
分水嶺データー 九州

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 水系 太平洋側 水系 山名事典緯度 経度

K001 □ めかり め □8.4 福岡 小倉 下関 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K002 古城山 △75.0 福岡 小倉 下関 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K003 筆立山 105 福岡 小倉 下関 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K004 八窪山 183 福岡 小倉 下関 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K005 □ サヤ峠 さやとうげ 福岡 小倉 下関 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K006 砂利山 253 福岡 小倉 下関 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K007 風師山（風頭）か △362.2 福岡 小倉 下関 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K008 △ △168.3 福岡 小倉 小倉 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K009 □ 七ﾂ石峠 福岡 小倉 小倉 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K010 □ 鹿喰峠 181 福岡 小倉 小倉 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K011 戸上山 との△517.8 福岡 小倉 小倉 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K012 △ △403.9 福岡 小倉 小倉 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K013 足立山(霞ｹ岳)あ 597.8 福岡 小倉 小倉 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K014 湯川 福岡 小倉 小倉 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K015 志井 福岡 行橋 苅田 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K016 △ △501.1 福岡 行橋 苅田 福岡県北九州市 福岡県北九州市

K017 貫山 ぬ △711.6 福岡 行橋 苅田 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市

K018 △510.5 福岡 行橋 苅田 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市

K019 広谷 福岡 行橋 苅田 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市

K020 △568.7 福岡 行橋 苅田 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市

K021 平尾 ひらお 福岡 行橋 行橋 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市

K022 □ 平尾台 ひらおだい 福岡 行橋 行橋 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市

K023 竜が鼻 りゅ△680.6 福岡 行橋 金田 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市

K024 △ △404.9 福岡 行橋 金田 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市

K022 □ 平尾台（吹上峠ひ 386 福岡 行橋 行橋 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市 -8
K023 竜が鼻 りゅ△680.6 Ⅱ 福岡 行橋 金田 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市 -8
K024 △ △404.9 福岡 行橋 金田 福岡県北九州市 今川 福岡県北九州市 -8
K025 □ 味見峠 248 福岡 行橋 行橋 福岡県香春町 福岡県勝山町 -1-8
K026 障子ケ岳 しょ△727.3 福岡 行橋 行橋 福岡県香春町 福岡県勝山町 -1

見春岩 福岡 行橋 行橋 福岡県香春町 福岡県勝山町 -1
K027 鏡山 か △333.5 福岡 行橋 行橋 福岡県香春町 福岡県勝山町 -1

歩道合流 517 福岡 行橋 行橋 福岡県香春町 福岡県勝山町 -1
K028 飯岳山(大坂山い △573.0 福岡 行橋 豊前本庄 福岡県香春町 福岡県勝山町/犀川町 -1



K029 □ 県道 福岡 行橋 豊前本庄 福岡県香春町 福岡県赤村 -1-4
K030 戸城山 とし△317.6 福岡 行橋 豊前本庄 福岡県赤村 福岡県赤村 -4
K031 □ 油須原 ﾕｽﾊﾙ 福岡 行橋 豊前本庄 福岡県赤村 福岡県赤村 -2-4
K032 会田 福岡 田川 田川 福岡県添田町 福岡県赤村 -2

国石柱 322.2 福岡 田川 田川 福岡県添田町 福岡県赤村 -2
K033 岩石山 454 福岡 田川 筑前山田 福岡県添田町 福岡県赤村 -2

鷲越 320 福岡 田川 筑前山田 福岡県添田町 福岡県赤村 -3
弓張岳 449 福岡 田川 筑前山田 福岡県添田町 福岡県赤村 -3

K034 △ △479.7 福岡 田川 伊良原 福岡県添田町 福岡県添田町 -3
K035 □ 戸立峠 福岡 田川 伊良原 福岡県添田町 福岡県添田町 -3-5
K036 □ 無田 499 福岡 田川 伊良原 福岡県添田町 福岡県添田町 -5
K037 □ 北坂本 福岡 吉井 英彦山 福岡県添田町 福岡県添田町 -5-6
K038 □R自然歩道 福岡 吉井 英彦山 福岡県添田町 福岡県添田町 -6
K039 百名山英彦山 ひ 1200 福岡 吉井 英彦山 福岡県添田町 大分県中津市（山国町） -6
K040 △ △1199.6 福岡 吉井 英彦山 福岡県添田町 大分県中津市（山国町） -6

籠水峠 974 福岡 吉井 英彦山 福岡県添田町 大分県中津市（山国町） -6-7
K041 大分水分岐 福岡 吉井 英彦山 福岡県添田町 大分県中津市（山国町） -7
K042 上塚山 か △936.6 福岡 吉井 英彦山 大分県日田市 大分県中津市（山国町） -7
K043 ガラメキ峠 福岡 吉井 英彦山 大分県日田市 大分県中津市（山国町） -7
K044 △ △846.8 福岡 吉井 英彦山 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K045 △ △917.7 福岡 吉井 大行司 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K046 大将陣山 だ △909.8 福岡 吉井 大行司 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K047 △ △576.1 福岡 吉井 大行司 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K048 □ 伏木 福岡 吉井 大行司 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K049 △ △561.2 中津 耶馬溪 裏耶馬溪 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K050 フケ原 中津 耶馬溪 裏耶馬溪 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K051 □ 大石峠 お 504 中津 耶馬溪 裏耶馬溪 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K052 一尺八寸山 み △706.7 中津 耶馬溪 裏耶馬溪 大分県日田市 大分県中津市（山国町）

K053 △ △711.1 中津 耶馬溪 裏耶馬溪 大分県日田市 大分県中津市（山国町）、玖珠町

K054 □？大池 中津 耶馬溪 裏耶馬溪 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K055 野平 大分 森 天ヶ瀬 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K056 △ △725.6 大分 森 天ヶ瀬 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K057 △ △712.9 大分 森 天ヶ瀬 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K058 △ △584.0 大分 森 深耶馬溪 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K059 □ 自然歩道 554 大分 森 深耶馬溪 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K060 △ △603.6 大分 森 豊後森 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K061 鹿倉 大分 森 豊後森 大分県玖珠町 大分県玖珠町



K062 □ 谷川内 大分 森 豊後森 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K063 黒岳 △891.1 大分 森 豊後森 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K064 三角辻 大分 別府 日出生台 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K065 釜石原 △704.3 大分 別府 日出生台 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K066 兜山 か 1016 大分 別府 日出生台 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K067 福万山 ふ△1235.9 大分 別府 日出生台 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K068 カルト山分岐 大分 別府 日出生台 大分県玖珠町 大分県玖珠町

K069 □ 水分峠 □707.6 大分 別府 湯平 大分県玖珠町/九重町 大分県玖珠町/湯布院町

K070 △ △810.3 大分 別府 湯平 大分県九重町 大分県湯布院町

K071 野稲岳 の△1037.6 大分 別府 湯平 大分県湯布院町 大分県湯布院町

K072 立石池上 1003 大分 別府 湯平 大分県湯布院町 大分県湯布院町

K073 △ △1024.5 大分 別府 湯平 大分県湯布院町 大分県湯布院町

K074 ﾔﾏﾅﾐ 926 大分 別府 湯平 大分県九重町 大分県九重町

K075 △ △1205.2 大分 久住 大船山 大分県庄内町 大分県庄内町

K076 △ △1309.4 大分 久住 大船山 大分県庄内町 大分県庄内町

K077 □ ？峠 △933.6 大分 久住 大船山 大分県庄内町 大分県庄内町

K078 高塚山 た 1587 大分 久住 大船山 大分県久住町 大分県久住町

K079 三百名大船山 だ△1786.2 大分 久住 大船山 大分県久住町 大分県久住町

K080 △ △1464.4 大分 久住 大船山 大分県久住町 大分県久住町

K081 鉾立峠 ほこたてとうげ 大分 久住 大船山 大分県久住町 大分県久住町

K082 佐渡窪 1290 大分 久住 久住 大分県久住町 大分県久住町

K083 中岳 な 1791 大分 久住 久住 大分県久住町 大分県久住町

K084 百名山久住山 くじ△1786.8 大分 宮原 久住山 大分県久住町 大分県久住町

K085 1522 大分 宮原 久住山 大分県久住町 大分県久住町/熊本県産山村

K086 □ 瀬の本 1020 大分 宮原 久住山 熊本県南小国町 大分県久住町 熊本-1
K087 □ 雲海 大分 宮原 久住山 熊本県南小国町．阿蘇市（一宮町） 熊本県産山村 熊本-1
K088 萩の草/田尻（や △803.3 大分 宮原 久住山 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-1
K089 萩の草/山鹿（や △803.8 Ⅲ下原 大分 宮原 久住山 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-1

・811 大分 宮原 久住山 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町）

・806 大分 宮原 久住山 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町）

K090 □ 立山牧野 △789.8Ⅳ山の神 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-2
K091 □ 土井牧野（やまな△789.3 Ⅲ北山 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-2

城山展望所上（牧 ・792 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-2
K092 □ 波野原 △806.6 Ⅳ札木 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-2
K0925 字波野ヶ原 △792.4Ⅳ波野原 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-2-3
K093 馬場・豆札牧野 △822.3Ⅱ北坂梨 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-3
K0935 卯の鼻分岐 ・831 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本-3



K094 □R坂ノ上R57 783 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（波野村） 熊本-3
K095 中継所 △855.5Ⅲ新波野 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（波野村） 熊本-3
K0955 新波野 ・858 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（波野村） 熊本-3
K096 新波野牧野 ・882 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（波野村） 熊本-3
K0965 ・905 大分 阿蘇山 坂梨 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（波野村） 熊本-3-17
K097 上萩ノ久保 △909.4Ⅳ箱石峠 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（波野村） 熊本-3
K098 □ 箱石峠 Ⅳ 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（波野村） 熊本-3-4
K099 △ △931.6 Ⅳ箱石 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県阿蘇市（一宮町） 熊本県阿蘇市（波野村） 熊本-4
K100 根子岳東峰 ね△1408.1Ⅱ根子岳 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県阿蘇市（一宮町）/高森町 熊本県阿蘇市（波野村）／高森町 熊本-4
K101 □ 大戸の口 △910.7 大戸ノ口 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県高森町 熊本県高森町 熊本-4
K102 □R大戸の口（峠） 880 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県高森町 熊本県高森町 熊本-4-6
K103 △ △916.3 Ⅳ熊野 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県高森町 熊本県高森町 熊本-6
K104 高森ｺﾞﾙﾌ場 930 阿蘇山 根子岳 熊本県高森町 熊本県高森町 熊本-6
K105 熊野原 △959.2 八ノ久保 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県高森町 熊本県高森町 熊本-6
K1055 △922.9 大分 阿蘇山 根子岳 熊本県高森町 熊本県高森町

K106 らくだ山 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県高森町 熊本-8
K107 清栄山 せ△1006.3 Ⅱ 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県高森町 熊本-8
K108 高森峠 △872.6 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-8
K109 御成山 882 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-8-9
K1092 旧道 882 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-9
K1095 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-9
K1097 △ △871.8 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-9
K110 □ 中坂峠 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7-9
K1105 △917.2 大分 高森 高森 熊本県高森町 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K111 崩土峠 870 大分 高森 肥後吉田 熊本県高森町 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K112 長谷峠 900 大分 高森 肥後吉田 熊本県高森町,山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K113 □？ △820.8 Ⅲ牧口 大分 高森 肥後吉田 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K114 山造 764 大分 高森 肥後吉田 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K115 上差尾 655 大分 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K116 □ △651.0 Ⅳ狐谷 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K117 上塩出 641 大分 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7-17
K118 △ △628.9 Ⅲ巻山 大分 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K119 R26菅尾 △605.9 Ⅳ菅尾 大分 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K120 △ △616.8 Ⅲ鼓ヶ原 大分 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-7
K121 □R大野原 大分 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-5
K122 白石 大分 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-5
K1225 ・991 大分 高森 馬見原 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-5



K123 △ △1198.2 延岡 鞍岡 鞍岡 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本県山都町（蘇陽町） 熊本-5
K124 黒峰 △1283.0 延岡 鞍岡 緑川 熊本県山都町（清和村） 宮崎県五ヶ瀬町 熊本-5-10
K1245 一之瀬越 1250 延岡 鞍岡 緑川 熊本県山都町（清和村） 宮崎県五ヶ瀬町 熊本-10
K125 小川越 1110 延岡 鞍岡 緑川 熊本県山都町（清和村） 宮崎県五ヶ瀬町 熊本-10
K126 小川岳 お△1542.1 延岡 鞍岡 緑川 熊本県山都町（清和村） 宮崎県五ヶ瀬町 熊本-10
K127 黒岩山 1582 延岡 鞍岡 緑川 熊本県山都町（清和村） 宮崎県五ヶ瀬町 熊本-10
K128 向坂山 む△1684.4 延岡 鞍岡 国見岳 熊本県山都町（清和村） 宮崎県五ヶ瀬町/椎葉村 熊本-11
K129 三方山 さん△1577.5 延岡 鞍岡 緑川 熊本県山都町（清和村・矢部町） 宮崎県椎葉村 熊本-11
K130 □ 椎矢峠 1430 延岡 鞍岡 国見岳 熊本県山都町（矢部町） 宮崎県椎葉村 熊本-11-2
K131 高岳 た△1563.2 延岡 鞍岡 国見岳 熊本県山都町（矢部町） 宮崎県椎葉村 -22
K132 1509峰 1509 延岡 鞍岡 国見岳 熊本県山都町（矢部町） 宮崎県椎葉村 -22

高岳分岐 1549 延岡 鞍岡 国見岳 熊本県山都町（矢部町） 宮崎県椎葉村 -19-22
K133 三百名国見岳 くに△1738.8 延岡 鞍岡 国見岳 熊本県山都町（矢部町）/泉村 宮崎県椎葉村 熊本-12-1
K134 五勇山 ご 1662 延岡 鞍岡 国見岳 熊本県泉村 宮崎県椎葉村 熊本-13
K135 烏帽子岳 え△1691.7 延岡 鞍岡 国見岳 熊本県泉村 宮崎県椎葉村 熊本-13
K136 椎葉越 1418 延岡 椎葉村 不土野 熊本県泉村 宮崎県椎葉村 熊本-13
K137 1515峰 1515 延岡 椎葉村 不土野 熊本県泉村 宮崎県椎葉村 -23
K138 白鳥山 △1638.8 延岡 椎葉村 不土野 熊本県泉村、水上村 宮崎県椎葉村 -23
K139 銚子笠 ち△1488.9Ⅲ銚須笠 延岡 椎葉村 不土野 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -23-24
K140 △ △1227.5 Ⅳ魚帰 延岡 椎葉村 不土野 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -24
K141 1222峰 1222 延岡 椎葉村 不土野 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -24

平畑 1093 延岡 椎葉村 不土野 熊本県水上村 宮崎県椎葉村

K142 不土野峠 1059 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -16-24
K143 小崎峠 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -16
K144 △ △1266.4 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -16
K1445 川の口越 1170 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -16
K145 小崎山 △1319.5 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -16
K146 津の越 1250 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -16
K147 江代山(津野岳え△1606.7 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -14
K148 湯山峠 944 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -14-15
K149 △ △1012.5 延岡 椎葉村 古屋敷 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -15
K150 二つ岩 △1671.7 延岡 村所 市房山 熊本県水上村 宮崎県椎葉村 -15
K151 三百名市房山 い△1720.8 延岡 村所 市房山 熊本県水上村 宮崎県椎葉村/西米良村 -15
K152 1086峰 1086 延岡 村所 市房山 熊本県水上村 宮崎県西米良村 -20
K153 △ △1106.8 延岡 村所 市房山 熊本県水上村 宮崎県西米良村 -20
K1535 西米良越(大平林 950 延岡 村所 市房山 熊本県水上村 宮崎県西米良村 -20-21
K154 牧良山 ま △990.5 延岡 村所 市房山 熊本県水上村、湯前町 宮崎県西米良村 -21



K155 黒仁田越 726 延岡 村所 市房山 熊本県湯前町 宮崎県西米良村 -21-27
K156 横谷山（山の神） 900 延岡 村所 市房山 熊本県湯前町 宮崎県西米良村 -27
K157 横谷峠 □665.5 延岡 村所 市房山 熊本県湯前町 宮崎県西米良村 -18-27
K1575 県境分岐 延岡 村所 市房山 熊本県湯前町 宮崎県西米良村 -18
K158 1104峰 1104 延岡 村所 槻木 熊本県湯前町 熊本県多良木町 -18
K159 湯ノ原山 1063 延岡 村所 槻木 熊本県湯前町 熊本県多良木町 -18
K160 □ 峠（湯の原林道） 854 延岡 村所 槻木 熊本県湯前町 熊本県多良木町 -18
K161 花立山 △1105.5 延岡 村所 槻木 熊本県湯前町 熊本県多良木町 -18

花立林道 897 延岡 村所 槻木 熊本県湯前町 熊本県多良木町 -26
K162 槻木峠 延岡 人吉 免田 熊本県多良木町 熊本県多良木町 -25-26
K163 黒原山 くろ△1017.1 延岡 人吉 免田 熊本県多良木町/あさぎり町（岡原村）熊本県多良木町 -25
K164 林道 770 延岡 人吉 免田 熊本県あさぎり町（岡原村） 熊本県多良木町

K165 △ △864.1 延岡 人吉 免田 熊本県あさぎり町（上村） 熊本県多良木町

K166 □ 林道 延岡 加久藤 白髪岳 熊本県あさぎり町（上村） 熊本県多良木町、あさぎり町（上村） -28
K167 小白髪岳 こ△1183.1 延岡 加久藤 白髪岳 熊本県あさぎり町（上村） 熊本県あさぎり町（上村） -28
K168 三池神社 1391 延岡 加久藤 白髪岳 熊本県あさぎり町（上村） 熊本県あさぎり町（上村） -28
K169 白髪岳 しら△1416.7 延岡 加久藤 白髪岳 熊本県あさぎり町（上村） 熊本県あさぎり町（上村） -32
K170 国見山 くに 1229 延岡 加久藤 白髪岳 熊本県あさぎり町（上村） 熊本県あさぎり町（上村） -32
K171 八ｹ峰 は △976.5 延岡 加久藤 白髪岳 熊本県あさぎり町（上村） 熊本県あさぎり町（上村） -32
K172 県境林道 600 延岡 加久藤 白髪岳 熊本県あさぎり町（上村）、宮崎県えび熊本県あさぎり町（上村）、宮崎県えびの市 -32
K173 △ △860.2 延岡 加久藤 白髪岳 宮崎県えびの市 宮崎県えびの市 -31
K174 △744.0 八代 加久藤 日向大久保宮崎県えびの市 宮崎県えびの市、小林市 -31
K175 □ 堀浦 八代 加久藤 日向大久保宮崎県えびの市 宮崎県えびの市 -31
K176 □R茶屋平 340 八代 加久藤 日向大久保宮崎県えびの市、小林市 宮崎県えびの市、小林市 -31-39
K177 □R国道 □319.4 八代 加久藤 日向大久保宮崎県小林市 宮崎県小林市 -39
K178 316.8 八代 加久藤 日向大久保宮崎県小林市 宮崎県小林市 -39
K179 榧ノ木 322 八代 加久藤 日向大久保宮崎県小林市 宮崎県小林市 -39
K180 鬼塚 △375.9 八代 加久藤 日向大久保宮崎県小林市 宮崎県小林市 -39
K181 霧島開拓 499 鹿児島 霧島山 日向小林 宮崎県えびの市 宮崎県小林市 -39-41
K182 甑岳 こ △1301.4 鹿児島 霧島山 韓国岳 宮崎県えびの市 宮崎県えびの市 -41
K183 温泉 1214 鹿児島 霧島山 韓国岳 宮崎県えびの市 宮崎県えびの市 -40-41
K184 硫黄山 いおうやま 鹿児島 霧島山 韓国岳 宮崎県えびの市 宮崎県えびの市 -30-40

北稜ﾋﾟｰｸ 1617 鹿児島 霧島山 韓国岳 宮崎県えびの市 宮崎県えびの市 -30
K185 百名山韓国岳 か△1700 1本・～韓鹿児島 霧島山 韓国岳 宮崎県えびの市/鹿児島県牧園町.霧島宮崎県えびの市.小林市 -30

鞍部 1321 鹿児島 霧島山 韓国岳 鹿児島県霧島町 宮崎県小林市 -6
K186 新燃岳 しん△1420.8 鹿児島 霧島山 高千穂峰 鹿児島県霧島町 宮崎県小林市 -6
K187 中岳 な△1332.4 鹿児島 霧島山 高千穂峰 鹿児島県霧島町 宮崎県小林市 -6



鞍部 1021 鹿児島 霧島山 高千穂峰 鹿児島県霧島町 宮崎県小林市 -6-7
K188 三百名高千穂峰御鉢た 1408 鹿児島 霧島山 高千穂峰 鹿児島県霧島町 宮崎県小林市.高原町.都城市 -7
K189 △580.7 鹿児島 霧島山 高千穂峰 鹿児島県霧島町 宮崎県都城市 -7
K190 永池 468 鹿児島 霧島山 高千穂峰 鹿児島県霧島町 宮崎県都城市 -7
K191 猪子石 鹿児島 霧島山 高千穂峰 鹿児島県霧島町 宮崎県都城市 -7-8
K192 △ △519.6 鹿児島 国分 高野 鹿児島県霧島町 宮崎県都城市 -8
K193 瓶臺山 び△543.0 鹿児島 国分 高野 鹿児島県霧島町 鹿児島県財部町 宮崎-4-8
K194 □ 吉ケ谷 鹿児島 国分 高野 鹿児島県財部町 鹿児島県財部町 宮崎-4-9
K195 △428.5 鹿児島 国分 高野 鹿児島県財部町 鹿児島県財部町 宮崎-4-9
K196 先梨 鹿児島 国分 日当山 鹿児島県国分市 鹿児島県国分市 宮崎-4-9
K197 黒石岳 くろ△524.7 鹿児島 国分 国分 鹿児島県国分市 鹿児島県国分市 宮崎-4-9
K198 池の段 鹿児島 国分 財部 鹿児島県福山町 鹿児島県国分市/財部町 宮崎-4-9-1
K199 荒磯岳 あ 539 鹿児島 国分 財部 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 宮崎-4-10
K200 △496.0 鹿児島 国分 国分 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 -10
K201 塚脇 鹿児島 国分 国分 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 -10
K202 □ 畜産試験場 △389.2 鹿児島 国分 国分 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 -10
K203 惣陣が丘 △483.5 鹿児島 国分 国分 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 -10
K204 □ 西牧の原 382 鹿児島 岩川 牛根境 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 -10-11
K205 桜島CC △469.3 鹿児島 岩川 牛根境 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 -11
K206 狐ヶ丘 き 557 鹿児島 岩川 牛根境 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 -11
K207 △ △563.2 鹿児島 岩川 牛根境 鹿児島県福山町 鹿児島県福山町 -11
K208 △534.0 鹿児島 岩川 牛根境 鹿児島県垂水市 鹿児島県輝北町 -11
K209 △555.3 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県輝北町 -11
K210 牛根峠 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県輝北町 -11-33
K211 岳野 495 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県垂水市 -33
K212 鵃岳 ひ 885 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県垂水市 -33
K213 高峠 た△722.1 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県垂水市 宮崎-3-33
K214 堀切 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県垂水市 宮崎-3-33

大野中学 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県垂水市 宮崎-3-33-
K215 七岳 な△881.4 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿屋市 宮崎-3-34

鞍部 695 鹿児島 岩川 百引 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿屋市 宮崎-3-12-
K216 三百名大箆柄岳 お△1236.4 鹿児島 鹿屋 上祓川 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿屋市 宮崎-3-12
K217 高隅山 1037 鹿児島 鹿屋 上祓川 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿屋市 -12
K218 御岳 お△1181.6 鹿児島 鹿屋 上祓川 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -12-13
K219 □ 林道 730 鹿児島 鹿屋 上祓川 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -13
K220 △319.4 鹿児島 鹿屋 鹿屋 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -13
K221 郷の原 鹿児島 鹿屋 鹿屋 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -13



K222 △124.3 鹿児島 鹿屋 鹿屋 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -13
合同庁舎 68 鹿児島 鹿屋 鹿屋 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -13-14

K223 鹿屋空港 鹿児島 鹿屋 鹿屋 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -14
K224 △176.6 鹿児島 鹿屋 鹿屋 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -14
K225 霧島ケ丘 △173.7 鹿児島 鹿屋 鹿屋 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -14
K226 大姶良 鹿児島 鹿屋 鹿屋 鹿児島県鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 -14
K227 △386.3 鹿児島 大根占 神川 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県鹿屋市 -14
K228 横尾岳 よ△426.3 鹿児島 大根占 神川 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県鹿屋市 -14
K229 陣ノ岡 △482.2 鹿児島 大根占 神川 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県鹿屋市 -14
K230 □ 大尾 鹿児島 大根占 神川 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県錦江町（大根占町） -14
K231 牧原 219 鹿児島 大根占 神川 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県鹿屋市 -14
K232 □ △279.0 鹿児島 大根占 神川 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県鹿屋市 -14
K233 □ 川北 開聞岳 大根占 大根占 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県鹿屋市 -14-15

鞍部 745 開聞岳 大根占 大根占 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県鹿屋市 -15-16
K234 八山岳 は△940.5 開聞岳 大根占 半ケ石 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県吾平町/高山町 -16-17

鞍部 860 開聞岳 大根占 半ケ石 鹿児島県錦江町（大根占町） 鹿児島県吾平町/高山町 -16-17
904 開聞岳 大根占 半ケ石 鹿児島県錦江町（大根占町） 高山町/内之浦町 -17
810.8 開聞岳 大根占 半ケ石 鹿児島県錦江町（大根占町） 高山町/内之浦町 -17

K235 荒西山 あ△833.7 開聞岳 大根占 半ケ石 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県内之浦町 宮崎-1-17-
K236 六郎館岳 ろ△754.0 開聞岳 大根占 半ケ石 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県内之浦町 -5-18
K237 □R448 △496.6 開聞岳 大根占 半ケ石 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県内之浦町 宮崎-18-35
K238 四坂岳 しさ△744.6 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県内之浦町 宮崎-2-35-

P740鞍部 720 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県内之浦町 宮崎-36-37
P750鞍部 750 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県内之浦町 宮崎-37-38

0 P745鞍部 735 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県内之浦町 宮崎-19-38
稲尾岳三叉路 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県内之浦町 宮崎-19-20

K239 枯木岳（稲尾岳い△959.0 Ⅱ枯木岳開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-20
910.8 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-20

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ南 885 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-20-21
K240 辺塚峠 665 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-21

750 開聞岳 辺塚 稲尾岳 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-21-22
K241 △862.4 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-22

P862鞍部 862 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-22-23
P860 860 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県錦江町（田代町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-23-24

K242 木場岳 こ 891 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-24
P801鞍部 795 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-24-25

K243 □ 大中尾峠 573 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-25



567 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-25-26
K244 △449.0 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-26
K245 □ 414 開聞岳 辺塚 辺塚 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-26
K246 □ 畜産ｾﾝﾀｰ 324 開聞岳 佐田岬 伊座敷 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-26
K247 △ △316.9 開聞岳 佐田岬 伊座敷 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-26
K248 □ 馬籠 せ 202 開聞岳 佐田岬 伊座敷 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-26

大瀬戸神社 開聞岳 佐田岬 伊座敷 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-26-27
K249 △348.4 開聞岳 佐田岬 伊座敷 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-27
K250 □ R68 開聞岳 佐田岬 佐田岬 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-27
K251 P107 △107.4 開聞岳 佐田岬 佐田岬 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-27

大泊 開聞岳 佐田岬 佐田岬 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-27-28
K252 田尻 △192.3 開聞岳 佐田岬 佐田岬 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-28-29

御崎山 214 開聞岳 佐田岬 佐田岬 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-29
K253 佐多岬 さたみさき 開聞岳 佐田岬 佐田岬 鹿児島県南大隈町（佐多町） 鹿児島県南大隈町（佐多町） 宮崎-29
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