
分水嶺データー 北海道

ﾃﾞｰﾀｰNo 地名、山名 ﾖﾐ 標高 点名 20万図 5万図 2.5万図 日本海側
オホーツク
海・太平洋側 山名事典 緯度 経度 踏査データ

自治体 水系 自治体 水系
H001 □ 宗谷岬 そうやみさき □25.7 基準水準点稚内 宗谷岬 宗谷岬 稚内市 稚内市 -01-80
H001.3 ｱﾝﾃﾅ ・61.2 Ⅳ大岬 稚内 宗谷 宗谷 稚内市 稚内市 -01-80
H001.5 P112.8 ・112.8 Ⅳ鬼切別 稚内 宗谷 宗谷 稚内市 稚内市 -01-80
H002 □ 丸山 まるやま △167.3 Ⅲ丸山 稚内 宗谷 宗谷 稚内市 稚内市 -01-80
H003 □ 電波塔 稚内 宗谷 宗谷 稚内市 稚内市 -80
H0033 P157 ・157.1 Ⅳ富磯奥 稚内 宗谷 宗谷 稚内市 稚内市 -80
H0035 P216 ・216.6 Ⅳ千国沢 稚内 宗谷 宗谷 稚内市 稚内市

H004 □ △200.9 △200.9 Ⅲ一案別 稚内 宗谷 声間 稚内市 稚内市 -98
R1077 稚内 宗谷 声間 稚内市 稚内市 -98

H005 モイマ山分岐 もいまやま 209 稚内 宗谷 声間 稚内市 稚内市

P178

H006 増幌山 △248.7 Ⅱ増幌山 稚内 宗谷 声間 稚内市
稚内市・猿払
村

H007 □ 車道 稚内 沼川 曲淵 稚内市 猿払村

H008 △ △295.2 天塩 沼川 曲淵 稚内市 猿払村

H009
エタンパック山
肩 えたんぱっく 322 枝幸 鬼志別 エタンパック稚内市 猿払村

H010 △ △206.0 天塩 沼川 下豊別 豊富町 猿払村

H011 一等本幌尻山 ぽろしりやま △426.8 Ⅰ幌尻山 枝幸 上猿払 上猿払 豊富町 猿払村

H012 △ △224.7 天塩 天塩 天塩 豊富町 猿払村

H013 □ 林道 217 天塩 天塩 天塩 豊富町 猿払村

H014 △165.9 天塩 上猿払 上猿払 幌延町 猿払村

H015 □ 林道 116 枝幸 上猿払 上猿払 幌延町 猿払村

H016 △356.5 Ⅲ問寒別 枝幸 上猿払 ｲｿｻﾝﾇﾌﾟﾘ山幌延町
猿払村・浜頓
別町 猿払川

H017 一等補
イソサンヌプリ
山 いそさんぬぷ △581.4 Ⅰ磯桟岳 枝幸 上猿払 ｲｿｻﾝﾇﾌﾟﾘ山幌延町 浜頓別町

H018 知駒岳 しりこまたけ △529.4 枝幸 敏音知 松音知 幌延町 中頓別町 -29
H019 □ 知駒峠 しりこまとう 472 枝幸 敏音知 松音知 幌延町 中頓別町 -29-30
H020 △ △483.5 枝幸 敏音知 敏音知 幌延町 中頓別町 -30
H021 一等本パンケ山 ぱんけざん △631.8 Ⅰ下沢岳 枝幸 敏音知 敏音知 中川町 天塩川 中頓別町 -30
H022 ペンケ山 ぺんけやま △716.3 枝幸 天塩中川 ペンケ山 中川町 天塩川 中頓別町

H023 △261.7 枝幸 天塩中川 ペンケ山 音威子府村 天塩川 中頓別町 頓別川 -31



H024 □ 天北峠 てんぽくとう 190 枝幸 音威子府 小頓別 音威子府村 天塩川 中頓別町 -31
H025 △325.8 枝幸 音威子府 小頓別 音威子府村 天塩川 中頓別町

H026 △499.6 枝幸 音威子府 小頓別 音威子府村 天塩川 歌登町

H027 □ 咲来峠 さっくるとうげ 203.6 枝幸 音威子府 音威子府 音威子府村 天塩川 歌登町 -32
H028 屋根棟山 やねむねや △661.3 枝幸 音威子府 音威子府 音威子府村 天塩川 歌登町 -32
H029 屋根棟山南 1039 枝幸 音威子府 音威子府 音威子府村 天塩川 歌登町 -32
H030 一等本函岳 はこだけ △1129.3 Ⅰ函岳 名寄 恩根内 函岳 音威子府村 天塩川 歌登町 北見幌別川 -32-83
H031 加須美岳分岐 かすみだけ 918 名寄 恩根内 函岳 美深町 天塩川 歌登町 -83
H032 □ 加須美峠 かすみとうげ 750 名寄 恩根内 函岳 美深町 天塩川 歌登町 -37-83
H033 屏風岳 びようぶだけ △914.8 名寄 恩根内 函岳 美深町 天塩川 歌登町 -37

小雪岳 こゆきだけ 801 名寄 恩根内 函岳 美深町 天塩川 歌登町 -37
H034 黒岩山肩 くろいわやま △796.2 名寄 仁宇布 黒岩山 美深町 天塩川 歌登町

H035 △422.2 名寄 仁宇布 黒岩山 美深町 天塩川 歌登町

H036 □ 西尾峠 にしおとうげ 366 名寄 仁宇布 黒岩山 美深町 天塩川 歌登町 -22
P703 名寄 仁宇布 美深町 天塩川 歌登町 -22

H037 シアッシリ山 しあっしりや △902.9 名寄 仁宇布 シアッシリ山美深町 天塩川
歌登町・雄武
町 -22

P838 名寄 仁宇布 美深町 天塩川 雄武町 -22
P617 名寄 仁宇布 美深町 天塩川 雄武町 -22

H038
美深峠（松山
峠） みふかとうげ 440 名寄 仁宇布 オシトツ 美深町 天塩川 雄武町 -22-26

H039 P558 △558.1 名寄 仁宇布 オシトツ 美深町 天塩川 雄武町 -26
H040 P983 983 名寄 サンル ヒヤシリ山 美深町 天塩川 雄武町 -26

H041 一等本ピヤシリ山 ぴやしりやま △986.6 Ⅰ飛鏃岳 名寄 サンル ヒヤシリ山
名寄市・下川
町 天塩川 雄武町 -23-26

H042 △ △787.6 名寄 サンル 幌内越峠 下川町 天塩川 雄武町 -23
H043 幌内越峠 ほろないこし 330 名寄 サンル 幌内越峠 下川町 天塩川 雄武町 -23
H044 △628.9 名寄 サンル 幌内越峠 下川町 天塩川 雄武町

H045 △770.6 名寄 上興部 毛鐘尻山 下川町 天塩川 雄武町

H046 一等本毛鐘尻山 けがねしりや △916.3 名寄 上興部 毛鐘尻山 下川町 天塩川 雄武町

H047 △828.1 名寄 上興部 奥興部 下川町 天塩川 西興部村

H048 △609.8 名寄 上興部 奥興部 下川町 天塩川 西興部村

H049 □R天北峠 てんほくとう 300 名寄 西興部 一の橋 下川町 天塩川 西興部村 -77③
583 名寄 西興部 一の橋 下川町 天塩川 西興部村 -77③

H050 △594.6 名寄 西興部 一の橋 下川町 天塩川 西興部村 -77③
H051 札滑岳 さっつこつだ △992.7 名寄 西興部 一の橋 下川町 天塩川 西興部村 -77③

1083 名寄 西興部 一の橋 下川町 天塩川 西興部村 -77③



H052 一等補ウエンシリ岳 うえんしりだ △1142.3 Ⅰ察来岳 名寄 西興部 上札久留 下川町 天塩川
西興部村・滝
上町 -77②

ポロナイポ岳 ぽろないぽだ 1100 名寄 西興部 上札久留 下川町 天塩川 滝上町 -77②
H053 幾山岳 いくさんだけ△1030.9 名寄 西興部 上札久留 下川町 天塩川 滝上町 -77②

H054 棚留山 さっくるやま △852.3 名寄 渚滑岳 茂瀬
下川町・朝日
町 天塩川 滝上町 -77①

H055 藻瀬狩山 もせかりやま △925.7 名寄 渚滑岳 茂瀬 朝日町 天塩川 滝上町 -77①
H056 □ 上紋峠 じょうもんと 800 名寄 渚滑岳 茂瀬 朝日町 天塩川 滝上町 -77①
H057 △1276.1 名寄 渚滑岳 茂瀬 朝日町 天塩川 滝上町

H058 前手塩岳 まえてしおだ 1540 旭川 上川 天塩岳 朝日町 天塩川 滝上町 -84
H059 一等本天塩岳 てしおだけ △1557.6 Ⅰ天塩岳 旭川 上川 天塩岳 朝日町 天塩川 滝上町 -84

稜線分岐 旭川 上川 天塩岳
朝日町/上川
町 天塩川/石狩川 -84

1171 旭川 上川 天塩岳 上川町 石狩川 -84
1194 旭川 上川 天塩岳 上川町 石狩川 -84
1103 旭川 上川 天塩岳 上川町 石狩川 -84

H060 △946.2 旭川 上川 天塩岳 上川町 石狩川 滝上町

H061 □ 浮島峠 うきしまとう . 旭川 上川 天塩岳 上川町 石狩川 滝上町

H062 一等補チトカニウシ山 ちとかにうし △1445.8 Ⅰ補、千登北見 白滝 北見峠 上川町 石狩川
滝上町・白滝
村 -16

P950 北見 白滝 北見峠 上川町 石狩川 白滝村 -16
H063 □R北見峠 きたみとうげ 830 北見 白滝 北見峠 上川町 石狩川 白滝村 -16-43
H064 和刈別 わっかりべつ△1033.1 北見 白滝 北見峠 上川町 石狩川 白滝村 -43

P1025峰 北見 上川町 石狩川 白滝村 -43-44
P1067 北見 上川町 石狩川 白滝村 -44
P1266峰 北見 上川町 石狩川 白滝村 -44-74

H065 有明山 ありあけやま△1634.9 北見 上支湧別 平山 上川町 石狩川 白滝村 -73-74-
文蔵岳 ぶんぞうやま 1754.6 北見 上支湧別 平山 上川町 石狩川 白滝村

H066 比麻良山 ひまらやま △1796.0 北見 上支湧別 平山 上川町 石狩川 白滝村 -87-90
H067 平山 ひらやま 1771 北見 上支湧別 平山 上川町 石狩川 白滝村 -87
H068 丸山 まるやま △1617.4 北見 上支湧別 上川町 石狩川 白滝村 -87

北見 上支湧別 上川町 石狩川 白滝村

H069 屏風岳肩 びょうぶだけ 1429 北見 上支湧別 上川町 石狩川 白滝村

1480 北見 上支湧別 上川町 石狩川 白滝村

1595 北見 上支湧別 上川町 石狩川 白滝村

H070 支湧別岳分岐 しゆうべつだ 1760 北見 上支湧別 上川町 石狩川
白滝村.丸瀬
布町

1635 北見 上支湧別 上川町 石狩川 丸瀬布町

H071 一等本武利岳 むりいだけ △1876.2 Ⅰ無類山 北見 上支湧別 武利岳 上川町 石狩川 丸瀬布町 -95



1709 北見 上支湧別 上川町 石狩川 丸瀬布町 -95
1592 北見 上支湧別 上川町 石狩川 丸瀬布町

1688 北見 上支湧別 上川町 石狩川 丸瀬布町

H072 武華山 むかやま △1758.5 Ⅲ大山 北見 上支湧別 武利岳 上川町 石狩川 留辺藻町 -94
ライオン岩 1690 北見 上支湧別 上川町 石狩川 留辺藻町 -94

1593 北見 上支湧別 上川町 石狩川 留辺藻町

1244 北見 上支湧別 上川町 石狩川 留辺藻町

1276 北見 石狩岳 上川町 石狩川 留辺藻町 -75
H073 百名□R石北峠 せきほくとう 1050 北見 石狩岳 石北峠 上川町 石狩川 留辺藻町 -46-75

H074 大分水三国山 みくにやま △1541.4 Ⅱ三国嶺 北見 石狩岳 石北峠 上川町 石狩川
留辺藻町・上
士幌町

オホーツク海
／太平洋　分
岐

H075 三国峠 みくにとうげ . 北見 石狩岳 上川町 石狩川 上士幌町 -45-71
H0755 1676 北見 石狩岳 上川町 石狩川 上士幌町 -71-72
H076 ユニ石狩岳 ゆにいしかり 1771 北見 石狩岳 石狩岳 上川町 石狩川 上士幌町 -72-91
H077 十石峠 じっこくとうげ 1576 北見 石狩岳 石狩岳 上川町 石狩川 上士幌町 -91
H078 一等補音更山 おとふけやま△1931.9 Ⅰ補,音更 北見 石狩岳 石狩岳 上川町 石狩川 上士幌町

P1770稜線分
岐 北見 石狩岳 石狩岳 上川町 石狩川 上士幌町 -88

H079 三百名石狩岳 いしかりだけ 1966 測定点 北見 石狩岳 石狩岳 上川町 石狩川 上士幌町 -88
H080 川上岳 かわかみだ 1894 旭川 旭岳 五色が原 上川町 石狩川 上士幌町 -88

H081 Ｊ．Ｐニペの耳 旭川 旭岳 五色が原 上川町 石狩川
上士幌町.新
得町 -88

H082 沼ノ原山北 ぬまのはらや 1501 旭川 旭岳 五色が原 上川町 石狩川 新得町 -88
H083 五色ヵ原 ごしきがはら△1709.4 旭川 旭岳 五色が原 上川町 石狩川 新得町

H084 五色岳 ごしきだけ 1868 旭川 旭岳 五色が原 上川町 石狩川 新得町

H085 化雲岳 かうんだけ △1954.3 旭川 旭岳 トムラウシ山美瑛町 石狩川 新得町

H086 一等□ トムラウシ山 とむらうしや △2141.0 Ⅰ富良牛山旭川 旭岳 トムラウシ山美瑛町 石狩川 新得町

H087 ツリガネ山 つりがねだけ 1708 旭川 旭岳 トムラウシ山美瑛町 石狩川 新得町

H088 コスマヌプリ こすまぬぷり 1668 旭川 十勝川上流オプタテシケ美瑛町 石狩川 新得町

H089 三百名オプタテシケ おぷたてしｋ △2012.7 Ⅲ美瑛岳 旭川 十勝川上流オプタテシケ美瑛町 石狩川 新得町

H090 ベベツ岳 べべつだけ 1860 旭川 十勝岳 白金温泉 美瑛町 石狩川 新得町

H091 石垣山 いしがきやま 1822 旭川 十勝岳 白金温泉 美瑛町 石狩川 新得町

H092 美瑛富士 びえいふじ 1888 旭川 十勝岳 白金温泉 美瑛町 新得町

H093 美瑛岳 びえいだけ △2052.3 Ⅱ帯経圭 旭川 十勝岳 白金温泉 美瑛町 新得町

H094 鋸岳 のこぎりだけ . 旭川 十勝岳 美瑛町 新得町 -93

H095 百名□ 十勝岳 とかちだけ 2077 標高点 旭川 十勝岳 十勝岳
美瑛町.上富
良野町 新得町 -92-93



H096
上ホロカメット
ク山 かみほろか 1920 標高点 旭川 十勝岳 十勝岳 上富良野町 新得町 -57-92

H097 境山 さかいやま △1837.3 旭川 十勝岳 十勝岳 南富良野町 新得町 -57

H098
下ホロカメット
ク山 しもほろかｍ△1668.1 旭川 十勝岳 十勝岳 南富良野町 新得町 -57

H099 △781.4 夕張岳 佐幌岳 十勝ペング南富良野町 新得町

H100 稚空知山 しいそらちや △942.6 夕張岳 西達布 北落合 南富良野町 新得町

H101 一等補佐幌岳 さほろだけ △1059.6 Ⅰ佐織岳 夕張岳 佐幌岳 佐幌岳 南富良野町 新得町 -01-89
H102 百名□R狩勝峠 かりかちとう 634.2 夕張岳 新得 狩勝峠 南富良野町 新得町 -89-124
H103 狩勝山 かりかちやま △725.5 夕張岳 新得 狩勝峠 南富良野町 新得町 -124

1085koru -124-12
H104 オダッシュ山 おだしゅやま△1097.7 夕張岳 新得 新得 南富良野町 新得町 （2005/1） -125

1260 -125
H1045 オダッシュ分 1270 夕張岳 -09

H105 日高山脈分岐 1328 夕張岳 落合 南富良野町
清水町・日高
町 -09-113

H106 狩振岳 かりふりだけ△1323.4 夕張岳 落合 上トマム 南富良野町 占冠村 (2004/1) -113-11
H107 □ トマム とまむ 夕張岳 落合 上トマム 南富良野町 占冠村 -04-116
H108 △757.8 夕張岳 落合 南富良野町 占冠村 -04-70
H109 トマム山 とまむやま △1239.3 夕張岳 落合 下トマム 南富良野町 占冠村 （2004/2） -70-102
H110 □ 幾寅峠 いくとらとうげ 738 夕張岳 落合 幾寅 南富良野町 占冠村 -21-102
H111 国境山 こっきょうや △982.1 夕張岳 落合 幾寅 南富良野町 占冠村 -21

734ｺﾙ 夕張岳 落合 幾寅 南富良野町 占冠村 -21
H112 一等補社満射岳 しゃまんしゃ △1062.7 夕張岳 落合 幾寅 南富良野町 占冠村 （2004/3） -13
H113 △909.0 夕張岳 石狩金山 石狩金山 南富良野町 占冠村 （2005/3）
H114 金山峠 かなやまとう . 夕張岳 石狩金山 石狩金山 南富良野町 占冠村 （2005/3） -39-120
H115 老根別山 おねべつや △910.6 夕張岳 石狩金山 夕張岳 南富良野町 占冠村 (2004/4) -39

H116 三角山 さんかくやま △850.8 夕張岳 石狩金山 屏風山
南富良野町・
夕張市 占冠村 （2004/7）

H117 清風山 せいふうさん △717.1 夕張岳 石狩金山 夕張市 占冠村 （2004/9）

H118 △850.7 夕張岳 日高 ニニウ 夕張市
占冠村・穂別
町

H119 △622.7 夕張岳 日高 ニニウ 夕張市 穂別町

-107
-108

H120 △448.2 夕張岳 紅葉山 長和 夕張市 穂別町 -103
P477 -110-11
P500 -118



H121 △518.2 夕張岳 紅葉山 長和 夕張市 穂別町 -110
H122 □R楓峠 かえでとうげ 370 夕張岳 紅葉山 長和 夕張市 穂別町 -10-110
H123 △519.1 夕張岳 紅葉山 夕張市 穂別町 -10

H124 △618.9 夕張岳 紅葉山 十三里 夕張市
穂別町・厚真
町

H125 □ ？峠 夕張岳 紅葉山 十三里 由仁町 厚真町 -85
-104

H126 クオベツ山 くおべつやま △506.6 札幌 追分 由仁町 厚真町 （2005/2） -78-85

P406 -78
H127 △364.0 札幌 追分 由仁町 早来町 -54-64-
H128 □ 川端 かわばた 111.9 札幌 追分 栗山町 追分町 -51-79

JR陸橋 -79
H129 □R追分 おいわけ 58.6 札幌 追分 千歳市 追分町 -79

送電線下 -79
-101

H130 安平山 あぴらやま △166.3 札幌 追分 千歳市 追分町 （2004/5） -05-106
H131 □ 駒里 こまさと △29.3 札幌 追分 千歳市 千歳市 （2004/11） -55
H132 □R千歳空港東 ちとせ 20.2 札幌 千歳 千歳市 千歳市 -55
H133 千歳空港 28.3 札幌 千歳 千歳市 千歳市 -49

H134 □
道央自動車道
上 札幌 千歳 千歳市 苫小牧市

H135 △89.3 札幌 千歳 千歳市 苫小牧市 （2004/6）
H136 △168.8 札幌 樽前山 千歳市 苫小牧市 -81
H137 □ 丸山 まるやま 246.4 札幌 樽前山 千歳市 苫小牧市

H1375 478峰 478 札幌 樽前山 千歳市 苫小牧市 -06-12
H138 モラップ山 もらっぷやま △506.6 札幌 樽前山 千歳市 苫小牧市 （2004/10） -12-17
H139 □ モラップ もらっぷやま 札幌 樽前山 千歳市 苫小牧市 -17-18
H140 △445.6 札幌 樽前山 千歳市 苫小牧市 -18
H141 一等本樽前山 たるまえやま 1041 測定点 札幌 樽前山 樽前山 千歳市 苫小牧市 （2004/2） -18
H1415 △1023.1 Ⅰ樽前山 札幌 樽前山 樽前山 千歳市 苫小牧市 -18
H142 △994.6 札幌 樽前山 樽前山 千歳市 苫小牧市 -25

C660 札幌 千歳市 -36
H143 多峰古峰山 たっぷこっぷ △661.1 札幌 樽前山 千歳市 白老町 （2004/3） -33-35-
H144 △614.2 札幌 樽前山 千歳市 白老町 -33

560台地 札幌 千歳市 白老町 -33-47-
H145 白老岳 しらいおだけ △945.1 札幌 双葉 千歳市 白老町 （2004/1） -11



H146 □ 美笛峠 びふえとうげ 630 札幌 双葉 千歳市 大滝村 -11-67
H147 △ △690.3 札幌 双葉 千歳市 石狩川/尻別 大滝村 -67

P729 札幌 双葉 千歳市 尻別川 大滝村 -67-68
H148 △ △675.1 札幌 双葉 大滝村 尻別川 大滝村 -68
H149 場 △636.7 札幌 双葉 大滝村 尻別川 大滝村 -68
H150 □R広島峠 ひろしまとう . 札幌 双葉 大滝村 尻別川 大滝村 （2005/5） -66-68
H151 △ △823.3 札幌 双葉 大滝村 尻別川 大滝村 （2005/5） -66
H152 △ △794.8 苫小牧 徳舜瞥山 大滝村 尻別川 大滝村 （2005/5） -66

P730.2 大滝村 尻別川 大滝村 -66
H153 △ △762.4 室蘭 虻田 大滝村 尻別川 大滝村 （2005/5） -65

□ 829 尻別川 -56-65
H154 △ △849.1 岩内 留寿都 留寿都 留寿都村 尻別川 洞爺村 （2005/5） -56-65
H155 竹山 たけやま △940.0 岩内 留寿都 留寿都 留寿都村 尻別川 留寿都村 （2004/4） -53-56
H156 一等補貴気別山 ぬきべつや △993.5 岩内 留寿都 留寿都 留寿都村 尻別川 留寿都村 -53
H157 △ △549.2 岩内 留寿都 留寿都 留寿都村 尻別川 留寿都村 -53
H158 □R八ノ原 岩内 留寿都 留寿都 留寿都村 尻別川 留寿都村 -50-53
H159 橇負山 そりおいやま △715.1 岩内 留寿都 留寿都 留寿都村 尻別川 留寿都村 （2004/8） -50
H160 □R留寿都国道 363.4 岩内 留寿都 留寿都村 尻別川 留寿都村 -38
H161 △279.8 岩内 留寿都 真狩村 尻別川 真狩村 -38
H162 △ △490.8 岩内 留寿都 ニセコ町 尻別川 ニセコ町 （2004/12） -60
H163 △ △531.8 岩内 ニセコ ニセコ町 尻別川 ニセコ町 -60

□ 峠 岩内 ニセコ ニセコ町 尻別川 -60
H1635 △ △841.5 岩内 ニセコ ニセコ町 尻別川 -61-63
H164 一等補昆布岳 こぶだけ △1045.1 岩内 ニセコ 昆布岳 ニセコ町 尻別川 豊浦町 （2005/1） -62-63
H165 西昆布岳 にしこぶだけ △804.1 岩内 ニセコ 昆布岳 豊浦町 尻別川 豊浦町 -62-96
H166 □ R914峠 室蘭 豊浦 豊浦町 尻別川 豊浦町 -62-123
H167 △377.9 室蘭 豊浦 豊浦町 尻別川 豊浦町 -123
H168 金山 かなやま △500.9 室蘭 豊浦 豊浦町 尻別川/朱太 豊浦町 （2005/3） -123
H169 △509.9 室蘭 豊浦 黒松内町 朱太川 豊浦町 （2005/3） -123
H170 R37 室蘭 豊浦 黒松内町 朱太川 長万部町 -123
H171 □ 小幌駅上 242.2 室蘭 豊浦 黒松内町 朱太川 長万部町 -28-123
H172 静狩峠 しずかりとうげ 室蘭 長万部 黒松内町 朱太川 長万部町 -119
H173 □ 道央道付近 室蘭 長万部 黒松内町 朱太川 長万部町 -119

境界 -119
H174 一等本写万部山 しゃまんべや △498.8 室蘭 長万部 静狩 黒松内町 朱太川 長万部町 -07
H175 △474.7 室蘭 長万部 静狩 黒松内町 朱太川 長万部町 -08
H1757 ｐ474 室蘭 長万部 黒松内町 朱太川 長万部町 -08



H176 □R蕨岱 わらびたい 97.4 室蘭 長万部 黒松内町 朱太川 長万部町 -41
H177 △ △532.4 室蘭 太平山 黒松内町 朱太川 長万部町 -41

561 室蘭 太平山
黒松内町/島
牧村 朱太川/大平川

H178 △942峰肩 914 室蘭 太平山
島牧村・今金
町 大平川/後志 長万部町 -41

H179 長万部岳 おしゃまんべ △972.4 Ⅲ 室蘭 太平山 今金町 後志利別川 長万部町 -40-41
H180 △ △619.5 室蘭 太平山 今金町 後志利別川 長万部町 -40
H181 △674.2 室蘭 長万部 今金町 後志利別川 長万部町 -97
H182 △ △400.9 室蘭 長万部 今金町 後志利別川 長万部町 -58

C202 -112
H183 △ △217.5 室蘭 今金 今金町 後志利別川 長万部町 -59-112
H184 美利河峠 ぴりかとうげ 150 室蘭 今金 今金町 後志利別川 長万部町 -59-112
H185 △440.8 室蘭 今金 今金町 後志利別川 長万部町

H186 坊主山 ぼうずやま △544.0 室蘭 今金 今金町 後志利別川 長万部町

H187 一等ルコツ岳 るこつだけ △531.9 室蘭 今金 ルコツ岳 今金町 後志利別川 長万部町

H188 △407.1 室蘭 今金 ルコツ岳 今金町 後志利別川 八雲町

H189
トワルタップ
コップ岳 とわるたっぷ 314 室蘭 今金 ルコツ岳 今金町 後志利別川 八雲町

H190
キムンタップ
コップ岳 きむんたっぷ 322 室蘭 今金 今金町 後志利別川 八雲町

H191 △333.6 室蘭 今金 今金町 後志利別川 八雲町

H192 △336.2 室蘭 遊楽部岳 今金町 後志利別川 八雲町

H193 △416.0 室蘭 遊楽部岳 今金町 後志利別川 八雲町

H194 △563.1 室蘭 遊楽部岳 今金町 後志利別川 八雲町

H195 □ 日進峠 にっしんとうげ 室蘭 遊楽部岳 今金町 後志利別川 八雲町 -100-10

境界 室蘭 遊楽部岳
今金町/北桧
山町 後志利別川/太櫓川 -105

H196 □ △449峰下 室蘭 遊楽部岳 北桧山町 太櫓川 八雲町 -105
H197 太櫓岳 ふとろやま △1053.4 室蘭 遊楽部岳 北桧山町 太櫓川 八雲町

H198 一等遊楽部岳分岐 ゆらぶだけ 1173 室蘭 遊楽部岳 北桧山町 太櫓川/見市 八雲町

H199 岩子岳 いわこだけ △801.6 室蘭 遊楽部岳 熊石町 見市川 八雲町

H200 □ 雲石峠 くもいしとうげ 室蘭 遊楽部岳 熊石町 見市川 八雲町 -115
H201 △510.9 室蘭 遊楽部岳 熊石町 見市川 八雲町 -115

P790 -115
H202 雄鉾岳 おぼこだけ △999.3 室蘭 相沼 熊石町 見市川/冷水 八雲町

室蘭 相沼 熊石町 冷水川/相沼内川

H203 元小屋沢岳 もとこやさわ △969.2 室蘭 相沼 熊石町 相沼内川 八雲町 -76



H204 沖沢岳 おきさわだけ △951.6 室蘭 相沼 熊石町 相沼内川 八雲町

H205 突符山 とっぷやま △849.7 室蘭 相沼 乙部町 突符川 八雲町

室蘭 相沼 乙部町 突符川

780 室蘭 相沼 乙部町 突符川/姫川

H206 □ ？峠 室蘭 相沼 乙部町 姫川 八雲町

H207 △757.4 室蘭 濁川 乙部岳 乙部町 姫川 八雲町

H208 一等補乙部岳分岐 おとべだけ 1016.6 室蘭 濁川 乙部岳
乙部町・厚沢
部町 姫川/安野呂八雲町

H209 鍋岳肩 なべだけ . 室蘭 濁川 乙部岳 厚沢部町 安野呂川 八雲町

H210 △676.0 室蘭 濁川 乙部岳 厚沢部町 安野呂川 八雲町

H211 厚雲峠 あつぐもとうげ 室蘭 濁川 厚沢部町 安野呂川 八雲町

H212 △717.7 室蘭 濁川 厚沢部町 安野呂川 森町

H213 △ △779.3 函館 館 設計山 厚沢部町 安野呂川 大野町 -24
H214 △ △689.6 函館 館 設計山 厚沢部町 安野呂川 大野町 -24
H215 中山峠 なかやまとう . 函館 館 設計山 厚沢部町 安野呂川 大野町 -15-24
H216 △530.0 函館 館 設計山 厚沢部町 安野呂川 大野町

H217 △539.9 函館 館 設計山 厚沢部町 安野呂川 大野町

H218 雷電山肩 らいでんやま 703 函館 館 富里 厚沢部町 安野呂川 上磯町

H219 △465.3 函館 館 富里 厚沢部町 安野呂川 上磯町

H220 □ 梅漬峠 うめづけとう 310 函館 木古内 焼岳 厚沢部町 安野呂川 上磯町

H221 △540.4 函館 木古内 焼岳 厚沢部町 安野呂川
上磯町・木古
内町

H222 梯子岳 はしごだけ △562.7 函館 木古内 焼岳 厚沢部町 安野呂川 木古内町

H223 △630.7 函館 木古内 焼岳 厚沢部町 安野呂川/天 木古内町

H224 一等補瓜谷山 うりたにやま △548.8 函館 木古内 瓜谷山 上ノ国町 天の川 木古内町

H225 焼山 やけやま △379.5 函館 木古内 神明 上ノ国町 天の川 木古内町 -42
H226 P299 △299.0 函館 木古内 神明 上ノ国町 天の川 木古内町 -42
H227 吉堀峠 よしぼりとうげ 函館 木古内 神明 上ノ国町 天の川 木古内町 -34-42
H228 尖岳 とんがりだけ 604 函館 木古内 神明 上ノ国町 天の川 木古内町 -34-122
H229 袴腰岳 はかまごしだ △699.1 函館 知内 湯の里 上ノ国町 天の川 知内町 -122
H230 親岳 おやだけ 696 函館 大千軒岳 七ツ岳 上ノ国町 天の川 知内町

H231 七ﾂ岳 ななつだけ △956.8 Ⅱ七つ岳 函館 大千軒岳 七ツ岳 上ノ国町 天の川
知内町・福島
町

天の川/石崎川

H232 △789.1 函館 大千軒岳 七ツ岳 上ノ国町 石崎川 福島町

H233 燈明岳 とうみょうだ 931 函館 大千軒岳 七ツ岳 上ノ国町 石崎川 福島町

H234 一等本大千軒岳 だいせんげ △1071.6 Ⅰ千軒岳 函館 大千軒岳 大千軒岳
上ノ国町・松
前町 石崎川/大鴨 福島町 -82

H235 前千軒岳 まえせんげ 1056 函館 大千軒岳 大千軒岳 松前町 大鴨津川/小 福島町 -69-82



P975 975 函館 大千軒岳 大千軒岳 松前町 小鴨津川 福島町 -69
H236 袴腰岳 はかまごしだ △814.7 函館 大千軒岳 大千軒岳 松前町 小鴨津川/茂 福島町

H237 百軒岳 ひゃっけんだ △772.3 函館 大千軒岳 大千軒岳 松前町 茂草川/及部 福島町

H238 周防堂山 すおうどうや △661.8 函館 松前 渡島福島 松前町 及部川 福島町 -121
H239 松倉山 まつくらだけ 661 函館 松前 渡島福島 松前町 及部川 福島町 -52-111
H240 □ 函館 松前 渡島福島 松前町 福島町 -111-11
H241 △344.4 函館 松前 渡島福島 松前町 福島町 -109-11
H242 吉岡峠 よしおかとう . 函館 松前 渡島福島 松前町 福島町 -19
H243 一等補白神岳 しらかみだけ △352.4 函館 松前 白神岬 松前町 福島町 -19
H244 天狗山 てんぐだけ 310 函館 松前 白神岬 松前町 福島町

△323 函館 松前 白神岬 松前町 福島町 -27
H245 □ 白神岬 しらかみみさ . 函館 松前 白神岬 松前町 福島町 -14-27

## 245 14 52

## 266 69
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