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別紙⑥は 3ページ以降に掲載 

下界は紅葉、でも高所は雪の世界！ 

2021 年 11月 3日（水） 

木曽駒ヶ岳・乗越浄土（2，800ｍ）にて 

別紙④ 

別紙⑤ パルスオキシメーター 

 

2021年 11月 3日（水） 

木曽駒ヶ岳にて 
別紙⑦ 

日本の山は最高です！ 
コロナに負けず、歳にも負けず、頑張りましょう！ 

 

☞ 



順位 山名 標高 山名 所在地 2500図名
1 富士山（ふじさん） 3776.14m 富士山 山梨・静岡 富士山
2 北岳（きただけ） 3193.2m 北岳 山梨 仙丈ヶ岳
3 穂高岳（ほたかだけ） 3190m 奥穂高岳 長野・岐阜 穂高岳
4 間ノ岳（あいのだけ） 3189.5m 間ノ岳 山梨・静岡 間ノ岳
5 槍ヶ岳（やりがたけ） 3180m 槍ヶ岳 長野 槍ヶ岳
6 悪沢岳（わるさわだけ） 3141m 悪沢岳 静岡 赤石岳
7 赤石岳（あかいしだけ） 3120.53m 赤石岳 長野・静岡 赤石岳
8 涸沢岳（からさわだけ） 3110m 涸沢岳 長野・静岡 穂高岳
9 北穂高岳北峰（きたほたかだけ） 3106m 北穂高岳 長野・岐阜 穂高岳
10 大喰岳（おおばみだけ） 3101m 大喰岳 長野・岐阜 穂高岳
11 前穂高岳（まえほたかだけ） 3090.23m 前穂高岳 長野 穂高岳
12 中岳（なかだけ） 3084m 中岳 長野・岐阜 穂高岳
13 中岳（なかだけ） 3083.68m 荒川岳 静岡 赤石岳
14 御嶽山（おんたけさん） 3067m 御嶽山 長野 御嶽山
15 西農鳥岳（にしのうとりだけ） 3051m 農鳥岳 山梨・静岡 間ノ岳
16 塩見岳（しおみだけ） 3052m 塩見岳 長野・静岡 塩見岳
17 仙丈ヶ岳（せんじょうがだけ） 3032.56m 仙丈ヶ岳 長野・山梨 仙丈ヶ岳
18 南岳（みなみだけ） 3032.68m 南岳 長野・岐阜 穂高岳
19 乗鞍岳（のりくらだけ） 3025.64m 乗鞍岳 長野・岐阜 乗鞍岳
20 立山（たてやま） 3015m 立山 富山 立山
21 聖岳（ひじりだけ） 3013m 聖岳 長野・静岡 赤石岳
22 剱岳（つるぎだけ） 2999m 劒岳 富山 劒岳
23 水晶岳（すいしょうだけ） 2986m 水晶岳 富山 薬師岳
24 甲斐駒ヶ岳（かいこまがたけ） 2967m 長野・山梨 甲斐駒ヶ岳
25 木曽駒ヶ岳（きそこまがたけ） 2956m 木曾駒ヶ岳 長野 木曾駒ヶ岳
26 白馬岳（しろうまだけ） 2932.24m 白馬岳 富山・長野 白馬岳
27 薬師岳（やくしだけ） 2926.01m 薬師岳 富山 薬師岳
28 野口五郎岳（のぐちごろうだけ） 2924.32m 野口五郎岳 富山・長野 烏帽子岳
29 鷲羽岳（わしばだけ） 2924.19m 鷲羽岳 富山・長野 三俣蓮華岳
30 大天井岳（おてんしょうだけ） 2922m 大天井岳 長野 槍ヶ岳
31 西穂高岳（にしほたかだけ） 2908.59m 西穂高岳 長野・岐阜 穂高岳
32 鑓ヶ岳（やりがたけ） 2903m 白馬鑓ヶ岳 富山・長野 白馬町
33 赤岳（あかだけ） 2899.17m 赤岳 長野・山梨 八ヶ岳西部
34 笠ヶ岳（かさがたけ） 2897m 笠ヶ岳 岐阜 笠ヶ岳
35 広河内岳（ひろごうちだけ） 2895m 広河内岳 山梨・静岡 間ノ岳
36 鹿島槍ヶ岳（かしまやりがたけ） 2889m 鹿島槍ヶ岳 富山・長野 神城
37 別山北峰（べっさんほっぽう） 2880m 別山 富山 劒岳
38 龍王岳（りゅうおうだけ） 2872m 竜王岳 富山 立山
39 旭岳（あさひだけ） 2867m 旭岳 富山 黒薙温泉
40 蝙蝠岳（こうもりだけ） 2864.69m 蝙蝠岳 静岡 塩見岳
41 空木岳（うつぎだけ） 2864m 空木岳 長野 空木岳
42 赤牛岳（あかうしだけ） 2864.2m 赤牛岳 富山 薬師岳
43 真砂岳（まさごだけ） 2861m 真砂岳 富山 劒岳
44 双六岳（すごろくだけ） 2860m 双六岳 富山 三俣蓮華岳
45 常念岳（じょうねんだけ） 2857m 常念岳 長野 穂高岳
46 三ノ沢岳（さんのさわだけ） 2846.71m 三沢岳 長野 木曾駒ヶ岳
47 三ツ岳（みつだけ） 2844.59m 三ツ岳 富山・長野 烏帽子岳
48 三俣蓮華岳（みつまたれんげだけ） 2841m 三俣蓮華岳 富山・長野・岐阜 三俣蓮華岳
49 南駒ヶ岳（みなみこまがたけ） 2841m 南駒ケ岳 長野 空木岳
50 鳳凰山（ほうおうざん） 2841m 観音岳 山梨 鳳凰山

　2500ｍ以上の山一覧表（1～50）
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順位 山名 標高 山名 所在地 2500図名
51 黒部五郎岳（くろべごろうだけ） 2839.6m 黒部五郎岳 富山・岐阜 三俣蓮華岳
52 横岳（よこだけ） 2830m 横岳 長野 八ヶ岳東部
53 祖父岳（じいだけ） 2825m 祖父岳 富山 三俣蓮華岳
54 針ノ木岳（はりのきだけ） 2821m 針ノ木岳 富山・長野 黒部湖
55 大沢岳（おおさわだけ） 2819m 大沢岳 長野・静岡 大沢岳
56 兎岳（うさぎだけ） 2818m 兎岳 長野・静岡 大沢岳
57 五竜岳（ごりゅうだけ） 2814m 五龍岳 富山 神城
58 東天井岳（ひがしてんしょだけ） 2814m 東天井岳 長野 槍ヶ岳
59 抜戸岳（ぬけどだけ） 2812.8m 抜戸岳 岐阜 笠ヶ岳
60 杓子岳（しゃくしだけ） 2812m 杓子岳 富山・長野 白馬町
61 中盛丸山（なかもりまるやま） 2807m 中盛丸山 長野・静岡 赤石岳
62 阿弥陀岳（あみだだけ） 2805m 阿弥陀岳 長野 八ヶ岳西部
63 上河内岳（かみこうちだけ） 2803m 上河内岳 静岡 上河内岳
64 小河内岳（おごうちだけ） 2801.56m 小河内岳 長野・静岡 塩見岳
65 アサヨ峰（あさよみね） 2799m アサヨ峰 山梨 仙丈ヶ岳
66 蓮華岳（れんげだけ） 2799m 蓮華岳 長野・富山 黒部湖
67 薬師岳（やくしだけ） 2780m 薬師岳 山梨 鳳凰山
68 高嶺（たかね） 2779m 高嶺 山梨 鳳凰山
69 熊沢岳（くまざわだけ） 2778m 熊沢岳 長野 空木岳
70 剱御前（つるぎごぜん） 2777m 劒御前 富山 劒岳
71 小蓮華山（これんげさん） 2766m 小蓮華山 新潟・長野 白馬岳
72 赤岩岳（あかいわだけ） 2768.7m 赤岩岳 長野 槍ヶ岳
73 横通岳（よことおしだけ） 2766.99m 横通岳 長野 槍ヶ岳
74 大籠岳（おおこもりだけ） 2766.98m 大籠岳 山梨・静岡 間ノ岳
75 地蔵ヶ岳（じぞうだけ） 2764m 地蔵岳 山梨 鳳凰山
76 燕岳（つばくろだけ） 2763m 燕岳 長野 槍ヶ岳
77 硫黄岳（いおうだけ） 2760m 硫黄岳 長野 八ヶ岳西部
78 西岳（にしだけ） 2758m 西岳 長野 槍ヶ岳
79 樅沢岳（もみさわだけ） 2755m 樅沢岳 長野・岐阜 三俣蓮華岳
80 スバリ岳（すばりだけ） 2752m ズバリ岳 長野 黒部湖
81 駒津峰（こまつみね） 2752m 駒津峰 山梨・長野 甲斐駒ヶ岳
82 仙涯嶺（せんがいれい） 2734m 仙涯嶺 長野 空木岳
83 笹山北峰（ささやま） 2733m 黒河内岳 山梨・静岡 塩見岳
84 将棊頭山（しょうぎがしらやま） 2730m 将棊頭岳 長野 木曾駒ヶ岳
85 檜尾岳（ひのきおだけ） 2728m 檜尾岳 長野 空木岳
86 烏帽子岳（えぼしだけ） 2726m 烏帽子岳 長野・静岡 塩見岳
87 小太郎山（こたろうやま） 2725m 小太郎岳 山梨 仙丈ヶ岳
88 権現岳（ごんげんだけ） 2715m 権現岳 山梨 八ヶ岳西部
89 南真砂岳（みなみまさごだけ） 2713m 南真砂岳 長野 槍ヶ岳
90 白山（はくさん） 2702.17m 白山 石川・岐阜 白山
91 北荒川岳（きたあらかわだけ） 2697.58m 北荒川岳 長野 間ノ岳
92 唐松岳（からまつだけ） 2696m 唐松岳 富山・長野 白馬町
93 安倍荒倉岳（あべあらくらだけ） 2693m 安部荒倉岳 長野・静岡 間ノ岳
94 鋸岳（のこぎりだけ） 2685m 鋸岳 山梨・長野 甲斐駒ヶ岳
95 赤沢岳（あかさわだけ） 2677.84m 赤沢岳 富山・長野 黒部湖
96 蝶ヶ岳（ちょうがたけ） 2677m 蝶ヶ岳 長野 穂高岳
97 東川岳（ひがしがわだけ） 2671m 東川岳 長野 空木岳
98 赤沢山（あかさわやま） 2670.5m 赤沢山 長野 穂高岳
99 爺ヶ岳中峰（じいがたけちゅうほう） 2670m 爺ヶ岳 富山・長野 神城
100 新蛇抜山（しんじゃぬけやま） 2667m 新蛇抜山 長野・静岡 間ノ岳

2500ｍ以上の山一覧表（51～100）
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順位 山名 標高 山名 所在地 2500図名
101 北ノ俣岳（きたのまただけ） 2662m 北ノ俣岳 富山・岐阜 薬師岳
102 本谷山（ほんたにやま） 2658m 本谷山 長野・静岡 塩見岳
103 双児山（ふたごやま） 2649m 双児山 山梨・長野 仙丈ヶ岳
104 餓鬼岳（がきだけ） 2647m 餓鬼岳 長野 烏帽子岳
105 板屋岳（いたやだけ） 2646m 板屋岳 長野・静岡 塩見岳
106 天狗岳（てんぐだけ） 2646m 天狗岳 長野 蓼科
107 霞沢岳（かすみざわだけ） 2646m 霞沢岳 長野 上高地
108 鳴沢岳（なるさわだけ） 2641m 鳴沢岳 富山･長野 黒部湖
109 唐沢岳（からさわだけ） 2632.4m 唐沢岳 長野 烏帽子岳
110 岩小屋沢岳（いわこやざわだけ） 2630.32m 岩小屋沢岳 富山・長野 黒部湖
111 笊ヶ岳（ざるがたけ） 2629m 笊ヶ岳 山梨・静岡 新倉
112 烏帽子岳（えぼしだけ） 2628m 烏帽子岳 富山・長野 烏帽子岳
113 南沢岳（みなみさわたけ） 2625m 南沢岳 富山・長野 烏帽子岳
114 国見岳（くにみだけ） 2621m 国見岳 富山 立山
115 鷲岳（わしだけ） 2617m 鷲岳 富山 立山
116 鳶山（とびやま） 2616m 鳶山 富山 立山
117 大滝山（おおたきやま） 2614.49m 大滝山 長野 穂高岳
118 越百山（こすもやま） 2613m 越百山 長野 空木岳
119 雪倉岳（ゆきくらだけ） 2611m 雪倉岳 新潟・富山 白馬岳
120 奥大日岳（おくだいにちだけ） 2611m 奥大日岳 富山 劒岳
121 茶臼岳（ちゃうすだけ） 2604m 茶臼岳 長野・静岡 上河内岳
122 清水岳（しょうずだけ） 2603m 清水岳 富山 黒薙温泉
123 不動岳（ふどうだけ） 2601m 不動岳 富山・長野 烏帽子岳
124 北奥千丈岳（きたおくせんじょうだけ） 2601m 北奥千丈岳 山梨 金峰山
125 徳右衛門岳（とくうえもんだけ） 2599m 徳右衛門岳 静岡 塩見岳
126 金峰山（きんぷさん） 2599m 金峰山 山梨・長野 金峰山
127 弓折岳（ゆみおりだけ） 2592m 弓折岳 岐阜 三俣蓮華岳
128 国師ヶ岳（こくしがだけ） 2592m 国師ヶ岳 山梨・長野 金峰山
129 越中沢岳（えっちゅうざわだけ） 2591.42m 越中沢岳 富山 立山
130 光岳（てかりだけ） 2591m 光岳 静岡・長野 光岳
131 辻山（つじやま） 2585m 辻山 山梨 鳳凰山
132 布引山（ぬのびきやま） 2584.1m 布引山 山梨・静岡 七面山
133 朝日岳（あさひだけ） 2579m 朝日岳 山梨・長野 金峰山
134 奥白根山（おくしらねさん） 2578m 日光白根山 群馬・栃木 男体山
135 大日影山（おおひかげやま） 2573m 大日影山 長野・静岡 塩見岳
136 浅間山（あさまやま） 2568m 浅間山 群馬・長野 浅間山
137 峰の松目（みねのまつめ） 2567.3m 峰の松目 長野 八ヶ岳西部
138 鉢ヶ岳（はちがたけ） 2563m 鉢ヶ岳 新潟・富山 白馬岳
139 大唐松山（おおからまつやま） 2561m 大唐松山 山梨 夜叉神峠
140 七倉山（ななくらやま） 2557m 七倉山 石川 新岩間温泉
141 池平山（いけのたいらやま） 2561m 池平山 富山 十字峡
142 硫黄岳（いおうたけ） 2553.8m 硫黄岳 長野 槍ヶ岳
143 北葛岳（きたくずだけ） 2551m 北葛岳 富山・長野 黒部湖
144 黒檜山（くろべいやま） 2540.8m 黒檜山 長野 間ノ岳
145 蓼科山（たてしなやま） 2531m 蓼科山 長野 蓼科山
146 十石山（じゅっこくやま） 2524.8m 十石山 長野・岐阜 乗鞍岳
147 仁田岳（にっただけ） 2523.8m 仁田岳 静岡 上河内岳
148 編笠山（あみがさやま） 2524m 編笠山 山梨・長野 八ヶ岳・西部
149 伊那荒倉岳（いなあらくらだけ） 2519m 伊那荒倉岳 山梨・長野 仙丈ヶ岳
150 小日影山（こひかげやま） 2505m 小日影山 長野 塩見岳
151 大日岳（だいにちだけ） 2501m 大日岳 富山 劒岳

2500ｍ以上の山一覧表（101～151）
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