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日本二百・三百名山の旅―３ 

R3.9.1 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。 

 

２８． (227) 中ノ岳  なかのだけ 

２９． (225) 会津朝日岳  あいづあさひだけ 

３０． (223) 御神楽岳  みかぐらだけ 

３１． (222) 二王子岳  にのうじだけ 

３２． (313) 泉ヶ岳 いずみがだけ 

３３． (220) 船形山 ふながたやま 

３４． (219) 以東岳 いとうだけ 

３５． (311) 摩耶山 まやさん 

３６． (218) 神室山 かむろさん 

３７． (217) 栗駒山 くりこまやま 

３８． (216) 焼石岳 やけいしだけ 

３９． (308) 五葉山 ごようさん 

４０． (215) 和賀岳 わがだけ 

４１． (213) 秋田駒ヶ岳 あきたこまがだけ 
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２８．(227) 中ノ岳 なかのだけ 2085m          H27.6.22 

中ノ岳は越後駒ヶ岳、八海山とともに越後三山と呼ばれる。その最高峰で三山の最奥に位置する。三

山の縦走の他に、三国川の十字峡から千本松原、日向山を経て約 6 時間で頂上に至る。頂上に無人の

中ノ岳避難小屋があり、八海山へ 5 時間、駒ケ岳へ 4 時間で縦走できる。 

七合目付近の雪渓              中ノ岳山頂 

        中ノ岳山頂       越後三山（中ノ岳、越後駒ヶ岳、八海山）の最高峰 

 

  

新潟県 日帰り （前夜十字峡登山センター駐車場、車中泊） 

コースタイム ： 7 時間 50 分 

コース ：字峡登山センター450m→日向山 1561m→五合目 1561m→九合目池の段 2000m→

中ノ岳 2085m→往路を帰る 
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２９．(225) 会津朝日岳 あいづあさひだけ 1624m     H27.6.24 

会津朝日岳は福島県只見町の南部にある山で三等三角点「朝日岳」設置。越後三山只見国定公園に属

する。奥会津の西部に位置し、会津駒ケ岳、坪入山、丸山岳、会津駒ケ岳に続く古生層山地の北端に

位置する。山頂付近の稜線は、鋭い断崖絶壁が 2km ほど続く。ブナの原生林が残り、野生の動物相も

豊かで、林野庁の「奥会津森林生態系保護地域」の保存地区に設定されている。 

会津朝日岳山頂 

      ギンリョウソウ               サンカヨウ   

 

 

 

  

福島県 日帰り（前夜道の駅ゆのたに、車中泊） 

コースタイム ： 6 時間 40 分 

コース ： 赤倉沢登山口 548m→三吉ミチギの水場 824m→叶ノ高手 1430m→避難小屋 1360m

→会津朝日岳 1624m→往路を帰る 
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３０．(223) 御神楽岳 みかぐらだけ 1387m        H27.6.25 

下越の谷川岳と呼ばれるように、阿賀野川に注ぐ広谷川の源流各沢に展開する、斜長石英粗面岩の岩

壁群が、戦後にクライマーから注目され、東京や地元の山岳会によって、標高差 800m の岩場にいく

つかのバリエーションルートが拓かれた。一般登山道は昭和 34 年(1959)に開通した栄太郎新道で湯

沢左岸の尾根から三伏峰、殺生窪を経て頂上に達する。 

御神楽岳山頂               御神楽岳山頂 

御神楽岳やせ岩稜 

 

 

  

新潟県 日帰り （前夜道の駅、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 5 分 

コース ：車道終点 220m→湯沢出会 350m→栄太郎新道→高頭 980m→湯沢の頭 1184m

→殺生窪→御神楽岳 1387m→往路を帰る 
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３１．(222) 二王子岳 にのうじだけ 1420m      H27.6.26 

加治川と胎内川に挟まれ、南北 20km にわたって蒲原平野に望む飯豊連峰前衛の巨峰で、古くから農

耕の神山として、下越地方の住民に仰ぎ親しまれている。山麓の二王子神社は天保 7 年(1836)の造営

であったが、戦後に焼失、再建されて近郷農民の参詣が多い。 

二王子神社              ヒメイワイチョウ 

 二王子岳山頂             二王子岳避難小屋  

二王子の鐘 

  

新潟県 日帰り （前夜道の駅加治川、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 30 分 

コース ：二王子神社 370m→二王子小屋 720m→定高山 994m→油コボシ 1190m→

二王子岳 1420m→往路を帰る 
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３２．(313) 泉ヶ岳 いずみがだけ 1172m        H27.6.30 

仙台市の北西 20km、船形連峰の東端に位置する古い火山である。東北の山の山頂部はほとんどが国

有林だが、泉ヶ岳は大正初期に民間に払い下げられた。その後、山頂部の 115ha は仙台のディベロッ

パーの所有地となり乱開発が心配されたが、2006 年に仙台市が山頂部を買収、市民共有の山となった。 

胎内くぐり                  泉ヶ岳山頂 

北泉ヶ岳山頂 

 

 

  

東京都 日帰り （前夜道の駅おおさと、車中泊） 

コースタイム ：  4 時間 40 分 

コース ：表コース 胎内くぐり→ドーダン林→泉ヶ岳 1172m→三叉路→北泉ヶ岳 1253m

→往路を帰る 
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３３．(220) 船形山 ふながたやま 1500m          H27.7.2 

船形山は奥羽脊梁山脈のほぼ中央、宮城、山形の県境の船形連峰の主峰である。連峰と呼ばれているが、

実際は南北に 25km、東西に 30km の山稜が続き、1200m 以上の山を 20 ほど数えることのできる一大

山塊となっている。 

船形山登山道               船形山山頂 

船形山山頂避難小屋 

 

 

 

  

山形県・宮城県 日帰り （前夜道の駅三本木、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 20 分 

コース  ： 大滝野営場 1040m→三光の宮 1190m→分岐 1420m→船形山 1500m→小野田分岐 1190m

→大滝野営場 
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３４．(219) 以東岳 いとうだけ 1771m           H27.7.3 

朝日連峰の北端に位置し、山形県と新潟県の境をなしている。大朝日岳の端整な三角錐に対し、累々

と花崗岩の肩を寄せ合う重量感溢れる山容である。山頂から主峰大朝日岳への山並みは、ほぼ高さの

そろった山々が連なっている。これは隆起した山塊が、浸食により隆起準平原化したものと考えられ

ている。 

大長沢の吊橋               タキタロウ山荘 

        以東岳山頂                朝日岳方面？ 

                  以東小屋              

 

  

山梨県 日帰り （前夜道の駅月山、車中泊） 

コースタイム ： 9 時間 

コース  ：  大鳥登山口 530m→七ツ滝沢橋 650m→大鳥小屋 960m→直登コース→以東岳 1771m

→往路を帰る 

 

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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３５．(311) 摩耶山 まやさん 1020m          H27.7.5 

登山口の案内板によると、摩耶山は山自体が山形県の名勝に指定されている。古くから厩山と呼ばれ、

山頂で厩山神社を祀り、地方民の信仰を集めていた。金峰修験の盛んな頃は登山者で大いに賑わった。

またその後長い間登山禁止とされたため、多くの自然が残された。 

摩耶山登山口              摩耶山山頂 

        摩耶山山頂                お地蔵さん 

 

  

山形県・宮城県 日帰り （前夜道の駅あつみ、車中泊） 

コースタイム ： 2 時間 55 分 

コース  ：  登山口駐車場→とどの陣場（３合目）→越沢分岐→六体地蔵→七つ滝 

→鼻くくり坂（8 合目）六体地蔵尊→摩耶山 1020m→避難小屋→登山口 
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３６．(218) 神室山 かむろさん 1365m             H27.7.6 

古くからの信仰の山。神の室、神の住むところという説と、稜線付近に樹木が育たないことから禿（は

げ）に由来する説とがある。かっては八方八口の登拝口と多くの宿坊があり、登拝者で賑わっていた

という。往時を偲ばせる神の名が彫られた石碑が、山稜上にいくつか残されている。西の鳥海山に対

して東の御山とも呼ばれていた。 

神室山山頂               神室山山頂 

         神室山避難小屋        センジュガンピ（ナデシコ科センノウ属） 

ハクサンフウロ 

  

山形県・秋田県 日帰り （前夜道の駅とぎわ、車中泊） 

コースタイム ： 6 時間 20 分 

コース  ：  西ノ又コース登山口 430m→第 1 ピーク→第 2 ピーク 1095m→第３ピーク 1288m

→前神室山 1342m→西ノ又分岐 1350m→神室山 1365m→往路を帰る 
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３７．(217) 栗駒山 くりこまやま 1627m          H27.7.7 

山名の由来は、初夏の山頂西側にうまの雪形が現れることから、別名を須川岳、大日岳、駒ヶ岳などと

も呼ばれる。栗駒山は最新噴火は 1944 年 11 月 20 日で、小規模な水蒸気噴火を起し昭和湖を形成した。 

須川温泉 高温水を引いているパイプ         昭和湖 

        天狗平               栗駒山山頂 

栗駒山山頂 

  

岩手県・宮城県 日帰り （前夜道の駅はなやまこぶち沢、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 40 分 

コース  ：  須川温泉駐車場 1120m→自然観察路分岐 1160m→昭和湖 1285m→須川分岐 1540m

→栗駒山 1627m→笊森コース分岐 1360m→三途の川渡渉点 1210m→須川温泉 
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３８．(216) 焼石岳 やけいしだけ 1548m          H27.7.8 

奥州市の西に位置し、山名は薬師岳から転化したという説と、主峰を西側から見たときの、黒い岩の積

み重なった様子からともいわれる。花の山で、登山道の標高 1300m から上部に姥石平を中心として広

い高原状の地域がある。ここは遅くまで雪が残り、一部は湿地になっている。風も強いので樹木の侵入

が少なく灌木の混じった草原になっている。 

          姥石平                  泉水沼 

         焼石岳山頂                リュウキンカ 

                  ハクサンチドリ     

  

岩手県 日帰り （前夜道の駅みずさわ、車中泊） 

コースタイム ： 5 時間 25 分 

コース  ： 中沼登山口 720m→中沼銀明水→上沼銀明水→銀明水 1170m→姥石平分岐 1421m

焼石岳 1548m→往路を帰る 



13 

 

３９．(308) 五葉山 ごようさん 1351m          H27.7.10 

五葉山の山麓、上有住の桧山一帯は藩政時代、「留山」として 300 年にわたり伊達藩の保護を受けてい

た。ヒノキの皮は鉄砲の火縄の材料となり、ケヤキは銃の台尻として、軍事上最も重要な地域であった。

それで「御用山」と呼ばれたのが、「五葉山」と転訛したともいわれる。 

日の出嵒                 しゃくなげ壮 

       五葉山山頂                  五葉山祠 

 

  

北海道 日帰り  （前夜道の駅さんりく、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 50 分 

コース  ：  登山口→畳石→五合目→七合目→九合目→五葉岳山荘→五葉山 1351m→往路を帰る 
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４０．(215) 和賀岳 わがだけ  1440m                H27.7.11 

岩手県と秋田県の境に位置する。真昼山地に含まれる和賀山系の主峰で、ふところが深く獣が多いので

マタギの活躍舞台だった。古名は阿弥陀嶽で、一頭三角点名は和賀岳である。ブナの原生林が多く残り、

オオシラビソがないのが特徴。山頂は展望が良く駒ヶ岳、森吉山、岩手山が北に、反対側に鳥海山、 

月山も望まれる。 

薬師岳山頂                ニッコウキスゲ群落 

      ニッコウキスゲ群落               和賀岳山頂 

 

  

秋田県・岩手県 日帰り （前夜道の駅なかせん、車中泊） 

コースタイム ： 6 時間 25 分 

コース  ：  登山口旧マタギ小屋跡 370m→甘露水→瀧倉水揚 760m→薬師岳 1218m

→小杉山 1229m→大鷲倉→和賀岳 1440m→往路を帰る 
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４１．(213) 秋田駒ヶ岳 あきたこまがだけ（男女岳） 1637m    H27.7.12 

秋田駒ヶ岳は、男女岳（おなめだけ）、男岳、女岳の総称で十和田八幡平国立公園の南端に位置する、

北東北の名峰の一つである。春先の山肌に残る駒形の雪が、麓の村人の農作業の目安となり、昔から

「だけ」と呼ばれ親しまれてきた。山越えの途中で倒れて死んだ馬にちなむ伝承もあり、駒ヶ岳の名

で呼ばれるようになった。 

男岳                  横岳 

        秋田駒ヶ岳山頂             秋田駒ヶ岳山頂 

                     登山客        

秋田県・岩手県 日帰り （前夜道の駅あねっこ、車中泊） 

コースタイム ： 3 時間 40 分 

コース  ： アルパこまくさ駐車場→シャトルバス→八合目小屋登山口 1300m→片倉展望池 1440m

→阿弥陀池→男岳 1623m→横岳 1583m→避難小屋→1530m→秋田駒ヶ岳 1637m→阿

弥陀池→八合目バス停 


