢岳 くまざわだけ 2778 長野 空木岳

477 剱御前 つるぎごぜん 2777 富山 剱岳

6 赤岩岳 あかいわだけ 2769 長野 槍ヶ岳

289 小蓮華山 これんげさん 2769 新潟・長野 白馬町

105 大籠岳 おおこもりだけ 2767 山梨・静岡 間ノ岳

761 横通岳 よことおしだけ 2767 長野 槍ヶ岳

344 地蔵岳 じぞうだけ 2764 山梨 鳳凰山

475 燕岳 つばくろだけ 2763 長野 槍ヶ岳

51 硫黄岳 いおうだけ 2760 長野 八ｹ岳西部

531 西岳 にしだけ 2758 長野 槍ヶ岳

733 樅沢岳 もみさわだけ 2755 長野・岐阜 三俣蓮華岳

385 スバリ岳 すばりだけ 2752 富山・長野 黒部湖

284 駒津峰 こまつみね 2752 山梨・長野 甲斐駒ｹ岳

391 仙涯嶺 せんがいれい 2734 長野 空木岳

317 笹山 ささやま 2733 山梨・静岡 塩見岳

358 将棊頭山 しょうぎがしらやま 2730 長野 木曽駒ｹ岳

612 檜尾岳 ひのきおだけ 2728 長野 空木岳

96 烏帽子岳 えぼしだけ 2726 長野・静岡 塩見岳

276 小太郎山 こたろうやま 2725 山梨 仙丈ｹ岳

291 権現岳 ごんげんだけ 2715 山梨 八ｹ岳西部

711 南真砂岳 みなみまさごだけ 2713 長野 槍ヶ岳

570 白山 はくさん 2702 石川・岐阜 白山

203 北荒川岳 きたあらかわだけ 2698 長野 間ノ岳

186 唐松岳 からまつだけ 2696 富山・長野 白馬町

28 安部荒倉岳 あべあらくらだけ 2693 長野・静岡 間ノ岳

555 鋸岳 のこぎりだけ 2685 山梨・長野 甲斐駒ｹ岳

11 赤沢岳 あかさわだけ 2678 富山・長野 黒部湖

465 蝶ヶ岳 ちょうがたけ 2677 長野 穂高岳

598 東川岳 ひがしかわだけ 2671 長野 空木岳

12 赤沢山 あかさわやま 2670 長野 穂高岳

335 爺ヶ岳 じいがたけ 2670 富山・長野 神城

377 新蛇抜山 しんじゃぬけやま 2667 長野・静岡 間ノ岳

★1メートル未満は四捨五入。「日本の山岳標高一覧」（国土地理院発行）に準拠、三峰岳（2999m、宝剣岳（2931m）、
間ノ岳（2907ｍ）、千枚岳（2880ｍ）、赤郷岳（2798ｍ）、麦草岳（2733ｍ）はそれぞれの主峰の付属の山とされている。

3



山番号 山名 読み方 標高ｍ 都道府県 1/25000地形図 備考 登頂日

669 本宮山 ほんぐうさん 789 愛知　岡崎市 新城・高里 岡崎・豊川・新城

493 道樹山 どうじゅさん 429 愛知　春日井市 高蔵寺

725 弥勒山 みろくやま 437 愛知　春日井市 高蔵寺

73 岩古谷山 いわこやさん 799 愛知　設楽町 田口・海老

110 大鈴山 おおすずやま 1012 愛知　設楽町 田口

232 鞍掛山 くらかけやま 883 愛知　設楽町 海老 東海自然歩道

278 碁盤石山 ごばんいしやま 1189 愛知　設楽町 根羽・田口

459 段戸山 だんどさん 1152 愛知　設楽町 根羽・田口・寧比曾岳

487 天狗棚・1200高地 てんぐだな 1240 愛知　設楽町 根羽

90 宇連山 うれさん 929 愛知　新城市 海老.三河本郷.三河大野.熊

662 鳳来寺山 ほうらいじさん 684 愛知　新城市 三河大野　　 最高点695ｍ

703 三つ瀬明神山 みつせみょうじんやま 1016 愛知　新城市 三河本郷 三瀬明神

318 猿投山 さなげやま 629 愛知　瀬戸市 猿投山　 東海自然歩道

127 大山 おおやま 328 愛知　田原町 野田

549 寧比曽岳 ねびそがたけ 1121 愛知　豊田市 寧比曽岳

537 日本ヶ塚山 にほんがつかやま 1107 愛知　豊根村 三河大谷・佐久間

747 八嶽山 やたけさん 1140 愛知　豊根村 三河大谷

57 石巻山 いしまきやま 358 愛知　豊橋市 豊橋

177 神石山 かみいしやま 325 愛知/静岡　湖西市 二川、豊橋 地図上無名　普門寺

462 茶臼山 ちゃうすやま 1415 愛知/長野 茶臼山 休暇村茶臼山高原

771 竜ヶ岳 りゅうがたけ 1100 三重　いなべ市 竜ヶ岳

446 高峰山 たかみねさん 1045 三重　尾鷲市 尾鷲

737 八鬼山 やきやま 647 三重　尾鷲市 尾鷲

548 子ノ泊山 ねのとまりやま 907 三重　紀宝町 大里

346 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1092 三重　菰野町 御在所山

217 雲母峰 きららみね 888 三重　菰野町 伊船、御在所山

392 仙ヶ岳 せんがたけ 961 三重　鈴鹿市 伊船 鈴鹿・亀山

540 入道ガ岳 にゅうどうがたけ 906 三重　鈴鹿市 伊船

524 七洞岳 ななぼらだけ 778 三重　大紀町 脇出、伊勢佐原

615 姫越山 ひめごやま 503 三重　大紀町 錦

121 大洞山 おおぼらざん 985 三重　津市 倶留尊山

214 経ヶ峰 きょうがみね 819 三重　津市 平松、椋本

357 修験業山 しゅげんぎょうやま 1094 三重　津市 菅野、宮前 図上無名　栗の木岳

684 三峰山 みうねやま 1235 三重　津市/松阪 菅野

746 矢頭山 やずさん 731 三重　津市 伊勢奥津、大河内

354 錫杖ヶ岳 しゃくじょうがたけ 676 三重　津/亀山 平松、鈴鹿峠

184 烏岳 からすだけ 545 三重　松阪市 横野 図上無名

328 三条山 さんじょうさん 663 三重　松阪市 江馬

365 白猪山 しらいざん 820 三重　松阪市 大河内、横野

476 局ヶ岳 つぼねがたけ 1029 三重　松阪市 宮前

665 堀坂山 ほっさかさん 757 三重　松阪市 大河内

677 迷岳 まよいだけ 1309 三重　松阪市 七日市

613 桧塚奥峰 ひのきづかおくみね 1420 三重　松阪市 大豆生

82 牛草山 うしくさやま 550 三重　南伊勢町/度会町 五ケ所浦、脇出

339 獅子ヶ岳 ししがたけ 733 三重　度会町 脇出

174 鎌ヶ岳 かまがたけ 1161 三重　菰野町/滋賀 伊船、御在所山

441 高畑山 たかはたやま 773 三重/滋賀 鈴鹿峠

98 御池岳 おいけだけ 1247 三重/滋賀　 篠立

340 静ヶ岳 しずがたけ 1089 三重　いなべ市/滋賀　 篠立・竜ヶ岳 地図上無名

609 日出ヶ岳（大台ケ原） ひでがたけ 1695 三重/奈良 大台ヶ原山 三角点　日出ヶ岳

238 倶留尊山 くろそやま 1038 三重/奈良 倶留尊山

448 高見山 たかみやま 1248 三重/奈良　 高見山

140 小津権現山(権現山) おづごんげんやま 1158 岐阜　揖斐川町 美濃広瀬、樽見 地図表記　権現山

151 貝月山 かいづきやま 1234 岐阜　揖斐川町 横山

169 金草岳 かなくさたけ 1227 岐阜　揖斐川町 古木・尉山

②新ガイドブック(高速道路から登る　－東海・北陸の２００秀山-番外の山も含む）
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170 金糞岳 かなくそたけ 1317 岐阜　揖斐川町 近江川合・虎御前

200 冠山 かんむりやま 1257 岐阜　池田/揖斐川町 冠山

325 三周ヶ岳 さんしゅうがたけ 1292 岐阜　揖斐川町 広野

404 蕎麦粒山 そむぎやま 1297 岐阜　揖斐川町 美濃広瀬

508 虎子山 とらすやま 1183 岐阜　揖斐川町 美束

525 鍋倉山 なべくらやま 1050 岐阜　揖斐川町 横山

650 ブンゲン ぶんげん 1259 岐阜　揖斐川町 横山 滋賀.米原町　地図上無名　

687 三国岳 みくにたけ 1209 岐阜　揖斐川町 美濃川上　広野 美濃三国山

159 笠置山 かさぎやま 1128 岐阜　恵那市 切井

759 養老山 ようろうさん 859 岐阜　大垣市 養老 養老町・大垣市

21 芦倉山 あしくらやま 1716 岐阜　郡上市 二ノ峰

189 願教寺山 がんきょうじさん 1690 岐阜　郡上市 願教寺山

366 白尾山 しらおやま 1612 岐阜　郡上市 那留、大鷲

412 大日ヶ岳 だいにちがたけ 1709 岐阜　郡上市 二ノ峰、石徹白

467 銚子ヶ峰 ちょうしがみね 1810 岐阜　郡上市 二ノ峰

560 野伏ヶ岳 のぶせがたけ 1674 岐阜　郡上市 願教寺山

605 毘沙門岳 びしゃもんだけ 1386 岐阜　郡上市 石徹白

627 瓢ヶ岳 ふくべがたけ 1163 岐阜　郡上市 苅安

728 母袋烏帽子岳 もたいえぼしたけ 1341 岐阜　郡上市 那留 地図上無名

784 鷲ヶ岳 わしがたけ 1671 岐阜　郡上市 大鷲

122 美濃　大洞山 おおぼらやま 1035 岐阜　郡上市 郡上市島

274 御前山 ごぜんやま 1646 岐阜　下呂市 湯屋

369 白草山 しらくさやま 1641 岐阜　下呂市 宮地

333 三方崩山 さんぽうくずれやま 2059 岐阜　白川村 新岩間温泉

701 三ヶ辻山 みつがつじやま 1764 岐阜　白川村 上梨

173 蕪山 かぶらやま 1069 岐阜　関市 上ヶ瀬

252 高賀山 こうがさん 1224 岐阜　関市 下洞戸、上ヶ瀬

320 左門岳 さもんだけ 1223 岐阜　関市 平家岳

611 日永岳 ひながたけ 1216 岐阜　関市 下大須

66 猪臥山 いぶせやま 1619 岐阜　高山市 猪臥山

94 烏帽子岳 えぼしたけ 1625 岐阜　高山市 大鷲

153 川上岳 かおれだけ 1626 岐阜　高山市 位山

182 傘山 からかさやま 1331 岐阜　高山市 六廐

231 位山 くらいやま 1529 岐阜　高山市 位山

247 気良烏帽子岳 けらえぼしたけ 1595 岐阜　高山市 大鷲 地図上無名

249 見当山 けんとうざん 1352 岐阜　高山市 大鷲

331 三ノ峰 さんのみね 2128 岐阜　高山市 加賀市ノ瀬

345 十石山（乗鞍岳） じっこくさん 2525 岐阜　高山市 乗鞍岳 千石山は不明

355 十二ヶ岳 じゅうにがたけ 1326 岐阜　高山市 旗鉾

431 高屹山 たかたわやま 1303 岐阜　高山市 久々野

534 西穂独標 にしほどっぴょう 2701 岐阜　高山市 能郷白山

561 乗鞍岳 のりくらだけ 3026 岐阜　高山市 乗鞍岳 剣ヶ峰、朝日岳等9峰　

617 火山 ひやま 1379 岐阜　高山市 六廐

626 福地山 ふくぢやま 1671 岐阜　高山市 焼岳

436 高時山 たかときやま 1563 岐阜　中津川 加子母

641 二ッ森山 ふたつもりやま 1223 岐阜　中津川 美濃福岡

131 奥三界岳 おくさんがいだけ 1811 岐阜　中津川市 奥三界岳、加子母

639 富士見台 ふじみだい 1739 岐阜　中津川市 中津川、伊那駒場

118 大鼠山 おおねずやま 1585 岐阜　飛騨市 下之本

136 尾崎山 おざきやま 1368 岐阜　飛騨市 猪臥山

482 天蓋山 てんがいさん 1528 岐阜　飛騨市 鹿間

518 流葉山 ながれはやま 1423 岐阜　飛騨市 林

734 籾糠山 もみぬかやま 1744 岐阜　飛騨市 平瀬 飛騨市・白川村

783 六谷山 ろくたんやま 1398 岐阜　飛騨市 東茂住 地図上無名

139 大白木山 おじろぎやま 1234 岐阜　本巣市 下大須
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551 能郷白山 のうごうはくさん 1617 岐阜　本巣市 能郷白山

646 舟伏山 ふなぶせやま 1040 岐阜　本巣市 谷合

563 這帽子嶺 はえぼうしりょう 1037 岐阜　本巣市 能郷白山

67 今淵ヶ岳 いまぶちがたけ 1041 岐阜　美濃市 下洞戸、苅安

92 恵那山 えなさん 2190 岐阜/長野　 中津川 三角点2190ｍ

32 雨乞岳 あまごいだけ 1238 滋賀　東近江市 御在所山

468 銚子岳 ちょうしだけ 1019 滋賀　東近江市 篠立 地図上無名

538 日本コバ にほんこば 934 滋賀　東近江市 百斉寺

270 御在所岳 ございしょだけ 1210 滋賀　近江市 御在所山 三角点1209ｍ

640 藤原岳 ふじわらだけ 1140 滋賀　近江市 竜ヶ岳・篠立

644 武奈ヶ岳 ぶながたけ 1214 滋賀　大津市 北小松

762 横山岳 よこやまたけ 1132 滋賀　木ノ本町 美濃川上

27 油日岳 あぶらひたけ 693 滋賀　甲賀市 鈴鹿峠

326 三十三間山 さんじゅうさんげんさん 842 滋賀　高島市 熊川

327 三重嶽 さんじゅうだけ 974 滋賀　高島市 熊川

616 百里ヶ岳 ひゃくりがたけ 931 滋賀　高島市 古屋

283 駒ヶ岳 こまがたけ 780 滋賀　高島市 古屋 別名：近江駒ケ岳

778 霊仙山 りょうぜんざん 1084 滋賀　多賀町 霊仙山、彦根東部 霊仙西尾根

689 三国岳 みくにだけ 911 滋賀　多賀町 篠立 鈴鹿三国山

268 己高山 ここうざん 923 滋賀　長浜市 近江川合

788 綿向山 わたむきやま 1110 滋賀　日野町 日野東部

65 伊吹山 いぶきやま 1377 滋賀　米原市 関ヶ原

523 七々頭ヶ岳 ななずがたけ 693 滋賀　余呉町 木之本 七七頭ヶ岳

690 三国山 みくにやま 876 滋賀/福井　美浜町 駄口

10 赤坂山 あかさかやま 824 滋賀/福井 駄口

31 天城山 あまぎさん 1405 静岡　伊豆市 天城山 万次郎、万三郎の総称

54 池口岳 いけくちだけ 2392 静岡　川根本町 池口岳、光岳

242 黒法師岳 くろぼうしだけ 2067 静岡　川根本町 寸又峡温泉

679 丸盆岳 まるぼんたけ 2066 静岡　川根本町 寸又峡温泉

338 塩見岳 しおみたけ 3047 静岡　静岡市 塩見岳

356 十枚山 じゅうまいざん 1726 静岡　静岡市 湯の森

749 山伏 やんぶし 2014 静岡　静岡市 梅ヶ島

77 岩岳山 いわたけさん 1369 静岡　天竜 高郷

774 竜馬ヶ岳 りゅうまがたけ 1501 静岡　天竜 蕎麦粒山

216 京丸山 きょうまるやま 1469 静岡　浜松市 門桁

23 愛鷹山 あしたかやま 1457 静岡　富士市 愛鷹山 位牌岳三角点　

161 風越山 かざこしやま 1699 長野　上松町 上松、木曽駒ケ岳

202 木曾駒ヶ岳 きそこまがたけ 2956 長野　上松町 木曽駒ケ岳

185 からたきの峰 からたきのみね 1858 長野　朝日村 贄川 地図上無名

103 大川入山 おおかわいりやま 1970 長野　阿智村 浪合

93 中ア　烏帽子ヶ岳 えぼしがたけ 2195 長野　飯島町 安平路山

550 念丈岳 ねんじょうだけ 2291 長野　飯島町 安平路山

46 安平路山 あんぺいじやま 2263 長野　飯田市 安平路山

128 小川路峠 おがわじとうげ 1642 長野　飯田市 上町、上久樫

387 摺古木山 すりこぎやま 2169 長野　飯田市 南木曽岳

160 飯田　風越山 かざこしやま 1535 長野　飯田市 飯田 別名権現山

499 戸倉山 とくらやま 1681 長野　伊那市 市野瀬、信濃溝口 伊那富士

539 入笠山 にゅうかさやま 1955 長野　伊那市 信濃富士見

735 守屋山 もりやさん 1650 長野　伊那市 辰野

86 美ヶ原 うつくしがはら 2034 長野　上田市 山辺、和田 往ヶ頭　三角点

279 小秀山 こひでやま 1981 長野　王滝村 滝越

85 空木岳 うつぎだけ 2864 長野　大桑村 空木岳

271 越百山 こすもやま 2613 長野　大桑村 空木岳

134 奥茶臼山 おくちゃうすやま 2474 長野　大鹿村 大沢岳

141 尾高山 おたかやま 2212 長野　大鹿村 大沢岳
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582 鉢伏山 はちぶせやま 1928 長野　岡谷市 鉢伏山、山辺

378 陣馬形山 じんばかたやま 1445 長野　中川村 赤穂

149 御嶽山 おんたけさん 3063 長野　木曽町 御嶽山 剣ヶ峰等６峰　三角点

676 継子岳 ままこだけ 2859 長野　木曽町 御嶽山、胡桃島

209 鬼面山 きめんざん 1889 長野　下伊那郡 上久樫、大沢岳

453 蓼科山 たてしなやま 2530 長野県茅野市 蓼科山

230 熊伏山 くまぶしやま 1653 長野　天龍村 伊那和田

519 南木曽岳 なぎそだけ 1679 長野　南木曾町 南木曽岳 三角点1677ｍ

108 大島山 おおじまやま 2143 長野　松川町 安平路山

360 常念岳 じょうねんたけ 2857 長野　安曇野/松本市 穂高岳

485 天狗岩 てんぐいわ 1964 長野　松本市 波田

584 鉢盛山 はちもりやま 2446 長野　松本市 寄合渡.梓湖.古見.贄川

212 経ヶ岳 きょうがたけ 2296 長野　南箕輪村 宮ノ越、薮原

614 日野山 ひのさん 795 福井　越前市 武生

44 荒島岳 あらしまだけ 1523 福井　大野市 荒島岳

88 姥ヶ岳 うばがたけ 1454 福井　大野市 冠山

211 経ヶ岳 きょうがたけ 1625 福井　大野市 経ヶ岳、願教寺山

246 銀杏峰 げなんぽ 1441 福井　大野市 宝慶寺

520 薙刀山 なぎなたやま 1647 福井　大野市 願教寺山、二ノ峰

652 平家岳 へいけだけ 1441 福井　大野市 平家岳

653 部子山 へこさん 1464 福井　大野市 宝慶寺

785 鷲鞍岳 わしくらだけ 1010 福井　大野市 越前朝日

115 大長山 おおちょうやま 1671 福井　勝山市 越前中川

509 取立山 とりたてやま 1307 福井　勝山市 北谷

311 西方が岳 さいほうがたけ 764 福井　敦賀市 杉津

315 蠑縲が岳 さざえがたけ 686 福井　敦賀市 杉津

557 野坂岳 のさかだけ 914 福井　敦賀市 駄口、敦賀

114 大谷山 おおたにやま 814 福井　美浜町 海津

123 大御影山 おおみかげやま 950 福井　美浜町 熊川 地図上無名

415 大日山 だいにちざん 1368 石川　加賀・小松 瀧谷

637 富士写ヶ岳 ふじしゃがたけ 942 石川　加賀市 越前中川

130 奥医王山 おくいおうぜん 939 石川　金沢市 福光 医王山は総称　三角点

223 口三方山 くちさんぽうたけ 1269 石川　金沢市 口直海

425 大門山 だいもんざん 1572 石川　金沢市 西赤尾

427 高三郎山 たかさぶろうやま 1445 石川　金沢市 西赤尾 三角点1442ｍ

528 奈良岳 ならだけ 1644 石川　金沢市 西赤尾

91 越前甲（越前大日岳） えちぜんかぶと 1320 石川　小松市 北谷 兜山は別にあり

7 赤兎山 あかうさぎやま 1629 石川　白山市 願教寺山

332 三方岩岳 さんぽういわだけ 1736 石川　白山市 中宮温泉

570 白山 はくさん 2702 石川　白山市 白山 霊峰

132 奥三方山 おくさんぽうやま 1601 石川　白山市 中宮温泉

558 野谷荘司山 のたにそうじやま 1797 石川　白山市 新岩間温泉

571 白山釈迦岳 はくさんしゃかだけ 2053 石川　白山市 加賀市ノ瀬

572 白山別山 はくさんべつだん 2399 石川　白山市 白山 地図上は別山標示　

723 妙法山 みょうほうざん 1776 石川　白山市 新岩間温泉 石川・岐阜白川村

102 大笠山 おおかさやま 1822 石川/富山 中宮温泉

368 白木峰 しらきみね 1596 富山　富山市 白木峰、利賀

480 寺地山 てらじやま 1996 富山　富山市 有峰湖

543 人形山 にんぎょうざん 1726 富山　南砺市 上梨

565 袴腰山 はかまこしやま 1159 富山　南砺市 湯湧 地図上無名

305 金剛堂山 こんごうどうざん 1638 富山　南砺市 白木峰

39 編笠山 あみがさやま 2514 山梨　北杜市 甲斐駒ケ岳

113 大谷山 おおたにやま 425 愛知　春日井市 高蔵寺

621 平山明神山 ひらやまみょうじんやま 970 愛知　設楽町 田口

790 大洞山 おおほらやま 1349 岐阜　飛騨市 鹿間・林
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 都道府県 1/25000地形図 備考 登頂日

②新ガイドブック(高速道路から登る　－東海・北陸の２００秀山-番外の山も含む）

789 越前岳 えちぜんだけ 1504 静岡　富士市 愛鷹山

791 三方山 さんぽうさん 1142 富山　南砺市 湯湧

465 蝶ヶ岳 ちょうがたけ 2677 長野 穂高岳

792 二ツ山 ふたつやま 1826 長野　松本市 鉢伏山

234 栗ノ木岳 くりのきだけ 1066 三重　津市 宮前

220 宮指路岳 くしろだけ 946 三重　鈴鹿市 伊船
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③郷土富士(ふるさとの富士）
山番号 郷土冨士 山名 読み方 標高ｍ 県市町村 1/25000地形図 登頂日

147 尾張富士 尾張富士 おわりふじ 275 愛知県犬山市 犬山
148 尾張大富士 尾張本宮山 おわりほんぐうさん 293 愛知県犬山市 犬山
632 富士山 富士山 ふじさん 31 愛知県一色町 佐久島
686 三河富士 三河富士 みかわふじ 314 愛知県岡崎市 三河・宮崎
726 三河富士 村積山 むらづみやま 257 愛知県岡崎市 豊田南部
714 三河富士 宮路山 みやじやま 361 愛知県音羽町 御油
496 三谷富士 砥神山 とがみやま 252 愛知県蒲郡市 小坂井
669 三河富士 本宮山 ほんぐうさん 789 愛知県豊川・岡崎・新城 新城・高里
95 美濃富士 烏帽子岳 えぼしだけ 865 三重・岐阜 篠立
30 伊賀富士 尼ｹ岳 あまがだけ 958 三重県　津市・伊賀市 倶留尊山・阿保

238 伊賀富士 倶留尊山 くろそやま 1038 三重県津市 倶留尊山
101 神内富士 大烏帽子山 おおえぼしやま 362 三重県紀宝町 阿田和
138 鮒田富士 尾子山 おじやま 303 三重県紀宝町 新宮
287 菰野富士 菰野富士 こものふじ 369 三重県菰野町 御在所
389 関富士 関富士 せきふじ 242 三重県亀山市 鈴鹿峠
495 鳥羽富士 灯明山 とうみようやま 171 三重県鳥羽市 答志
601 富士山 東山 ひがしやま 149 三重県鳥羽市 磯部
442 香肌富士 高鉢山 たかはちやま 788 三重県松阪市 菅野
665 伊勢富士 堀坂山 ほっさかさん 757 三重県松阪市 大河内
260 五ヶ所冨士 五ヶ所浅間山 ごかしょあさまやま 178 三重県南伊勢町 五ケ所浦
676 日和田富士 御嶽山・継子岳 ままこだけ 2859 岐阜県大滝村 御岳・御岳高原・胡桃島

176 蒲田富士 蒲田富士 がまたふじ 2742 岐阜県高山市 穂高岳
53 夕暮れ富士 伊木山 いきやま 173 岐阜県各務ヶ原市 犬山

293 夕暮富士 権現山 ごんげんやま 208 岐阜県各務ヶ原市 岐阜北部
163 笠原富士 笠原富士 かさはらふじ 417 岐阜県笠原町 多治見
395 美濃富士 浅間山 せんげんやま 372 岐阜県可児市 小泉
26 米田富士 愛宕山 あたごやま 261 岐阜県川辺町 美濃加茂

647 長良富士 船伏山 ふなぶせやま 262 岐阜県岐阜市 岐阜北部
648 飛騨富士 船山 ふなやま 1480 岐阜県高山市 位山
515 下呂富士 中根山 なかねやま 767 岐阜県下呂町 下呂
659 妻木富士 方月山 ほうげつやま 466 岐阜県土岐市 多治見
498 徳山富士 徳山富士 とくやまふじ 925 岐阜県藤橋村 樽見・能郷
426 御嵩富士 高尾峰 たかおみね 292 岐阜県御嵩町 美濃加茂
634 山之上富士 富士山 ふじさん 357 岐阜県美濃加茂市 上麻生
685 近江富士 三上山 みかみやま 432 滋賀県野洲市 野洲
523 丹生富士 七々頭ヶ岳 ななずかだけ 693 滋賀県余語町 木之本
731 元富士 元富士 もとふじ 322 滋賀県近江八幡市 沖島
564 杉野富士 墓谷山 はかたにやま 738 滋賀県木之本町 木之本
769 甲西富士 竜王山 りゆうおうざん 353 滋賀県野洲町 野洲
45 安曇富士 有明山 ありあけやま 2268 長野県安曇野市 有明

314 座光寺富士 座光寺富士 ざこうじふじ 1270 長野　飯田市 飯田
631 奈良尾富士 富士獄山 ふじたけさん 1034 長野県上田市 武石
635 鹿教湯富士 富士山 ふじさん 1029 長野県上田市 武石
401 木曾富士 卒塔婆山 そとうばやま 1541 長野県上松町 王滝
499 伊那富士 戸倉山 とくらやま 1681 長野県駒ケ根市 市野瀬
620 平尾富士 平尾富士 ひらおふじ 1156 長野県佐久市 御代田
764 香坂富士 寄石山 よりいしやま 1335 長野県　佐久市 御代田
239 信濃富士 黒姫山 くろひめやま 2053 長野県信濃町 高妻山・信濃柏原

453 諏訪富士 蓼科山 たてしなやま 2530 長野県茅野市 蓼科山
449 高井富士 高社山 たかやしろやま 1351 長野県中野市 夜間瀬
434 戸隠富士 高妻山 たかつまやま 2353 長野県長野市 高妻山
262 会田富士 虚空蔵山 こくうぞうさん 1139 長野県松本市 信濃西条
240 黒富士 黒富士 くろふじ 1633 山梨県甲府市 茅ケ岳
636 富士山 富士山 ふじさん 3776 山梨県富士宮市 富士山
397 お馬富士 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3033 山梨県南アルプス市 仙丈岳
44 大野富士 荒島岳 あらしまだけ 1523 福井県大野市 荒島岳

614 越前富士 日野山 ひのやま 795 福井県越前市 武生
3 若狭富士 青葉山 あおばやま 693 福井県高浜町・舞鶴市 東舞鶴

557 敦賀富士 野坂山 のさかやま 914 福井県敦賀市 敦賀
682 三足富士 三足富士 みあしふじ 290 福井県敦賀市 敦賀
481 黒富士 寺山 てらやま 418 福井県美浜町 早瀬
562 三方富士 梅丈岳 ばいじょうだけ 400 福井県美浜町 常神
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③郷土富士(ふるさとの富士）
山番号 郷土冨士 山名 読み方 標高ｍ 県市町村 1/25000地形図 登頂日

637 富士写ｹ岳 富士写ｹ岳 ふじしゃがたけ 942 石川県加賀市 越前中川
425 加賀富士 大門山 だいもんざん 1572 石川県金沢市 西赤尾
435 能登富士 高爪山 たかつめやま 341 石川県志賀町・輪島市 剱地
570 加賀富士 白山　（御前峰） はくさん 2702 石川県白山市 白山
793 富士の折立 富士の折立 ふじのおりたて 2999 富山県立山町 剱岳・立山
716 越後富士 妙高山 みょうこうさん 2454 新潟県妙高市 妙高山
80 両尾富士 宇賀神山 うがかみやま 107 新潟県佐渡市 水津

610 下田富士 一岩山 ひといわやま 191 静岡県下田市 下田
125 伊豆富士 大室山 おおむろやま 580 静岡県伊東市 天城山
286 川奈富士 小室山 こむろやま 321 静岡県伊東市 伊東
281 富士山 小富士 こふじ 1979 静岡県小山町 富士山、須走
450 丸子富士 高山 たかやま 450 静岡県静岡市 静岡西部
405 第一真富士山 第一真富士山 だいいちまふじやま 1343 静岡県静岡市 和田島
419 第二真富士山 第二真富士山 だいにまふじやま 1402 静岡県静岡市 和田島
633 長津呂富士 富士山 ふじさん 240 静岡県南伊豆町 石廊埼
692 三坂富士 三坂富士 みさかふじ 280 静岡県南伊豆町 石廊埼
402 朝倉富士 外鎌山 そとかまやま 292 奈良県桜井市 桜井
544 大和富士 額井岳 ぬかいだけ 813 奈良県宇陀市 初瀬
473 都介野富士 都介野山 つげのやま 631 奈良県奈良市 大和白石
695 丹波富士 弥仙山 みせんやま 664 京都府綾部市 梅迫・丹波大町
83 丹波富士 牛松山 うしまつやま 636 京都府亀岡市 亀岡

595 都富士 比叡山 ひえいざん 848 京都府京都市・大津市 京都東北部・大原

489 丹波富士 砥石山 といしやま 536 京都府船井郡京丹波町 胡麻
757 丹後富士 由良が岳 ゆらがだけ 640 京都府舞鶴市・宮津市 丹後由良・西舞鶴

259 丹後富士 高竜寺ヶ岳 こうりゅうじがだけ 697 京都府京丹後市 須田
454 丹後富士 建部山 たてべやま 316 京都府舞鶴市 西舞鶴
282 泉州小富士山 小富士山 こふじやま 260 大阪府泉佐野市 樽山
256 河内富士 交野山 こうのさん 341 大阪府交野市 枚方
578 天見富士 旗尾岳 はたおだけ 548 大阪府河内長野市 岩湧山
776 紀州富士 龍門山 りゅうもんやま 756 和歌山県紀の川市 龍門山
673 日高富士 真妻山 まずまやま 523 和歌山県日高川町 古井
474 有馬富士 角山 つのやま 374 兵庫県三田市 藍本
713 但馬富士 三開山 みひらきやま 202 兵庫県豊岡市 豊岡
444 播磨富士 高御位山 たかみくらいやま 304 兵庫県加古川市 加古川
517 長富士 夕陽ヶ山 ゆうひがやま 228 兵庫県加西市 笠原
48 播磨種富士 飯盛山 いいもりやま 198 兵庫県神崎郡 北条

158 播磨富士 笠形山 かさがたやま 939 兵庫県神埼郡 栗賀町
367 丹波富士 白髪山 しらがみやま 722 兵庫県篠山市 篠山
428 丹波富士 高城山 たかしろやま 462 兵庫県篠山市 篠山
396 淡路富士 先山 せんざん 448 兵庫県洲本市 郡志
124 丹波富士 大箕山 おおみやま 626 兵庫県丹波市 矢名瀬
25 播磨小富士山 麻生山 あそうやま 173 兵庫県姫路市 姫路南部

719 播磨富士 明神山 みょうじんやま 668 兵庫県姫路市 前之庄
97 丹波富士 烏帽子山 えぼしやま 513 福知山市・兵庫県丹波市 矢名瀬

411 伯耆富士 大山 だいせん 1729 鳥取県大山町 伯耆大山
4 長門富士 青山 あおやま 288 山口県下関市 安岡

497 長門富士 十種ガ峰 とくさがみね 989 山口県阿東町 十種ケ峰
69 伊予富士 伊予富士 いよふじ 1756 愛媛県西条市 日ノ浦
47 讃岐富士 飯野山 いいのやま 422 香川県丸亀市 丸亀

754 豊後富士 由布岳 ゆふだけ 1584 大分県由布市 別府西部
152 薩摩富士 開聞岳 かいもんだけ 922 鹿児島県指宿市 開聞岳
594 榛名富士 榛名山 はるなさん 1390 群馬県東吾妻町 榛名湖
24 吾妻富士 吾妻山 あずまやま 1910 福島県猪苗代町 吾妻山

464 出羽富士 鳥海山 ちょうかいさん 2236 山形県遊佐町 鳥海山
72 津軽富士 岩木山 いわきやま 1624 青森県弘前市 岩木山
78 南部片富士 岩手山 いわてやま 2038 岩手県八幡平市 松川温泉

758 蝦夷富士 羊蹄山 ようていざん 1898 北海道?知安町 羊蹄山
766 利尻富士 利尻岳 りしりだけ 1721 北海道利尻町 鴛泊
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山番号 山名 読み方 標高m 県名 1/25000地形図 点名 登頂日
127 大山 おおやま 328 愛知 野田 大山

148 尾張本宮山 おわりほんぐうさん 293 愛知 犬山 尾本宮山

318 猿投山 さなげやま 629 愛知 猿投山 猿投山

437 高根山 たかねやま 55 愛知 鳴海 高根山

479 出来山 できやま 1052 愛知 寧比曽岳 出来山

526 鍋山 なべやま 82 愛知 河和 鍋山

669 本宮山 ほんぐうさん 789 愛知 新城・高里 三本宮山

19 朝熊ヶ岳 あさまがたけ 478 三重 鳥羽 朝熊山

270 御在所岳 ございしょだけ 1210 三重 御在所山 御在所山

433 高塚山 たかつかやま 89 三重 桑名 高塚山

446 高峰山 たかみねさん 1045 三重 尾鷲 高小屋山

524 七洞岳 ななほらだけ 778 三重 脇出 白岩峰

548 子ノ泊山 ねのとまりやま 907 三重 大里 子ノ泊山

609 日出ヶ岳 ひでがたけ 1695 三重 大台ヶ原山 大台ヶ原山

684 三峰山 みうねやま 1235 三重 菅野 三嶺山

712 南亦山 みなまたやま 982 三重 間弓 南亦

780 霊山 れいざん 766 三重 平松 霊山

92 恵那山 えなさん 2190 岐阜 中津川 恵那山

99 大雨見山 おおあまみやま 1336 岐阜 船津 大雨見山

122 美濃　大洞山 おおぼらやま 1035 岐阜 郡上市島 大洞山

153 川上岳 かおれだけ 1626 岐阜 位山 兎馬場

252 高賀山 こうかさん 1224 岐阜 上ヶ瀬 高賀山

273 御前岳 ごぜんだけ 1816 岐阜 平瀬 御前岳

274 御前山 ごぜんやま 1646 岐阜 湯屋 五善山

322 三界山 さんがいさん 1600 岐阜 付知 三階岳

325 三周ヶ岳 さんしゅうがたけ 1292 岐阜 広野 三周岳

412 大日ヶ岳 だいにちがたけ 1709 岐阜 二ノ峰 大日ヶ岳

460 タンポ たんぽ 1066 岐阜 樽見 月夜谷山

507 砥山 とやま 686 岐阜 河岐 久田見山

542 如来ヶ岳 にょらいだけ 276 岐阜 岐阜北部 檜峠

551 能郷白山 のうごうはくさん 1617 岐阜 能郷白山 能郷白山

561 乗鞍岳 のりくらだけ 3026 岐阜 乗鞍岳 乗鞍岳

570 白山（御前峰） はくさん（ごぜんがみね） 2702 岐阜 白山 白山

618 屏風山 びょうぶさん 794 岐阜 瑞浪 屏風山

759 養老山 ようろうさん 859 岐阜 養老 養老山

783 六谷山 ろくたんやま 1398 岐阜 東茂住 六谷山

42 阿弥陀山 あみだやま 454 滋賀 饗庭野 阿弥陀山

65 伊吹山 いぶきやま 1377 滋賀 美束 伊吹山

237 呉枯ノ峰 くれこのみね 532 滋賀 木之本 呉古ノ峰

595 比叡山（大比叡） ひえいざん 848 滋賀 京都東北部 比叡山

574 箱館山 はこだてやま 547 滋賀 熊川 羽子立山

661 蓬莱山 ほうらいさん 1174 滋賀 平良山 比良ケ岳

753 雪野山 ゆきのやま 309 滋賀 日野西部 竜王山１

22 愛鷹山（足高山） あしたかやま 1187 静岡 愛鷹山 愛鷹山

177 神石山 かみいしやま 325 静岡 豊橋 神石山

233 暗沢山 くらさわやま 520 静岡 伊豆松崎 岩科村

242 黒法師岳 くろぼうしだけ 2067 静岡 寸又峡温泉 黒帽子岳

245 毛無山 けなしやま 1945 静岡 人穴 毛無山

370 白倉山 しらくらやま 1027 静岡 中部 白倉山

424 大無間山 だいむげんやま 2329 静岡 畑薙湖 大無間山

438 高根山 たかねやま 151 静岡 島田 坂部村

458 達磨山 だるまやま 982 静岡 達磨山 達摩山

510 富幕山 とんまくやま 563 静岡 三河富岡 富幕山

585 八高山 はっこうさん 832 静岡 八高山 八高山

591 羽鮒山 はぶなやま 321 静岡 富士宮 羽鮒村

31 万三郎岳（天城山） あまぎやま 1405 静岡 天城山 万城岳

736 文殊岳 もんじゅだけ 1041 静岡 和田島 竜爪山

777 楞厳地山 りょうごんじやま 221 静岡 下平川 高天神山

④一等三角点の山（愛知・三重・岐阜・滋賀・静岡・長野・福井・石川・富山の113座）
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山番号 山名 読み方 標高m 県名 1/25000地形図 点名 登頂日

④一等三角点の山（愛知・三重・岐阜・滋賀・静岡・長野・福井・石川・富山の113座）

5 赤石岳 あかいしだけ 3120 長野 赤石岳 赤石岳

13 赤岳 あかだけ 2899 長野 八ヶ岳西部 赤岳

63 井上山 いのうえやま 771 長野 須坂 井上山

74 岩菅山 いわすげやま 2295 長野 岩菅山 岩菅山

149 御嶽山(剣ヶ峰） おんたけさん（けんがみね） 3063 長野 御嶽山(3067m) 御嶽山

150 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2966 長野 甲斐駒ヶ岳 甲駒ヶ嶽

187 雁田山 かりたやま 759 長野 中野西部 雁田山

202 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2956 長野 木曽駒ヶ岳 信駒ヶ岳

209 鬼面山 きめんざん 1889 長野 上久堅 鬼面山

230 熊伏山 くまぶしやま 1653 長野 伊那和田 熊伏山

263 国師ヶ岳 こくしがたけ 2592 長野 金峰山 國師岳

302 権現山 ごんげんやま 1223 長野 神城 権現山

334 三宝山 さんぽうざん 2483 長野 居倉 国師岳Ⅱ

373 白馬岳 しろうまだけ 2932 長野 白馬岳 白馬岳

379 陣馬平山 じんばだいらやま 1258 長野 信濃中条 陣馬平

387 摺古木山 すりこぎやま 2169 長野 南木曽岳 摺小木山

452 武石峰 たけいしみね 1973 長野 山辺 武石嶺

453 蓼科山 たてしなやま 2530 長野 蓼科山 蓼科山

499 戸倉山 とくらやま 1681 長野 市野瀬 戸倉山

505 留夫山 とめぶやま 1591 長野 軽井沢 長倉山

511 苗場山 なえばさん 2145 長野 苗場山 苗場山

547 根子岳(小根子岳） ねこだけ 2128 長野 四阿山 猫岳

584 鉢盛山 はちもりやま 2446 長野 古見 鉢盛山

587 八風山 はっぷうさん 1315 長野 御代田 八風山

597 東籠ノ登山 ひがしかごのとやま 2227 長野 嬬恋田代 篭塔山

608 聖山 ひじりやま 1447 長野 麻績 聖山

670 前常念岳 まえじょうねんだけ 2662 長野 穂高岳 常念岳

671 前穂高岳 まえほだかだけ 3090 長野 穂高岳 穂高岳

674 斑尾山 まだらおさん 1382 長野 飯山 斑尾山

729 髻山 もとどりやま 744 長野 若槻 髻山

735 守屋山 もりやさん 1650 長野 辰野 守屋山

763 四方原山 よもはらやま 1632 長野 海瀬 四方原

44 荒島岳 あらしまだけ 1523 福井 荒島岳 荒島山

59 一乗山 いちじょうざん 741 福井 河和 星峠

222 久須夜ヶ岳 くすやがたけ 619 福井 鋸崎 久須夜ヶ岳

224 国見岳 くにみだけ 656 福井 越前蒲生 国見岳

557 野坂岳 のさかだけ 914 福井 敦賀 野坂岳

616 百里ヶ岳 ひゃくりがたけ 931 福井 古屋 木地山

751 矢良巣岳 やらずだけ 473 福井 糠 矢良巣岳

102 大笠山 おおがさやま 1822 石川 中宮温泉 大笠山

129 沖波山 おきなみやま 113 石川 前波 沖波山

130 奥医王山 おくいほうざん 939 石川 福光 医王山

188 河内岳 かわちだけ 399 石川 下唐川 河内岳

324 山蛇山 さんじゃやま 372 石川 皆月 下山村

583 鉢伏山 はちぶせやま 544 石川 輪島 鉢伏山

637 富士写ヶ岳 ふじしゃがたけ 942 石川 越前中川 富士写ヶ岳

655 遍照岳 へんしょうだけ 147 石川 能登高浜 天元寺岳

660 宝達山 ほうだつさん 637 石川 宝達山 宝達山

667 宝立山 ほりゅうざん 469 石川 宝立山 丸山

145 雄山 おやま 2992 富山 立山 立山

305 金剛堂山 こんごうどうやま 1638 富山 白木峰 金剛堂山

313 蔵王山 ざおうさん 508 富山 能登 高坂山

376 城山 しろやま 145 富山 富山 越城山

403 園家山 そのけやま 17 富山 青木 岨之景

529 濁谷山 にごりだにやま 1238 富山 毛勝山 濁谷山

243 桑谷山 くわがいさん 435 岡崎市 幸田 桑ヶ谷村

国土地理院基準点成果等閲覧サービスを参照す。
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 市町村 1/25000地形図 時期 備考 登頂日

522 夏焼城ヶ山 なつやけじょうがやま 889 愛知・稲武町 根羽 8月 オオキツネノカミソリ

691 三国山 みくにやま 1161 愛知・稲武町 横道 8月 マツムシソウ

148 尾張本宮山 おわりほんぐうさん 293 愛知・犬山市 犬山 5月 ヒトツバタゴ

472 継鹿尾山 つがおさん 273 愛知・犬山市 犬山 4月 サクラ

624 風頭山 ふうとうざん 597 愛知・岡崎市 高里 5月 アセビ

714 宮路山 みやじやま 361 愛知・音羽町 御油 5月 コアブラツツジ

79 岩伏山 いわふせやま 983 愛知・設楽町 根羽.田口 6月 ギンリョウソウ

116 大峠 おおとうげ 954 愛知・設楽町 見出 6月 コアジサイ

372 白鳥山 しらとりやま 968 愛知・設楽町 見出 10月 ウメバチソウ

621 平山明神山 ひらやまみょうじんやま 970 愛知・設楽町 田口 4月 ミツバツツジ

278 碁盤石山 ごばんいしやま 1189 愛知・設楽町 根羽.田口 9月 マツムシソウ

487 天狗棚.1200高地 てんぐだな　1200こうち 1240 愛知・設楽町 根羽 5月 ミツバツツジ

90 宇連山 うれさん 929 愛知・新城市 三河本郷.海老 5月 ホソバシャクナゲ

318 猿投山 さなげやま 629 愛知・瀬戸市 猿投山 4月 センボンヤリ

127 大山 おおやま 328 愛知・田原市 野田 3月 シデコブシ

451 滝頭山 たきがしらやま 258 愛知・田原市 老津.野田 3月 ミツバツツジ

782 六所山 ろくしょさん 611 愛知・豊田市 東大沼 4月 シダレザクラ

575 筈ヶ岳 はずがたけ 985 愛知・豊田市 寧比曽.足助 9月 リンドウ.

536 西山（曽良山） にしやま（そらさん） 712 愛知・豊田市 猿爪 11月 シキザクラ

537 日本ヶ塚山 にほんがつかやま 1107 愛知・豊根村 三河大谷.佐久間 4月 アカヤシオ

462 茶臼山 ちゃうすやま 1415 愛知・豊根村 茶臼山 5月 ユキザサ.タチカメバソウ

206 吉祥山 きちじょうざん 382 愛知・豊橋市 新城 5月 キンラン.ギンラン

771 竜ヶ岳 りゅうがたけ 1100 三重.いなべ市 竜ヶ岳 4月 シロヤシオ

383 鈴ヶ岳 すすがたけ 1130 三重　いなべ市 篠立 4月 ニリンソウ

384 鈴北岳 すずきただけ 1182 三重.いなべ市 篠立 3月 フクジュソウ

640 藤原岳 ふじわらだけ 1140 三重.いなべ市 竜ヶ岳・篠立 3月 フクジュソウ

98 御池岳 おいけだけ 1247 三重.いなべ市 篠立 4月 ヤマエンゴサク

559 野登山 ののぼりやま 852 三重.亀山市 伊船 6月 バイケイソウ

71 岩ヶ峰 いわがみね 919 三重.菰野町 御在所山 5月 イワウチワ

174 鎌ヶ岳 かまがたけ 1161 三重.菰野町 御在所山・伊船 5月 シャクナゲ

225 国見岳 ヤシオ尾根 くにみだけ やしおおね 1170 三重.菰野町 御在所山 5月 シロヤシオ

270 御在所岳 ございしょだけ 1210 三重.菰野町 御在所山　 5月 アカヤシオ

346 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1092 三重.菰野町 御在所山 5月　 ベニドウダン

469 清水の頭 ちょうずのあたま 1095 三重.菰野町 御在所山 5月 シャクナゲ

589 羽鳥峰 はとみね 860 三重.菰野町 御在所山 5月 ドウダンツツジ

683 三池岳 みいけだけ 972 三重.菰野町 御在所山 5月 イワカガミ

540 入道ガ岳 にゅうどうがたけ 906 三重.鈴鹿市  伊船 5月 アセビ

238 倶留尊山 くろそやま 1038 三重.津市 倶留尊山 5月 シャクナゲ

684 三峰山 みうねやま 1235 三重.松阪市 菅野 4月 シロヤシオ

95 烏帽子岳 えぼしだけ 865 三重.・岐阜 篠立 5月 シャクナゲ

200 冠山 かんむりやま 1257 岐阜・池田町 冠山 5月 イワウチワ

64 伊吹北尾根（国見岳） いぶききたおね 1126 岐阜・揖斐川町 美束 5月 ヤマシャクヤク

170 金糞岳 かなくそやま 1317 岐阜・揖斐川町 近江川合・虎御前 7月 クルマバハグマ

140 小津権現山（権現山） おづごんげんやま 1158 岐阜　揖斐川町 美濃広瀬、樽見 5月 イワウチワ

159 笠置山 かさぎやま 1128 岐阜・恵那市 切井 4月 ヒトツバタゴ

748 簗谷山 やなだにやま 1214 岐阜・金山町 下呂　萩原 10月 ベニマンサク

588 鳩吹山 はとぶきやま 314 岐阜・可児市 美濃加茂 6月 クチナシ

369 白草山 しらくさやま 1641 岐阜・下呂町 宮地 5月 ドウダンツツジ

734 籾糠山 もみぬかやま 1744 岐阜・白川村 平瀬 5月 ササユリ

382 双六岳 すごろくだけ 2860 岐阜・高山市 三俣蓮華岳 7月 コバイケイソウ

533 西穂高岳 にしほたかだけ 2909 岐阜・高山市 穂高岳 7月 センジュガンピ

⑤花の山（愛知・三重・岐阜・滋賀・静岡・長野・奈良・福井・石川の山より１００山）
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 市町村 1/25000地形図 時期 備考 登頂日

⑤花の山（愛知・三重・岐阜・滋賀・静岡・長野・奈良・福井・石川の山より１００山）

561 乗鞍岳 のりくらだけ 3026 岐阜・高山市 乗鞍岳 7月 高山植物

755 弓折岳 ゆみおりだけ 2592 岐阜・高山市 三俣蓮華岳 7月 ムシトリスミレ

92 恵那山 えなさん 2190 岐阜・中津川 中津川 6月 オサバグサ.ズダヤクシュ

639 富士見台 ふじみだい 1739 岐阜・中津川 中津川 7月 ササユリ

556 納古山 のこやま 633 岐阜・七宗町 上麻生 4月 ヒカゲツツジ

551 能郷白山 のうごうはくさん 1617 岐阜　本巣市 能郷白山 9月 オヤマリンドウ

646 舟伏山 ふなふせやま 1040 岐阜・美山町 谷合 4月 イワザクラ

651 汾陽寺山 ぶんようじやま 520 岐阜・武芸川町 岩佐 4月 サクラ

139 大白木山 おじろぎやま 1234 岐阜・本巣市 下大須 5月 イワウチワ

175 釜ヶ谷山 かまがたにやま 696 岐阜・山県市 美濃神海 4月 サクラ

759 養老山 ようろうさん 859 岐阜・養老町 養老 5月 アセビ

65 伊吹山 いぶきやま 1377 岐阜・滋賀 関が原 8月 イブキジャコウソウ

466 銚子ヶ口岳 ちょうしがくちだけ 1077 滋賀.永源寺町 御在所 7月 アカモノ

237 呉枯ノ峰 くれこのみね 532 滋賀　木之本町 木之本 4月 イカリソウ

762 横山岳 よこやまだけ 1132 滋賀・木之本町 美濃川上 4月 チゴユリ.ユキザサ

778 霊仙.西南尾根 りょうぜん.せいなんおね 1084 滋賀.多賀町 彦根東部 4月 フクジュソウ.ミスミソウ

788 綿向山 わたむきやま 1110 滋賀.日野町 日野東部 5月 アズマシャクナゲ

468 銚子岳 ちょうしだけ 1019 滋賀.東近江町 竜ヶ岳 5月 オオイワカガミ

10 赤坂山 あかさかやま 824 滋賀/福井 海津.駄口 5月 トクワカソウ

31 天城山 あまぎやま 1405 静岡県.伊豆市 天城山 7月 ヒメシャラ

592 浜石岳 はまいしだけ 707 静岡県.清水市 蒲原 5月 ヤマユリ

202 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2956 長野・上松町 木曽駒ヶ岳 7月 ヒメウスユキソウ

709 南沢山 みなみさわやま 1564 長野・阿智村 妻籠 6月 シロバナエンレイソウ

397 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ 3033 長野・伊那市 仙丈ヶ岳 ７月 シナノナデシコ

539 入笠山 にゅうがさやま 1955 長野・伊那市 信濃富士見 6月 スズラン

735 守屋山 もりやさん 1650 長野・伊那市 辰野 4月 ザゼンソウ

149 御嶽山 おんたけさん 3063 長野・王滝村 御嶽山 8月 リンネソウ

165 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ 2889 長野・大町市 神城 7月 タカネツメクサ

335 爺ヶ岳 じいがたけ 2670 長野・大町市 白馬町 7月 カライトソウ

475 燕岳 つばくろだけ 2763 長野・大町市 槍ヶ岳 7月 コマクサ

443 高ボッチ山 たかぼっちやま 1665 長野・岡谷市 鉢伏山 8月 マツムシソウ

582 鉢伏山 はちふせやま 1928 長野・岡谷市 鉢伏山 6月 レンゲツツジ

29 雨飾山 あまかざりやま 1963 長野・小谷村 雨飾山 6月 シラネアオイ

117 大渚山 おおなぎやま 1566 長野・小谷村 雨飾山 6月 ユキツバキ

447 高峰山 たかみねやま 2092 長野・小諸市 車坂峠 8月 コウリンカ

218 霧が峰 きりがみね 1925 長野・下諏訪町 霧が峰 8月 ヤナギラン

219 霧訪山 きりとうやま 1305 長野・塩尻市 北小野 4月 オキナグサ

744 八子ヶ峰 やしがみね 1833 長野・立科町 蓼科山 6月 レンゲツツジ

453 蓼科山 たてしなやま 2530 長野・茅野市 蓼科山 8月 ヤナギラン

378 陣馬形山 じんばがたやま 1445 長野・中川村 赤穂 6月 レンゲツツジ

373 白馬岳 しろうまだけ 2932 長野・白馬村 白馬岳 7月 コマクサ

752 槍ヶ岳 やりがたけ 3180 長野・松本市 槍ヶ岳 8月 トウヤクリンドウ

727 飯盛山 めしもりやま 1643 長野・南牧村 谷戸 6月 ニッコウキスゲ

168 葛城山 かつらぎさん 959 奈良県.御所市 御所 ５月 ヤマツツジ

609 日出ヶ岳（大台ケ原山） ひでがたけ 1695 奈良県.吉野郡 大台ヶ原山 5月 シャクナゲ

386 住塚山 すみつかやま 1009 奈良県.曽爾村 大和大野 4月 サクラ

7 赤兎山 あかうさぎやま 1629 福井・勝山市 願教寺山 6月 ニッコウキスゲ

509 取立山 とりたてやま 1307 福井・勝山市 北谷（金沢） 5月 ミズバショウ

570 白山 はくさん 2702 石川・白山市 白山 7月 高山植物
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 都道府県 1/25000地形図 備考 登頂日

148 尾張本宮山 おわりほんぐうさん 293 愛知　犬山市 小牧

725 弥勒山 みろくやま 437 愛知　春日井市 高蔵寺 岐阜　多治見市

567 白山 はくさん 260 愛知　小牧市 小牧 地図上無名　三角点223ｍ

394 浅間山 せんげんざん 519 愛知　新城市 中部、佐久間 上の浅間

393 浅間山 せんげんさん 644 愛知　新城市 熊

662 鳳来寺山 ほうらいじさん 684 愛知　新城市 三河大野

669 本宮山 ほんぐうさん 789 愛知　新城市 新城・高里

700 御岳山 みたけやま 664 愛知　新城市 高里

703 三つ瀬明神山 みつせみょうじんやま 1016 愛知　新城市 三河本郷 三ﾂ瀬明神

312 蔵王山 ざおうさん 250 愛知　田原町 老津

621 平山明神山 ひらやまみょうじんやま 970 愛知　東栄町 田口 平山明神

668 本宮山 ほんぐうさん 87 愛知　常滑市 常滑、半田

194 観音山 かんのんやま 400 愛知　豊川市 御油

494 十明山 とみょうやま 572 愛知　豊田市 足助、東大沼

190 神野山 かんのやま 938 愛知　豊根村 見出

214 経ヶ峰 きょうがみね 819 三重　津市 椋本、

780 霊山 れいざん 766 三重　伊賀市 平松

178 神岳 かみがたけ 492 三重　伊勢市 五ケ所浦

352 釈迦岳 しゃかだけ 784 三重　大宮町 脇出 地図上無名

56 石津御岳 いしずおんたけ 629 三重　海津市 駒野 地図上無名

346 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1092 三重　菰野町 御在所山

625 福王山 ふくおうやま 598 三重　菰野町 御在所山、竜ヶ岳

309 金毘羅山 こんぴらやま 100 三重　志摩町 浜島

540 入道ガ岳 にゅうどうがたけ 906 三重　鈴鹿市 伊船

37 雨乞山 あまごいやま 699 三重　津市 伊勢奥津

354 錫丈ヶ岳 しゃくじょうがたけ 676 三重　津市 平松

718 明神岳 みょうじんだけ 1432 三重　松阪市 大豆生 地図上無名

192 観音岳 かんのんだけ 606 三重　松阪市 大河内

423 大明神山 だいみょうじんやま 400 三重　松阪市 大河内

715 妙見山 みょうけんやま 630 三重　御浜町 木本、瀞八丁

413 大日山 だいにちさん 303 三重　渡会町 国束山

15 秋葉山 あきばさん 632 岐阜　八百津町 河岐 地図上無名

699 御岳山 みたけやま 585 岐阜 恵那市 瑞浪 地図上無名

745 夜叉ヶ池山 やしゃがいけやま 1212 岐阜　揖斐川町 広野、美濃川上 越前町

140 小津権現山(権現山) おづごんげんやま 1158 岐阜　揖斐川町 美濃広瀬、樽見 小津権現

721 妙法ヶ岳 みょうほうがたけ 667 岐阜　揖斐川町 谷汲

16 秋葉山 あきばやま 788 岐阜　恵那市 武並

294 権現山 ごんげんやま 317 岐阜　各務原 岐阜北部

307 金毘羅山 こんぴらさん 383 岐阜　各務原 美濃関 地図上無名、迫間不動SE

197 観音山 かんのんやま 802 岐阜　神岡町 船津

412 大日ヶ岳 だいにちがたけ 1709 岐阜　郡上市 石徹白 一等三角点

149 御嶽山 おんたけさん 3063 長野　木曾町 御嶽山 一等三角点

189 願教寺山 がんきょうじさん 1690 岐阜　郡上市 願教寺山

248 下呂御前山 げろごぜんやま 1412 岐阜　下呂市 宮地、湯屋

272 御前ヶ岳 ごぜんがたけ 664 岐阜　下呂市 美濃川合

666 仏ヶ尾山 ほとけがおやま 1139 岐阜　下呂市 萩原

274 御前山 ごぜんやま 1646 岐阜　小坂町 湯屋

698 御岳山 みたけやま 397 岐阜　川辺町 上麻生 地図上無名

569 白山 はくさん 862 岐阜　白川町 金山

723 妙法山 みょうほうやま 1776 岐阜　白川村 新岩間温泉 石川　吉野谷村

605 毘沙門岳 びしゃもんたけ 1386 岐阜　郡上市 石徹白

295 権現山 ごんげんやま 516 岐阜　関市 岩佐

296 権現山 ごんげんやま 525 岐阜　関市 上麻生

651 汾陽寺山 ふんようじさん 520 岐阜　関市 岩佐

⑥信仰の山（山名が宗教的なものより選定）
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 都道府県 1/25000地形図 備考 登頂日

⑥信仰の山（山名が宗教的なものより選定）

273 御前岳 ごぜんたけ 1816 岐阜　高山市 平瀬

408 大黒岳 だいこくたけ 2772 岐阜　高山市 乗鞍岳

34 雨乞棚山 あまごいたなやま 1391 岐阜　中津川市 加子母

36 雨乞山 あまごいやま 509 岐阜　瑞浪市 御嵩 　

298 権現山 ごんげんやま 592 岐阜　瑞浪市 武並

542 如来ヶ岳 にょらいたけ 276 岐阜　岐阜市・山県市 岐阜北部 一等三角点

568 白山 はくさん 274 岐阜　美濃加茂市 美濃加茂

488 天王山 てんのうざん 538 岐阜　美濃市 岩佐

409 大黒山 だいこくやま 524 岐阜　美山町 谷合

551 能郷白山（権現山) のうごうはくさん 1617 岐阜　本巣市 能郷白山 　

720 明神山 みょうじんやま 1130 岐阜　本巣市 平家岳

299 権現山 ごんげんやま 599 岐阜　八百津町 可岐、御嵩 地図上無名

634 富士山 ふじさん 357 岐阜　美濃加茂市 上麻生

310 金毘羅山 こんぴらやま 573 京都　京都市 大原

350 釈迦岳 しゃかたけ 631 京都　京都市 京都西南部

491 東光寺山 とうこうじやま 756 滋賀　愛東町 百済寺 近江百山のひとつ

484 天吉寺山 てんきちじやま 780 滋賀　浅井町 虎御前山

470 長命寺山 ちょうみょうじやま 333 滋賀　近江八幡 近江八幡
290 権現山 ごんげんざん 996 滋賀　大津市 花脊、比良山

351 釈迦岳 しゃかたけ 1061 滋賀　大津市 北小松

595 比叡山（大比叡） ひえいざん 848 滋賀　大津市 京都東北部 京都市　四明岳と双耳峰

779 霊仙山 りょうぜんやま 751 滋賀　大津市 比良山

42 阿弥陀山 あみだやま 454 滋賀　高嶋市 餐庭野

70 岩阿沙利山 いわあさりやま 686 滋賀　高嶋市 北小松

778 霊仙山 りょうぜんざん 1084 滋賀　多賀町 霊仙山

32 雨乞岳 あまごいたけ 1238 滋賀　東近江市 御在所山

768 竜王山 りゅうおうざん 826 滋賀　日野市 日野東部

361 正法寺山 しょうほうじさん 381 滋賀　日野町 土山
675 松尾寺山 まつおじやま 504 滋賀　米原市 百済寺

406 大黒山 だいこくさん 892 滋賀　余呉町 中河内

564 墓谷山 はかたにやま 738 滋賀　余呉町 木之本 木之本町

767 竜王山 りゅうおうざん 604 滋賀　栗東市 三雲

196 観音山 かんのんやま 713 静岡　河津町 湯ケ野

740 薬師岳 やくしだけ 1051 静岡　静岡市 和田島 龍爪山北峰

195 観音山 かんのんやま 575 静岡　浜松市 伊平、二俣

359 常光寺山 じょうこうじさん 1439 静岡　浜松市 門桁

664 菩提山 ぼだいさん 690 静岡　藤枝市 伊久美

414 大日山 だいにちさん 881 静岡　森町 家山

14 秋葉山 あきはさん 885 静岡　浜松市 秋葉山、犬居

362 浄法寺山 じょうほうじさん 1053 福井　永平寺町 滝谷

421 大仏寺山 だいぶつじやま 807 福井　永平寺町 永平寺、山王

297 権現山 ごんげんやま 565 福井　越前市 稲荷、河和田

306 金毘羅山 こんぴらさん 347 福井　越前町 越前蒲生

211 経ヶ岳 きょうがたけ 1625 福井　大野市 越前勝山

210 経ヶ岳 きょうがたけ 765 福井　勝山市 山王

657 法恩寺山 ほうおんじさん 1357 福井　勝山市 越前勝山

311 西方が岳 さいほうがたけ 764 福井　敦賀市 杉津

308 金毘羅山 こんぴらさん 625 福井　福井市 越前蒲生

415 大日山 だいにちざん 1368 石川　加賀・小松 龍谷

570 白山（御前峰） はくさん 2702 石川　白山市 白山 一等三角点、白山主峰

571 白山釈迦岳 はくさんしゃかたけ 2053 石川　白山市 加賀市ノ瀬

742 薬師山 やくしやま 2024 石川　白山市 新岩間温泉 白山岩間道

133 奥大日岳 おくだいにちだけ 2606 富山　上市町 劒岳

417 大日岳 だいにちだけ 2498 富山　上市町 劒岳
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 都道府県 1/25000地形図 備考 登頂日

⑥信仰の山（山名が宗教的なものより選定）

741 薬師岳 やくしだけ 2926 富山　富山市 薬師岳 　

480 寺地山 てらじやま 1996 富山　富山市 有峰湖

180 神ノ峰 かみのみね 771 長野　飯田市 時又 久堅神社

264 虚空蔵山 こくぞうさん 764 長野　長野市 信濃中条 地図上無名

360 常念岳 じょうねんたけ 2857 長野　安曇野市 穂高岳

693 神坂山 みさかやま 1684 長野　阿智村 伊那駒場 神坂神社が登山口

267 虚空蔵山 こくぞうやま 1130 長野　飯田市 飯田

300 権現山 ごんげんやま 1096 長野　飯田市 上久樫

314 座光寺富士 ざこうじふじ 1270 長野　飯田市 飯田
343 地蔵岳 じぞうたけ 2371 長野　伊那市 仙丈ケ岳

265 虚空蔵山 こくぞうさん 1077 長野　上田市 坂城

422 大明神岳 だいみょうじんだけ 1232 長野　上田市 三才山

302 権現山 ごんげんやま 1223 長野　大町市 神城 一等三角点

739 薬師岳 やくしだけ 819 長野　信濃町 信濃柏原 野尻湖南

254 荒神山 こうじんやま 769 長野　辰野市 宮木

41 阿弥陀岳 あみだだけ 2805 長野　茅野市 八ヶ岳西武

198 観音山 かんのんやま 1418 長野　天龍村 水窪湖

608 聖山 ひじりやま 1447 長野　長野市 麻積

707 皆神山 みなかみやま 659 長野　長野市 信濃松代

407 大黒岳 だいこくたけ 2390 長野　白馬村 白馬町 唐松岳南

291 権現岳 ごんげんだけ 2715 山梨 八ヶ岳西部

262 虚空蔵山 こくぞうさん 1139 長野　松本市 信濃西条

212 経ヶ岳 きょうがたけ 2296 長野　箕輪村 宮ノ越、伊那

348 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1641 山梨　笛吹市 河口湖西部

33 雨乞岳 あまごいだけ 2037 山梨　北杜市 甲斐駒ケ岳

347 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1271 山梨　甲府市 市川大門

765 羅漢寺山 らかんじさん 1058 山梨　甲府市 甲府北部 御岳昇仙峡
191 観音岳 かんのんたけ 2840 山梨　韮崎市 鳳凰山 鳳凰山の主峰

344 地蔵岳 じぞうだけ 2764 山梨　韮崎市 鳳凰山

738 薬師ヶ岳 やくしがたけ 2780 山梨　韮崎市 鳳凰山

215 行者還岳 ぎょうじゃかえりたけ 1546 奈良　天川村 弥山

420 大普賢岳 だいふげんたけ 1780 奈良　上北山村 弥山

40 阿弥陀ヶ森 あみだがもり 1680 奈良　川上村 弥山 地図上無名、大峰奥駆道脇

304 金剛山 こんごうざん 1125 奈良　御所市 五條、御所

253 荒神岳 こうじんたけ 1270 奈良　迫川村 上垣内

349 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1800 奈良　下北山村 釈迦ヶ岳 一等三角点

416 大日岳 だいにちだけ 1568 奈良　下北山村 釈迦ヶ岳

193 観音峯山 かんのんみねやま 1347 奈良　天川村 弥山

418 大日山 だいにちやま 1689 奈良　天川村 弥山

724 弥勒岳 みろくたけ 1690 奈良　天川村 弥山 大普賢SW　地図上無名

341 地蔵岳 じぞうたけ 1250 奈良　十津川村 大沼

342 地蔵岳 じぞうたけ 1464 奈良　十津川村 池原

257 神野山 こうのやま 618 奈良　山添村 大和白石 一等三角点

722 妙法山 みょうほうざん 749 和歌山　勝浦町 紀伊勝浦 那智山スカイライン

541 如法山 にょほうざん 610 和歌山　新宮市 本宮 熊野古道小雲取越

181 神山 かみやま 1438 神奈川　箱根町 箱根 箱根の最高峰、一等三角点
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山番
号

山名 読み方 標高ｍ 市町村 1/25000地形図 登頂日

49 飯盛山 いいもりやま 254 足助町 足助

494 十明山 とみょうやま 572 豊田市 足助、東大沼

35 雨乞山 あまごいやま 230 渥美町 野田・伊良湖岬

530 西蔵 にしくら 482 一宮町 新城

68 井山 いやま 1195 稲武町 根羽

137 押山 おしやま 773 稲武町 明智・横道・川ｹ瀬・根羽

381 水晶山 すいしょうやま 780 稲武町 川ｹ渡

514 中当城ｹ山 なかとうじょうがやま 918 稲武町 根羽

147 尾張富士 おわりふじ 275 犬山市 犬山

148 尾張本宮山 おわりほんぐうさん 293 犬山市 犬山

472 継鹿尾山 つがおさん 273 犬山市 犬山

586 八曽山 はっそさん 327 犬山市 小泉

588 鳩吹山 はとぶきやま 314 犬山市・可児市 美濃関・美濃加茂・犬山・小泉

213 京ｹ峰 きょうがみね 365 岡崎市 御油

243 桑谷山 くわがいさん 435 岡崎市 幸田

624 風頭山 ふうとうさん 597 岡崎市 高里

726 村積山 むらづみやま 257 岡崎市 豊田南部

155 額堂山 がくどうやま 420 音羽町 御油

250 五井山 ごいさん 454 音羽町 御油

714 宮路山 みやじやま 361 音羽町 御油

275 蚕霊山 こだまやま 434 小原村 小渡

113 大谷山 おおたにやま 425 春日井市 高蔵寺

493 道樹山 どうじゅさん 429 春日井市 高蔵寺

725 弥勒山 みろくやま 437 春日井市 高蔵寺

496 砥神山 とがみやま 252 蒲郡市 小坂井

503 遠望峰山 とぼみさん 443 蒲郡市 蒲郡・幸田

607 聖山 ひじりやま 328 蒲郡市 蒲郡・幸田

706 御堂山 みどうやま 364 蒲郡市 小坂井

323 三ｹ根山 さんがねさん 350 蒲郡市・幸田町 蒲郡

506 巴山 ともえさん 710 作手村・額田町 高里

73 岩古谷山 いわこやさん 799 設楽町 田口・海老

76 岩岳 いわたけ 1051 設楽町 田口

79 岩伏山 いわぶしやま 983 設楽町 根羽

110 大鈴山 おおすずやま 1012 設楽町 田口

116 大峠 おおとうげ 954 設楽町 見出

119 大野山 おおのやま 805 設楽町 田口

164 鹿島山 かしまやま 912 設楽町 田口

278 碁盤石山 ごばんいしやま 1189 設楽町 根羽・田口

316 笹頭山 ささのずやま 760 設楽町 海老

319 寒狭山 さぶさやま 945 設楽町 田口

372 白鳥山 しらとりやま 968 設楽町 見出

459 段戸山 だんどさん 1152 設楽町 根羽・田口・寧比曾岳

461 知生山 ちしょうやま 850 設楽町 田口

⑦愛知県の山
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479 出来山 できやま 1052 設楽町 寧比曽岳

487 天狗棚・１２００高地 てんぐだな 1240 設楽町 根羽

621 平山明神山 ひらやまみょうじんやま 970 設楽町 田口

628 仏庫裡 ぶくり 1072 設楽町 田口

649 古町高山 ふるまちたかやま 1055 設楽町 田口

680 丸山 まるやま 1161 設楽町 根羽

743 焼松 やけまつ 804 設楽町 三河湖・海老

87 腕扱山 うて゛こぎやま 128 新城市 三河富岡

89 雨生山 うぶさん 313 新城市 三河富岡

90 宇連山 うれさん 929 新城市 海老・三河本郷・三河大野・熊

167 風切山 かぜきりやま 356 新城市 三河富岡

171 金山 かなやま 423 新城市 三河富岡

199 雁峰山 がんぽうさん 628 新城市 三河大野

232 鞍掛山 くらかけやま 883 設楽町 海老

457 棚山 たなやま 760 新城市 海老・三河本郷・三河大野・熊

502 鳶ノ巣山 とびのすやま 706 新城市 熊

510 富幕山 とんまくやま 563 新城市 三河富岡

645 舟着山 ふなつきやま 427 新城市 三河富岡

662 鳳来寺山 ほうらいじさん 684 新城市 三河大野

772 竜頭山 りゅうずさん 752 新城市 海老

126 大森山 おおもりやま 514 新城市 三河富岡・伊平

154 鍵掛山 かぎかけやま 588 新城市 熊

255 高土山 こうどやま 583 新城市 熊

363 城山 じょうやま 657 新城市 熊・伊平

390 瀬戸山 せとやま 515 新城市 熊・三河大野

393 浅間山 せんげんざん 519 新城市 三河富岡・伊平

394 浅間山 せんげんさん（ひがしみかわ） 644 新城市 熊・伊平

440 高畑 たかはた 762 新城市 海老

500 常寒山 とこさぶやま 480 新城市 三河富岡・三河大野

527 鉛山 なまりやま 461 新城市 熊・三河大野

604 彦坊山 ひこぼうやま 538 新城市 高里・三河湖

700 御岳山 みたけやま 664 新城市 高里・三河大野

756 弓張山 ゆみはりやま 679 新城市 熊・伊平

703 三つ瀬明神山 みつせみょうじんやま 1016 新城市・東栄町 三河本郷

75 岩巣山 いわすやま 481 瀬戸市 猿投山・多治見

318 猿投山 さなげやま 629 瀬戸市 猿投山

439 高根山 たかねやま 235 瀬戸市 高蔵寺

732 物見山 ものみやま 327 瀬戸市 猿投山・瀬戸

750 山星山 やまぼしやま 328 瀬戸市 高蔵寺

62 稲荷山 いなりやま 100 田原市 老津・野田・田原

127 大山 おおやま 328 田原市 野田

207 衣笠山 きぬがさやま 278 田原市 老津・野田

451 滝頭山 たきがしらやま 258 田原市 老津・野田
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629 藤尾山 ふじおやま 208 田原市 老津・野田

100 大岩岳 おおいわだけ 935 東栄町 見出

106 大笹山 おおざさやま 850 東栄町 見出・佐久間

146 尾籠岩山 おろいわさん 700 東栄町 三河本郷

190 神野山 かんのやま 938 東栄町 見出

251 小岩岳 こいわだけ 985 東栄町 見出

277 御殿山 ごてんやま 789 東栄町 三河本郷・見出

553 軒山 のきやま 717 東栄町 見出

642 古戸山 ふっとさん 760 東栄町 見出

696 御薗富士 みそのふじ 909 東栄町 見出

321 猿ケ鼻 さるがはな 550 富山村 佐久間

400 袖山岳 そでやまだけ 1187 富山村 三河大谷

194 観音山 かんのんやま 400 豊川市 御油

669 本宮山 ほんぐうさん 789 豊川市 新城・高里

208 黍生 きびゅう 374 豊田市 足助

285 駒山 こまやま 855 豊田市 川ｹ渡

483 天下峯 てんがみね 360 豊田市 豊田南部・東大沼

522 夏焼城ｹ山 なつやけじょうがやま 889 豊田市 根羽

536 西山（曽良山） にしやま（そらさん） 712 豊田市 猿爪

575 筈ケ岳 はずがだけ 985 豊田市 寧比曽岳・足助

663 焙烙山 ほうろくやま 684 豊田市 東大沼

691 三国山 みくにやま 1161 豊田市 横道

782 六所山 ろくしょさん 611 豊田市 東大沼

549 寧比曽岳 ねびそだけ 1121 豊田市 寧比曽岳・川ｹ渡

462 茶臼山 ちゃうすやま 1415 豊根村 茶臼山

537 日本ケ塚山 にほんがつかやま 1107 豊根村 三河大谷・佐久間

566 萩太郎山 はぎたろうやま 1358 豊根村 茶臼山

590 離山 はなれやま 917 豊根村 佐久間

747 八嶽山 やたけさん 1140 豊根村 三河大谷

57 石巻山 いしまきやま 358 豊橋市 豊橋

177 神石山 かみいしやま 325 豊橋市 豊橋・二川

206 吉祥山 きちじょうざん 382 豊橋市 新城

638 富士見岩 ふじみいわ 415 豊橋市 豊橋・三ケ日

658 坊ガ峰 ぼうがみね 446 豊橋市 豊橋・三ケ日

492 東谷山 とうごくさん 198 名古屋市・瀬戸市 高蔵寺・瀬戸

463 茶臼山 ちゃうすやま（にしみかわ) 291 西尾市 西尾・幸田

681 万灯山 まんとうさん 146 西尾市 西尾・幸田

630 富士ｹ峰 ふじがみね 125 南知多町 師崎

*　名古屋周辺の山　200　2004年2月1日　第2刷　とに準拠し作成。

*　新・分県登山ｶﾞｲﾄﾞ22　「愛知県の山」　2006年１１月１日初版第1刷　

*　新・こんなに楽しい　「愛知の130山」　2006年６月10日　第3刷　
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27 油日岳 あぶらひだけ 693 伊賀市 鈴鹿峠

30 尼ヶ岳 あまがたけ 958 伊賀市 倶留尊山・阿保

162 笠取山 かさとりやま 842 伊賀市 佐田

521 那須ヶ原山 なすがはらやま 800 伊賀市 鈴鹿峠

730 髻山（青山高原） もとどりやま 756 伊賀市 佐田

579 旗山 はたやま 650 伊賀市 鈴鹿峠

280 小平山 こびらやま 717 伊賀町 鈴鹿峠

780 霊山 れいざん 766 伊賀町 平松・上野

19 朝熊ヶ岳 あさまがたけ 478 伊勢市 鳥羽

98 御池岳 おいけだけ 1247 いなべ市 篠立

235 狗留孫岳 くるそんだけ 772 いなべ市 篠立

340 静ヶ岳 しずがたけ 1089 いなべ市 篠立・竜ヶ岳

383 鈴ヶ岳 すずがたけ 1130 いなべ市 篠立

576 土倉岳 はぜくらだけ 1050 いなべ市 竜ヶ岳

596 冷川岳 ひえかわだけ 1054 いなべ市 篠立

640 藤原岳 ふじわらだけ 1140 いなべ市 篠立・竜ヶ岳

688 三国岳 みくにだけ 894 いなべ市 篠立

771 竜ヶ岳 りゅうがたけ 1100 いなべ市 竜ヶ岳

95 烏帽子岳 えぼしだけ 865 いなべ市・岐阜 篠立

384 鈴北岳 すずきただけ 1182 いなべ市 篠立

104 大河内山 おおこうちやま 875 大台町 大杉渓谷

227 国見山 くにみやま 1283 大台町 宮川貯水池

261 古ヶ丸山 こがまるざん 1211 大台町 宮川貯水池

398 仙千代ガ峰 せんちよがみね 1100 大台町 大杉峡谷・宮川貯水池

399 総門山 そうもんやま 949 大台町 江馬・間弓

490 堂倉山 どうくらやま 1474 大台町 河合

609 日出ヶ岳 ひでがたけ 1695 大台町 大台ヶ原山

52 亥谷山 いがたにやま 689 尾鷲市 賀田

244 ゲジョ山 げじょやま 927 尾鷲市 賀田

446 高峰山 たかみねさん 1045 尾鷲市 尾鷲

486 天狗倉山 てんぐくらさん 522 尾鷲市 尾鷲・引本浦

501 橡山 とちやま 1009 尾鷲市 引本浦

737 八鬼山 やきやま 647 尾鷲市 尾鷲・額田

623 便石山 びんしやま 599 尾鷲市 引本浦

38 雨引山 あまびこさん 413 亀山市 亀山

84 臼杵山 うすきねやま 630 亀山市 伊船・土山

144 鬼ヶ牙 おにがきば 488 亀山市 伊船・土山

337 四方草山 しおそうやま 667 亀山市 鈴鹿峠

389 関富士 せきふじ 242 亀山市 鈴鹿峠

392 仙ヶ岳 せんがたけ 961 亀山市 伊船・亀山

441 高畑山 たかはたやま 773 亀山市 鈴鹿峠

559 野登山 ののぼりやま 852 亀山市 伊船

573 羽黒山 はぐろやま 291 亀山市 亀山

643 筆捨山 ふですてやま 289 亀山市 亀山

697 溝干山 みぞほしやま 770 亀山市 鈴鹿峠

⑧三重県の山
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702 三子山 みつごやま 568 亀山市 鈴鹿峠

717 明星ヶ岳 みょうじょうがたけ 549 亀山市 亀山

101 大烏帽子山 おおえぼしやま 362 紀宝町 阿田和

548 子ノ泊山 ねのどまりやま 907 紀宝町 大里

166 樫山 かしやま 958 紀北町 引本浦

329 三津河落山 さんずこおちやま 1654 紀北町 大台ヶ原山

60 一族山 いちぞくやま 801 熊野市 瀞八丁

109 大蛇峰 おおじゃみね 687 熊野市 七色貯水池

111 大瀬山 おおせやま 627 熊野市 瀞八丁

112 大谷山 おおたにさん 680 熊野市 七色貯水池

236 久留米木山 くるめきやま 831 熊野市 七色貯水池

375 白倉山 しろくらやま 736 熊野市 瀞八丁

429 高代山 たかしろやま 937 熊野市 高代山

471 ツエノ峰 つえのみね 645 熊野市 瀞八丁

512 長尾山 ながおやま 782 熊野市 木本

535 西山 にしやま 627 熊野市 瀞八丁

602 日暮山 ひぐらしやま 723 熊野市 七色貯水池

656 保色山 ほいろさん 1028 熊野市 高代山

678 丸尾山 まるおやま 851 熊野市 木本

775 龍門山 りゅうもんさん 688 熊野市 賀田

456 多度山 たどやま 403 桑名市 弥富・阿下喜

172 金山 かなやま 906 菰野町 御在所山

217 雲母峰 きららみね 888 菰野町 御在所・伊船

546 猫岳 ねこだけ 1058 菰野町 御在所山

625 福王山 ふくおうやま 598 菰野町 竜ヶ岳

142 尾高山 おたかやま 533 菰野町 御在所山

174 鎌ヶ岳 かまがたけ 1161 菰野町 御在所山・伊船

225 国見岳 くにみだけ 1170 菰野町 御在所山

270 御在所岳 ございしょだけ 1210 菰野町 御在所山

346 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1092 菰野町 御在所山

683 三池岳 みいけだけ 972 菰野町 御在所山

220 宮指路岳 くしろだけ 946 鈴鹿市 伊船

540 入道ガ岳 にゅうどうがたけ 906 鈴鹿市 伊船

524 七洞岳 ななほらだけ 778 大紀町 脇出・伊勢佐原

615 姫越山 ひめごやま 503 大紀町 錦

712 南亦山 みなみまたやま 982 大紀町 間弓

61 稲子山 いなごやま 575 津市 椋本

121 大洞山（雌岳） おおぼらやま 985 津市 倶留尊山

156 学能堂山 がくのどうやま 1022 津市 倶留尊山・菅野

214 経ヶ峰 きょうがみね 819 津市 椋本・平松

226 国見山 くにみやま 863 津市 倶留尊山

234 栗ノ木岳 くりのきだけ 1066 津市 宮前

238 倶留尊山 くろそやま 1038 津市 倶留尊山

354 錫丈ヶ岳 しゃくじょうがたけ 676 津市・亀山市 平松

357 修験業山 しゅげんぎょうやま 1094 津市 宮前
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388 摺鉢山 すりばちやま 465 津市 椋本

577 長谷山 はせやま 321 津市 津西部

37 雨乞山 あまごいやま 699 津市 伊勢奥津

746 矢頭山 やずさん 731 津市 伊勢奥津・大河内

2 青峯山 あおのみねやま 336 鳥羽市 磯部

9 赤倉山 あかぐらやま 1394 松阪市 大豆生

50 飯盛山 いいもりやま 930 松阪市 七日市

55 池木屋山 いけごややま 1396 松阪市 宮川貯水池・七日市

58 伊勢辻山 いせつじやま 1290 松阪市 大豆生・高見山

192 観音岳 かんのんだけ 606 松阪市 大河内

201 木梶山 きかじやま 1230 松阪市 大豆生

228 国見山 くにみやま 1419 松阪市 大豆生・高見山

328 三条山 さんじょうさん 663 松阪市 江馬

371 白倉山 しらくらやま 1236 松阪市 宮川貯水池・七日市

430 高州ノ峰 たかすのみね 798 松阪市 伊勢奥津

442 高鉢山 たかはちやま 788 松阪市 菅野

448 高見山 たかみやま 1248 松阪市 高見山

580 鉢ヶ峰 はちがみね 420 松阪市 大河内

603 髯山 ひげやま 688 松阪市 伊勢奥津

613 桧塚奥峰 ひのきづかおくみね 1420 松阪市 大豆生

677 迷岳 まよいだけ 1309 松阪市 七日市

684 三峰山 みうねやま 1235 松阪市 菅野

718 明神岳 みょうじんだけ 1432 松阪市 大豆生

365 白猪山 しらいさん 820 松阪市 大河内・横野

476 局ヶ岳 つぼねがたけ 1029 松阪市 宮前

665 堀坂山 ほっさかさん 757 松阪市 大河内

581 八称宣山 はちねぎさん 426 南伊勢町 五ヶ所浦

773 龍仙山 りゅうせんざん 402 南伊勢町 五ヶ所浦

364 女郎が峰 じょろうがみね 479 御浜町 大里

410 大地山 たいじやま 601 御浜町 大里

432 高チラ山 たかちらやま 625 御浜町 瀞八丁

532 西ノ峰山 にしのみねやま 593 御浜町 木本

619 鵯山 ひよどりやま 813 御浜町 瀞八丁

715 妙見山 みょうけんやま 630 御浜町 瀞八丁

786 鷲ノ巣山 わしのすやま 807 御浜町 瀞八丁

694 水沢岳（宮越山） みずさわだけ 1030 四日市市 御在所山

221 国束山 くずかやま 411 度会町、 国束山

82 牛草山 うしくさやま 550
度会町・南伊勢
町

五ヶ所浦

339 獅子ヶ岳 ししがたけ 733 度会町 脇出

*　名古屋周辺の山　200　2004年12月20日　第３刷　他に準拠し作成。

*　新・分県登山ガイド　23　「三重県の山」2009年4月15日　初版４刷発行　
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49 飯盛山 いいもりやま 254 愛知　足助町 足助

35 雨乞山 あまごいやま 230 愛知　渥美町 野田・伊良湖岬

632 富士山 ふじさん 31 愛知　一色町 佐久島

588 鳩吹山 はとぶきやま 314 愛知　犬山・可児 美濃加茂・犬山

147 尾張富士 おわりふじ 275 愛知　犬山市 犬山

586 八曽山 はっそさん 327 愛知　犬山市 小泉

148 尾張本宮山（尾張大富士） おわりほんぐうさん 293 愛知・犬山市 犬山

472 継鹿尾山 つがおさん 273 愛知　犬山市 犬山

213 京ｹ峰 きょうがみね 365 愛知　岡崎市 御油

726 村積山（三河富士） むらづみやま 257 愛知　岡崎市 豊田南部

686 三河富士 みかわふじ 314 愛知　岡崎市 三河・宮崎

714 宮路山（三河富士） みやじやま 361 愛知　音羽町 御油

437 高根山 たかねやま 55 愛知・大府市 鳴海

323 三ｹ根山 さんがねさん 350 愛知　蒲郡・幸田 蒲郡

496 砥神山（三谷富士） とがみやま 252 愛知　蒲郡市 小坂井

607 聖山 ひじりやま 328 愛知　蒲郡市 蒲郡・幸田

706 御堂山 みどうやま 364 愛知　蒲郡市 小坂井

567 白山 はくさん 260 愛知　小牧市 小牧

87 腕扱山 うて゛こぎやま 128 愛知　新城市 三河富岡

89 雨生山 うぶさん 313 愛知　新城市 三河富岡

167 風切山 かぜきりやま 356 愛知　新城市 三河富岡

668 本宮山 ほんぐうさん 87 愛知　常滑市 常滑、半田

439 高根山 たかねやま 235 愛知　瀬戸市 高蔵寺

732 物見山 ものみやま 327 愛知　瀬戸市 猿投山・瀬戸

517 山星山 やまぼしやま 328 愛知　瀬戸市 高蔵寺

62 稲荷山 いなりやま 100 愛知　田原市 老津・野田・田原

207 衣笠山 きぬがさやま 278 愛知　田原市 野田

629 藤尾山 ふじおやま 208 愛知　田原市 老津・野田

312 蔵王山 ざおうさん 250 愛知　田原町 老津

127 大山 おおやま 328 愛知・田原町 野田

451 滝頭山 たきがしらやま 258 愛知　田原市 老津・野田

194 観音山 かんのんやま 400 愛知　豊川市 御油

208 黍生 きびゅう 374 愛知　豊田市 足助

483 天下峯 てんがみね 360 愛知　豊田市 豊田南部・東大沼

57 石巻山 いしまきやま 358 愛知　豊橋市 豊橋

177 神石山 かみいしやま 325 愛知・豊橋市 豊橋・二川

206 吉祥山 きちじょうざん 382 愛知　豊橋市 新城

492 東谷山 とうごくさん 198 愛知　名古屋・瀬戸 高蔵寺・瀬戸

463 茶臼山 ちゃうすやま（にしみかわ） 291 愛知　西尾市 西尾・幸田

681 万灯山 まんとうさん 146 愛知　西尾市 西尾・幸田

630 富士ｹ峰 ふじがみね 125 愛知　南知多町 師崎

526 鍋山 なべやま 82 愛知・美浜町 河和

389 関富士 せきふじ 242 三重　亀山市 鈴鹿峠

573 羽黒山 はぐろやま 291 三重　亀山市 亀山

643 筆捨山 ふですてやま 289 三重　亀山市 亀山

101 大烏帽子山（神内富士） おおえぼしやま 362 三重　紀宝町 阿田和

138 尾子山（鮒田富士） おじやま 303 三重　紀宝町 新宮

433 高塚山 たかつかやま 89 三重　桑名市 桑名

287 菰野富士 こものふじ 369 三重　菰野町 御在所

309 金毘羅山 こんぴらやま 100 三重　志摩町 浜島

577 長谷山 はせやま 321 三重　津市 津西部

2 青峯山 あおのみねやま 336 三重　鳥羽市 磯部

⑨低い山（他の８コースの中の標高４００ｍ以下の山を選定）
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山番号 山名 読み方 標高ｍ 都道府県 1/25000地形図 登頂日

⑨低い山（他の８コースの中の標高４００ｍ以下の山を選定）

495 灯明山（鳥羽富士） とうみようやま 171 三重　鳥羽市 答志

601 東山（富士山） ひがしやま 149 三重　鳥羽市 磯部

423 大明神山 だいみょうじんやま 400 三重　松阪市 大河内

260 五ヶ所浅間山（五ヶ所冨士） ごかしょあさまやま 178 三重　南伊勢町 五ケ所浦

413 大日山 だいにちさん 303 三重　渡会町 国束山

294 権現山 ごんげんやま 317 岐阜　各務原 岐阜北部

307 金毘羅山 こんぴらさん 383 岐阜　各務原 美濃関

698 御岳山 みたけやま 397 岐阜　川辺町 上麻生

542 如来ヶ岳 にょらいたけ 276 岐阜　岐阜市・山県市 岐阜北部

568 白山 はくさん 274 岐阜　美濃加茂市 美濃加茂

634 富士山（山之上富士） ふじさん 357 岐阜　美濃加茂市 上麻生

53 伊木山（夕暮れ富士） いきやま 173 岐阜　各務ヶ原市 犬山

293 権現山（夕暮富士） ごんげんやま 208 岐阜　各務ヶ原市 岐阜北部

395 浅間山（美濃富士） せんげんやま 372 岐阜　可児市 小泉

26 愛宕山（米田富士） あたごやま 261 岐阜　川辺町 美濃加茂

647 船伏山（長良富士） ふなぶせやま 262 岐阜　岐阜市 岐阜北部

426 高尾峰（御嵩富士） たかおみね 292 岐阜　御嵩町 美濃加茂

731 元富士 もとふじ 320 滋賀　近江八幡市 沖島

769 竜王山（甲西富士） りゆうおうざん 353 滋賀　野洲町 野洲

753 雪野山 ゆきのやま 309 滋賀　日野市 日野西部

438 高根山 たかねやま 151 静岡 島田

777 楞厳地山 りょうごんじやま 221 静岡 下平川

610 一岩山（下田富士） ひといわやま 191 静岡　下田市 下田

591 羽鮒山 はぶなやま 321 静岡　富士宮市 富士宮

286 小室山（川奈富士） こむろやま 321 静岡　伊東市 伊東

633 富士山（長津呂富士） ふじさん 240 静岡　南伊豆町 石廊埼

692 三坂富士 みさかふじ 280 静岡　南伊豆町 石廊埼

306 金毘羅山 こんぴらさん 347 福井　越前町 越前蒲生

562 梅丈岳（三方富士） ばいじょうだけ 400 福井 常神

682 三足富士 みあしふじ 290 福井 敦賀

324 山蛇山 さんじゃやま 372 石川 皆月

655 遍照岳 へんしょうだけ 147 石川 能登高浜

129 沖波山 おきなみやま 113 石川　穴水町 前波

188 河内岳 かわちだけ 399 石川　富来町 下唐川

435 高爪山（能登富士） たかつめやま 341 石川　富来町 剱地

376 城山 しろやま 145 富山　富山市 富山

403 園家山 そのけやま 17 富山　三日市 青木

80 宇賀神山（両尾富士） うがかみやま 107 新潟 妙高山

402 外鎌山（朝倉富士） そとかまやま 292 奈良　桜井市 桜井

454 建部山（丹後富士） たてべやま 316 京都　舞鶴 西舞鶴

282 小富士山（泉州小富士山） こふじやま 260 大阪　泉佐野市 樽山

256 交野山（河内富士） こうのさん 341 大阪　交野市 枚方

444 高御位山（播磨富士） たかみくらいやま 304 兵庫　加古川市 加古川

48 飯盛山（播磨富士） いいもりやま 198 兵庫　神埼郡 北条

517 夕陽ヶ山(長富士） ゆうひがやま 228 兵庫　加西市 笠原

713 三開山（但馬富士） みひらきやま 202 兵庫　豊岡市 豊岡

25 麻生山（播磨小富士山） あそうやま 173 兵庫　姫路市 姫路南部

474 角山（有馬富士） つのやま 374 兵庫　三田市 藍本

4 青山（長門富士） あおやま 288 山口　下関市 安岡
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1 間ノ岳 あいのだけ 3,189 山梨・静岡 *
2 青峯山 あおのみねやま 336 鳥羽市 * *

3 青葉山（若狭富士） あおばやま 693 福井県 *
4 青山（長門富士） あおやま 288 山口県下関市 * *

5 赤石岳 あかいしだけ 3,120 長野・静岡 * *
6 赤岩岳 あかいわだけ 2,769 長野 *

7 赤兎山 あかうさぎやま 1,629 福井・石川 * *
8 赤牛岳 あかうしだけ 2,864 富山 *

9 赤倉山 あかぐらやま 1,394 松阪市 *
10 赤坂山 あかさかやま 824 滋賀.高島市 * *

11 赤沢岳 あかさわだけ 2,678 富山・長野 *
12 赤沢山 あかさわやま 2,670 長野 *

13 赤岳 あかだけ 2,899 山梨・長野 * *
14 秋葉山 あきはさん 885 静岡　浜松市 *

15 秋葉山 あきばさん 632 岐阜　八百津町 *
16 秋葉山 あきばやま 788 岐阜　恵那市 *

17 旭岳 あさひだけ 2,867 富山 *

19 朝熊ヶ岳 あさまがたけ 478 伊勢市 * *
20 アサヨ峰 あさよみね 2,799 山梨 *

21 芦倉山 あしくらやま 1,716 岐阜　郡上市 *
22 愛鷹山（足高山） あしたかやま 1,187 静岡 *

23 愛鷹山(位牌岳) あしたかやま 1,457 静岡　富士市 *
24 吾妻山（吾妻富士） あずまやま 1,910 福島県 *

25 麻生山（播磨富士山） あそうやま 173 兵庫県 * *
26 愛宕山（米田富士） あたごやま 261 岐阜県川辺町 * *

27 油日岳 あぶらひだけ 693 伊賀市 * *
28 安部荒倉岳 あべあらくらだけ 2,693 長野・静岡 *

29 雨飾山 あまかざりやま 1,963 長野・小谷村 *
30 尼ヶ岳（伊賀富士） あまがたけ 958 伊賀市・津市 * *

31 天城山 ・万三朗岳 あまぎやま 1,405 静岡県.伊豆市 * * *
32 雨乞岳 あまごいたけ 1,238 滋賀　東近江市 * *

33 雨乞岳 あまごいだけ 2,037 山梨　北杜市 *
34 雨乞棚山 あまごいたなやま 1,391 岐阜　中津川市 *

35 雨乞山 あまごいやま 230 渥美町 * *
36 雨乞山 あまごいやま 509 岐阜　瑞浪市 *

37 雨乞山 あまごいやま 699 津市 * *
38 雨引山 あまびこさん 413 亀山市 *

39 編笠山 あみがさやま 2,514 山梨　北杜市 *
40 阿弥陀ヶ森 あみだがもり 1,680 奈良　川上村 *

41 阿弥陀岳 あみだだけ 2,805 長野　茅野市 * *
42 阿弥陀山 あみだやま 454 滋賀 * *

43 荒川中岳 あらかわなかだけ 3,083 静岡 *
44 荒島岳（大野富士） あらしまだけ 1,523 福井 * * *

45 有明山（安曇富士） ありあけやま 2,268 長野県 *
46 安平路山 あんぺいじやま 2,263 長野　飯田市 *

47 飯野山（讃岐富士） いいのやま 422 香川県 *
48 飯盛山（播磨富士） いいもりやま 198 兵庫県 * *

49 飯盛山 いいもりやま 254 足助町 * *
50 飯盛山 いいもりやま 930 松阪市 *

51 硫黄岳 いおうだけ 2,760 長野 *
52 亥谷山 いがたにやま 689 尾鷲市 *

53 伊木山（夕暮れ富士） いきやま 173 岐阜県各務ヶ原市 * *
54 池口岳 いけくちだけ 2,392 静岡　川根本町 *
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55 池木屋山 いけごややま 1,396 松阪市 *
56 石津御岳 いしずおんたけ 629 三重　海津市 *

57 石巻山 いしまきやま 358 豊橋市 * * *
58 伊勢辻山 いせつじやま 1,290 松阪市 *

59 一乗山 いちじょうざん 741 福井 *
60 一族山 いちぞくやま 801 熊野市 *

61 稲子山 いなごやま 575 津市 *
62 稲荷山 いなりやま 100 田原市 * *

63 井上山 いのうえやま 771 長野 *
64 伊吹北尾根（国見岳） いぶききたおね 1,126 岐阜・揖斐川町 *

65 伊吹山 いぶきやま 1,377 岐阜・滋賀 * * *
66 猪臥山 いぶせやま 1,619 岐阜　高山市 *

67 今淵ヶ岳 いまぶちがたけ 1,041 岐阜　美濃市 *
68 井山 いやま 1,195 稲武町 *

69 伊予富士 いよふじ 1,756 愛媛県 *
70 岩阿沙利山 いわあさりやま 686 滋賀　高嶋市 *

71 岩ヶ峰 いわがみね 919 三重.菰野町 *
72 岩木山（津軽富士） いわきやま 1,624 青森県 *

73 岩古谷山 いわこやさん 799 設楽町 * *
74 岩菅山 いわすげやま 2,295 長野 *

75 岩巣山 いわすやま 481 瀬戸市 *
76 岩岳 いわたけ 1,051 設楽町 *

77 岩岳山 いわたけさん 1,369 静岡　天竜 *
78 岩手山（南部富士） いわてやま 2,038 岩手県 *

79 岩伏山 いわぶしやま 983 設楽町 * *
80 宇賀神山（両尾富士） うがかみやま 107 新潟県 * *

81 兎岳 うさぎだけ 2,818 長野・静岡 *
82 牛草山 うしくさやま 550 度会町 * *

83 牛松山（丹波富士） うしまつやま 636 京都府 *
84 臼杵山 うすきねやま 630 亀山市 *

85 空木岳 うつぎだけ 2,864 長野 * *
86 美ヶ原 うつくしがはら 2,034 長野　上田市 *

87 腕扱山 うて゛こぎやま 128 新城市 * *
88 姥ヶ岳 うばがたけ 1,454 福井　大野市 *

89 雨生山 うぶさん 313 新城市 * *
90 宇連山 うれさん 929 愛知・新城市 * * *

91 越前甲 えちぜんかぶと 1,320 石川　小松市 *
92 恵那山 えなさん 2,190 岐阜 * * *

93 中ア　烏帽子ヶ岳 えぼしがたけ 2,195 長野　飯島町 *
94 烏帽子岳 えぼしたけ 1,625 岐阜　高山市 *

95 烏帽子岳（美濃富士） えぼしだけ 865 三重・岐阜 * * *
96 烏帽子岳 えぼしだけ 2,726 長野・静岡 *

97 烏帽子山（丹波富士） えぼしやま 513 京都府 *
98 御池岳 おいけだけ 1,247 三重・いなべ市/滋賀 * * *

99 大雨見山 おおあまみやま 1,336 岐阜 *
100 大岩岳 おおいわだけ 935 東栄町 *
101 大烏帽子山（神内富士） おおえぼしやま 362 紀宝町 * * *

102 大笠山 おおがさやま 1,822 石川・富山 * *
103 大川入山 おおかわいりやま 1,970 長野　阿智村 *

104 大河内山 おおこうちやま 875 大台町 *
105 大籠岳 おおこもりだけ 2,767 山梨・静岡 *

106 大笹山 おおざさやま 850 東栄町 *
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107 大沢岳 おおさわだけ 2,819 長野・静岡 *

108 大島山 おおじまやま 2,143 長野　松川町 *
109 大蛇峰 おおじゃみね 687 熊野市 *

110 大鈴山 おおすずやま 1,012 愛知　設楽町 * *
111 大瀬山 おおせやま 627 熊野市 *

112 大谷山 おおたにさん 680 熊野市 *
113 大谷山 おおたにやま 425 春日井市 * *

114 大谷山 おおたにやま 814 福井　美浜町 *
115 大長山 おおちょうやま 1,671 福井　勝山市 *

116 大峠 おおとうげ 954 愛知・設楽町 * *
117 大渚山 おおなぎやま 1,566 長野・小谷村 *

118 大鼠山 おおねずやま 1,585 岐阜　飛騨市 *
119 大野山 おおのやま 805 設楽町 *

120 大喰岳 おおばみだけ 3,101 長野・岐阜 *
121 大洞山（雌岳） おおぼらやま 985 津市 * *

122 美濃　大洞山 おおぼらやま 1,035 岐阜　郡上市 * *
123 大御影山 おおみかげやま 950 福井　美浜町 *

124 大箕山（丹波富士） おおみやま 626 兵庫県 *

125 大室山（伊豆富士） おおむろやま 580 静岡県伊東市 *
126 大森山 おおもりやま 514 新城市 *

127 大山 おおやま 328 愛知 * * * * *
128 小川路峠 おがわじとうげ 1,642 長野　飯田市 *

129 沖波山 おきなみやま 113 石川 * *
130 奥医王山 おくいほうざん 939 石川 * *

131 奥三界岳 おくさんがいだけ 1,811 岐阜　中津川市 *
132 奥三方山 おくさんぽうやま 1,601 石川　白山市 *

133 奥大日岳 おくだいにちだけ 2,606 富山　上市町 *
134 奥茶臼山 おくちゃうすやま 2,474 長野　大鹿村 *

135 奥穂高岳 おくほたかだけ 3,190 長野・岐阜 *
136 尾崎山 おざきやま 1,368 岐阜　飛騨市 *

137 押山 おしやま 773 稲武町 *
138 尾子山（鮒田富士） おじやま 303 三重県紀宝町 * *

139 大白木山 おじろぎやま 1,234 岐阜・本巣市 * *
140 小津権現山(権現山) おづごんげんやま 1,158 岐阜　揖斐川町 * * *

141 尾高山 おたかやま 2,212 長野　大鹿村 *  
142 尾高山 おたかやま 533 菰野町 *

143 大天井岳 おてんしょうだけ 2,922 長野 *
144 鬼ヶ牙 おにがきば 488 亀山市 *

145 雄山 おやま 2,992 富山 *
146 尾籠岩山 おろいわさん 700 東栄町 *

147 尾張富士 おわりふじ 275 犬山市 * * *
148 尾張本宮山（尾張大富士） おわりほんぐうさん 293 愛知 * * * * * *

149 御獄山(剣ヶ峰） おんたけさん 3,063 長野 * * * * *
150 甲斐駒ヶ岳 かいこまがたけ 2,966 長野 * *

151 貝月山 かいづきやま 1,234 岐阜　揖斐川町 *
152 開聞岳（薩摩富士） かいもんだけ 922 鹿児島県 *

153 川上岳 かおれだけ 1,626 岐阜 * *
154 鍵掛山 かぎかけやま 588 新城市 *

155 額堂山 がくどうやま 420 音羽町 *
156 学能堂山 がくのどうやま 1,022 津市 *

157 笠ｹ岳 かさがだけ 2,897 岐阜 *
158 笠形山（播磨富士） かさがたやま 939 兵庫県 *
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159 笠置山 かさぎやま 1,128 岐阜・恵那市 * *
160 飯田　風越山 かざこしやま 1,535 長野　飯田市 *

161 風越山 かざこしやま 1,699 長野　上松町 *
162 笠取山 かさとりやま 842 伊賀市 *

163 笠原富士 かさはらふじ 417 岐阜県笠原町 *
164 鹿島山 かしまやま 912 設楽町 *

165 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ 2,889 富山・長野 * *
166 樫山 かしやま 958 紀北町 *

167 風切山 かぜきりやま 356 新城市 * *
168 葛城山 かつらぎさん 959 奈良県.御所市 *

169 金草岳 かなくさたけ 1,227 岐阜　揖斐川町 *
170 金糞岳 かなくそたけ 1,317 岐阜　揖斐川町 * *

171 金山 かなやま 423 新城市 *
172 金山 かなやま 906 菰野町 *

173 蕪山 かぶらやま 1,069 岐阜　関市 *
174 鎌ヶ岳 かまがたけ 1,161 菰野町 * * *

175 釜ヶ谷山 かまがたにやま 696 岐阜・山県市 *
176 蒲田富士 がまたふじ 2,742 岐阜県高山市 *

177 神石山 かみいしやま 325 愛知・静岡 * * * *
178 神岳 かみがたけ 492 三重　伊勢市 *

179 上河内岳 かみこうちだけ 2,803 静岡 *
180 神ノ峰 かみのみね 771 長野　飯田市 *

181 神山 かみやま 1,438 神奈川　箱根町 *
182 傘山 からかさやま 1,331 岐阜　高山市 *

183 涸沢岳 からさわだけ 3,110 長野・岐阜 *
184 烏岳 からすだけ 545 三重　松阪市 *

185 からたきの峰 からたきのみね 1,858 長野　朝日村 *
186 唐松岳 からまつだけ 2,696 富山・長野 *

187 雁田山 かりたやま 759 長野 *
188 河内岳 かわちだけ 399 石川 * *

189 願教寺山 がんきょうじさん 1,690 岐阜　郡上市 * *
190 神野山 かんのやま 938 東栄町・豊根村 * *

191 観音岳 かんのんたけ 2,840 山梨　韮崎市 * *
192 観音岳 かんのんだけ 606 三重　松阪市 * *

193 観音峯山 かんのんみねやま 1,347 奈良　天川村 *
194 観音山 かんのんやま 400 愛知　豊川市 * * *

195 観音山 かんのんやま 575 静岡　浜松市 *
196 観音山 かんのんやま 713 静岡　河津町 *

197 観音山 かんのんやま 802 岐阜　神岡町 *
198 観音山 かんのんやま 1,418 長野　天龍村 *

199 雁峰山 がんぽうさん 628 新城市 *
200 冠山 かんむりやま 1,257 岐阜・池田町/揖斐川町 * *

201 木梶山 きかじやま 1,230 松阪市 *
202 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 2,956 長野 * * * *

203 北荒川岳 きたあらかわだけ 2,698 長野 *
204 北岳 きただけ 3,193 山梨 *

205 北穂高岳 きたほたかだけ 3,106 長野・岐阜 *
206 吉祥山 きちじょうざん 382 愛知・豊橋市 * * *

207 衣笠山 きぬがさやま 278 田原市 * *
208 黍生 きびゅう 374 豊田市 * *

209 鬼面山 きめんざん 1,889 長野 * *
210 経ヶ岳 きょうがたけ 765 福井　勝山市 *
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211 経ヶ岳 きょうがたけ 1,625 福井　大野市 * *
212 経ヶ岳 きょうがたけ 2,296 長野　南箕輪村 * *

213 京ｹ峰 きょうがみね 365 岡崎市 * *
214 経ヶ峰 きょうがみね 819 津市 * * *

215 行者還岳 ぎょうじゃかえりたけ 1,546 奈良　天川村 *
216 京丸山 きょうまるやま 1,469 静岡　浜松市 *

217 雲母峰 きららみね 888 三重　菰野町 * *
218 霧が峰 きりがみね 1,925 長野・下諏訪町 *

219 霧訪山 きりとうやま 1,305 長野・塩尻市 *
220 宮指路岳 くしろだけ 946 鈴鹿市 * *

221 国束山 くずかやま 411 度会町、 *
222 久須夜ヶ岳 くすやがたけ 619 福井 *

223 口三方山 くちさんぽうたけ 1,269 石川　金沢市 *
224 国見岳 くにみだけ 656 福井 *

225 国見岳 くにみだけ 1,170 菰野町 * *
226 国見山 くにみやま 863 津市 *

227 国見山 くにみやま 1,283 大台町 *
228 国見山 くにみやま 1,419 松阪市 *

229 熊沢岳 くまざわだけ 2,778 長野 *
230 熊伏山 くまぶしやま 1,653 長野 * *

231 位山 くらいやま 1,529 岐阜　高山市 *
232 鞍掛山 くらかけやま 883 愛知　設楽町 * *

233 暗沢山 くらさわやま 520 静岡 *
234 栗ノ木岳 くりのきだけ 1,066 津市 * *

235 狗留孫岳 くるそんだけ 772 いなべ市 *
236 久留米木山 くるめきやま 831 熊野市 *

237 呉枯ノ峰 くれこのみね 532 滋賀 * *
238 倶留尊山（伊賀富士） くろそやま 1,038 津市 * * * *

239 黒姫山（信濃富士） くろひめやま 2,053 長野県 *
240 黒富士 くろふじ 1,633 山梨県 *

241 黒部五郎岳 くろべごろうだけ 2,840 富山・岐阜 *
242 黒法師岳 くろぼうしだけ 2,067 静岡 * *

243 桑谷山 くわがいさん 435 岡崎市 * *
244 ゲジョ山 げじょやま 927 尾鷲市 *

245 毛無山 けなしやま 1,945 静岡 *
246 銀杏峰 げなんぽ 1,441 福井　大野市 *

247 気良烏帽子岳 けらえぼしたけ 1,595 岐阜　高山市 *
248 下呂御前山 げろごぜんやま 1,412 岐阜　下呂市 *

249 見当山 けんとうざん 1,352 岐阜　高山市 *
250 五井山 ごいさん 454 音羽町 *

251 小岩岳 こいわだけ 985 東栄町 *
252 高賀山 こうがさん 1,224 岐阜 * *

253 荒神岳 こうじんたけ 1,270 奈良　迫川村 *
254 荒神山 こうじんやま 769 長野　辰野市 *

255 高土山 こうどやま 583 新城市 *
256 交野山（河内富士） こうのさん 341 大阪府 * *

257 神野山 こうのやま 618 奈良　山添村 *
258 蝙蝠岳 こうもりだけ 2,865 静岡 *

259 高竜寺ヶ岳（丹後富士） こうりゅうじがだけ 697 京都府京丹後市 *
260 五ヶ所浅間山（五ヶ所冨士） ごかしょあさまやま 178 三重県南伊勢町 * *

261 古ヶ丸山 こがまるざん 1,211 大台町 *
262 虚空蔵山（会田富士） こくうぞうさん 1,139 長野県 * *
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263 国師ヶ岳 こくしがたけ 2,592 長野 *
264 虚空蔵山 こくぞうさん 764 長野 *

265 虚空蔵山 こくぞうさん 1,077 長野　上田市 *

267 虚空蔵山 こくぞうやま 1,130 長野　飯田市 *
268 己高山 ここうざん 923 滋賀　長浜市 *

269 小河内岳 こごうちだけ 2,802 長野・静岡 *
270 御在所岳 ございしょだけ 1,210 三重 * * * *

271 越百山 こすもやま 2,613 長野　大桑村 *
272 御前ヶ岳 ごぜんがたけ 664 岐阜　下呂市 *

273 御前岳 ごぜんだけ 1,816 岐阜 * *
274 御前山 ごぜんやま 1,646 岐阜 * * *

275 蚕霊山 こだまやま 434 小原村 *
276 小太郎山 こたろうやま 2,725 山梨 *

277 御殿山 ごてんやま 789 東栄町 *
278 碁盤石山 ごばんいしやま 1,189 愛知・設楽町 * * *

279 小秀山 こひでやま 1,981 長野　王滝村 *
280 小平山 こびらやま 717 伊賀市 *

281 小富士（富士山） こふじ 1,979 静岡県 *
282 小富士山（泉州小富士山） こふじやま 260 大阪府 * *

283 駒ヶ岳 こまがたけ 780 滋賀　高島市 *
284 駒津峰 こまつみね 2,752 山梨・長野 *

285 駒山 こまやま 855 豊田市 *
286 小室山（川奈富士） こむろやま 321 静岡県伊東市 * *

287 菰野富士 こものふじ 369 三重県菰野町 * *
288 五竜岳 ごりゅうだけ 2,814 富山 *

289 小蓮華山 これんげさん 2,769 新潟・長野 *
290 権現山 ごんげんざん 996 滋賀　大津市 *

291 権現岳 ごんげんだけ 2,715 山梨 * *

293 権現山（夕暮富士） ごんげんやま 208 岐阜県各務ヶ原市 * *
294 権現山 ごんげんやま 317 岐阜　各務原 * *

295 権現山 ごんげんやま 516 岐阜　関市 *
296 権現山 ごんげんやま 525 岐阜　関市 *

297 権現山 ごんげんやま 565 福井　越前市 *
298 権現山 ごんげんやま 592 岐阜　瑞浪市 *

299 権現山 ごんげんやま 599 岐阜　八百津町 *
300 権現山 ごんげんやま 1,096 長野　飯田市 *
302 権現山 ごんげんやま 1,223 長野 * *
304 金剛山 こんごうざん 1,125 奈良　御所市 *

305 金剛堂山 こんごうどうざん 1,638 富山　南砺市 * *
306 金毘羅山 こんぴらさん 347 福井　越前町 * *

307 金毘羅山 こんぴらさん 383 岐阜　各務原 * *
308 金毘羅山 こんぴらさん 625 福井　福井市 *

309 金毘羅山 こんぴらやま 100 三重　志摩町 * *
310 金毘羅山 こんぴらやま 573 京都　京都市 *

311 西方が岳 さいほうがたけ 764 福井　敦賀市 * *
312 蔵王山 ざおうさん 250 愛知　田原町 * *

313 蔵王山 ざおうさん 508 富山 *
314 座光寺富士 ざこうじふじ 1,270 長野　飯田市 * *

315 蠑縲が岳 さざえがたけ 686 福井　敦賀市 *
316 笹頭山 ささのずやま 760 設楽町 *

317 笹山 ささやま 2,733 山梨・静岡 *
318 猿投山 さなげやま 629 愛知 * * * *

31



全山リスト（９コースのいずれかに選定されている山のリスト）

日
本
高
山

新
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク

郷
土
富
士

一
等
三
角

花
の
山

信
仰
の
山

愛
知
の
山

三
重
の
山

低
い
山

山番号 山　　名 読み方 標高ｍ 地域 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

319 寒狭山 さぶさやま 945 設楽町 *
320 左門岳 さもんだけ 1,223 岐阜　関市 *

321 猿ケ鼻 さるがはな 550 富山村 *

322 三界山 さんがいさん 1,600 岐阜 *
323 三ｹ根山 さんがねさん 350 蒲郡市・幸田町 * *

324 山蛇山 さんじゃやま 372 石川 * *
325 三周ヶ岳 さんしゅうがたけ 1,292 岐阜 * *

326 三十三間山 さんじゅうさんげんさん 842 滋賀　高島市 *
327 三重嶽 さんじゅうだけ 974 滋賀　高島市 *

328 三条山 さんじょうさん 663 三重　松阪市 * *
329 三津河落山 さんずこおちやま 1,654 紀北町 *

330 三ノ沢岳 さんのさわだけ 2,846 長野 *
331 三ノ峰 さんのみね 2,128 岐阜　高山市 *

332 三方岩岳 さんぽういわだけ 1,736 石川　白山市 *
333 三方崩山 さんぽうくずれやま 2,059 岐阜　白川村 *

334 三宝山 さんぽうざん 2,483 長野 *
335 爺ヶ岳 じいがたけ 2,670 富山・長野 * *

336 祖父岳 じいだけ 2,825 富山 *
337 四方草山 しおそうやま 667 亀山市 *

338 塩見岳 しおみたけ 3,047 静岡　静岡市 * *
339 獅子ヶ岳 ししがたけ 733 三重　度会町 * *

340 静ヶ岳 しずがたけ 1,089 いなべ市 * *
341 地蔵岳 じぞうたけ 1,250 奈良　十津川村 *

342 地蔵岳 じぞうたけ 1,464 奈良　十津川村 *
343 地蔵岳 じぞうたけ 2,371 長野　伊那市 *

344 地蔵岳 じぞうだけ 2,764 山梨　韮崎市 * *
345 十石山（乗鞍岳） じっこくさん 2,525 岐阜　高山市 *

346 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1,092 三重.菰野町 * * * *
347 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1,271 山梨　甲府市 *

348 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1,641 山梨　笛吹市 *
349 釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1,800 奈良　下北山村 *

350 釈迦岳 しゃかたけ 631 京都　京都市 *
351 釈迦岳 しゃかたけ 1,061 滋賀　大津市 *

352 釈迦岳 しゃかだけ 784 三重　大宮町 *
353 杓子岳 しゃくしだけ 2,812 富山・長野 *

354 錫丈ヶ岳 しゃくじょうがたけ 676 三重　津市・亀山 * * *
355 十二ヶ岳 じゅうにがたけ 1,326 岐阜　高山市 *

356 十枚山 じゅうまいざん 1,726 静岡　静岡市 *
357 修験業山 しゅげんぎょうやま 1,094 津市 * *

358 将棊頭山 しょうぎがしらやま 2,730 長野 *
359 常光寺山 じょうこうじさん 1,439 静岡　浜松市 *

360 常念岳 じょうねんたけ 2,857 長野　安曇野市 * * *
361 正法寺山 しょうほうじさん 381 滋賀　日野町 *

362 浄法寺山 じょうほうじさん 1,053 福井　永平寺町 *
363 城山 じょうやま 657 新城市 *

364 女郎が峰 じょろうがみね 479 御浜町 *
365 白猪山 しらいさん 820 松阪市 * *

366 白尾山 しらおやま 1,612 岐阜　郡上市 *
367 白髪山（丹波富士） しらがみやま 722 兵庫県 *

368 白木峰 しらきみね 1,596 富山　富山市 *
369 白草山 しらくさやま 1,641 岐阜・下呂町 * *

370 白倉山 しらくらやま 1,027 静岡 *
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371 白倉山 しらくらやま 1,236 松阪市 *

372 白鳥山 しらとりやま 968 愛知・設楽町 * *
373 白馬岳 しろうまだけ 2,932 富山・長野 * * *

374 白馬鑓ヶ岳 しろうまやりがたけ 2,903 富山・長野 *
375 白倉山 しろくらやま 736 熊野市 *

376 城山 しろやま 145 富山 * *
377 新蛇抜山 しんじゃぬけやま 2,667 長野・静岡 *

378 陣馬形山 じんばがたやま 1,445 長野・中川村 * *
379 陣馬平山 じんばだいらやま 1,258 長野 *

380 水晶岳（黒岳） すいしようだけ 2,986 富山 *
381 水晶山 すいしょうやま 780 稲武町 *

382 双六岳 すごろくだけ 2,860 長野・岐阜 * *
383 鈴ヶ岳 すすがたけ 1,130 三重.いなべ市 * *

384 鈴北岳 すずきただけ 1,182 いなべ市 * *
385 スバリ岳 すばりだけ 2,752 富山・長野 *

386 住塚山 すみつかやま 1,009 奈良県.曽爾村 *
387 摺古木山 すりこぎやま 2,169 長野 * *

388 擂鉢山 すりばちやま 465 津市 *
389 関富士 せきふじ 242 亀山市 * * *

390 瀬戸山 せとやま 515 新城市 *
391 仙涯嶺 せんがいれい 2,734 長野 *

392 仙ヶ岳 せんがたけ 961 亀山市 * *
393 浅間山 せんげんざん 519 新城市 * *

394 浅間山 せんげんさん　 644 新城市 * *
395 浅間山（美濃富士） せんげんやま 372 岐阜県可児市 * *

396 先山（淡路富士） せんざん 448 兵庫県　洲本市 *
397 仙丈ヶ岳（お馬富士） せんじょうがたけ 3,033 山梨・長野 * * *

398 仙千代ガ峰 せんちよがみね 1,100 大台町 *
399 総門山 そうもんやま 949 大台町 *

400 袖山岳 そでやまだけ 1,187 富山村 *
401 卒塔婆山（木曽富士） そとうばやま 1,541 長野県上松町 *

402 外鎌山（朝倉富士） そとかまやま 292 奈良県 * *
403 園家山 そのけやま 17 富山 * *

404 蕎麦粒山 そむぎやま 1,297 岐阜　揖斐川町 *
405 第一真富士山 だいいちまふじやま 1,343 静岡県清水市 *

406 大黒山 だいこくさん 892 滋賀　余呉町 *
407 大黒岳 だいこくたけ 2,390 長野　白馬村 *

408 大黒岳 だいこくたけ 2,772 岐阜　高山市 *
409 大黒山 だいこくやま 524 岐阜　美山町 *

410 大地山 たいじやま 601 御浜町 *
411 大山（伯耆富士） だいせん 1,729 鳥取県大山町 *

412 大日ヶ岳 だいにちがたけ 1,709 岐阜 * * *
413 大日山 だいにちさん 303 三重　渡会町 * *

414 大日山 だいにちさん 881 静岡　森町 *
415 大日山 だいにちざん 1,368 石川　加賀市 * *

416 大日岳 だいにちだけ 1,568 奈良　下北山村 *
417 大日岳 だいにちだけ 2,498 富山　上市町 *

418 大日山 だいにちやま 1,689 奈良　天川村 *
419 第二真富士山 だいにまふじやま 1,401 静岡県清水市 *

420 大普賢岳 だいふげんたけ 1,780 奈良　上北山村 *
421 大仏寺山 だいぶつじやま 807 福井　永平寺町 *

422 大明神岳 だいみょうじんだけ 1,232 長野　上田市 *
423 大明神山 だいみょうじんやま 400 三重　松阪市 * *
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424 大無間山 だいむげんやま 2,329 静岡 *
425 大門山（加賀富士） だいもんざん 1,572 石川　金沢市 * *

426 高尾峰（御嵩富士） たかおみね 292 岐阜県御嵩町 * *
427 高三郎山 たかさぶろうやま 1,445 石川　金沢市 *

428 高城山（丹波富士） たかしろやま 462 兵庫県 *
429 高代山 たかしろやま 937 熊野市 *

430 高州ノ峰 たかすのみね 798 松阪市 *
431 高屹山 たかたわやま 1,303 岐阜　高山市 *

432 高チラ山 たかちらやま 625 御浜町 *
433 高塚山 たかつかやま 89 三重 * *

434 高妻山（戸隠富士） たかつまやま 2,353 長野県 *
435 高爪山（能登富士） たかつめやま 341 石川県 * *

436 高時山 たかときやま 1,563 岐阜　中津川 *
437 高根山 たかねやま 55 愛知 * *

438 高根山 たかねやま 151 静岡 * *
439 高根山 たかねやま 235 瀬戸市 * *

440 高畑 たかはた 762 新城市 *
441 高畑山 たかはたやま 773 亀山市 * *

442 高鉢山（香肌富士） たかはちやま 788 松阪市 * *
443 高ボッチ山 たかぼっちやま 1,665 長野・岡谷市 *

444 高御位山（播磨富士） たかみくらいやま 304 兵庫県 * *
445 高嶺 たかみね 2,779 山梨 *

446 高峰山 たかみねさん 1,045 尾鷲市 * * *
447 高峰山 たかみねやま 2,092 長野・小諸市 *

448 高見山 たかみやま 1,248 松阪市 * *
449 高社山（高井富士） たかやしろやま 1,351 長野県 *

450 高山（丸子富士） たかやま 450 静岡県静岡市 *
451 滝頭山 たきがしらやま 258 愛知・田原市 * * *

452 武石峰 たけいしみね 1,973 長野 *
453 蓼科山（諏訪富士） たてしなやま 2,530 長野 * * * *

454 建部山（丹後富士） たてべやま 316 京都府 * *
455 立山（大汝山）　 たてやま 3,015 富山 *

456 多度山 たどやま 403 桑名市 *
457 棚山 たなやま 760 新城市 *

458 達磨山 だるまやま 982 静岡 *
459 段戸山 だんどさん 1,152 設楽町 * *

460 タンポ たんぽ 1,066 岐阜 *
461 知生山 ちしょうやま 850 設楽町 *

462 茶臼山 ちゃうすやま 1,415 愛知・豊根村 * * *
463 茶臼山 ちゃうすやま（にしみかわ） 291 西尾市 * *

464 鳥海山（出羽富士） ちょうかいさん 2,236 山形県 *
465 蝶ｹ岳 ちょうがたけ 2,677 長野 * *

466 銚子ヶ口岳 ちょうしがくちだけ 1,077 滋賀.永源寺町 *
467 銚子ヶ峰 ちょうしがみね 1,810 岐阜　郡上市 *

468 銚子岳 ちょうしだけ 1,019 滋賀. 東近江市 * *
469 清水の頭 ちょうずのあたま 1,095 三重.菰野町 *

470 長命寺山 ちょうみょうじやま 333 滋賀　近江八幡 *
471 ツエノ峰 つえのみね 645 熊野市 *

472 継鹿尾山 つがおさん 273 愛知・犬山市 * * *
473 都介野山（都介野富士） つげのやま 631 奈良県 *

474 角山（有馬富士） つのやま 374 兵庫県 * *
475 燕岳 つばくろだけ 2,763 長野 * *

476 局ヶ岳 つぼねがたけ 1,029 松阪市 * *
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477 剱御前 つるぎごぜん 2,777 富山 *

478 剱岳 つるぎだけ 2,999 富山県立山町 *
479 出来山 できやま 1,052 愛知 * *

480 寺地山 てらじやま 1,996 富山　富山市 * *
481 寺山（黒富士） てらやま 418 福井県 *

482 天蓋山 てんがいさん 1,528 岐阜　飛騨市 *
483 天下峯 てんがみね 360 豊田市 * *

484 天吉寺山 てんきちじやま 780 滋賀　浅井町 *
485 天狗岩 てんぐいわ 1,964 長野　松本市 *

486 天狗倉山 てんぐくらさん 522 尾鷲市 *
487 天狗棚・１２００高地 てんぐたな 1,240 愛知　設楽町 * * *

488 天王山 てんのうざん 538 岐阜　美濃市 *
489 砥石山（丹波富士） といしやま 536 京都府 *

490 堂倉山 どうくらやま 1,474 大台町 *
491 東光寺山 とうこうじやま 756 滋賀　愛東町 *

492 東谷山 とうごくさん 198 名古屋市・瀬戸市 * *
493 道樹山 どうじゅさん 429 春日井市 * *

494 十明山 とみょうやま 572 愛知　豊田市 * *
495 灯明山（鳥羽富士） とうみようやま 171 三重県鳥羽市 * *

496 砥神山（三谷富士） とがみやま 252 蒲郡市 * * *
497 十種ガ峰（長門富士） とくさがみね 989 山口県阿東町 *

498 徳山富士 とくやまふじ 925 岐阜県藤橋村 *
499 戸倉山（伊那富士） とくらやま 1,681 長野 * * *

500 常寒山 とこさぶやま 480 新城市 *
501 橡山 とちやま 1,009 尾鷲市 *

502 鳶ノ巣山 とびのすやま 706 新城市 *
503 遠望峰山 とぼみさん 443 蒲郡市 *
505 留夫山 とめぶやま 1,591 長野 *

506 巴山 ともえさん 710 作手村・額田町 *
507 砥山 とやま 686 岐阜 *

508 虎子山 とらすやま 1,183 岐阜　揖斐川町 *
509 取立山 とりたてやま 1,307 福井・勝山市 * *

510 富幕山 とんまくやま 563 新城市 * *
511 苗場山 なえばさん 2,145 長野 *

512 長尾山 ながおやま 782 熊野市 *
513 中岳 なかだけ 3,084 長野・岐阜 *

514 中当城ｹ山 なかとうじょうがやま 918 稲武町 *
515 中根山（下呂富士） なかねやま 767 岐阜県下呂町 *

516 中盛丸山 なかもりまるやま 2,807 長野・静岡 *
518 流葉山 ながれはやま 1,423 岐阜　飛騨市 *

519 南木曽岳 なぎそだけ 1,679 長野　南木曽町 *
520 薙刀山 なぎなたやま 1,647 福井　大野市 *

521 那須ヶ原山 なすがはらやま 800 伊賀市 *
522 夏焼城ヶ山 なつやけじょうがやま 889 愛知・稲武町 * *

523 七々頭ヶ岳（丹生富士） ななずかだけ 693 滋賀県 * *
524 七洞岳 ななほらだけ 778 大紀町 * * *

525 鍋倉山 なべくらやま 1,050 岐阜　揖斐川町 *
526 鍋山 なべやま 82 愛知 * *

527 鉛山 なまりやま 461 新城市 *
528 奈良岳 ならだけ 1,644 石川　金沢市 *

529 濁谷山 にごりだにやま 1,238 富山 *
530 西蔵 にしくら 482 一宮町 *

531 西岳 にしだけ 2,758 長野 *
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532 西ノ峰山 にしのみねやま 593 御浜町 *

533 西穂高岳 にしほたかだけ 2,909 長野・岐阜 * *
534 西穂独標 にしほどっぴょう 2,701 岐阜　高山市 *

535 西山 にしやま 627 熊野市 *
536 西山（曽良山） にしやま（そらさん） 712 愛知・豊田市 * *

537 日本ヶ塚山 にほんがつかやま 1,107 愛知・豊根村 * * *
538 日本コバ にほんこば 934 滋賀　東近江市 *

539 入笠山 にゅうかさやま 1,955 長野　伊那市 * *
540 入道ガ岳 にゅうどうがたけ 906 鈴鹿市 * * * *

541 如法山 にょほうざん 610 和歌山　新宮市 *
542 如来ヶ岳 にょらいたけ 276 岐阜　岐阜市・山県市 * * *

543 人形山 にんぎょうざん 1,726 富山　南砺市 *
544 額井岳（大和富士） ぬかいだけ 813 奈良県　宇陀市 *

545 抜戸岳 ぬけどだけ 2,813 岐阜 *
546 猫岳 ねこだけ 1,058 菰野町 *

547 根子岳（小根子岳） ねこだけ 2,128 長野 *
548 子ノ泊山 ねのどまりやま 907 紀宝町 * * *

549 寧比曽岳 ねびそだけ 1,121 豊田市 * *
550 念丈岳 ねんじょうだけ 2,291 長野　飯島町 *

551 能郷白山(権現山) のうごうはくさん 1,617 岐阜 * * * *
552 農鳥岳（西） のうとりだけ 3,051 山梨・静岡 *

553 軒山 のきやま 717 東栄町 *
554 野口五郎岳 のぐちごろうだけ 2,924 富山・長野 *

555 鋸岳 のこぎりだけ 2,685 山梨・長野 *
556 納古山 のこやま 633 岐阜・七宗町 *

557 野坂岳（敦賀富士） のさかだけ 914 福井 * * *
558 野谷荘司山 のたにそうじやま 1,797 石川　白山市 *

559 野登山 ののぼりやま 852 亀山市 * *
560 野伏ヶ岳 のぶせがたけ 1,674 岐阜　郡上市 *

561 乗鞍岳 のりくらだけ 3,026 岐阜 * * * *
562 梅丈岳（三方富士） ばいじょうだけ 400 福井県 * *

563 這帽子嶺 はえぼうしりょう 1,037 岐阜 本巣市 *
564 墓谷山（杉野富士） はかたにやま 738 余呉町・木之本町 * *

565 袴腰山 はかまこしやま 1,159 富山　南砺市 *
566 萩太郎山 はぎたろうやま 1,358 豊根村 *

567 白山 はくさん 260 愛知　小牧市 * *
568 白山 はくさん 274 岐阜　美濃加茂市 * *

569 白山 はくさん 862 岐阜　白川町 *
570 白山(御前峰）加賀富士 はくさん 2,702 石川・岐阜 * * * * * *

571 白山釈迦岳 はくさんしゃかたけ 2,053 石川　白山市 * *
572 白山別山 はくさんべつだん 2,399 石川　白山市 *

573 羽黒山 はぐろやま 291 亀山市 * *
574 箱館山 はこだてやま 547 滋賀 *

575 筈ヶ岳 はずがたけ 985 愛知・豊田市 * *
576 土倉岳 はぜくらだけ 1,050 いなべ市 *

577 長谷山 はせやま 321 津市 * *
578 旗尾岳（天見富士） はたおだけ 548 大阪府 *

579 旗山 はたやま 650 伊賀市 *
580 鉢ヶ峰 はちがみね 420 松阪市 *

581 八称宣山 はちねぎさん 426 南伊勢町 *
582 鉢伏山 はちふせやま 1,928 長野・岡谷市 * *

583 鉢伏山 はちぶせやま 544 石川 *
584 鉢盛山 はちもりやま 2,446 長野 * *
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585 八高山 はっこうさん 832 静岡 *
586 八曽山 はっそさん 327 犬山市 * *

587 八風山 はっぷうさん 1,315 長野 *
588 鳩吹山 はとぶきやま 314 犬山市・可児市 * * *

589 羽鳥峰 はとみね 860 三重.菰野町 *
590 離山 はなれやま 917 豊根村 *

591 羽鮒山 はぶなやま 321 静岡 * *
592 浜石岳 はまいしだけ 707 静岡県.清水市 *

593 針ノ木岳 はりのきだけ 2,821 富山・長野 *
594 榛名山（榛名富士） はるなさん 1,390 群馬県 *

595 比叡山（都富士・大比叡） ひえいざん 848 京都・滋賀 * * *
596 冷川岳 ひえかわだけ 1,054 いなべ市 *

597 東籠ノ登山 ひがしかごのとやま 2,227 長野 *
598 東川岳 ひがしかわだけ 2,671 長野 *

599 東岳（悪沢岳） ひがしだけ 3,141 静岡 *
600 東天井岳 ひがしてんじょうだけ 2,814 長野 *

601 東山（富士山） ひがしやま 149 三重県鳥羽市 * *
602 日暮山 ひぐらしやま 723 熊野市 *

603 髯山 ひげやま 688 松阪市 *
604 彦坊山 ひこぼうやま 538 新城市 *

605 毘沙門岳 びしゃもんたけ 1,386 岐阜　郡上市 * *
606 聖岳 ひじりだけ 3,013 長野・静岡 *

607 聖山 ひじりやま 328 蒲郡市 * *
608 聖山 ひじりやま 1,447 長野 * *

609 日出ヶ岳 ひでがたけ 1,695 三重・奈良 * * * *
610 一岩山（下田富士） ひといわやま 191 静岡県下田市 * *

611 日永岳 ひながたけ 1,216 岐阜　関市 *
612 檜尾岳 ひのきおだけ 2,728 長野 *

613 桧塚奥峰 ひのきづかおくみね 1,420 松阪市 * *
614 日野山（越前富士） ひのやま 795 福井県 * *

615 姫越山 ひめごやま 503 大紀町 * *
616 百里ヶ岳 ひゃくりがたけ 931 福井・滋賀 * *

617 火山 ひやま 1,379 岐阜　高山市 *
618 屏風山 びょうぶさん 794 岐阜 *

619 鵯山 ひよどりやま 813 御浜町 *
620 平尾富士 ひらおふじ 1,156 長野県 *

621 平山明神山 ひらやまみょうじんやま 970 愛知・設楽町 * * * *
622 広河内岳 ひろこうちだけ 2,895 山梨・静岡 *

623 便石山 びんしやま 599 尾鷲市 *
624 風頭山 ふうとうさん 597 岡崎市 * *

625 福王山 ふくおうやま 598 菰野町 * *
626 福地山 ふくぢやま 1,671 岐阜　高山市 *

627 瓢ヶ岳 ふくべがたけ 1,163 岐阜　郡上市 *
628 仏庫裡 ぶくり 1,072 設楽町 *

629 藤尾山 ふじおやま 208 田原市 * *
630 富士ｹ峰 ふじがみね 125 南知多町 * *

632 富士山 ふじさん 31 愛知県 * *
633 富士山（長津呂富士） ふじさん 240 静岡県南伊豆町 * *

634 富士山（山之上富士） ふじさん 357 岐阜　美濃加茂市 * * *
635 富士山（鹿教湯富士） ふじさん 1,029 長野県 *

636 富士山 ふじさん 3,776 山梨・静岡 * *
637 富士写ヶ岳 ふじしゃがたけ 942 石川 * * *

631 富士獄山（奈良尾富士） ふじたけさん 1,034 長野県 *
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638 富士見岩 ふじみいわ 415 豊橋市 *

639 富士見台 ふじみだい 1,739 岐阜・中津川 * *
640 藤原岳 ふじわらだけ 1,140 三重・滋賀 * * *

641 二ッ森山 ふたつもりやま 1,223 岐阜　中津川 *
642 古戸山 ふっとさん 760 東栄町 *

643 筆捨山 ふですてやま 289 亀山市 * *
644 武奈ヶ岳 ぶながたけ 1,214 滋賀　大津市 *

645 舟着山 ふなつきやま 427 新城市 *
646 舟伏山 ふなふせやま 1,040 岐阜・美山町 * *

647 船伏山（長良富士） ふなぶせやま 262 岐阜　岐阜市 * *
648 船山（飛騨富士） ふなやま 1,480 岐阜県高山市 *

649 古町高山 ふるまちたかやま 1,055 設楽町 *
650 ブンゲン ぶんげん 1,259 岐阜　揖斐川町 *

651 汾陽寺山 ふんようじさん 520 岐阜　関市 * *
652 平家岳 へいけだけ 1,441 福井　大野市 *

653 部子山 へこさん 1,464 福井　大野市 *
654 別山 べっさん 2,880 富山 *

655 遍照岳 へんしょうだけ 147 石川 * *
656 保色山 ほいろさん 1,028 熊野市 *

657 法恩寺山 ほうおんじさん 1,357 福井　勝山市 *
658 坊ガ峰 ぼうがみね 446 豊橋市 *

659 方月山（妻木富士） ほうげつやま 466 岐阜　土岐市 *
660 宝達山 ほうだつさん 637 石川 *

661 蓬莱山 ほうらいさん 1,174 滋賀 *
662 鳳来寺山 ほうらいじさん 684 新城市 * * *

663 焙烙山 ほうろくやま 684 豊田市 *
664 菩提山 ぼだいさん 690 静岡　藤枝市 *

665 堀坂山（伊勢富士） ほっさかさん 757 三重　松阪市 * * *
666 仏ヶ尾山 ほとけがおやま 1,139 岐阜　下呂市 *

667 宝立山 ほりゅうざん 469 石川 *
668 本宮山 ほんぐうさん 87 愛知　常滑市 * *

669 本宮山（三河富士） ほんぐうさん 789 豊川・岡崎・新城 * * * * *
670 前常念岳 まえじょうねんだけ 2,662 長野 *

671 前穂高岳 まえほたかだけ 3,090 長野 * *
672 真砂岳 まさごだけ 2,861 富山 *

673 真妻山（日高富士） まずまやま 523 和歌山県日高川町 *
674 斑尾山 まだらおさん 1,382 長野 *

675 松尾寺山 まつおじやま 504 滋賀　米原市 *
676 御嶽山・継子岳（日和田富士） ままこたけ 2,859 岐阜・長野 * *

677 迷岳 まよいだけ 1,309 三重　松阪市 * *
678 丸尾山 まるおやま 851 熊野市 *

679 丸盆岳 まるぼんたけ 2,066 静岡　川根本町 *
680 丸山 まるやま 1,161 設楽町 *

681 万灯山 まんとうさん 146 西尾市 * *
682 三足富士 みあしふじ 290 福井県 * *

683 三池岳 みいけだけ 972 菰野町 * *
684 三峰山 みうねやま 1,235 松阪市 * * * *

685 三上山（近江富士） みかみやま 432 滋賀県 *
686 三河富士 みかわふじ 314 愛知県岡崎市 * *

687 三国岳 みくにたけ 1,209 岐阜　揖斐川町 *
688 三国岳 みくにだけ 894 いなべ市 *

689 三国岳 みくにだけ 911 滋賀　多賀町 *
690 三国山 みくにやま 876 福井　美浜町 *
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691 三国山 みくにやま 1,161 豊田市・稲武町 * *
692 三坂富士 みさかふじ 280 静岡県南伊豆町 * *

693 神坂山 みさかやま 1,684 長野　阿智村 *
694 水沢岳（宮越山） みずさわだけ 1,030 四日市市 *

695 弥仙山（丹波富士） みせんやま 664 京都府 *
696 御薗富士 みそのふじ 909 東栄町 *

697 溝干山 みぞほしやま 770 亀山市 *
698 御岳山 みたけやま 397 岐阜　川辺町 * *

699 御岳山 みたけやま 585 岐阜　恵那市 *
700 御岳山 みたけやま 664 新城市 * *

701 三ヶ辻山 みつがつじやま 1,764 岐阜　白川村 *
702 三子山 みつごやま 568 亀山市 *

703 三つ瀬明神山 みつせみょうじんやま 1,016 新城市・東栄町 * * *
704 三ツ岳 みつだけ 2,845 富山・長野 *

705 三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ 2,841 富山・長野・岐阜 *
706 御堂山 みどうやま 364 蒲郡市 * *

707 皆神山 みなかみやま 659 長野　長野市 *
708 南駒ヶ岳 みなみこまがたけ 2,841 長野 *

709 南沢山 みなみさわやま 1,564 長野・阿智村 *
710 南岳 みなみだけ 3,033 長野・岐阜 *

711 南真砂岳 みなみまさごだけ 2,713 長野 *
712 南亦山 みなみまたやま 982 三重 * *

713 三開山（但馬富士） みひらきやま 202 兵庫県 * *
714 宮路山（三河富士） みやじやま 361 音羽町 * * * *

715 妙見山 みょうけんやま 630 御浜町 * *
716 妙高山（越後富士） みょうこうさん 2,454 新潟県 *

717 明星ヶ岳 みょうじょうがたけ 549 亀山市 *
718 明神岳 みょうじんだけ 1,432 松阪市 * *

719 明神山（播磨富士） みょうじんやま 668 兵庫県 *
720 明神山 みょうじんやま 1,130 岐阜　本巣市 *

721 妙法ヶ岳 みょうほうがたけ 667 岐阜　揖斐川町 *
722 妙法山 みょうほうざん 749 和歌山　勝浦町 *

723 妙法山 みょうほうやま 1,776 岐阜　白川村 * *
724 弥勒岳 みろくたけ 1,690 奈良　天川村 *

725 弥勒山 みろくやま 437 春日井市 * * *
726 村積山（三河富士） むらづみやま 257 岡崎市 * * *

727 飯盛山 めしもりやま 1,643 長野・南牧村 *
728 母袋烏帽子岳 もたいえぼしたけ 1,341 岐阜　郡上市 *

729 髻山 もとどりやま 744 長野 *
730 髻山（青山高原） もとどりやま 756 伊賀市 *

731 元富士 もとふじ 320 滋賀県 * *
732 物見山 ものみやま 327 瀬戸市 * *

733 樅沢岳 もみさわだけ 2,755 長野・岐阜 *
734 籾糠山 もみぬかやま 1,744 岐阜・白川村 * *

735 守屋山 もりやさん 1,650 長野 * * *
736 文殊岳 もんじゅだけ 1,041 静岡 *

737 八鬼山 やきやま 647 尾鷲市 * *
738 薬師ヶ岳 やくしがたけ 2,780 山梨 * *

739 薬師岳 やくしだけ 819 長野　信濃町 *
740 薬師岳 やくしだけ 1,051 静岡　静岡市 *

741 薬師岳 やくしだけ 2,926 富山　富山市 * *
742 薬師山 やくしやま 2,024 石川　白山市 *

743 焼松 やけまつ 804 設楽町 *
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744 八子ヶ峰 やしがみね 1,833 長野・立科町 *

745 夜叉ヶ池山 やしゃがいけやま 1,212 岐阜　揖斐川町 *
746 矢頭山 やずさん 731 津市 * *

747 八嶽山 やたけさん 1,140 豊根村 * *
748 簗谷山 やなだにやま 1,214 岐阜・金山町 *

749 山伏 やまぶし 2,014 静岡　静岡市 *
750 山星山 やまぼしやま 328 瀬戸市 * *

751 矢良巣岳 やらずだけ 473 福井 *
752 槍ヶ岳 やりがたけ 3,180 長野 * *

517 夕陽ヶ山(長富士） ゆうひがやま 228 兵庫県 * *
753 雪野山 ゆきのやま 309 滋賀 * *

754 由布岳（豊後富士） ゆふだけ 1,584 大分県 *
755 弓折岳 ゆみおりだけ 2,592 岐阜・高山市 *

756 弓張山 ゆみはりやま 679 新城市 *
757 由良が岳（丹後富士） ゆらがだけ 640 京都府 *

758 羊蹄山（蝦夷富士） ようていざん 1,898 北海道 *
759 養老山 ようろうさん 859 岐阜 * * *

760 横岳 よこだけ 2,829 長野 *
761 横通岳 よことおしだけ 2,767 長野 *

762 横山岳 よこやまだけ 1,132 滋賀・木之本町 * *
763 四方原山 よもはらやま 1,632 長野 *

764 寄石山（香坂富士） よりいしやま 1,335 長野県 *
765 羅漢寺山 らかんじさん 1,058 山梨　甲府市 *

766 利尻岳（利尻富士） りしりだけ 1,721 北海道 *
767 竜王山 りゅうおうざん 604 滋賀　栗東市 *

768 竜王山 りゅうおうざん 826 滋賀　日野市 *
769 竜王山（甲西富士） りゆうおうざん 353 滋賀県 * *

770 龍王岳 りゅうおうだけ 2,872 富山 *
771 竜ヶ岳 りゅうがたけ 1,100 いなべ市 * * *

772 竜頭山 りゅうずさん 752 新城市 *
773 龍仙山 りゅうせんざん 402 南伊勢町 *

774 竜馬ヶ岳 りゅうまがたけ 1,501 静岡　天竜 *
775 龍門山 りゅうもんさん 688 熊野市 *

776 龍門山（紀州富士） りゅうもんやま 756 和歌山県紀の川市 *
777 楞厳地山 りょうごんじやま 221 静岡 * *

778 霊仙.西南尾根 りょうぜん.せいなんおね 1,084 滋賀.多賀町 * * *
779 霊仙山 りょうぜんやま 751 滋賀　大津市 *

780 霊山 れいざん 766 三重 * * *
781 蓮華岳 れんげだけ 2,799 富山・長野 *

782 六所山 ろくしょさん 611 愛知・豊田市 * *
783 六谷山 ろくたんやま 1,398 岐阜 * *

784 鷲ヶ岳 わしがたけ 1,671 岐阜　郡上市 *
785 鷲鞍岳 わしくらだけ 1,010 福井　大野市 *

786 鷲ノ巣山 わしのすやま 807 御浜町 *
787 鷲羽岳 わしばだけ 2,924 富山・長野 *
788 綿向山 わたむきやま 1,110 滋賀.日野町 * *
789 越前岳 えちぜんだけ 1,504 静岡　富士市 *
790 大洞山 おおほらやま 1,349 岐阜県　飛騨市 *
791 三方山 さんぽうさん 1,142 富山　南砺市 *
792 二ツ山 ふたつやま 1,826 長野　松本市 *
793 富士の折立 ふじのおりたて 2,999 富山県立山町 *
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