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日本二百・三百名山の旅―１ 

R3.7.10 柿原功 

登山期間：H27.5.18～H27.5.31 

 

（   ）内数字の 200 番台は日本二百名山、300 番台は日本三百名山。 

 

１． (248) 毛無山  けなしやま 

２． (249) 愛鷹山  あしたかやま 

３． (247) 御正体山  みしょうたいやま 

４． (246) 三ツ峠山  みつとうげやま 

５． (245) 大岳山  おおだけさん 

６． (241) 武甲山  ぶこうさん 

７． (244) 乾徳山  けんとくさん 

８． (242) 白石山  しろいしやま 

９． (243) 茅ケ岳  かやがだけ 

１０． (250) 天狗岳  てんぐだけ 

１１． (240) 御坐山  おぐらさん 

１２． (239) 荒船山  あらふねやま 

１３． (238) 妙義山（相馬岳） みょうぎさん 

１４． (237) 榛名山  はるなさん 
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１．(248) 毛無山 けなしやま 1946m            H27.5.19 

 
富士山周辺にある３つの毛無山のうち、山頂に一等三角点をもち、朝霧高原を麓に従える悠々とした山

で天子山塊の最高峰である。名前の由来は木がないことからという説や、木が生い茂っている（木成し）

という相反する説がある。毛無山と富士山の間には遮る高い山がなく 20km と離れていないため富士山

を間近に見ることができ、肉眼でも、剣ヶ峰大沢のガレ場が見える程である。 

毛無山山頂               毛無山山頂 

 

道の駅朝霧高原より富士山を望む 

 

  

山梨県・静岡県 日帰り （前夜道の駅朝霧高原、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 15 分 

コース ：麓山の家登山口 840m→朝霧高原分岐 1910m→毛無山 1946m→往路を帰る 
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２．(249) 愛鷹山 あしたかやま（越前岳） 1504m      H27.5.20 

富士山の東南東に位置する連峰で、北から南へ越前岳、呼子岳、鋸岳、位牌岳、愛鷹山へと続き、これ

らの峰々の総称を愛鷹山と呼ぶ。登山道は、大きな富士山を見上げ、広い富士裾野を見下ろす展望台に

なっている。 

越前岳山頂                   越前岳山頂 

 

越前岳山頂             越前岳より富士山を望む   

 

 

  

静岡県 日帰り（前夜道の駅富士川楽座、車中泊） 

コースタイム ： 2 時間 45 分 

コース ： 越前岳登山口 860m→馬ノ背 1089m→越前山 1504m→往路を帰る 
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３．(247) 御正体山 みしょうたいやま 1682m         H27.5.21 

古くは養蚕の神の山として敬われた。江戸時代後期の文化 10 年（1813）に美濃の僧妙心が入山し、

人々の信仰を集めた。妙心のミイラは山内の上人堂に祀られていたが、明治の廃仏棄釈によって山か

らおろされた。平成 16 年(2004)には皇太子殿下も登頂された。 

   

御正体山山頂                御正体山山頂 

 

４．(246) 三ツ峠山 みつとうげやま（開運山） 1785m         H27.5.21 

開運山 1785m、御巣鷹山 1775m、木無山 1732m の３つの頂上の総称であるが、最高峰の開運山を指

すこともある。古くは奈良時代まで遡り霊山として知られた歴史を持つ。江戸時代後期の天保 3 年

(1832)に善応空胎上人によって開山された信仰の山である。御巣鷹山は日航ジャンボ墜落事故とは関

係ない。 

三ツ峠山山頂                       三ツ峠山山頂 

  

山梨県 日帰り （前夜道の駅どうし、車中泊） 

コースタイム ： 2 時間 25 分 

コース ：道坂隧道入口 1020m→岩下ノ丸 1304m→御正体山 1682m→往路を帰る 

山梨県 日帰り 前記３．御正体山登山後登る 

コースタイム ： 2 時間 35 分 

コース ：三ツ峠登山口 1230m→木無山の稜線 1730m→三ツ峠山 1785m→往路を帰る 
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５．(245) 大岳山 おおだけさん 1267m           H27.5.22 

大岳山はその山容から昔は鍋冠山と呼ばれ、上総・下総地方では、海路の目標にしたという。 

山頂直下には蔵王権現を祀る大岳神社がある。 

たくさんの講の碑が立つ                      御岳神社 

  

          大岳山山頂                大岳山 中央に富士山が見える 

 

  

東京都 日帰り （前夜道の駅たばやま、車中泊） 

コースタイム ：  3 時間 55 分 

コース ： きもと駅 460m～御岳山ケーブルカー＋リフト～みたけさん駅 830m→ 

御岳神社 929m→鍋割山トラバース→大岳山 1267m 往路を帰る 
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６．(241)武甲山 ぶこうさん 1304m                      H27.5.23 

武甲山は石灰岩の山。それ故に採掘で山肌が大きく削られて痛ましい限りである。山頂に立てば西上

州の山々の展望が広がる。山頂には御嶽神社が鎮座しており、古くから信仰の山でもある。 

武甲山山頂              武甲山より秩父市街 

 

 

 

  

埼玉県 日帰り （前夜道の駅あしがくぼ、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 25 分 

コース  ：  一の鳥居→生川 600m→大杉の広場 1000m→武甲山 1304m→往路を帰る 
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７．(244) 乾徳山 けんとくさん 2031m              H27.5.24 

塩山の恵林寺を開いた夢窓国師が修行した山と伝わり、国師ケ原の地名がある。また、乾徳山の名は

惠林寺の山号から付けられたといわれる。 

 

        遠くに富士山が見える                 ほとんど垂直の鎖場 

             乾徳山山頂                       乾徳山山頂 

   

鎖場                 シャクナゲ 

  

山梨県 日帰り （前夜道の駅みとみ、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 40 分 

コース  ：  登山口 830m→登山道入口 988m→銀晶水→錦晶水→国師ケ原 1560m→扇平 1765m 

→乾徳山 2031m→往路を帰る 
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８．(242) 白石山 しろいしやま（和名倉山 わなくらやま）2036m  H27.5.25 

古くから地元では和名倉山。白石山は、山梨県側からの呼び名。山頂付近にあるといわれる露岩の白

石にちなんでつけられた。原生林は、山頂付近に残すのみだが、自然のままの景観んは、山の深さを

堪能できる。 

白石山山頂                 白石山山頂 

 

  

山梨県・埼玉県 日帰り （前夜道の駅たばやま、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 55 分 

コース  ：  三ノ瀬登山口 1260m→ムジナの巣 1600m→将監峠 1740m→山ノ神土 1872m→ 

東仙波 2003m→川又分岐 1920m→二瀬分岐 2000m→白石山 2036m→往路を帰る 
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９．(243) 茅ケ岳 かやがだけ 1704m                       H27.5.26 

昭和 46 年(1971)3 月 21 日に、日本百名山で知られる小説家の深田久弥が、茅ケ岳の登山中に脳卒中で

死去した。麓に深田記念公園があり、毎年 4 月に韮崎市と地元の山岳会である白鳳会によって深田まつ

りが開催されている。頂上からは、奥秩父の主脈や、甲斐駒ヶ岳や鳳凰三山などの南アルプスの山々が

展望できる。 

登山道                    茅ケ岳山頂 

          茅ケ岳山頂                山頂の方位盤 

深田久弥終焉の碑 

  

山梨県 日帰り （前夜道の駅韮崎、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 25 分 

コース  ：  沼田公園駐車場 950m→女岩 1300m→深田久弥終焉の地→茅ヶ岳 1704m→往路を帰る 
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１０．(250) 天狗岳 てんぐだけ 2646m                   H27.5.27 

八ケ岳連峰は夏沢峠を境に南側を南八ヶ岳、北側を北八ヶ岳と呼ぶが、天狗岳はこの北八ヶ岳の最高峰

である。山頂部は 300m ほどの間隔を置いて東西に分かれ、西天狗岳と東天狗岳と称する。東天狗岳の

山頂を八ヶ岳の主縦走路が通っている。 

西天狗岳山頂                 西天狗岳山頂 

                  東天狗岳山頂 

天狗の奥庭                 唐沢鉱泉 

 

  

長野県 日帰り （前夜道の駅こぶち沢、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 

コース  ：  唐沢鉱泉 1860m→西天狗岳分岐→西天狗岳 2646m→東天狗岳 2640m→ 

黒百合ヒュッテ→唐沢鉱泉分岐→→唐沢鉱泉 



11 

 

１１．(240) 御坐山 おぐらさん 2112m                      H27.5.28 

北に浅間山、南に奥秩父主脈（金峰山など）、西に八ヶ岳連峰、東に秩父（両神山など）と錚々たる山々

に囲まれた独立峰となっている。 

御座山山頂                   山頂の石祠 

           御座山山頂                   シャクナゲの群落 

 

 

  

長野県 日帰り （前夜道の駅きよさと、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 35 分 

コース  ：  長者の森駐車場→白岩登山口 1460m→見晴台 1820m→御坐山 2112m→往路を帰る 
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１２．(239) 荒船山 あらふねやま（経塚山） 1423m           H27.5.29 

高橋や前橋方面から見ると、山の形が荒海を行く船に見えることからその名前が付いたいう。行塚山

は弘法大師が経塚を築いたという伝説に由来し「行」の字に代わって経や京の字も使われてきた。 

荒船山登山口                    艫岩展望台 

    艫岩展望台の方位盤                      荒船山山頂 

第 33 回国民体育大会 炬火採火の地 

  

長野県・群馬県 日帰  （前夜道の駅ホットパーク、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 10 分 

コース  ：  相沢登山口 550m→トモ岩分岐 1330m→荒船山 1423m→往路を帰る 
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１３．(238) 妙義山（相馬岳）みょうぎさん 1104m           H27.5.30 

古くは原始的な巨岩信仰に基づく「すぐれた岩山」を意味する「波己曽山」と呼ばれていた。しかし修

験道がこの山を行場とした頃から妙魏、妙喜、明魏などの湖沼が見られ、妙義山の名が定着した。妙義

とは釈迦の死に際して最後の食事を奉じた、仏弟子ジュンダで、これにより釈迦からあらゆる力を与え

られたという。 

大のぞき                   相馬岳山頂 

             大の字岩峰                    第三石門 

             第四石門               第四石門からの景色 

  

群馬県 日帰り （前夜道の駅妙義山、車中泊） 

コースタイム ： 6 時間 15 分 

コース  ：  道の駅みょうぎ駐車場 430m→大の字岩峰 750m→見晴 920m→ 

タルワキ沢のコル 1000m→相馬岳 1104m→タルワキ沢のコル→第二見晴→ 

第一見晴台→道の駅駐車場～マイカー～中之岳神社 720m→第四石門 1070m 
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１４(237) 榛名山（相馬山） はるなさん  1411m           H25.5.31 

「万葉集」にも登場する古くからの名山で「伊香保嶺、伊香保呂」の名前がある。 

榛名山山頂 石碑、石像が建ち並ぶ       榛名山（相馬山）山頂 

              相馬山山頂           榛名山（春奈富士）と榛名湖 

       榛名富士と榛名湖           掃部ケ岳山頂 最高峰 1449m 

 

群馬県 日帰り （前夜道の駅こもち、車中泊） 

コースタイム ： 2 時間 59 分 

コース  ：  峠駐車場→松之沢峠 1120m→相馬山 1411m→往路を帰る 

～国民宿舎榛名吾妻壮駐車場→掃部ケ岳 1449m→往路を帰る 


