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日本二百・三百名山の旅―２ 

R3.8.20 柿原功 

登山期間：H27.6.1～H27.6.20 

 

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

 

１５． (236) 浅間隠山  あさまかくしやま 

１６． (229) 鳥甲山 とりかぶとやま 

１７． (232) 岩菅山 いわすげやま 

１８． (231) 白砂山  しろすなやま 

１９． (233) 仙ノ倉山  せんのくらやま 

２０． (235) 女峰山  にょほうさん 

２１． (320) 七ケ岳  ななつがだけ 

２２． (319) 荒海山  あらかいさん 

２３． (234) 帝釈山  たいしゃくさん 

２４． (226) 八海山  はっかいさん 

２５． (224) 守門岳  すもんだけ 

２６． (228) 荒沢岳  あらさわだけ 

２７． (332) 浅草岳  あさくさだけ 
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１５．(236) 浅間隠山 あさまかくしやま  1757m     H27.6.1 

角落山塊の最高峰で、その稜線は北は菅峰へ延び、南は鼻曲山へ続く。別名矢筈山の名が示すように、

山頂部は二峰に分かれている。登山口のある県道長野原・倉渕線は、江戸時代、善光寺街道の間道で、

倉渕村（現・高崎市）川浦と嬬恋村大笹を結んでいた。上州からは竹や油、信州からは米が運ばれて

きたという。 

浅間隠山山頂               浅間隠山山頂 

        浅間隠山山頂                シナノキンバイ 

 

 

  

群馬県 日帰り（前夜道の駅六合、車中泊） 

コースタイム ： 2 時間 

コース ： 浅間隠山登山口 1340m→わらび平分岐 1690m→浅間隠山 1757m→往路を帰る 
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１６．(229) 鳥甲山 とりかぶとやま 2038m        H27.6.2 

鳥甲山は秘境、秋山郷の山である。信州でもこの辺りは特に豪雪地帯として知られ、以前は冬になる

と、道が途絶え、中学生以上は谷の出口にある集落まで出て、合宿生活をしなければならなかったと

いう。ひと昔前までは文字通り秘境だったこの秋山郷も、電源開発のおかげで車道が奥まで通じ、ま

た近年の秘境ブームのおかげで谷のあちこちに温泉宿や民宿ができ、昔とは見違えるようになった。 

赤嵒ノ頭付近                鳥甲山山頂 

        シラネアオイ                  ？  

コブシ              トウゴクミツバツツジ？ 

  

長野県 日帰り（前夜道の駅さかえ、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 50 分 

コース ： 屋敷登山口 860m→屋敷下降点 1440m→鳥甲山 2038m→往路を帰る 
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１７．(232) 岩菅山 いわすげやま 2295m        H27.6.5 

岩菅山は、昔は岩巣護山と綴っていたことから「いわすごやま」とも呼ばれている。横手山などとと

もに志賀高原を構成する山の一つである。安山岩で構成されており、西の雑魚川と東の魚野川に挟ま

れて西側は緩やかな樹林帯、東側は急な崖となって魚野川に落ちている。 

北東の方角の峰つづきに、岩菅山より高い裏岩菅山 2341m があり、志賀高原の最高峰になっている。 

岩菅山山頂                岩菅山山頂 

        北信五岳方面？          苗場山、白砂山方面のパノラマ 

岩菅山山頂にある岩菅大権現 

 

  

長野県 日帰り （前夜道の駅北信州、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 5 分 

コース ：小三郎小屋跡 1645m→ノッキリ 2070m→岩菅山 2295m→往路を帰る 
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１８．(231) 白砂山 しろすなやま 2140m            H27.6.6 

群馬・新潟・長野の３県の境にそびえ、日本海水系の清津川、魚野川と太平洋水系の白砂川の源頭に

あたる。この群馬側へ流れる沢の名が山名になった。上越国境の山脈は、東端が平ケ岳、西端が白砂

山で、両峰はほとんど同じ高さである。 

白砂山登山口              白砂山山頂  

 

  

長野県・群馬県 日帰り （前夜道の駅六合、車中泊） 

コースタイム ： 6 時間 10 分 

コース ：野反湖駐車場 1530m→地蔵峠 1650m→野反湖見晴台 1860m→堂岩山 2051m

→白砂山 2140m→往路を帰る 
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１９．(233) 仙ノ倉山 せんのくらやま 2026m         H27.6.7 

仙ノ倉山は谷川連峰の最高峰で、東に万太郎山 1954m、西に平標山 1984m を控え、平標山との間は、

谷川連峰でも唯一の美しい高原である。土樽方面では、残雪の形からこの山を「三ノ字ノ頭」と呼び、

三ノ字で苗代、二ノ字で豆撒、一ノ字で田植と残雪が一つずつ消えるのに従って、農事の季節を卜 

（ぼく）している。 

苗場山                 平標山 

        仙ノ倉山山頂              仙ノ倉山木道 

    ハクサンイチゲ       シナノキンバイ      ハクサンコザクラ 

 

  

新潟県・群馬県 日帰り （前夜道の駅たくみの里、車中泊） 

コースタイム ：  6 時間 20 分 

コース ： 火打峠登山口 1190m→松手山 1614m→平標山 1984m→仙ノ倉山 2026m

→往路を帰る 
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２０．(235) 女峰山 にょほうさん 2483m                   H27.6.10 

女峰山は女貌山、女体山とも呼ばれ、赤薙山とともに日光火山群の東部に位置する成層火山。山頂の

火口が浸食されて、約 3km の馬蹄形の山稜になり、その西の峰が女峰山、東の峰が赤薙山と呼ばれて

いる。山容は日光連山の中で最も鋭角的で、名前からは想像しがたい。火口壁は今も崩壊が絶えず、

数百メートルの絶壁となって稜線に迫り、七滝をはじめアイスクライミングで知られる雲龍渓谷を形

成する稲荷川の源頭部をなしている。 

キスゲ平付近登山道              赤薙山山頂 

         赤薙奥社跡                女峰山山頂 

コイワカガミ 

  

栃木県 日帰り （前夜キスゲ平駐車場、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 30 分 

コース  ：  霜降高原駐車場 1342m→赤薙山 2010m→赤薙奥社跡→一里ケ曽根 2295m

→女峰山 2483m→往路を帰る 
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２１．(320) 七ケ岳 ななつがだけ 1636m            H27.6.11 

福島県南会津郡南会津町に位置する。凝灰岩からなる。七ケ岳名前の通り７つの峰からが連なる。 

一番岳が七ケ岳本峰である。この山には、山鬼が住んでおり、ときおり大石を転がし、大木を揺るが

す音が聞かれる。あるときはあやしげな様相で馬に乗り、ふもとを徘徊するといわれる。また山頂直

下の賽に河原では、死んだ子供の声を聞くことができるといわれる。山頂には一頭三角点が置かれ

ており、それにふさわしい展望を誇っている。 

たかつえスキー場             七ケ岳山頂 

     

 ドウダンツツジ               ？ 

 

 

  

福島県 日帰り （前夜道の駅たじま、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 

コース  ：  たかつえスキー場駐車場→電波塔→七ケ岳 1636m→往路を帰る 
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２２．(319) 荒海山 あらかいさん 1581m     H27.6.12 

日本海と太平洋への流れの分水嶺となっている福島県と栃木県の県境尾根の一角である。日本有数の

大河である阿賀野川水系の最上部に位置付けられる荒海川を遡り、アスナロを散見する尾根を登って

眺望の山頂に至る。 

荒海山山頂                  阿賀野川水源の碑 

 

 

  

福島県・栃木県 日帰り （前夜道の駅たじま、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 

コース  ：  荒海山登山口→治山ダム→荒海山山頂 1581m→往路を帰る 
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２３．(234) 帝釈山 たいしゃくさん  2060m      H27.6.13 

山頂に大湿原を持つ田代山は、山の上の楽園とも呼ばれるほどで、シーズンには多くの高山植物の花々

で埋まる。帝釈山は、オオシラビソの林に覆われた地味な 2000m 峰であるが、初夏には真っ白なオサ

バグサで埋まり、目を楽しませてくれる。 

田代山湿原                 田代山山頂 

弘法大師堂付近               帝釈山山頂 

  

福島県・栃木県 日帰り （前夜道の駅たじま、車中泊） 

コースタイム ： 4 時間 50 分 

コース  ：  猿倉登山口 1430m→小田代 1810m→田代山湿原 1930m→弘法大師堂→

帝釈山 2060m→往路を帰る 



11 

 

２４．(226) 八海山 はっかいさん（入道岳）1778m         H27.6.15 

古くから霊山として崇められてきた。越後駒ヶ岳、中ノ岳とともに越後三山の一つである。 

山頂の岩峰群をたどる道は非常に険しく、垂直に近い鎖場が連続する。過去に遭難者が多く、初心者

が安易に取り付くことは危険である。また、中ノ岳からの縦走路は、一旦最低鞍部のオカメノゾキま

で標高差にして 800m 下ってから 500m 登り返すもので、細かい上下も多い難路である。 

白川岳               日の池月の池付近の縦走路 

         摩利支岳               大日岳山頂 

                 カッパン倉より八ツ峰 

  

新潟県 日帰り （前夜道の駅ゆのたに、車中泊） 

コースタイム ： ８時間 10 分 

コース  ：  二合目登山口 460m→清滝 740m→七合目 1310m→八海山避難小屋→大日岳 1710m→

新開道ルート→カッパン倉 1268m→稲荷清水 1000m→二合目登山口 



12 

 

２５．(224) 守門岳 すもんだけ 1537m                    H27.6.18 

守門岳は、新潟県央の長岡市周辺から眺めると、東山連峰の背後になだらかなスカイラインを描き、

膨大な山容を盛り上げている山で牛頭天王にまつわる伝説を秘めた神山として、中越地方の人々に

親しまれている。 

青雲岳山頂                守門岳 

        ゴゼンタチバナ            ベニサラサドウダン 

         マイヅルソウ             コイワカガミ 

 

  

新潟県 日帰り （前夜道の駅ゆのたに、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 10 分 

コース  ：  二口登山口 480m→護人清水 680m→中間点 1060m→大岳分岐 1420m

→守門岳 1537m→往路を帰る 
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２６．(228) 荒沢岳 あらさわだけ 1969m        H27.6.19 

荒沢岳は美しい三角形の山頂を中心に両翼を広げ、均整の取れた山容をしている。沢に雪渓を残し、

日本アルプスを思わせるような高山的な峰で大変な人気がある。登山をする際に拠点となる銀山平

は 5m を越える積雪のある豪雪地帯で知られており、奥只見シルバーラインができる前までは辿り

着くことさえできないまさに秘境だった。 

荒沢岳山頂                 荒沢岳山頂 

          荒沢岳の尖峰              ヒメサユリ 

  

新潟県 日帰り  （前夜道の駅ゆのたに、車中泊） 

コースタイム ： 6 時間 50 分 

コース  ：  荒沢岳登山口 760m→前山 1091m→前嵒 1536m→荒沢岳 1969m→往路を帰る 
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２７．(332) 浅草岳 あさくさだけ 1585m             H27.6.20 

江戸時代から越後と会津を結ぶ交易道として、旅人が往来した六十里越と八十里越がある。優美な

曲線を描く浅草岳と、連聳して褐色の岩壁を削立させている鬼ケ面山は、その両街道に挟まれた山

塊である。浅草岳は昭和に入ってからようやく登山者を迎えるようになり、昭和 46 年に国鉄只見

線が開通し、同 48 年には六十里越の車道も実現して山麓の町村に活気が生まれた。 

浅草の鐘               浅草岳山頂 

 ヒメサユリ               コバイケイソウ 

 

 

 

新潟県・福島県 日帰り （前夜道の駅ゆのたに、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 50 分 

コース  ：  ネズモチ平登山口→浅草岳分岐→浅草岳 1585m→往路を帰る 


