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山名 読み方 標高 都道府県1 都道府県2 市町村1 市町村2 市町村3 緯度 経度 地形図名
相之山 あいのやま 0970 山梨 南部町 351701 1382946 南部
赤岩岳 あかいわだけ 1550 群馬 埼玉 上野村 大滝村 360207 1384902 両神山
赤嵓北峰 あかくらきたみね 1675 長野 栄村 365054 1383600 鳥甲山
赤沢山 あかさわやま 1982 群馬 新潟 六合村 湯沢町 364444 1384257 野反湖
赤沢山 あかざわやま 1819 埼玉 大滝村 355739 1384628 中津峡
赤岳 あかだけ 1055 山梨 静岡 南部町 静岡市 351130 1382524 篠井山
赤羽ノ頭 あかばねのかしら 1690 長野 小海町 佐久町 360605 1383402 海瀬
赤火岳 赤火岳 1822 群馬 長野 上野村 北相木村 360234 1383820 浜平
赤ボッコ あかぼっこ 0410 東京 青梅市 日ノ出町 354607 1391417 武蔵御岳
秋葉山 あきはさん 0887 山梨 道志村 353031 1390024 大室山
秋葉山 あきはさん 0730 神奈川 愛川町 清川村 353105 1391543 上溝
アザミ塚 あざみづか 1630 静岡 御殿場市 351914 1384621 印野
飛鳥山 あすかやま 0027 東京 北区 354501 1394420 東京西部
阿須山 あずやま 0189 埼玉 入間市 飯能市 354939 1392044 青梅
麻布山 あそうさん 1268 山梨 大月市 上野原市 354017 1385958 猪丸
愛宕山 あたごやま 0584 東京 青梅市 354731 1391208 武蔵御岳
愛宕山 あたごやま 0507 東京 奥多摩町 354815 1390550 奥多摩湖
愛宕山 あたごやま 0394 埼玉 毛呂山町 355552 1391615 越生
愛宕山 あたごやま 0655 埼玉 皆野町 東秩父村 360359 1390924 安戸
愛宕山 あたごやま 0160 栃木 烏山町 363912 1400854 烏山
吾妻山 あづまやま 0150 神奈川 伊勢原市 秦野市 352303 1391600 伊勢原
アツラ沢ノ頭 あつらさわのあたま 1514 静岡 静岡市 351356 1381700 湯の森
後袈裟丸山 あとけさまるやま 1910 栃木 群馬 足尾町 東村 利根村 363800 1391941 袈裟丸山
穴沢ノ頭 あなざわのあたま 1983 長野 長谷村 354446 1380727 仙丈ヶ岳
穴沢山 あなざわやま 0954 山梨 大月市 353653 1385207 笹子
油沢ノ頭 あぶらざわのかしら 1310 山梨 神奈川 道志村 山北町 352750 1385757 御正体山
雨乞岳 あまごいだけ 0546 神奈川 秦野市 352439 1390935 秦野
雨乞山 あまごいやま 0340 埼玉 越生町 355852 1391526 越生
雨引山 あまびきさん 0409 茨城 岩瀬町 大和村 362010 1400719 加波山
雨坊主 あまんぼうず 1295 群馬 倉渕村 362552 1384211 浅間隠山
雨降山 あめふりやま 1177 山梨 上野原市 353952 1390220 上野原
雨降山 あめふりやま 1026 群馬 上野村 360416 1384540 両神山
アヤメ山 あやめやま 1372 群馬 中之条町 六合村 364021 1384225 野反湖
新倉山 あらくらやま 1234 山梨 富士河口湖町 富士吉田市 353056 1384723 河口湖東部
蟻ヶ峰 ありがみね 1979 群馬 長野 上野村 川上村 355931 1384120 居倉
不逢山 あわずさん 1562 山梨 富士河口湖町 芦川村 353214 1384226 河口湖西部
飯盛山 いいもりやま 1190 山梨 山中湖村 352620 1385212 富士吉田
飯盛山 いいもりやま 0790 埼玉 越生町 都幾川村 355723 1391246 正丸峠
居頭山 いがしらやま 1820 群馬 新潟 水上町 塩沢町 365653 1385753 巻機山

地形図に記載がなく日本山名事典に記載の山(首都圏＋新潟、長野、福島、静岡の一部)

居頭山 いがしらやま 1820 群馬 新潟 水上町 塩沢町 365653 1385753 巻機山
猪狩山 いかりさん 0822 埼玉 荒川村 両神村 355847 1385730 三峰
池ヶ峰 いけがみね 1947 長野 奈川村 360452 1373734 寄合渡
池ノ頭 いけのかしら 1404 長野 和田村 361219 1381054 和田
石垣山 いしがきやま 0262 神奈川 小田原市 351406 1390738 小田原南部
石切山 いしきりやま 1541 山梨 大月市 都留市 353442 1384847 河口湖東部
石切山 いしきりやま 0240 茨城 日立市 363544 1403754 日立
石古根山 いしごねやま 1443 群馬 草津町 363650 1383447 上野草津
石小屋ノ頭 いしごやのあたま 1353 神奈川 山北町 352743 1390622 中川
石棚山 いしだなやま 1351 神奈川 山北町 352748 1390510 中川
石ッコツ いしっこつ 1640 山梨 長野 須玉町 川上村 355509 1383320 瑞牆山
石堂林 いしどうばやし 0280 千葉 丸山町 350403 1395813 安房古川
石ドヤ山 いしどややま 1503 群馬 六合村 364056 1383819 野反湖
石仏 いしぼとけ 1916 群馬 長野 上野村 南相木村 360111 1383846 浜平
泉が森 いずみがもり 0030 茨城 日立市 363104 1403730 日立南部
伊勢沢ノ頭 いせざわのあたま 1177 神奈川 山北町 松田町 352534 1390621 中川
イソツネ山 いそつねやま 0846 東京 奥多摩町 354759 1390408 奥多摩湖
板小屋沢ノ頭 いたごやさわのあたま 1130 神奈川 山北町 352754 1390436 中川
イタドリ沢ノ頭 いたどりさわのかしら 0506 神奈川 藤野町 353747 1390936 与瀬
一湖台 いっこだい 0947 山梨 富士河口湖町 353003 1384343 鳴沢
一本松山 いっぽんまつやま 0337 神奈川 藤野町 353636 1390817 与瀬
伊那丸 いなまる 1698 長野 諏訪市 茅野市 360529 1381123 霧ヶ峰
稲荷山 いなりやま 0400 東京 八王子市 353733 1391525 八王子
犬涼み山 いぬすずみやま 1210 静岡 富士宮市 352303 1383839 富士山
犬目丸 いぬめまる 0861 山梨 上野原市 353806 1390146 上野原
猪ノツブレ いのつぶれ 1350 山梨 上九一色村 352538 1383937 鳴沢
イブリ山 いぶりやま 1791 富山 朝日町 宇奈月町 364955 1374143 黒薙温泉
今熊山 いまくまやま 0505 東京 八王子市 354238 1391258 五日市
今倉山 いまくらやま 1470 山梨 都留市 道志村 353117 1385828 都留
今倉山 いまくらやま 1470 山梨 都留市 道志村 353117 1385828 都留
今倉山 いまくらやま 1037 群馬 水上町 364738 1385810 水上
芋掘ドッケン いもほりどっけん 1464 埼玉 大滝村 両神村 355850 1385158 中津峡
イモリ山 いもりやま 0430 埼玉 飯能市 355505 1391140 原市場
入小沢ノ頭 いりこざわのあたま 1302 東京 山梨 奥多摩町 小菅村 354501 1390019 猪丸
岩崎山 いわさきやま 1150 山梨 勝沼町 大和村 353752 1384523 笹子
岩下ノ丸 いわしたのまる 1304 山梨 都留市 道志村 353002 1385734 御正体山
岩淵山 いわぶちやま 1528 群馬 長野原町 倉渕村 362638 1383844 浅間隠山
岩本山 いわもとやま 0193 静岡 富士市 351038 1383729 入山瀬
植野山 うえのやま 0667 山梨 都留市 353535 1385619 大月
上野山 うえのやま 0027 東京 台東区 354250 1394627 東京首部
上ノ山 うえのやま 1048 群馬 新治村 364427 1385237 猿ヶ京
兎藪 うさぎやぶ 1449 山梨 須玉町 354857 1382951 茅ヶ岳
牛籠山 うしろうやま 1481 長野 飯田市 高森町 353438 1374902 飯田
後山 うしろうやま 0423 茨城 大子町 364459 1402419 大中宿
後山 うしろうやま 0991 群馬 新治村 364459 1385420 猿ヶ京
臼入山 うすいりやま 0421 埼玉 東秩父村 小川町 360402 1391204 安戸
臼ヶ岳 うすがたけ 1460 神奈川 山北町 津久井町 352836 1390736 大山臼ヶ岳 うすがたけ 1460 神奈川 山北町 津久井町 352836 1390736 大山
ウズモ山 うずもやま 1066 山梨 小菅村 丹波山村 354629 1385532 丹波
臼山 うすやま 1683 山梨 鳴沢村 352449 1384113 富士山
内浦山 うちうらやま 0200 千葉 天津小湊町 350938 1401121 安房小湊
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ウドノ頭 うどのかしら 1967 富山 魚津市 宇奈月町 364250 1373629 毛勝山
裏銅倉 うらどうくら 1774 新潟 六日町 370051 1390219 兎岳
雨竜山 うりゅうざん 1225 山梨 須玉町 355102 1382828 谷戸
永栗ノ峰 えいぐりのみね 0633 東京 青梅市 354939 1391157 武蔵御岳
エビ小屋山 えびごややま 1147 東京 奥多摩町 355040 1390723 原市場
エビス大黒ノ頭 えびすだいこくのかしら 1888 群馬 新潟 新治村 湯沢町 364844 1385105 三国峠
エビ蔓ノ頭 えびづるのあたま 1351 埼玉 両神村 360058 1385131 両神山
烏帽子岩 えぼしいわ 1117 群馬 松井田町 361849 1384254 南軽井沢
烏帽子岳 えぼしだけ 1621 群馬 新治村 364731 1385244 水上
烏帽子岳 えぼしだけ 1934 群馬 水上町 365226 1385809 茂倉岳
塩山 えんざん 1999 山梨 三富村 355336 1384229 金峰山
御岩山 おいわさん 0492 茨城 日立市 363757 1403537 町屋
大石山 おおいしやま 1220 神奈川 山北町 352718 1390642 中川
大岩 おおいわ 1133 群馬 南牧村 360859 1383834 十石峠
大尾根 おおおね 1478 岐阜 高山市 丹生川村 360923 1372505 飛騨青屋
大木戸山 おおぎどやま 1287 栃木 日光市 鹿沼市 364242 1393316 日光南部
大久保山 おおくぼやま 1109 山梨 大月市 353810 1390030 上野原
大具里ノ頭 おおぐりのかしら 1458 新潟 塩沢町 湯沢町 365445 1385535 茂倉岳
大栗山 おおくりやま 1591 東京 埼玉 奥多摩町 秩父市 355302 1390240 武蔵日原
大桑山 おおくわやま 0980 山梨 大月市 都留市 353451 1385947 都留
大笄 おおこうげ 1510 神奈川 山北町 津久井町 352912 1390547 中川
大笹ノ頭 おおざさのかしら 1672 山梨 静岡 南部町 身延町 静岡市 351756 1382221 南部
大笹峰 おおざさみね 1807 長野 長門町 360732 1381143 霧ヶ峰
大笹山 おおささやま 1454 群馬 新治村 364616 1385045 三国峠
大沢ノ頭 おおさわのあたま 1673 山梨 牧丘町 354628 1383935 川浦
大沢山 おおさわやま 1482 東京 山梨 檜原村 上野原市 354400 1390055 猪丸
大沢山 おおさわやま 1450 山梨 大月市 御坂町 353508 1384706 河口湖東部
大沢山 おおさわやま 1042 山梨 一ノ宮町 勝沼町 353750 1384428 石和
大鹿山 おおしかやま 1236 山梨 大月市 大和村 353750 1384923 笹子
大障子ノ頭 おおしょうじのかしら 1800 群馬 新潟 新治村 湯沢町 364934 1385323 水上
大杉丸 おおすぎまる 1169 神奈川 山北町 津久井町 352944 1390431 中川
大杉山 おおすぎやま 0861 神奈川 山北町 352611 1390404 中川
大ゾウリ山 おおぞうりやま 0840 東京 神奈川 檜原村 藤野町 353959 1390925 与瀬
大反山 おおそりやま 0854 埼玉 秩父市 荒川村 355627 1390242 秩父
大平原 おおだいらはら 1969 長野 川上村 355614 1383943 居倉
大平山 おおだいらやま 1075 東京 奥多摩町 354713 1385952 奥多摩湖
大高山 おおたかやま 0493 埼玉 飯能市 355354 1391359 原市場
大高谷山 おおたかややま 0325 埼玉 飯能市 355114 1391535 飯能
大棚ノ頭 おおだなのあたま 1268 山梨 神奈川 道志村 山中湖村 山北町 352656 1385615 御正体山
大棚山 おおだなやま 0720 埼玉 秩父市 横瀬町 355958 1390801 正丸峠
大ダビ山 おおだびやま 0901 都留市 秋山村 353418 1390027 大室山大ダビ山 おおだびやま 0901 都留市 秋山村 353418 1390027 大室山
大タル山 おおたるやま 1031 神奈川 山北町 352714 1390542 中川
大津 おおつ 1050 群馬 南牧村 360810 1383938 十石峠
大栂 おおつが 1204 神奈川 山北町 352712 1385856 御正体山
大掴山 おおつかみやま 0796 埼玉 秩父市 355530 1390428 秩父
大築山 おおづくやま 0466 埼玉 越生町 都幾川村 355829 1391351 正丸峠
大出山 おおでやま 1102 山梨 山中湖村 352605 1385123 富士吉田
大寺山 おおてらやま 1226 山梨 大月市 上野原市 354057 1385941 七保
大峠山 おおとうげやま 1760 栃木 福島 黒磯市 下郷町 370911 1395558 那須岳
大ドッケ おおどっけ 1315 埼玉 秩父市 355414 1390326 武蔵日原
大ナゲシ おおなげし 1532 群馬 上野村 360216 1384820 両神山
大ナラキの頭 おおならきのあたま 1840 群馬 栃木 足尾町 利根村 364300 1392134 皇海山
大ヌタ山 おおぬたやま 1157 静岡 水窪町 351433 1375443 水窪湖
大垈山 おおぬたやま 1190 山梨 大月市 353943 1385437 大月
大幡山 おおはたやま 1531 山梨 富士河口湖町 都留市 353350 1384800 河口湖東部
大判山 おおばんやま 1696 岐阜 長野 中津川市 阿智村 352736 1373638 中津川
大光山 おおぴっかりやま 1670 山梨 静岡 南部町 静岡市 351650 1382156 梅ヶ島
大日向山 おおひなたさん 1260 埼玉 大滝村 355440 1385748 雲取山
大平山 おおひらさん 0530 埼玉 越生町 355607 1391431 正丸峠
大平山 おおひらやま 0510 神奈川 山梨 藤野町 秋山村 353413 1390744 青野原
大舟小舟 おおぶねこぶね 0850 山梨 秋山村 353315 1390509 大室山
大洞山 おおほらやま 1403 山梨 大月市 御坂町 353604 1384609 笹子
大洞山 おおぼらやま 0536 東京 神奈川 八王子市 相模湖町 353650 1391353 与瀬
大前山 おおまえやま 0650 埼玉 皆野町 吉田町 360426 1390236 皆野
大丸 おおまる 1386 神奈川 秦野市 山北町 352658 1390927 大山
大丸 おおまる 0799 山梨 大月市 353733 1385420 大月
大丸山 おおまるやま 1031 群馬 松井田町 362344 1384118 軽井沢
大見岳 おおみだけ 1959 山梨 静岡 下部町 富士宮市 352500 1383245 人穴
大峰 おおみね 1288 山梨 都留市 道志村 353236 1390045 大室山
大峯山 おおみねやま 0109 千葉 館山市 丸山町 350050 1395603 安房古川
大室山 おおむろやま 0899 山梨 牧丘町 354550 1384145 川浦
大山 おおやま 1540 群馬 上野村 360229 1384632 両神山
大山 おおやま 1860 埼玉 大滝村 355722 1384520 中津峡
オオヤマト山 おおやまとやま 1250 山梨 小菅村 丹波山村 354617 1385728 丹波
大ヨケノ頭 おおよけのかしら 0771 埼玉 名栗村 355258 1390902 原市場
岡松ノ峰 おかまつのみね 1345 山梨 大月市 353832 1385159 笹子
萩ノ丸 おぎのまる 0794 山梨 上野原市 353806 1390211 上野原
オキノ耳 おきのみみ 1977 群馬 新潟 水上町 湯沢町 365014 1385548 茂倉岳
奥甘利山 おくあまりやま 1843 山梨 南アルプス市 韮崎市 354104 1382205 鳳凰山
奥後山 おくうしろやま 1466 山梨 丹波山村 354935 1385602 丹波
奥大光山 おくおおぴっかりやま 1620 山梨 静岡 南部町 静岡市 351727 1382201 梅ヶ島
奥ノ岳 おくのだけ 1371 山梨 都留市 道志村 352733 1385535 御正体山
奥ノ岳 おくのだけ 1371 山梨 都留市 道志村 352733 1385535 御正体山
奥東山 おくひがしやま 1830 長野 鬼無里村 小谷村 364641 1375806 雨中
小倉山 おぐらやま 0820 群馬 上野村 360514 1384736 神ヶ原
尾越山 おごしやま 1099 山梨 大月市 354039 1385723 七保
小沢岳 おざわだけ 1089 群馬 下仁田町 南牧村 360947 1384544 神ヶ原小沢岳 おざわだけ 1089 群馬 下仁田町 南牧村 360947 1384544 神ヶ原
小沢ノ頭 おざわのあたま 1848 長野 和田村 武石村 361302 1380945 和田
オジカ沢ノ頭 おじかざわのかしら 1890 群馬 新潟 水上町 新治村 湯沢町 364945 1385447 水上
お杓母子山 おしゃもじやま 0063 埼玉 鳩山町 355817 1392031 越生



2009/3/18バージョン

山名 読み方 標高 都道府県1 都道府県2 市町村1 市町村2 市町村3 緯度 経度 地形図名
御巣鷹山 おすたかやま 1522 山梨 甲府市 354728 1383551 茅ヶ岳
小高山 おだかやま 0700 栃木 飯能市 名栗村 355610 1390935 正丸峠
男抱山 おただきやま 0338 栃木 宇都宮市 363845 1394947 大谷
オツタテの峰 おつたてのみね 1930 群馬 長野 六合村 山ノ内町 364212 1383449 岩菅山
オッ立山 おったてやま 1301 山梨 大月市 大和村 353744 1384948 笹子
追母峰 おっぽみね 0949 群馬 沼田市 月夜野町 364128 1390143 後閑
弟富士山 おとふじやま 0386 埼玉 荒川村 355708 1390120 秩父
男女倉山 おなめくらやま 1776 長野 諏訪市 和田村 360725 1381051 霧ヶ峰
御成山 おなりやま 1450 群馬 草津町 363746 1383426 上野草津
鬼煩山 おにがくやま 1516 山梨 甲府市 敷島町 354731 1383302 茅ヶ岳
御林山 おはやしやま 1080 東京 檜原村 354403 1390253 猪丸
お坊山 おぼうやま 1430 山梨 大月市 大和村 353720 1384847 笹子
雄山 おやま 0776 埼玉 秩父市 355547 1390444 秩父
オロ山 おろやま 1822 栃木 足尾町 364102 1392235 中禅寺湖
恩田大川入山 おんだおおかわいりやま 1921 長野 岐阜 阿智村 浪合村 中津川市 352407 1373806 浪合
御岳 おんたけ 1350 長野 佐久市 361203 1383732 荒船山
御岳山 おんたけさん 0560 栃木 宇都宮市 363715 1394609 大谷
御岳山 おんたけさん 1690 栃木 藤原町 塩原町 365410 1394613 高原山
御岳山 おんたけさん 0576 群馬 下仁田町 361204 1384730 下仁田
御嶽山 おんたけさん 0231 茨城 岩瀬町 362057 1400655 岩瀬
御岳山 おんたけやま 0297 埼玉 小川町 360205 1391459 武蔵小川
女岩 おんないわ 1040 群馬 松井田町 361816 1384031 南軽井沢
女山 おんなやま 1836 栃木 群馬 足尾町 利根村 364014 1392008 皇海山
オンバ沢山 おんばさわやま 1546 長野 諏訪市 下諏訪町 360532 1380812 霧ヶ峰
海岸寺山 かいがんじやま 1124 山梨 須玉町 高根町 355209 1382720 谷戸
神楽入ノ峰 かぐらいりのみね 1447 山梨 小菅村 354428 1390008 猪丸
神楽山 かぐらやま 0674 山梨 大月市 353609 1385755 大月
風吹 かざふき 1960 長野 奈川村 360537 1374259 梓湖
風巻 かざまき 0745 神奈川 」 353227 1391050 青野原
風巻ノ頭 かざまきのあたま 1077 神奈川 津久井町 353037 1390631 大室山
柏尾山 かしおやま 0740 山梨 勝沼町 353940 1384443 石和
カシナギ峰 かしなぎほう 1686 富山 朝日町 宇奈月町 364728 1374142 黒薙温泉
柏原ノ頭 かしばらのあたま 0633 神奈川 津久井町 353220 1391123 青野原
柏木山 かしわぎやま 0303 埼玉 飯能市 355123 1391639 飯能
春日沢ノ頭 かすがさわのかしら 1235 山梨 八代町 芦川村 境川村 353408 1383949 河口湖西部
風イラズ かぜいらず 1990 静岡 本川根町 351355 1380941 井川
風窪頭 かぜくぼあたま 1763 長野 武石村 361434 1380810 和田
花台ノ頭 かだいのかしら 0812 群馬 桐生市 362830 1392123 大間々
月山 がっさん 0890 栃木 鹿沼市 粟野町 363603 1393449 古峰原
合峰 がっぽう 1084 栃木 日光市 364403 1393533 日光南部
桂木山 かつらぎやま 0370 埼玉 越生町 355710 1391632 越生桂木山 かつらぎやま 0370 埼玉 越生町 355710 1391632 越生
桂谷ノ頭 かつらだにのあたま 1708 東京 埼玉 奥多摩町 大滝村 355252 1385802 雲取山
金山 かなやま 1596 山梨 静岡 下部町 富士宮市 352350 1383157 人穴
金山 かなやま 1602 群馬 長野 松井田町 軽井沢町 362423 1383853 軽井沢
金山谷ノ頭 かなやまだにのあたま 1344 神奈川 津久井町 山北町 352839 1390709 中川
カネツケノ頭 かねつけのかしら 1268 山梨 大月市 354304 1385432 七保
金掘山 かねほりやま 1610 山梨 富士河口湖町 芦川村 353154 1384134 河口湖西部
カバ岳 かばだけ 0890 埼玉 横瀬町 都幾川村 355840 1391023 正丸峠
カバヤノ頭 かばやのあたま 1680 埼玉 大滝村 355223 1385323 雲取山
ガボッチョ がぼっちょ 1681 長野 諏訪市 茅野市 360505 1381052 南大塩
かまど倉 かまどくら 0557 栃木 鹿沼市 363630 1394114 文鋏
カマド山 かまどやま 0293 埼玉 飯能市 355257 1391621 飯能
榧ノ山 かやのやま 1429 山梨 大月市 354411 1385253 七保
茅丸 かやまる 1019 東京 神奈川 檜原村 藤野町 354021 1390811 五日市
烏森山 からすもりやま 0645 山梨 中富町 352650 1382539 切石
唐松立 からまつだち 1597 山梨 大月市 354137 1385413 七保
唐松山 からまつやま 1960 長野 上村 352701 1380539 大沢岳
雁掛ノ頭 かりかけのあたま 1443 群馬 埼玉 上野村 大滝村 360151 1384750 両神山
狩倉山 かりくらやま 1452 東京 奥多摩町 354910 1390309 奥多摩湖
狩倉山 かりくらやま 1625 埼玉 大滝村 360114 1384933 両神山
刈場山 かりばやま 1376 山梨 大月市 小菅村 354434 1385434 七保
枯松平山 かれまつだいらやま 1694 岐阜 朝日村 丹生川村 360840 1372801 飛騨青屋
川井山 かわいやま 0453 群馬 下仁田町 361229 1384625 下仁田
川木沢ノ頭 かわぎざわのあたま 0874 埼玉 秩父市 東秩父村 都幾川村 355952 1391035 正丸峠
川胡桃沢ノ頭 かわくるみさわのあたま 1940 山梨 大月市 塩山市 354153 1385123 大菩薩峠
川棚ノ頭 かわだなのかしら 1846 群馬 水上町 新治村 364857 1385414 水上
川棚ノ頭 かわだなのかしら 1683 新潟 湯沢町 365053 1385417 茂倉岳
川化山 かわばけやま 0497 栃木 鹿沼市 363659 1394147 文鋏
ガンギ沢ノ頭 がんぎざわのかしら 1228 山梨 都留市 道志村 353024 1385809 都留
閑居山 かんきょざん 0227 茨城 八千代町 八郷町 361109 1401225 柿岡
寒沢 かんざわ 1811 長野 奈川村 安曇村 360623 1373910 梓湖
寒沢山 かんざわやま 0180 埼玉 小川町 嵐山町 360217 1391727 武蔵小川
カンゼ山 かんぜやま 0780 埼玉 飯能市 名栗村 横瀬町 355646 1390946 正丸峠
観音山 かんのんやま 0308 群馬 桐生市 362510 1392127 桐生
観音山 かんのんやま 0597 群馬 吾妻町 363401 1384836 群馬原町
樺ノ丘 かんばのおか 1832 長野 諏訪市 茅野市 長門町 360628 1381159 霧ヶ峰
桔梗山 ききょうやま 0113 神奈川 鎌倉市 351930 1393212 鎌倉
菊花山 きくかさん 0644 山梨 大月市 353629 1385653 大月
木曾見台 きそみだい 1560 長野 木曽福島町 354942 1374553 木曾駒ヶ岳
北沢山 きたざわやま 1969 長野 箕輪村 楢川村 355341 1375101 宮ノ越
木ノ又大日 きのまただいにち 1396 神奈川 秦野市 清川村 352711 1391019 大山
京塚山 きょうづかやま 0328 群馬 桐生市 362630 1391852 大間々
京戸山 きょうどさん 1413 山梨 一ノ宮町 御坂町 353640 1384453 笹子
行人山 ぎょうにんやま 0870 山梨 須玉町 354910 1382816 若神子
キワノ平ノ頭 きわのだいらのかしら 1511 群馬 新潟 新治村 湯沢町 364545 1384807 三国峠
キンンカ穴ノ峰 きんかあなのみね 1660 新潟 新発田市 鹿瀬町 374949 1393726 大日岳
金袋山 きんたいさん 1325 東京 奥多摩町 355146 1390131 武蔵日原金袋山 きんたいさん 1325 東京 奥多摩町 355146 1390131 武蔵日原
草戸山 くさとやま 0364 東京 神奈川 八王子市 町田市 城山町 353634 1391608 八王子
九重山 くじゅうやま 0954 東京 奥多摩町 354717 1390511 奥多摩湖
擽山 くぬぎやま 0810 神奈川 秦野市 松田町 352509 1390854 秦野
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熊沢山 くまざわやま 1990 山梨 塩山市 小菅村 354359 1385119 大菩薩峠
熊平沢ノ頭 くまびらざわのあたま 1398 静岡 本川根町 351142 1380829 井川
熊森山 くまもりやま 1575 山梨 静岡 下部町 南部町 富士宮市 352245 1383142 人穴
倉掛山 くらかけやま 1078 東京 檜原村 354455 1390311 猪丸
鞍掛山 くらかけやま 0716 埼玉 両神村 355902 1385715 三峰
鞍吾山 くらごやま 1040 山梨 大月市 353734 1385250 大月
倉見山 くらみやま 1256 山梨 都留市 西桂町 353029 1385121 河口湖東部
栗木ノ洞 くりきのほら 0908 神奈川 秦野市 松田町 352528 1390848 大山
栗木立 くりこだち 1355 群馬 南牧村 360812 1383815 十石峠
栗原山 くりばらやま 1310 群馬 神流町 360711 1384904 神ヶ原
黒岩山 くろいわやま 1132 群馬 長野 下仁田町 軽井沢町 361736 1383841 南軽井沢
黒打ノ頭 くろうちのあたま 1474 山梨 御坂町 芦川村 353349 1384211 河口湖西部
黒内山 くろうちやま 1112 群馬 甘楽町 下仁田町 361042 1384953 下仁田
クロガネノ頭 くろがねのかしら 1380 新潟 湯沢町 365307 1385253 茂倉岳
黒金山 くろがねやま 1684 群馬 新治村 364732 1385029 三国峠
黒枯山 くろかれやま 1621 静岡 本川根町 351316 1381000 井川
鍬柄山 くわがらやま 1560 群馬 富士見村 363259 1390938 赤城山
毛無岩 けなしいわ 1300 群馬 下仁田町 南牧村 361157 1383952 荒船山
検見ヶ丸 けみがまる 0929 山梨 道志村 353035 1390108 大室山
剣ヶ峰 けんがみね 0876 埼玉 東秩父村 都幾川村 355956 1391111 正丸峠
剣ヶ峰 けんがみね 0245 茨城 千代田町 新治村 361001 1401035 常陸藤沢
剣ヶ峰 けんがみね 0680 群馬 富岡市 妙義町 361455 1384707 下仁田
剣が峰 けんがみね 0543 栃木 栃木市 362836 1393501 仙波
剣ノ峰 けんのみね 1844 長野 高山村 山ノ内町 364110 1382808 中野東部
興因寺山 こういんじやま 0855 山梨 甲府市 354224 1383454 甲府北部
ゴウド山 ごうどやま 0887 山梨 上野原市 353915 1390230 上野原
甲仁田山 こうにたやま 0847 埼玉 横瀬町 355734 1390844 正丸峠
小烏帽子山 こえぼしやま 1736 群馬 水上町 365332 1385924 茂倉岳
後閑峰 ごかんみね 1100 群馬 沼田市 月夜野町 364257 1390118 後閑
小笄 ここうげ 1288 神奈川 山北町 津久井町 352926 1390526 中川
五湖山 ごこざん 1340 山梨 上九一色村 353008 1383710 精進
小桟敷山 こさじきさん 1852 群馬 嬬恋村 362605 1382601 嬬恋田代
五色ノ頭 ごしきのかしら 1859 山梨 静岡 早川町 静岡市 351936 1381925 梅ヶ島
小地蔵岳 こじぞうだけ 1574 群馬 黒保根村 富士見村 363217 1391125 赤城山
小障子ノ頭 こしょうじのかしら 1730 群馬 新潟 新治村 湯沢町 364937 1385406 水上
御前山 ごぜんやま 0776 山梨 山梨市 354147 1383827 塩山
五宗山 ごそうざん 1634 山梨 下部町 南部町 身延町 352253 1383046 人穴
小袖山 こそでやま 1054 山梨 丹波山村 354731 1385812 丹波
コタラ山 こたらやま 0849 山梨 大月市 353843 1385914 大月
小寺山 こでらやま 1165 山梨 大月市 上野原市 354110 1385919 七保
御殿 ごてん 1000 群馬 松井田町 361853 1384345 南軽井沢御殿 ごてん 1000 群馬 松井田町 361853 1384345 南軽井沢
琴平山 ことひらさん 0340 栃木 栃木市 362327 1393806 栃木
琴平山 ことひらやま 0182 栃木 市貝町 363637 1400745 烏山
小中津森 こなかつもり 1310 山梨 甲府市 354616 1383541 茅ヶ岳
小入笠山 こにゅうがさやま 1870 長野 高遠町 富士見町 355419 1381010 信濃富士見
小根沢山 こねさわやま 1922 静岡 静岡市 本川根町 351611 1380814 畑薙湖
古部山 こぶやま 1310 山梨 勝沼町 大和村 353949 1384754 笹子
駒掛山 こまかけやま 1808 栃木 足尾町 364037 1392112 皇海山
小松山 こまつやま 1800 新潟 津南町 中里村 365246 1384055 苗場山
コマノカミノ頭 こまのかみのかしら 1464 新潟 湯沢町 365316 1385345 茂倉岳
駒見山 こまみやま 0600 群馬 桐生市 大間々町 362817 1391914 大間々
小丸 こまる 1341 神奈川 秦野 山北町 352642 1390903 大山
小丸 こまる 1135 群馬 上野村 神流町 360316 1384914 両神山
小丸山 こまるやま 1676 栃木 群馬 足尾町 東村 363733 1392044 袈裟丸山
古御岳 こみたけ 0820 埼玉 飯能市 名栗村 355523 1390936 正丸峠
小峰山 こみねやま 0629 埼玉 皆野町 吉田町 360414 1390218 皆野
小焼山 こやけやま 1322 山梨 小菅村 354435 1385930 七保
小屋沢ノ頭 こやざわのかしら 1764 山梨 三富村 354909 1384317 川浦
小屋セドノ頭 こやせどのかしら 1820 東京 埼玉 奥多摩町 大滝村 355239 1385753 雲取山
小ヨケノ頭 こよけのかしら 0717 埼玉 名栗村 355249 1390939 原市場
五老峰 ごろうほう 0880 群馬 南牧村 361049 1384206 荒船山
コワタ こわた 0350 埼玉 飯能市 355353 1391630 飯能
権衛ノ頭 ごんえのかしら 1840 東京 奥多摩町 355052 1385729 雲取山
権現山 ごんげんやま 0800 山梨 丹波山村 354703 1385851 丹波
金剛山 こんごうざん 0632 山梨 秋山村 353408 1390655 大室山
コンドウ丸 こんどうまる 1392 山梨 大月市 大和村 353809 1385006 笹子
コンピラ山 こんぴらやま 0560 山梨 秋山村 353500 1390608 大室山
コンピラ山 こんぴらやま 0515 東京 神奈川 八王子市 相模湖町 353642 1391405 与瀬
榊山 さかきやま 1181 埼玉 大滝村 355406 1385855 雲取山
下り山 さがりやま 1025 山梨 上九一色村 352756 1383808 鳴沢
桜堂 さくらどう 1180 群馬 長野 松井田町 軽井沢町 361825 1383914 南軽井沢
笹子雁腹摺山 ささごがんがはらすりやま 1358 山梨 大月市 大和村 353703 1384738 笹子
サス峰 さすみね 1174 群馬 神流町 360651 1384946 神ヶ原
鞘口山 さやぐちやま 1142 東京 奥多摩町 檜原村 354630 1390544 奥多摩湖
沢入山 さわいりやま 1704 栃木 足尾町 364113 1392339 中禅寺湖
サワガニ山 さわがにやま 1612 富山 新潟 朝日町 糸魚川市 365321 1374253 小川温泉
椹山 さわらやま 1630 山梨 鳴沢村 352429 1384044 富士山
三角山 さんかくやま 0600 神奈川 秦野市 352439 1391243 秦野
三角山 さんかくやま 0515 神奈川 津久井町 353332 1391249 青野原
三角山 さんかくやま 1690 群馬 新潟 新治村 湯沢町 364729 1384944 三国峠
山急山 さんきゅうさん 0992 群馬 松井田町 362019 1384149 軽井沢
三湖台 さんこだい 1203 山梨 富士河口湖町 352913 1384100 鳴沢
三五峰 さんごほう 1400 山梨 身延町 351902 1382247 南部
産泰山 さんたいさん 0750 群馬 松井田町 361938 1384356 南軽井沢
三本木 さんぼんぎ 1661 山梨 須玉町 355234 1383333 瑞牆山
三本松山 さんぼんまつやま 0611 東京 八王子市 353927 1391208 与瀬
残馬山 ざんまさん 1107 群馬 桐生市 東村 363125 1392405 沢入残馬山 ざんまさん 1107 群馬 桐生市 東村 363125 1392405 沢入
椎尾山 しいおやま 0256 茨城 真壁町 361412 1400445 筑波
塩蔵 しおぞう 1959 長野 岐阜 奈川村 高根村 360231 1373552 野麦
鹿ノ頭 しかのかしら 1320 山梨 鳴沢村 上九一色村 352549 1383931 鳴沢
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シシゴヤノ頭 ししごやのかしら 1473 新潟 湯沢町 365323 1385435 茂倉岳
地蔵の頭 じぞうのあたま 1673 長野 白馬村 363935 1374838 神城
下見宿 したみじゅく 1670 長野 川上村 355718 1383803 居倉
シダンゴ山 しだんごやま 0758 神奈川 松田町 352430 1390725 秦野
シッケイノ頭 しっけいのかしら 1740 新潟 湯沢町 364937 1385036 三国峠
下十枚山 しもじゅうまいやま 1732 山梨 静岡 南部町 静岡市 351437 1382309 篠井山
下田富士 しもだふじ 0191 静岡 下田市 344056 1385628 下田
シャガクチ丸 しゃがくちまる 1191 山梨 神奈川 道志村 山北町 352927 1390208 中川
社壇ノ頭 しゃだんのかしら 1221 群馬 上野村 360328 1384613 両神山
ジャンクションピーク じゃんくしょんぴーく 1940 群馬 水上町 365310 1385820 茂倉岳
十二山 じゅうにさん 0797 群馬 桐生市 大間々町 362931 1392011 大間々
背負子山 しょいっこやま 1260 山梨 鳴沢村 352635 1383939 鳴沢
城ヶ尾山 じょうがおやま 1199 山梨 神奈川 道志村 山北町 352829 1390028 中川
将軍塚 しょうぐんづか 0227 栃木 矢板市 364855 1395859 矢板
湘南平 しょうなんだいら 0180 神奈川 平塚市 大磯町 351914 1391836 平塚
聖武連山 しょうむれやま 0542 山梨 上野原市 353937 1390555 上野原
城山 じょうやま 0536 神奈川 藤野町 353340 1390928 青野原
城山 じょうやま 0331 東京 あきる野市 354314 1391434 五日市
城山 じょうやま 0788 山梨 須玉町 354907 1382756 若神子
女郎小屋ノ頭 じょろうごやのあたま 1080 神奈川 山北町 352711 1390550 中川
白クラノ頭 しらくらのあたま 0978 神奈川 静岡 山北町 小山町 352407 1385800 駿河小山
白針 しらはり 1713 長野 和田村 361234 1380952 和田
白谷ノ丸 しらやのまる 1920 山梨 大月市 大和村 354105 1385129 大菩薩峠
尻無山 しりなしやま 1969 長野 駒ヶ根市 354338 1375132 空木岳
しれいた山 しれいたやま 0790 群馬 下仁田町 361244 1384440 荒船山
次郎岳 じろうだけ 1560 栃木 福島 藤原町 舘岩村 370155 1393819 荒海山
白嵓 しろくら 1944 長野 栄村 364945 1383529 切明
白砂山 しろすなやま 0920 山梨 敷島町 354437 1383256 甲府北部
城山 しろやま 0706 埼玉 秩父市 355707 1390333 秩父
城山 しろやま 0286 埼玉 越生町 355808 1391525 越生
城山 しろやま 0280 群馬 箕郷町 362416 1385705 下室田
陣笠山 じんがさやま 1490 群馬 富士見村 利根村 363342 1391033 赤城山
新行山 しんぎょうさん 1171 群馬 中之条町 364153 1384542 四万
新三郎 しんざぶろう 1682 群馬 長野 上野村 北相木村 360448 1383759 浜平
神座山 しんざやま 1280 山梨 鳴沢村 352635 1383947 鳴沢
シンセン岩峰 しんせんがんぽう 1236 群馬 水上町 365030 1385642 茂倉岳
甚ノ函山 じんのはこやま 0810 山梨 秋山村 353504 1390430 大室山
陣馬山 じんばさん 0654 静岡 静岡市 350729 1383134 蒲原
水晶沢ノ頭 すいしょうざわのあたま 1278 神奈川 山梨 山北町 道志村 352958 1390239 中川
水道山 すいどうやま 0217 群馬 桐生市 362508 1392000 桐生
瑞龍山 ずいりゅうさん 0110 茨城 常陸太田市 363426 1403145 常陸太田瑞龍山 ずいりゅうさん 0110 茨城 常陸太田市 363426 1403145 常陸太田
末川尾 すえかわお 1635 長野 奈川村 360200 1374102 寄合渡
スカリ山 すかりやま 0435 埼玉 毛呂山町 355442 1391635 飯能
杉沢ノ頭 すぎさわのかしら 0547 東京 八王子市 353900 1391432 与瀬
鈴ヶ尾山 すずがおやま 0834 山梨 大月市 都留市 353449 1385858 都留
スズノ頭 すずのかしら 1306 埼玉 小鹿野町 両神村 360149 1385105 両神山
スダレ山 すだれやま 1880 福島 栃木 西郷村 那須町 370855 1395810 那須岳
砂子山 すなごやま 1159 山梨 静岡 南部町 静岡市 351152 1382508 篠井山
巣場 すば 1350 長野 栄村 365335 1383122 鳥甲山
墨川山 すみかわやま 1740 山梨 塩山市 三富村 354830 1384711 柳沢峠
ズミノ峰 ずみのみね 1465 長野 長門町 360744 1381419 霧ヶ峰
スルスノ頭 するすのかしら 1721 群馬 中之条町 六合村 364432 1384414 野反湖
スルス俣山 するすまたやま 1642 群馬 新治村 364807 1385249 水上
セーメーバン山 せーめーばんやま 1006 山梨 大月市 353907 1385526 大月
石尊山 せきそんさん 0340 埼玉 東秩父村 小川町 360335 1391334 安戸
石尊山 せきそんさん 1049 群馬 中之条町 363907 1384706 中之条
雪頭ヶ岳 せっとうがたけ 1335 山梨 富士河口湖町 353035 1384039 河口湖西部
瀬戸沢ノ頭 せとさわのあたま 1375 神奈川 津久井町 清川村 352900 1391000 大山
セビオス岳 せびおすだけ 1870 群馬 水上町 片品村 364827 1390900 鎌田
セブチ山 せぶちやま 0560 山梨 上野原市 353844 1390401 上野原
浅間 せんげん 1088 群馬 小野上村 子持村 363439 1385932 金井
浅間岳 せんげんだけ 0235 東京 あきる野市 羽村市 青梅市 354515 1391749 青梅
浅間山 せんげんやま 0181 神奈川 平塚市 大磯町 351920 1391845 平塚
浅間山 せんげんやま 0650 群馬 松井田町 361957 1384240 南軽井沢
浅間山 せんげんやま 0172 群馬 桐生市 362400 1392049 桐生
善吾ノ頭 ぜんごのあたま 1613 山梨 須玉町 355210 1383410 瑞牆山
千畳敷 せんじょうじき 1246 山梨 上九一色村 中道町 芦川村 353254 1383657 市川大門
千平 せんびら 1978 長野 川上村 355551 1383954 居倉
千部ヶ岳 せんぶがたけ 0572 栃木 栃木市 362856 1393505 仙波
千本ツツジ せんぼんつつじ 1700 東京 山梨 奥多摩町 丹波山村 354954 1385810 丹波
惣岳山 そうがくさん 1340 東京 奥多摩町 檜原村 354619 1390432 奥多摩湖
雑木ノ頭 ぞうきのかしら 1140 山梨 道志村 352929 1390026 中川
曾倉山 そくらやま 0940 山梨 大月市 353852 1390049 上野原
ソッタ頭 そったがしら 1724 山梨 甲府市 牧丘町 354747 1383711 茅ヶ岳
秦光寺山 たいこうじさん 0475 東京 神奈川 八王子市 津久井町 353611 1391520 八王子
大黒岩 だいこくいわ 0860 群馬 松井田町 361749 1384140 南軽井沢
大黒山 だいこくやま 0923 埼玉 大滝村 355655 1385415 三峰
醍醐丸 だいごまる 0867 東京 神奈川 八王子市 檜原村 藤野町 354004 1390941 与瀬
大同山 だいどうさん 0907 山梨 大月市 353817 1385828 大月
大日山 だいにちやま 0330 千葉 丸山町 三芳村 350437 1395623 安房古川
大日山 だいにちやま 0253 埼玉 小川町 玉川村 360146 1391614 武蔵小川
第二真富士山 だいにまふじやま 1402 静岡 静岡市 350931 1382356 和田島
大坊山 だいぼうさん 0285 栃木 足利市 362012 1392954 田沼
第六天 だいろくてん 0570 神奈川 松田町 山北町 352255 1390708 山北
高岩 たかいわ 1080 群馬 松井田町 361808 1384038 南軽井沢
高岩山 たかいわやま 0800 東京 神奈川 八王子市 藤野町 353943 1391003 与瀬
高雄山 たかおさん 1391 長野 箕輪町 355518 1380301 辰野高雄山 たかおさん 1391 長野 箕輪町 355518 1380301 辰野
高倉山 たかくらやま 1320 群馬 倉渕村 362701 1384033 浅間隠山
高指山 たかさしやま 0330 埼玉 日高市 355350 1391803 飯能
高指 たかざす 1084 山梨 道志村 352914 1385905 御正体山
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高指山 たかさすやま 0911 山梨 上野原市 353908 1390306 上野原
高指山 たかざすやま 1174 山梨 神奈川 山中湖村 山北町 352559 1385536 御正体山
高指山 たかざすやま 1070 山梨 小菅村 354512 1385603 七保
高平ノ頭 たかだいらのかしら 1278 新潟 湯沢町 塩沢町 365555 1385449 巻機山
高田山 たかだやま 0255 茨城 七会村 常北町 362720 1401715 徳蔵
高塚山 たかつかやま 0120 千葉 大原町 351443 1402117 御宿
高塚山 たかつかやま 0216 神奈川 相模湖町 藤野町 353450 1391202 青野原
タカデッキ たかでっき 1921 山梨 静岡 下部町 富士宮市 352527 1383315 精進
高ドッキョウ たかどっきょう 1134 山梨 静岡 南部町 静岡市 351043 1382617 篠井山
鷹取山 たかとりやま 0350 千葉 富山町 丸山町 三芳村 350508 1395634 安房古川
高取山 たかとりやま 0556 神奈川 伊勢原市 秦野市 352409 1391516 伊勢原
高取山 たかとりやま 0705 神奈川 愛川町 清川村 353134 1391502 上溝
高取山 たかとりやま 0170 埼玉 越生町 355737 1391729 越生
高根山 たかねやま 0055 愛知 名古屋市 350250 1365648 鳴海
鷹ノ巣山 たかのすやま 0767 群馬 南牧村 361042 1384148 荒船山
鷹ノ巣山 たかのすやま 1030 群馬 新治村 364711 1385141 三国峠
高ノ丸 たかのまる 0780 山梨 大月市 353815 1385532 大月
高萩山 たかはぎやま 0377 栃木 群馬 足利市 桐生市 362446 1392240 足利北部
高橋山 たかはしやま 1340 静岡 本川根町 350913 1380645 蕎麦粒山
タカハタ たかはた 0400 埼玉 小川町 東秩父村 360214 1391237 安戸
高鉢山 たかばちやま 1649 静岡 富士市 351847 1384327 天母山
高山 たかやま 1682 静岡 富士市 351857 1384436 天母山
宝ノ峰 たからのみね 0374 神奈川 藤野町 353623 1391019 与瀬
滝入ノ頭 たきいりのあたま 1071 埼玉 秩父市 名栗村 355416 1390653 武蔵日原
タケ山 たけやま 0812 神奈川 松田町 352433 1390657 山北
岳山 だけやま 1070 群馬 桐生市 東村 363109 1392303 沢入
立岩 たついわ 1265 群馬 南牧村 361111 1383835 荒船山
立沢山 たつさわやま 0905 神奈川 湯河原町 351050 1390410 箱根
立処山 たとろやま 0730 群馬 神流町 360514 1384922 神ヶ原
タナグチ山 たなぐちやま 1178 山梨 小菅村 丹波山村 354607 1385750 丹波
棚沢ノ頭 たなさわのあたま 1590 神奈川 山北町 津久井町 352840 1390854 大山
タナノイリ山 たなのいりやま 1117 山梨 秋山村 353310 1390153 大室山
棚洞山 たなぼらやま 1201 山梨 大月市 353652 1384934 笹子
棚横手山 たなよこてやま 1306 山梨 勝沼町 354037 1384639 大菩薩峠
丹波天平 たばでんでいろ 1343 山梨 丹波山村 354759 1385552 丹波
玉蝶山 たまちょうやま 1720 山梨 大月市 小菅村 354403 1385205 大菩薩峠
樽ノ木 たるのき 1353 山梨 静岡 山中湖村 小山町 352347 1385411 駿河小山
ダルマ沢ノ頭 だるまざわのあたま 0880 神奈川 松田町 352430 1390639 山北
達磨タケ山 だるまたけやま 0710 静岡 松田町 352404 1390651 山北
団子沢 だんござわやま 1745 山梨 南アルプス市 353643 1381941 夜叉神峠
段和山 だんわやま 1233 山梨 富士河口湖町 鳴沢村 352944 1384300 鳴沢段和山 だんわやま 1233 山梨 富士河口湖町 鳴沢村 352944 1384300 鳴沢
チクマ ちくま 1040 東京 奥多摩町 354925 1390623 奥多摩湖
茶臼山 ちゃうすやま 1513 山梨 富士河口湖町 都留市 353335 1384806 河口湖東部
茶屋平 ちゃやだいら 0932 山梨 三珠町 豊富村 353246 1383425 市川大門
茶屋ノ平 ちゃやのたいら 1789 長野 南相木村 360036 1383751 浜平
蝶々深山 ちょうちょうみやま 1836 長野 諏訪市 360637 1381126 霧ヶ峰
帳付山 ちょうつけやま 1619 埼玉 群馬 大滝村 上野村 360204 1384516 両神山
長兵衛沢頭 ちょうべえざわのかしら 0986 新潟 塩沢町 365840 1385507 巻機山
チョキ ちょき 1883 山梨 甲府市 須玉町 355045 1383529 瑞牆山
栂立 つがたて 1929 長野 小谷村 364548 1374823 白馬岳
栂ノ頭 つがのかしら 1928 群馬 新潟 水上町 塩沢町 365829 1385803 巻機山
栂ノ山 つがのやま 1013 東京 奥多摩町 354801 1390025 奥多摩湖
蔦岩山 つたいわやま 1004 埼玉 横瀬町 355638 1390742 正丸峠
ツツジ山 つつじやま 0831 埼玉 飯能市 355746 1391109 正丸峠
ツヅミ つづみ 1720 山梨 白州町 354503 1381644 鳳凰山
坪山 つぼやま 1103 山梨 上野原町 354200 1385952 猪丸
鶴脚山 つるあしやま 0916 東京 あきる野市 檜原村 354437 1390934 五日市
鶴寝山 つるねやま 1368 山梨 大月市 小菅村 354403 1385636 七保
鶴見新山 つるみしんざん 0039 大阪 大阪市 344256 1353446 大阪東北部
対陣山 ていじんやま 0040 千葉 光町 354021 1402915 多古
デクゴヤ でくごや 1242 山梨 大月市 353814 1385225 大月
テシロノ頭 てしろのあたま 1491 神奈川 山北町 352817 1390544 中川
鉄砲木ノ頭 てっぽうぎのあたま 1291 神奈川 山梨 山北町 山中湖村 352440 1385505 駿河小山
出張山 でばりやま 1475 群馬 赤城村 富士見村 363327 1390950 赤城山
手前山 てまえやま 1514 栃木 塩原町 370133 1394701 日留賀岳
寺久保山 てらくぼやま 0357 栃木 佐野市 田沼町 362314 1393058 田沼
天ヶ峰 てんがみね 1814 長野 奈川村 360331 1374000 寄合渡
天狗岳 てんぐだけ 1979 新潟 山形 新発田市 小国町 375103 1394043 飯豊山
天狗塚 てんぐづか 0960 群馬 長野原町 363120 1383428 大前
天狗ノ鼓 てんぐのつづみ 1520 山梨 須玉町 355123 1383436 瑞牆山
殿城山 でんじょうざん 1800 長野 長門町 360652 1381219 霧ヶ峰
天上山 てんじょうやま 1140 山梨 富士河口湖町 富士吉田市 353013 1384651 河口湖東部
天神山 てんじんやま 0876 山梨 大月市 353446 1390050 大室山
天神山 てんじんやま 0696 山梨 大月市 353630 1385137 笹子
天神山 てんじんやま 1045 東京 奥多摩町 檜原村 354537 1390318 奥多摩湖
天神山 てんじんやま 0074 群馬 太田市 361802 1392224 足利南部
殿平 でんだいら 0812 山梨 大月市 353644 1385323 大月
天明山 てんめいざん 0890 神奈川 湯河原町 351138 1390450 箱根
同角ノ頭 どうかくのあたま 1491 神奈川 山北町 352757 1390617 中川
冬路ノ頭 とうじのかしら 1590 群馬 新潟 水上町 塩沢町 365343 1385629 茂倉岳
堂平山 どうだいらやま 0520 埼玉 飯能市 355349 1391212 原市場
道満山 どうまんやま 1314 山梨 三富村 354805 1384335 川浦
木賊ノ頭 とくさのあたま 1780 山梨 長野 須玉町 川上村 355520 1383030 御所平
床浪山 とこなみやま 1980 長野 飯田市 南木曽町 353600 1374259 南木曽岳
戸沢ノ頭 とさわのあたま 0880 神奈川 山北町 352544 1390334 中川
戸蔵 とぞ 1981 長野 岐阜 奈川村 高根村 360413 1373641 野麦
渡度山 とどさん 0110 千葉 丸山町 350331 1395704 安房古川渡度山 とどさん 0110 千葉 丸山町 350331 1395704 安房古川
トトンボノ頭 ととんぼのかしら 1896 群馬 新潟 水上町 六日町 365847 1385901 巻機山
とべ山 とべやま 0240 千葉 丸山町 350534 1395855 金束
トマノ耳 とまのみみ 1963 群馬 新潟 水上町 湯沢町 365004 1385549 水上
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戸谷山 とやさん 1383 山梨 牧丘町 354529 1383723 川浦
鳥屋ノ丸 とやのまる 1205 山梨 大月市 353857 1385327 大月
トヤ山 とややま 0818 山梨 大月市 秋山村 353508 1390311 大室山
トヤ山 とややま 1220 群馬 下仁田町 南牧村 361147 1384054 荒船山
鳥小屋沢ノ頭 とりこやさわのかしら 1628 長野 飯田市 南木曽町 353435 1374155 兀岳
鳥坂山 とりさかやま 1107 山梨 八代町 芦川村 353345 1384040 河口湖西部
鳶山 とんびやま 0210 群馬 桐生市 362348 1392140 桐生
苗敷山 なえしきさん 1010 山梨 韮崎市 354030 1382503 韮崎
中岩山 なかいわやま 1010 東京 奥多摩町 檜原村 354630 1390643 奥多摩湖
中尾根ノ頭 なかおねのかしら 1920 群馬 六合村 364319 1384027 野反湖
長尾山 ながおやま 1150 神奈川 静岡 箱根町 小川町 351708 1385941 御殿場
中窪 なかくぼ 1783 長野 川上村 南相木村 355929 1383637 御所平
長久保ノ頭 ながくぼのかしら 1066 埼玉 群馬 小鹿野町 神流町 360529 1385445 万場
長倉山 ながくらやま 1440 群馬 新潟 新治村 湯沢町 364541 1384905 三国峠
中沢山 なかざわやま 0494 東京 神奈川 八王子市 津久井町 353627 1391418 与瀬
ナカゾロ山 なかぞろやま 1410 新潟 湯沢町 364515 1384708 三国峠
中ノ大蔵山 なかのおおくらやま 1417 栃木 那須町 370759 1395944 那須岳
中ノ頭山 なかのかしらやま 1666 山梨 富士河口湖町 芦川村 353229 1384319 河口湖西部
中ノ沢ノ頭 なかのさわのかしら 0623 埼玉 飯能市 名栗村 355437 1391007 原市場
中ノ岳 なかのだけ 1411 山梨 都留市 道志村 352813 1385543 御正体山
中ノ丸 なかのまる 1280 神奈川 山梨 山北町 道志村 352826 1385940 御正体山
永松山 ながまつやま 1835 群馬 新潟 水上町 六日町 365846 1385940 巻機山
薙山 なぎやま 1640 山梨 須玉町 355159 1383515 瑞牆山
奈倉ノ頭 なくらのかしら 1640 群馬 水上町 364921 1390649 藤原湖
ナダクマシロ山 なだくましろやま 1418 静岡 水窪町 350926 1375521 門桁
七跳山 ななはねやま 1651 東京 埼玉 奥多摩町 秩父市 355325 1390207 武蔵日原
鍋クウシ山 なべくうしやま 1314 群馬 水上町 新治村 364634 1385449 水上
滑沢山 なめざわやま 1292 山梨 塩山市 354554 1384519 柳沢峠
ナメシ穴山 なめしあなやま 1725 長野 三郷村 堀金村 361600 1374837 信濃小倉
ナラズ山 ならずやま 2052 長野 新潟 栄村 湯沢町 364736 1384123 佐武流山
楢抜山 ならぬきやま 0554 埼玉 飯能市 名栗村 355215 1391149 原市場
新冠泥火山 にいかっぷでいかざん 0040 北海道 新冠町 422228 1421837 静内
西ヶ尾 にしがお 0805 神奈川 松田町 山北町 352345 1390602 山北
西金砂山 にしかなささん 0412 茨城 金砂郷町 363926 1402704 山方
西剣 にしけん 1590 山梨 鳴沢村 352515 1384215 鳴沢
西御殿 にしごてん 1536 山梨 牧丘村 三富村 354756 1384144 川浦
西沢ノ頭 にしざわのかしら 1775 新潟 湯沢町 364543 1384538 三国峠
西仙波 にしせんば 1983 埼玉 大滝村 355229 1385207 雁坂峠
西平 にしだいら 0732 埼玉 名栗村 355329 1390935 原市場
西谷ノ頭 にしたにのかしら 1922 富山 魚津市 宇奈月町 364232 1373602 毛勝山
西ノ丸 にしのまる 1297 神奈川 山梨 山北町 道志村 352716 1385651 御正体山西ノ丸 にしのまる 1297 神奈川 山梨 山北町 道志村 352716 1385651 御正体山
西ノ丸 にしのまる 1710 山梨 牧丘町 354805 1383835 川浦
西丸 にしまる 1227 神奈川 山北町 352640 1385642 御正体山
二十六夜山 にじゅうろくやさん 1297 山梨 都留市 353139 1385649 都留
仁田小屋ノ頭 にたごやのあたま 1555 埼玉 大滝村 355326 1385432 雲取山
仁田山 仁田山 1211 埼玉 秩父市 名栗村 355231 1390631 武蔵日原
入道丸 にゅうどうまる 0714 神奈川 山梨 藤野町 秋山村 353318 1390701 大室山
入道山 にゅうどうやま 0979 山梨 道志村 353207 1390143 大室山
入道山 にゅうどうやま 0992 山梨 大月市 353643 1385000 笹子
入山 にゅうやま 1479 長野 奈川村 360651 1374213 梓湖
ヌタノ丸 ぬたのまる 0775 神奈川 津久井町 353049 1391050 青野原
根塚 ねつか 0327 長野 木島平村 365112 1382402 往郷
子の権現 ねのごんげん 0640 埼玉 飯能市 355426 1391124 原市場
根本山 ねもとやま 0165 栃木 真岡市 益子町 362626 1400348 真岡
野毛山 のげやま 0050 神奈川 横浜市 352642 1393721 横浜東部
野脇ノ峰 のわきのみね 1500 山梨 大月市 353947 1385257 大月
羽賀場山 はがばやま 0775 栃木 鹿沼市 363740 1393930 文鋏
袴越 はかまごし 1755 山梨 須玉町 354955 1383353 茅ヶ岳
袴腰岳 はかまごしだけ 1248 静岡 沼津市 富士市 351237 1384818 愛鷹山
萩ノ丸 はぎのまる 0740 東京 神奈川 八王子市 藤野町 353844 1390156 与瀬
白山 はくさん 0213 茨城 桂村 363153 1402010 野口
白山 はくさん 1910 栃木 足尾町 364042 1392043 皇海山
白平 はくへい 1831 山梨 甲府市 355035 1383734 金峰山
箱岩山 はこいわやま 1669 長野 岐阜 王滝村 下呂市 354825 1371953 宮地
箱根山 はこねやま 0045 東京 新宿区 354213 1394248 東京西部
梯子坂ノ頭 はしござかのあたま 1710 東京 奥多摩町 355251 1385907 雲取山
橋小屋ノ頭 はしごやのあたま 1163 埼玉 秩父市 名栗村 355343 1390715 武蔵日原
橋ノ台 はしのだい 1265 群馬 南牧村 上野村 360718 1384030 十石峠
畑尾山 はたおやま 1360 山梨 静岡 山中湖村 小山町 352304 1385239 駿河小山
畑久保 はたくぼ 1960 長野 川上村 355631 1383707 御所平
八王子城山 はちおうじしろやま 0450 東京 八王子市 353911 1391508 八王子
八幡山 はちまんやま 0160 栃木 宇都宮市 363416 1395309 宇都宮東部
ハチモリ山 はちもりやま 1256 静岡 水窪町 351524 1375615 伊那和田
ハックリ山 はっくりやま 1055 群馬 松井田町 362354 1384054 軽井沢
八軒山 八軒山 1742 山梨 鳴沢村 352424 1384116 富士山
八地 はっち 1150 長野 白馬村 364317 1375047 白馬町
八丁坂ノ頭 はっちょうざかのあたま 1340 神奈川 津久井町 353058 1390828 青野原
八丁ノ頭 はっちょうのあたま 1828 埼玉 大滝村 355342 1384905 雁坂峠
八丁山 はっちょうやま 1580 山梨 御坂町 河口湖町 353406 1384735 河口湖東部
八方台 はっぽうだい 1858 長野 茅野市 360137 1381846 蓼科
八方睨 はっぽうにらみ 1900 長野 戸隠村 364605 1380312 高妻山
花咲山 はなさきやま 0750 山梨 大月市 353659 1385504 大月
花立ノ頭 はなたちのあたま 1370 神奈川 秦野市 352653 1390943 大山
ハナ土 はなど 1449 山梨 三富村 355011 1384509 柳沢峠
鼻戸屋 はなとや 1424 長野 富士見町 355514 1381842 八ヶ岳西部
鼻曲山 はなまがりやま 0440 埼玉 越生町 毛呂山町 355559 1391541 越生
パノラマ台 ぱのらまだい 1328 山梨 下部町 上九一色村 352901 1383546 精進パノラマ台 ぱのらまだい 1328 山梨 下部町 上九一色村 352901 1383546 精進
破風山 はふうざん 1674 山梨 芦川村 河口湖町 353252 1384420 河口湖西部
破風山 はふさん 0450 群馬 富岡市 361419 1384756 下仁田
羽鮒山 はぶなやま 0321 静岡 富士宮市 芝川町 351237 1383448 富士宮
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浜立山 はまたてやま 1482 山梨 大月市 353739 1385035 笹子
バラノ段 ばらのだん 1648 山梨 静岡 身延町 静岡市 351848 1382142 梅ヶ島
晴ヶ峰 はるがみね 1379 長野 茅野市 高遠町 355721 1380843 茅野
春岳山 はるたけさん 0949 神奈川 秦野市 352609 1391317 大山
榛名山 はるなさん 0524 栃木 宇都宮市 364112 1394944 下野大沢
番ヶ平 ばんがだいら 0867 神奈川 山北町 352403 1390115 山北
火打石岳 ひうちいしだけ 0989 神奈川 南足柄市 箱根町 351631 1390157 関本
日影沢 ひかげざわ 1972 岐阜 高根村 360123 1373436 野麦
東五十沢山 ひがしいかざわやま 1681 群馬 新潟 水上町 六日町 365845 1390003 奥利根湖
東剣ヶ峰 ひがしけんがみね 0830 栃木 鹿沼市 粟野町 363546 1393455 古峰原
東御殿 ひがしごてん 1487 山梨 牧丘村 三富村 354735 1384211 川浦
東沢 ひがしざわ 1933 長野 川上村 南相木村 355931 1384013 居倉
東岳 ひがしだけ 1660 埼玉 大滝村 小鹿野町 360148 1385030 両神山
東ボッチ ひがしぼっち 1310 栃木 黒磯市 那須町 370636 1395553 那須岳
東俣ノ頭 ひがしまたのかしら 1870 群馬 新潟 新治村 湯沢町 364904 1385238 水上
東丸 ひがしまる 1025 神奈川 山北町 352610 1385722 御正体山
檜沢岳 ひさわだけ 1133 群馬 南牧村 360842 1384505 神ヶ原
比志ノ塒 ひしのとや 1460 山梨 須玉町 355153 1382905 谷戸
日高 ひったか 1461 神奈川 山北町 清川村 352744 1390957 大山
筆頭岩 ひっとういわ 0826 群馬 妙義町 下仁田町 361708 1384456 松井田
一ッ石 ひとついし 1825 群馬 六合村 364141 1383504 岩菅山
ひとぼし山 ひとぼしやま 0814 群馬 南牧村 360953 1384045 十石峠
日向沢ノ頭 ひなたざわのあたま 1685 山梨 小菅村 丹波山村 354447 1385154 大菩薩峠
日向山 ひなたやま 0404 神奈川 厚木市 伊勢原市 352634 1391639 厚木
日向山 ひなたやま 0379 神奈川 藤野町 353551 1390830 与瀬
日向山 ひなたやま 0633 埼玉 横瀬町 355922 1390759 正丸峠
日向山 ひなたやま 1695 栃木 群馬 足尾町 利根村 364214 1392108 皇海山
氷室山 ひむろさん 1240 群馬 榛名町 362803 1385146 榛名湖
平尾山 ひらおやま 1290 山梨 忍野村 山中湖村 352634 1385336 御正体山
平指山 ひらざすやま 1146 山梨 道志村 352916 1390035 中川
平沢山 ひらさわやま 1653 長野 南牧村 355527 1382814 八ヶ岳東部
平野山 ひらのやま 0730 山梨 神奈川 秋山村 藤野町 353259 1390643 大室山
披露山 ひろうやま 0093 神奈川 逗子市 351747 1393353 鎌倉
広古屋山 ひろこややま 1484 群馬 長野 南牧村 佐久町 360823 1383536 海瀬
フクベノ頭 ふくべのあたま 1503 新潟 栄村 365152 1383539 鳥甲山
府駒山 ふこまやま 1562 山梨 御坂町 芦川村 353354 1384348 河口湖西部
藤棚山 ふじだなやま 0920 埼玉 名栗村 355330 1390834 原市場
フシノソリ ふしのそり 1730 山梨 長野 須玉町 川上村 355451 1383408 瑞牆山
富士見台 ふじみだい 1170 山梨 勝沼町 354021 1384625 大菩薩峠
富士見台 ふじみだい 1054 東京 あきる野市 桧原村 354519 1390828 武蔵御岳
藤山 ふじやま 0453 群馬 下仁田町 361225 1384806 下仁田藤山 ふじやま 0453 群馬 下仁田町 361225 1384806 下仁田
富士山 ふじやま 0140 茨城 笠間市 362314 1401548 笠間
富士山 ふじやま 0183 茨城 御前山村 363307 1401738 野口
富士山 ふじやま 0206 栃木 喜連川町 364241 1400040 喜連川
二子山 ふたごやま 1370 埼玉 両神村 360053 1385153 両神山
吹切峰 ふっきりみね 1522 山梨 大月市 354004 1385252 大月
ブドウ岩ノ頭 ぶどういわのあたま 1224 山梨 都留市 道志村 353222 1390018 大室山
不動ノ峰 ふどうのみね 1614 神奈川 山北町 津久井町 352838 1390907 大山
ブドー沢ノ頭 ぶどーさわのかしら 1658 群馬 埼玉 上野村 大滝村 360126 1384503 両神山
舟井戸 ふないど 1240 東京 奥多摩町 355048 1390641 武蔵日原
ブナ沢ノ頭 ぶなざわのかしら 1229 神奈川 山梨 山北町 道志村 352823 1385918 御正体山
ブナノ丸 ぶなのまる 1340 神奈川 山梨 山北町 道志村 352800 1385824 御正体山
船山 ふなやま 1176 静岡 富士市 351338 1384709 愛鷹山
舟山 ふねやま 0587 神奈川 藤野町 353318 1390759 青野原
平治ノ段 へいじのだん 0940 山梨 静岡 南部町 静岡市 351039 1382841 篠井山
弁天山 べんてんやま 0280 東京 あきる野市 354314 1391449 五日市
弁天山 べんてんやま 0027 茨城 神栖町 355305 1404203 神栖
弁当沢ノ頭 べんとうざわのあたま 1288 神奈川 山北町 352804 1390832 大山
方塞山 ほうさいさん 1388 栃木 鹿沼市 足尾町 粟野町 363753 1393030 古峰原
宝生山 ほうしょうさん 1154 栃木 群馬 葛生町 東村 363354 1392820 沢入
坊主岳 ぼうずだけ 1961 長野 辰野町 楢川村 355617 1374944 薮原
坊主山 ぼうずやま 1640 東京 埼玉 奥多摩町 秩父市 355346 1390130 武蔵日原
砲台山 ほうだいやま 0110 千葉 富津市 351017 1394921 上総湊
砲台山 ほうだいやま 0204 神奈川 横須賀市 351309 1393942 浦賀
棒ノ木丸 ぼうのきまる 1292 神奈川 津久井町 353015 1390908 青野原
保之瀬天平 ほうのせでんでいろ 1118 山梨 丹波山村 354739 1385651 丹波
坊山 ぼうやま 1000 神奈川 箱根町 湯河原町 351122 1390322 箱根
蓬莱山 ほうらいさん 1377 埼玉 群馬 小鹿野町 上野村 神流村 360229 1384945 両神山
星ヶ塔 ほしがとう 1590 長野 下諏訪町 360736 1380854 霧ヶ峰
細茅ノ頭 ほそがやのあたま 1130 山梨 道志村 秋山村 353248 1390328 大室山
細ノ山 ほそのやま 0838 山梨 大月市 秋山村 353458 1390153 大室山
仏岩ノ頭 ほとけいわのあたま 1019 東京 檜原村 354459 1390603 猪丸
仏谷山 ほとけたにやま 1504 山梨 静岡 南部町 静岡市 351309 1382327 篠井山
堀山 ほりやま 0943 神奈川 秦野市 352558 1390951 大山
本陣山 ほんじんやま 0442 埼玉 飯能市 355529 1391139 正丸峠
本谷ノ頭 ほんたにのかしら 1696 群馬 水上町 新治村 364840 1385346 水上
本谷山 ほんたにやま 1860 群馬 新潟 水上町 六日町 370031 1390451 兎岳
梵天 ぼんてん 1477 埼玉 大滝村 両神村 360008 1385023 中津峡
ポンポン山 ぽんぽんやま 0030 埼玉 吉見町 360408 1392619 東松山
前笈 まえおいずる 1522 富山 上平村 361848 1364845 中宮温泉
前白岩 まえしらいわ 1776 埼玉 大滝村 355316 1385702 雲取山
前仙波 まえせんば 1960 埼玉 大滝村 355226 1385251 雲取山
前僧ヶ岳 まえそうがたけ 1775 富山 黒部市 宇奈月町 364602 1373340 宇奈月
前岳 まえたけ 1336 静岡 裾野市 351348 1384908 愛鷹山
前巻機 まえまきはた 1861 新潟 塩沢町 365819 1385736 巻機山
曲谷北峰 まがりがやほっぽう 1340 東京 奥多摩町 355106 1390641 武蔵日原
馬狩荘司山 まがりしょうじやま 1730 岐阜 石川 白川村 吉野谷村 361512 1365048 中宮温泉馬狩荘司山 まがりしょうじやま 1730 岐阜 石川 白川村 吉野谷村 361512 1365048 中宮温泉
巻石山 まきいしやま 1319 群馬 六合村 364023 1383730 野反湖
槇ノ尾山 まきのおやま 0945 東京 埼玉 奥多摩町 名栗村 355146 1390850 原市場
牧ノ沢山 まきのざわやま 1292 山梨 都留市 道志村 352940 1385648 御正体山
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魔子 まこ 1700 山梨 須玉町 355228 1383419 瑞牆山
孫山 まごやま 0548 神奈川 相模湖町 353746 1391117 与瀬
升形山 ますがたやま 1650 山梨 甲府市 須玉町 354810 1383258 茅ヶ岳
真巣山 ますやま 1478 長野 上松町 大桑村 354505 1373915 木曾須原
馬立山 まだてやま 0760 山梨 大月市 都留市 353538 1385700 大月
松小屋ノ頭 まつごやのあたま 0903 神奈川 清川村 352939 1391200 大山
松茸山 まつたけやま 0571 神奈川 津久井町 353128 1391147 青野原
松ノ木沢ノ頭 まつのきさわのかしら 1484 群馬 水上町 365113 1385756 茂倉岳
松ホド山 まつほどやま 1481 群馬 新治村 364706 1385250 水上
馬夫石 まぶいし 0545 静岡 下田市 南伊豆町 344213 1382344 伊豆松崎
馬仏山 まぼとけやま 0723 東京 青梅市 奥多摩町 354929 1391034 武蔵御岳
丸尾山 まるおやま 1050 神奈川 山北町 352515 1385633 御正体山
丸墓山 まるはかやま 0036 埼玉 行田市 360745 1392842 熊谷
丸山 まるやま 1891 山梨 静岡 下部町 富士宮市 352440 1383204 人穴
丸山 まるやま 1600 山梨 白州町 354914 1381536 長坂上条
丸山 まるやま 1221 東京 奥多摩町 355131 1390555 武蔵日原
丸山 まるやま 1554 埼玉 大滝村 355901 1384356 居倉
丸山 まるやま 0100 群馬 太田市 362020 1392229 足利北部
ミカゲ沢ノ頭 みかげさわのあたま 1421 神奈川 山北町 津久井町 352905 1390749 大山
三笠山 みかさやま 1410 埼玉 両神村 360104 1385114 両神山
三杉山 みすぎやま 0725 山梨 秋山村 353443 1390440 大室山
皇鈴山 みすずやま 0679 埼玉 皆野町 東秩父村 360424 1390927 安戸
水無山 みずなしやま 1139 山梨 大月市 354058 1385659 七保
水根山 みずねやま 1620 東京 奥多摩町 354925 1390109 奥多摩湖
水野田山 みずのたやま 1031 山梨 大和村 353850 1384743 笹子
ミズヒノ頭 みずひのあたま 1050 神奈川 秦野市 清川村 352721 1391345 大山
三ッ合 みつあい 1980 静岡 本川根町 351442 1381004 井川
三ッ合山 みつあいやま 1602 静岡 本川根町 水窪町 春野町 350741 1380043 蕎麦粒山
三尾根岳 みつおねだけ 1720 群馬 新治村 364747 1385255 水上
三登谷山 みつとやさん 0433 栃木 益子町 362547 1400812 中飯
ミツバ岳 みつばだけ 0835 神奈川 山北町 352515 1390050 中川
三ッ俣尾山 みつまたおやま 0838 山梨 三珠町 豊富村 353254 1383318 市川大門
三峰山 みつみねさん 0629 群馬 桐生市 362756 1392107 大間々
三峰山 みつみねやま 0616 群馬 下仁田町 南牧村 361125 1384537 下仁田
三所山 みところやま 0890 神奈川 小田原市 箱根町 351223 1390454 箱根
御殿辻 みどのつじ 0620 静岡 裾野市 351609 1385129 印野
碧岩 みどりいわ 1120 群馬 南牧村 360859 1383816 十石峠
南城山 みなみしろやま 1653 山梨 早川町 353414 1381859 奈良田
峰寺山 みねてらやま 0380 茨城 八郷町 361449 1400855 柿岡
ミネ山 みねやま 1242 山梨 富士河口湖町 353043 1384217 河口湖西部
水喰ノ頭 みのぐいのかしら 1344 山梨 都留市 道志村 353126 1385937 都留水喰ノ頭 みのぐいのかしら 1344 山梨 都留市 道志村 353126 1385937 都留
ミノ山 みのやま 0834 群馬 南牧村 361004 1383852 十石峠
三ノ輪頭 みのわのあたま 1538 山梨 塩山市 355023 1385104 雁坂峠
見晴山 みはらしやま 1458 群馬 富士見村 363255 1391010 赤城山
ミホガハラ みほがはら 1160 群馬 南牧村 360838 1383620 海瀬
三室山 みむろやま 0647 東京 青梅市 日ノ出町 354711 1391155 武蔵御岳
三室山 みむろやま 0647 東京 青梅市 日の出町 354711 1391155 武蔵御岳
宮地山 みやじやま 1113 山梨 大月市 353955 1385601 大月
宮地山 みやじやま 0510 神奈川 松田町 352347 1390747 秦野
宮地山 みやじやま 0510 神奈川 松田町 352347 1390747 秦野
宮地山 みやじやま 1113 山梨 大月市 353955 1385601 大月
茗荷岳 みょうがだけ 1754 静岡 富士宮市 351937 1384233 天母山
妙義富士 みょうぎふじ 0790 群馬 松井田町 361835 1384524 松井田
妙見山 みょうけんさん 0042 千葉 佐原市 355316 1403400 佐原東部
妙見ノ頭 みょうけんのあたま 1980 山梨 塩山市 小菅村 丹波山村 354428 1385108 大菩薩峠
明神山 みょうじんやま 0976 神奈川 静岡 山北町 小山町 352403 1385652 駿河小山
狸山 むじなやま 1622 栃木 日光市 足尾町 364303 1392917 中禅寺湖
無名山 むみょうざん 1908 山梨 鰍沢町 増穂町 353311 1382145 奈良田
飯盛山 めしもりやま 1042 静岡 裾野市 351348 1384942 愛鷹山
三ノ戸山 ものとやま 0809 東京 奥多摩町 354953 1390851 武蔵御岳
物見塚 ものみづか 1557 長野 北相木村 360328 1383639 信濃中島
物見山 ものみやま 0460 埼玉 東秩父村 360225 1391148 安戸
モミジノ頭 もみじのあたま 1796 埼玉 大滝村 355620 1384600 中津峡
樅ノ木沢ノ頭 もみのきざわのあたま 1306 神奈川 山梨 山北町 道志村 352745 1385733 御正体山
モリ山 もりやま 1782 山梨 丹波山村 355021 1385227 雲取山
モロクボ沢ノ頭 もろくぼざわのあたま 1190 神奈川 山梨 山北町 道志村 352852 1390141 中川
屋形原 やかたはら 1615 長野 奈川村 360556 1374005 梓湖
谷ヶ山 やがやま 0526 神奈川 静岡 山北町 小山町 352230 1390025 山北
焼山 やきやま 1530 埼玉 群馬 大滝村 上野村 360212 1384649 両神山
薬師岳 やくしだけ 1528 群馬 赤城村 富士見村 利根村 363342 1391012 赤城山
焼山 やけやま 0850 埼玉 横瀬町 355714 1390747 正丸峠
弥三郎岳 やさぶろうだけ 1030 山梨 甲府市 敷島町 354453 1383323 甲府北部
屋敷山 やしきやま 0980 神奈川 湯河原町 箱根町 351039 1390233 箱根
ヤシンタイノ頭 やしんたいのかしら 1100 埼玉 秩父市 名栗村 355403 1390708 武蔵日原
矢平山 やだいらやま 0860 山梨 上野原市 秋山村 353511 1390402 大室山
ヤツチグラ やつちぐら 1490 群馬 上野村 360241 1384348 浜平
柳木ヶ峰 やなぎがみね 1190 群馬 沼田市 子持村 小野上村 363519 1385956 沼田
柳沢ノ頭 やなぎさわのかしら 1671 山梨 塩山市 354620 1384742 柳沢峠
屋根岩 やねいわ 1906 長野 川上村 355500 1383802 金峰山
矢ノ音 やのおと 0633 神奈川 相模湖町 藤野町 353805 1391046 与瀬
矢筈山 やはずやま 1194 山梨 静岡 富士吉田市 小山町 352320 1385127 須走
矢場ノ頭 やばのかしら 1480 新潟 湯沢町 365000 1384935 三国峠
矢場ノ頭 やばのかしら 1490 新潟 湯沢町 365100 1385342 茂倉岳
ヤブ沢ノ頭 やぶさわのあたま 1802 山梨 塩山市 三富村 355126 1384831 雁坂峠
ヤブ沢ノ頭 やぶさわのあたま 1210 神奈川 山北町 532748 1390447 中川
屋船山 やふねやま 0277 埼玉 飯能市 355318 1391552 飯能
山ノ神 やまのかみ 0940 山梨 大月市 354246 1385555 七保山ノ神 やまのかみ 0940 山梨 大月市 354246 1385555 七保
山ノ神 やまのかみ 1990 長野 小谷村 364715 1375007 白馬岳
山彦ノ北ノ耳 やまひこのきたのみみ 1829 長野 諏訪市 長門町 360720 1381128 霧ヶ峰
山彦ノ南ノ耳 やまひこのみなみのみみ 1838 長野 諏訪市 長門町 360705 1381123 霧ヶ峰
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山吹ノ頭 やまぶきのあたま 1510 埼玉 群馬 大滝村 上野村 360150 1384716 両神山
槍ヶ岳 やりがたけ 1430 埼玉 大滝村 355919 1384838 中津峡
夕日アタリ ゆうひあたり 1592 長野 川上村 355507 1383250 瑞牆山
雪見ヶ岳 ゆきみがたけ 1605 山梨 静岡 下部町 富士宮市 352323 1383208 人穴
湯久保山 ゆくぼやま 1040 東京 桧原村 354516 1390533 奥多摩湖
湯坂山 ゆさかやま 0547 神奈川 箱根町 351341 1390446 箱根
湯ノ沢ノ頭 ゆのさわのかしら 2010 群馬 長野 六合村 山ノ内町 364225 1383336 岩菅山
湯沼 ゆのま 1840 長野 川上村 355654 1383723 居倉
湯舟沢山 ゆぶねざわやま 1620 長野 岐阜 阿智村 中津川市 353005 1373741 伊那駒場
湯船山 ゆぶねやま 1041 神奈川 静岡 山北町 小川町 352405 1385727 駿河小山
湯村山 ゆむらやま 0530 山梨 甲府市 354126 1383320 甲府北部
養安寺台 ようあんじだい 0081 千葉 東金市 大網白里町 353323 1401900 東金
要害山 ようがいさん 0536 山梨 上野原市 353848 1390515 上野原
横隈山 よこがいさん 0594 埼玉 児玉町 神泉村 360759 1390338 鬼石
横川山 よこかわやま 1850 長野 岡谷市 松本市 360920 1380438 鉢伏山
横倉 よこくら 1197 埼玉 秩父市 名栗村 355530 1390613 秩父
横道 よこみち 1748 長野 奈川村 360304 1373832 寄合渡
ヨシガ沢山 よしがさわやま 1117 群馬 水上町 新治村 364548 1385448 水上
吉田山 よしだやま 0445 埼玉 飯能市 355454 1391225 原市場
寄沢ノ頭 よせざわのかしら 1364 山梨 塩山市 三富村 354726 1384556 柳沢峠
ヨナ沢ノ頭 よなざわのあたま 2320 長野 駒ヶ根市 354338 1375037 空木岳
米沢山 よねざわやま 1357 山梨 大月市 大和村 353724 1384813 笹子
ヨモギ沢 よもぎざわ 1710 山梨 甲府市 牧丘町 354802 1383751 川浦
蓬ノ頭 よもぎのかしら 1310 新潟 湯沢町 塩沢町 365509 1385517 茂倉岳
竜ヶ倉 りゅうがくら 1411 群馬 吾妻町 倉渕村 362755 1384056 浅間隠山
リュウゴッパナ りゅうごっぱな 0494 埼玉 東秩父村 360209 1391151 安戸
連行峰 れんぎょうみね 1010 東京 神奈川 桧原村 藤野町 354012 1390833 五日市
滑石山 ろうせきやま 1505 長野 岡谷市 360850 1380347 鉢伏山
六人坊 ろくにんぼう 1618 長野 松本市 四賀村 361706 1380353 三才山
ロクロノ頭 ろくろのかしら 1293 新潟 湯沢町 塩沢町 365609 1385355 巻機山
論地山 ろんじやま 0340 埼玉 飯能市 名栗村 355117 1391205 原市場
若御子山 わかみこやま 0730 埼玉 荒川村 355647 1390237 秩父
ワルサ峰 わるさみね 1870 長野 栄村 364730 1384009 佐武流山


