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1 富士山 　３７７６ｍ 山梨県△神奈川県 52 観音岳 　２８４０ｍ 山梨県

2 北　岳 　３１９３ｍ 山梨県 53 浄土山 　２８３１ｍ 富山県

3 間ノ岳 　３１８９ｍ 長野◇山梨◇静岡 54 横　岳 　２８２９ｍ 長野県

4 荒川岳 　３１４１ｍ 静岡県 55 針ノ木岳 　２８２１ｍ 長野県△富山県

5 赤石岳 　３１２０ｍ 静岡県 56 大沢岳 　２８１９ｍ 長野県△静岡県

6 穂高岳 　３１９０ｍ 長野県△岐阜県 57 兎　岳 　２８１８ｍ 長野県△静岡県

7 中　岳 　３０８３ｍ 静岡県 58 五龍岳 　２８１４ｍ 長野県△富山県

8 槍ケ岳 　３１８０ｍ 長野県△岐阜県 59 東天井岳 　２８１４ｍ 長野県

9 前穂高岳 　３０９０ｍ 長野県 60 抜戸岳 　２８１３ｍ 岐阜県

10 御嶽山 　３０６７ｍ 長野県△岐阜県 61 杓子岳 　２８１２ｍ 長野県△富山県

11 西農鳥岳 　３０５１ｍ 山梨県△静岡県 62 阿弥陀岳 　２８０５ｍ 長野県

12 塩見岳 　３０４７ｍ 長野県△静岡県 63 上河内岳 　２８０３ｍ 静岡県

13 仙丈ケ岳 　３０３３ｍ 長野県△山梨県 64 小河内岳 　２８０２ｍ 長野県△静岡県

14 農鳥岳 　３０２６ｍ 静岡県△山梨県 65 蓮華岳 　２７９９ｍ 長野県△富山県

15 乗鞍岳 　３０２６ｍ 長野県△岐阜県 66 アサヨ峰 　２７９９ｍ 山梨県

16 立　山 　３０１５ｍ 富山県 67 薬師岳 　２７８０ｍ 山梨県

17 聖　岳 　３０１３ｍ 静岡県 68 高　嶺 　２７７９ｍ 山梨県

18 涸沢岳 　３１１０ｍ 長野県△岐阜県 69 熊沢岳 　２７７８ｍ 長野県

19 北穂高岳 　３１０６ｍ 長野県△岐阜県 70 小蓮華山 　２７６９ｍ 新潟◇富山◇長野

20 雄　山 　３００３ｍ 富山県 71 赤岩岳 　２７６９ｍ 長野県

21 剱　　岳 　２９９８ｍ 富山県 72 大籠岳 　２７６７ｍ 山梨県△静岡県

22 黒　岳 　２９８６ｍ 富山県 73 地蔵ケ岳 　２７６４ｍ 山梨県

23 甲斐駒ヶ岳 　２９６７ｍ 長野県△山梨県 74 燕　岳 　２７６３ｍ 長野県

24 木曽駒ヶ岳 　２９５８ｍ 長野県 75 横通岳 　２７６７ｍ 長野県

25 白馬岳 　２９３２ｍ 長野県△富山県 76 硫黄岳 　２７６０ｍ 長野県

26 宝剣岳 　２９３１ｍ 長野県 77 西　岳 　２７５８ｍ 長野県

27 明神岳 　２９３１ｍ 長野県 78 縦沢岳 　２７５５ｍ 長野県△岐阜県

28 薬師岳 　２９２６ｍ 富山県 79 蒲田富士 　２７４２ｍ 岐阜県

29 鷲羽岳 　２９２４ｍ 長野県△富山県 80 笹　山 　２７３３ｍ 山梨県△静岡県

30 大天井岳 　２９２２ｍ 長野県 81 将棋頭山 　２７３０ｍ 長野県

31 西穂高岳 　２９０９ｍ 長野県△岐阜県 82 桧尾岳 　２７２８ｍ 長野県

32 白馬鑓ケ岳 　２９０３ｍ 長野県△富山県 83 鳥帽子岳 　２７２６ｍ 長野県△静岡県

33 八ケ岳 　２８９９ｍ 長野県△山梨県 84 小太郎山 　２７２５ｍ 山梨県

34 笠ケ岳 　２８９７ｍ 岐阜県 85 権現岳 　２７１５ｍ 長野県△山梨県

35 広河内岳 　２８９６ｍ 山梨県△静岡県 86 南真砂岳 　２７１３ｍ 長野県

36 鹿島槍ケ岳 　２８８９ｍ 長野県△富山県 87 白　山 　２７０２ｍ 岐阜県△石川県

37 ワリモ岳 　２８８８ｍ 長野県△富山県 88 唐松岳 　２６９６ｍ 長野県△富山県

38 別　山 　２８８０ｍ 富山県 89 宝永山 　２６９３ｍ 神奈川県

39 旭　岳 　２８６７ｍ 富山県 90 安部荒倉岳 　２６９３ｍ 長野県△静岡県

40 蝙蝠岳 　２８６５ｍ 静岡県 91 鋸　山 　２６８５ｍ 長野県△山梨県

41 空木岳 　２８６４ｍ 長野県 92 赤沢岳 　２６７８ｍ 長野県△富山県

42 赤牛岳 　２８６４ｍ 富山県 93 蝶ケ岳 　２６７７ｍ 長野県

43 真砂岳 　２８６１ｍ 長野県△富山県 94 爺ケ岳 　２６７０ｍ 長野県△富山県

44 双六岳 　２８６０ｍ 長野県△岐阜県 95 赤沢山 　２６７０ｍ 長野県

45 常念岳 　２８５７ｍ 長野県 96 新蛇抜山 　２６６７ｍ 長野県△静岡県

46 三沢岳 　２８４６ｍ 長野県 97 本谷山 　２６５８ｍ 長野県△静岡県

47 三ツ岳 　２８４５ｍ 長野県△富山県 98 茶臼山 　２６５８ｍ 長野県

48 三俣蓮華岳 　２８４１ｍ 長野◇富山◇岐阜 99 餓鬼岳 　２６４７ｍ 長野県

49 南駒ケ岳 　２８４１ｍ 長野県 100 霞沢岳 　２６４６ｍ 長野県

50 鳳凰山 　２８４０ｍ 山梨県 101 天狗岳 　２６４６ｍ 長野県

51 黒部五郎岳 　２８４０ｍ 長野県△岐阜県 102 板屋岳 　２６４６ｍ 長野県△静岡県

２，０００㍍　級　以　上　の　日　本　の　山　　雑　学

夕暮れの富士山

　日本列島を形成する山岳、太古より人々を見つめてきた地域の名峰、親しみある地域の山々の標高を、興味本意

に二千㍍級以上の峰を、市販されている地図上で拾い上げて見ました、若干の見過ごしがあるかと思いますが、ご

容赦ください。　尚、日本列島中心部の関東甲信越及び東海北陸地方に二千㍍級以上の高山は集中しております。
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103 鳴沢岳 　２６４１ｍ 長野県△富山県 158 別　山 　２３９９ｍ 岐阜県

104 唐沢岳 　２６３２ｍ 長野県 159 西　岳 　２３９８ｍ 長野県

105 岩小屋沢岳 　２６３０ｍ 長野県△富山県 160 池口岳 　２３９２ｍ 長野県△静岡県

106 笊ケ岳 　２６２９ｍ 静岡県△山梨県 161 錫ケ岳 　２３８８ｍ 群馬県△栃木県

107 鳥帽子岳 　２６２８ｍ 長野県△富山県 162 猫又山 　２３７８ｍ 富山県

108 南沢岳 　２６２５ｍ 長野県△富山県 163 大棚入山 　２３７５ｍ 長野県

109 鷲　岳 　２６１７ｍ 富山県 164 大真名子山 　２３７５ｍ 栃木県

110 鳶　山 　２６１６ｍ 富山県 165 太郎山 　２３６７ｍ 栃木県

111 大滝山 　２６１６ｍ 長野県 166 安平路山 　２３６３ｍ 長野県

112 越百山 　２６１３ｍ 長野県 167 大弛峠 　２３６０ｍ 山梨県△埼玉県

113 雪倉岳 　２６１１ｍ 新潟県△富山県 168 燧ケ岳 　２３５６ｍ 栃木県

114 奥大日岳 　２６１１ｍ 富山県 169 四阿山 　２３５４ｍ 長野県△群馬県

115 茶臼岳 　２６０４ｍ 長野県△静岡県 170 易老岳 　２３５４ｍ 長野県

116 清水岳 　２６０３ｍ 富山県 171 高妻山 　２３５３ｍ 新潟県△長野県

117 不動岳 　２６０１ｍ 長野県△富山県 172 裏岩菅山 　２３４１ｍ 長野県

118 金峰山 　２５９９ｍ 山梨県△埼玉県 173 黒金山 　２３３２ｍ 山梨県

119 徳右衛門岳 　２５９９ｍ 静岡県 174 大無間山 　２３２９ｍ 静岡県

120 国師ケ岳 　２５９２ｍ 山梨県△埼玉県 175 小真名子山 　２３２３ｍ 栃木県

121 光　岳 　２５９１ｍ 長野県△静岡県 176 乙妻山 　２３１８ｍ 新潟県△長野県

122 辻　山 　２５８５ｍ 山梨県 177 破不山 　２３１８ｍ 埼玉県△山梨県

123 朝日岳 　２５７９ｍ 山梨県△埼玉県 178 横手山 　２３０７ｍ 長野県△群馬県

124 日光白根山 　２５７８ｍ 群馬県△栃木県 179 経ケ岳 　２２９６ｍ 長野県

125 三伏峠 　２５７０ｍ 長野県 180 尾根山 　２２９６ｍ 静岡県

126 浅間山 　２５６８ｍ 長野県△群馬県 181 岩菅山 　２２９５ｍ 長野県

127 峰の松目 　２５６７ｍ 長野県 182 大雪山 　２２９０ｍ 北海道

128 鉢ケ岳 　２５６３ｍ 新潟県△富山県 183 立場岳 　２２７０ｍ 長野県

129 大唐松山 　２５６１ｍ 山梨県 184 有明山 　２２６８ｍ 長野県

130 池平山 　２５６１ｍ 富山県 185 金　山 　２２４５ｍ 新潟県△長野県

131 硫黄岳 　２５５４ｍ 長野県 186 北鎮岳 　２２４４ｍ 北海道

132 北葛岳 　２５５１ｍ 長野県△富山県 187 鳥海山 　２２３６ｍ 山形県

133 黒檜山 　２５４０ｍ 長野県 188 端牆山 　２２３０ｍ 山梨県

134 針ノ木峠 　２５３６ｍ 長野県△富山県 189 白雲岳 　２２３０ｍ 北海道

135 蓼科山 　２５３０ｍ 長野県 190 至仏山 　２２２８ｍ 群馬県

136 十石山 　２５２５ｍ 長野県△岐阜県 191 金　山 　２２２０ｍ 新潟県△長野県

137 編笠山 　２５２４ｍ 長野県△山梨県 192 天狗原山 　２１９７ｍ 新潟県△長野県

138 仁田岳 　２５２４ｍ 静岡県 193 鳥帽子岳 　２１９５ｍ 長野県

139 伊那荒倉岳 　２５１９ｍ 山梨県 194 鍋冠山 　２１９４ｍ 長野県

140 越中沢岳 　２５１９ｍ 富山県 195 佐武流山 　２１９２ｍ 新潟県△長野県

141 大日岳 　２５０１ｍ 富山県 196 恵那山 　２１９１ｍ 岐阜県△長野県

142 男体山 　２４８４ｍ 栃木県 197 草津白根山 　２１７１ｍ 群馬県

143 女峰山 　２４８３ｍ 栃木県 198 不動岳 　２１７１ｍ 静岡県

144 三宝山 　２４８３ｍ 長野県△埼玉県 199 摺古木山 　２１６９ｍ 長野県

145 甲武信ケ岳 　２４７５ｍ 埼玉◇山梨◇長野 200 錫杖岳 　２１６８ｍ 岐阜県

146 白馬乗鞍岳 　２４６９ｍ 長野県 201 黒岩山 　２１６３ｍ 新潟県

147 火打山 　２４６２ｍ 新潟県 202 白根山 　２１６０ｍ 群馬県

148 船窪岳 　２４５９ｍ 長野県△富山県 203 武尊山 　２１５８ｍ 群馬県

149 焼　岳 　２４５５ｍ 長野県△岐阜県 204 苗場山 　２１４５ｍ 新潟県△長野県

150 妙高山 　２４５４ｍ 新潟県

151 鉢盛山 　２４４６ｍ 長野県

152 朝日岳 　２４１８ｍ 新潟県△富山県

153 毛勝山 　２４１４ｍ 富山県

154 奥千丈岳 　２４０９ｍ 山梨県

155 青薙山 　２４０６ｍ 静岡県

156 黒斑山 　２４０４ｍ 長野県△群馬県

157 焼　　山 　２４００ｍ 新潟県
夏の武尊山
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205 皇海山 　２１４４ｍ 群馬県△栃木県

206 鬼怒沼山 　２１４１ｍ 群馬県△栃木県

207 トムラウシ山　２１４１ｍ 北海道

208 平ケ岳 　２１４１ｍ 新潟県△群馬県

209 白砂山 　２１４０ｍ 新潟◇群馬◇長野

210 平ガ岳 　２１４０ｍ 新潟県△群馬県

211 千頭星山 　２１３９ｍ 山梨県

212 御小屋山 　２１３７ｍ 長野県 ３位の間ノ岳から見た、２位の北岳

213 会津駒ケ岳 　２１３３ｍ 福島県

214 五郎山 　２１３２ｍ 長野県

215 徳本峠 　２１３０ｍ 長野県

216 三ノ峰 　２１２８ｍ 岐阜県△石川県

217 釜無山 　２１１７ｍ 長野県

218 御座山 　２１１２ｍ 長野県

219 愛別岳 　２１１２ｍ 北海道

220 唐松尾山 　２１０９ｍ 埼玉県△山梨県

221 赤石山 　２１０９ｍ 長野県△群馬県

222 大遠見山 　２１０６ｍ 長野県

223 飯豊山 　２１０５ｍ 山形県△福島県 　　新潟県No.1　小蓮華山

224 鍬崎山 　２０９０ｍ 富山県

225 中ノ岳 　２０８５ｍ 新潟県

226 大高山 　２０７９ｍ 長野県△群馬県

227 赤　岳 　２０７８ｍ 北海道

228 十勝岳 　２０７７ｍ 北海道

229 飛竜山 　２０７７ｍ 埼玉県△山梨県

230 笠ケ岳 　２０７６ｍ 長野県

231 黒法師山 　２０６７ｍ 静岡県

232 鳥帽子岳 　２０６６ｍ 長野県

233 三岩岳 　２０６５ｍ 新潟県

234 帝釈山 　２０６０ｍ 新潟県△栃木県

235 三方崩山 　２０５９ｍ 岐阜県

236 大菩薩嶺 　２０５７ｍ 山梨県

237 黒姫山 　２０５３ｍ 長野県

238 幌尻岳 　２０５２ｍ 北海道 　長野県　・県内立峰　６２峰／県境の峰　７４峰

239 美瑛岳 　２０５２ｍ 北海道 　山梨県　・県内立峰　１９峰／県境の峰　２４峰

240 櫛形山 　２０５２ｍ 山梨県 　富山県　・県内立峰　１９峰／県境の峰　２７峰

241 転付峠 　２０４０ｍ 静岡県△山梨県 　静岡県　・県内立峰　１３峰／県境の峰　１９峰

242 荷鞍山 　２０４０ｍ 群馬県 　岐阜県　・県内立峰　　６峰／県境の峰　１２峰

243 鳥甲山 　２０３８ｍ 長野県 　新潟県　・県内立峰　　７峰／県境の峰　１３峰

244 岩手山 　２０３８ｍ 岩手県 　群馬県　・県内立峰　　５峰／県境の峰　１５峰

245 志賀高原 　２０３７ｍ 長野県 　栃木県　・県内立峰　　６峰／県境の峰　　４峰

246 白石山 　２０３６ｍ 埼玉県 　埼玉県　・県内立峰　　１峰／県境の峰　１０峰

247 白沢天狗山 　２０３６ｍ 長野県 　福島県　・県内立峰　　１峰／県境の峰　　２峰

248 西吾妻山 　２０３５ｍ 山形県△福島県 　神奈川県・県内立峰　　１峰／県境の峰　　１峰

249 美ケ原 　２０３４ｍ 長野県 　山形県　・県内立峰　　１峰

250 乾徳山 　２０３１ｍ 山梨県 　石川県　・………………　／県境の峰　　　２峰

251 北沢峠 　２０３０ｍ 長野県△山梨県 　東京都　・………………　／県境の峰　　　１峰

252 仙ノ倉山 　２０２６ｍ 新潟県△群馬県 　北海道　・道内立峰　１０峰

253 十文字峠 　２０２０ｍ 長野県△埼玉県

254 雲取山 　２０１７ｍ 山梨◇埼玉◇東京

255 山　伏 　２０１４ｍ 静岡県△山梨県

256 小金沢連嶺 　２０１４ｍ 山梨県

257 ニペソツ山 　２０１３ｍ 北海道

258 景鶴山 　２００４ｍ 新潟県△群馬県

259 越後駒ヶ岳 　２００３ｍ 新潟県

お酒で有名な八海山。　実は大日岳・剣が峰・摩利支岳・釈迦岳・白河岳・七曜
岳・不動岳・地蔵岳、この八つの峰の総称なんです。
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