
みさくば100山      編集中

No 山名 読み方 標高(m) 等 備考・別名

1 中の尾根山 ナカノオネヤマ 遠州―浜松―の高峰・学術参考保護林・新浜松自然百選・

静岡百山

ム ドーム 2251 ヨモギ沢の頭

三又山 ミツマタヤマ 222( 駿河、信州、遠州の国境

不動岳 フドウダケ 217` (川根本町)

黒沢山 クロサワヤマ 2122.〔 ヤブこぎで有名

鎌崩岳 カマナギダケ 207モ 鎌崩ノ頭・鎌崩山

黒法師岳 クロボウシダケ 206〔

日本三百名山・遠州を代表する山・X印変種三角点

・黒帽子山・正三角錐の山・静岡百山

丸盆岳 マルボンダケ 206( 深南―の眺望・静岡百山

黒山 クロヤマ 2095

1 笠松山 カサマツヤマ

バラ谷ノ頭 バラダニノカシラ 201( バラ谷山・2000m級では日本最南端の山・展望良し・三合山

1 鹿ノ平 シカノタイラ 200( 山上の楽園

1 上西平山 カミニシダイラヤマ 190( 上西平の頭

1 房小山 フサコヤマ 1868` 川上山・平成11年 県スポーツ祭会場

1 中又山 ナカマタヤマ

1 自倉山 シラクラヤマ 浜松市最北端の山

1 栃生山 トチウヤマ シャウソ山・白倉山・三角点名栃生山 (ト チウヤマ)

1 平森山 ラモリヤマ 1812.〔

前黒法師山 マエクロボウシヤマ 1781.

六呂場山 ロクロバヤマ 17474

奥布山 オクブヤマ 1741

麻布山 アザブヤマ 168〔 同辺の山を総称して戸中山ともいう(戸中山国有林)初級向き

・静岡百山

鋸 山 ノコギリヤマ

朝日山 アサヒヤマ 169C

―級のヤブ山・三角点(1667m)の見つからない山として有名

黒法師岳の補点三角点

熊伏山 クマブシヤマ 16533 1 クマブセヤマ。日本三百名山・山頂は飯田市

奈良代山 ナラシロヤマ 1624 三角点は13223m

高塚山 タカツカヤマ 1621. 日本三百名山・三角点名 (京丸山)静岡100山

戸中山 トチュウザン

前熊伏山 マエクマブシヤマ 青崩分岐 山に生きる会命名

三合山 ミツアイヤマ 水窪、春野、川根本町境

六呂場峠 ロクロバトウゲ 160(

打越峠 ウチコシトウゲ 153〔

三本栃山 サンボントチヤマ 1533.1 都沢の頭・三角点1533.1

都沢山 ミヤコザワヤマ 153,

鶏冠山 トサカヤマ 151C 餞のトサカのような登り下りの激しいガレ場が続く

矢筈山 ヤハズヤマ 147〔

京丸山 キョウマルヤマ 三角点は堂木・深田久弥登頂の山・京丸伝説・静岡百山

常光寺山 ジョウコウジサン 1438.〔 フアミリー向き・静岡百山。向市場からは健脚向き。

三ツ森山 ミツモリヤマ 1436( 灰縄山

青崩の頭 アオクズレノカシラ

観音山 カンノンヤマ 1418.21 静岡百山



ナダクマシロ
山 ナダクマシロヤマ 141〔

大ハカ山 オオハカヤマ 1371

門桁山 カドゲタヤマ オクトウヤマ・野鳥の森・新浜松自然百選・ファミリー向け

五丁坂頭山 ゴチョウサカトウヤマ 1868.4 ゴチョウサカアタマ・高フロ山・野鳥の森

青崩嶺 アオクズレレイ 136〔 通称1368峰 山に生きる会命名

サワ山 トサワヤマ

井戸口山 イドグチヤマ 1334.〔 平成15年国体候補地

大島山 オオシマヤマ

水梨山 ミズナシヤマ

遠木山 トウキヤマ 山に生きる会が命名

三森山 ミツモリヤマ 130Z

イロウ山 イロウヤマ

大高速山 オオタカトウヤマ 1295.〔 大達山・三角点名は皇塔山

経塚 キョウヅカ 修験者の行場

テタア山 テタアヤマ

ヒコウキ平 ヒコウキダイラ

八森山 ハチモリヤマ 1255( 三角点名 (金十森山)

オオモウ山 オオモウヤマ

国盗山 クニトリヤマ 山に生きる会が命名

扇平山 オオギダイラヤマ

青薙山 アオナギヤマ 1168.ε 青ナギ山(国土地理院 )

大沢山 オオサワヤマ

塩沢山 シオザワヤマ 1166.3

ヒョウ越 ヒョウコシ

国盗り綱引き会場。1992年 日本イベント大賞奨励賞・

平成11年 県スポーツ祭会場、兵越峠

Itxlrtr オオスタヤマ 1157.乏 三角点名は青業山

画栃山 エドチヤマ 1136.2

高森山 タカモリヤマ 1132.1 三角点名は小倉山(国土地理院は高森)

天塚 テンヅカ

山住峠 ヤマズミトウゲ 県指定天然記念物山住杉・山住神社'新浜松自然百選

青崩峠 アオクズレトウゲ 1082.〔 日本百峠・県指定歴史ある道・中央構造線・新浜松自然百選

7 ナダクマ山 ナダクマヤマ

ニゴリ沢山 ニゴリサワヤマ

大津山 オオツヤマ 1074.1 平成15年 国体山岳競技会場

大寄山 オオヨリヤマ

門谷矢筈山 カドタニヤハズャマ 105(
1門

谷山・長尾参芦山と2つで双子山、通称ケツ山

長尾矢筈山 ナゴウヤハズヤマ 長尾山

瀬戸野山 セドノヤマ

大野山 tt/Pv
クロテ山 クロテヤマ

覗山 ノゾキヤマ

ゼンモン山 ゼンモンヤマ 963〔

8 大津峠 オオツトウゲ

ボンガ塚 ボンガヅカ

大洞山 オオボラヤマ 929.〔

矢落峠 ヤオツトウゲ

亀の甲山 カメノコウヤマ 880〔 三角点を移動・!日 三角点848山名は熊谷伝記に出来する。



イラアラ山 イラアラヤマ

松林山 マツバヤシヤマ?

中根山 ナカネヤマ 755〔

池の平 イケノタイラ 伝説の池

夏焼山 ナツヤキヤマ

石仏山 イシボトケヤマ

高根山 タカネヤマ

高根城址は420m・新浜松自然百選・初心者向き・

平成17年県都市景観優秀賞

池の平峠 イケノタイラトウゲ

風越峠 カザコシトウゲ

堀切峠 ホリキリトウゲ

針間野峠 ハリマノトウゲ 地蔵峠

カモシカ平 カモシカダイラ

山王岩峰 サンノウガンポウ 挑める山(絶壁)

(注 )

・水窪の山には、ピークはあるが山名のない山が多い。登山家がガイド本に記入するのに困り、地区の人に尋ねたり、思い

つきでカタカナで山名を記入したものが いつの間にか正式名となる。

・山名は集落によつて異なる。(境の山は、県によっても異なることが多い)

(例)塩沢地区、粟代地区、引の日地区、瀬戸野地区、等

◎山名はいろいろあるが、水窪で呼ばれていた名を優先した。

(例)シャウズ山(国土地理院)は、なぜ変えたという問合せが多いが、旧水窪営林署では白倉山、三角点は栃生山

となっている。我々は栃生山という呼称が最もふさわしいと思う。

(例)水窪の市街地から眺めることのできる矢筈山は長尾矢害、門桁矢筈が定着している。

・三角点は3等以上のみ明記した。

・追加や修正のため Noが標高順と異なつています。

NPO法人「山に生きる会」

水窪ボランティア・ガイド会

水窪協働センター地域振興グループ

天竜森林管理署水窪森林事務所

水窪森林組合

水窪観光協会


