
令和4年2月1日更新

写真測量による標高改定

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

ひがしあかいしやま

東赤石山 四国山地西部（石鎚山地） 1706m
33度52分31秒

133度22分26秒
標高点 1710m ＋4m

令和2年1月29日更新

写真測量による標高改定

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

たかだおおだけ

高田大岳
奥羽山脈北部（八甲田山とその周辺） 1552m

40度39分11秒
140度54分26秒

標高点 1559m ＋7m

しおみだけ

塩見岳
 赤石山脈北部 3047m

35度34分23秒
138度11分01秒

標高点 3052m ＋5m

平成31年3月19日更新

山名変更

山名(旧) 山名(新) 標高 緯度経度 三角点名等 所在等 備考

きんぼうさん

金峰山
きんぼうざん

金峯山
471m

38度40分56秒
139度47分53秒

標高点 朝日山地
H31.2関係自治体か
らの申請による

平成31年１月24日更新

現地計測による標高改定

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

よこだけ

横岳 霧ヶ峰・八ヶ岳 2829m
35度59分09秒

138度22分22秒
測定点 2830m ＋1m

平成30年3月7日更新

山名変更

山名(旧) 山名(新) 標高 緯度経度 三角点名等 所在等 備考

ざおうざん＜くまのたけ＞ ざおうざん（ざおうさん）＜くまのだけ＞ 38度08分37秒
蔵王山＜熊野岳＞ 蔵王山＜熊野岳＞ 140度26分24秒
ざおうざん＜かっただけ＞ ざおうざん（ざおうさん）＜かっただけ＞ 38度07分40秒
蔵王山＜刈田岳＞ 蔵王山＜刈田岳＞ 140度26分53秒
ざおうざん＜びょうぶだけ＞ ざおうざん（ざおうさん）＜びょうぶだけ＞ 38度05分45秒
蔵王山＜屛風岳＞ 蔵王山＜屛風岳＞ 140度28分34秒

ざおうざん＜ふぼうさん（ごぜんだけ）＞ ざおうざん（ざおうさん）＜ふぼうさん（ごぜんだけ）＞ 38度04分32秒
蔵王山＜不忘山（御前岳）＞ 蔵王山＜不忘山（御前岳）＞ 140度28分44秒

平成30年1月16日更新

三角点改測に伴う標高改定

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

やぐらだけ

櫓岳 大隅諸島（黒島） 622m
30度49分42秒

129度56分15秒
黒島 620m -2m

平成28年4月1日更新

平成28年三角点標高成果の改定に伴う標高改定

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

やたてやま

矢立山 対馬 649m
34度10分39秒

129度13分34秒
矢立山 648m -1m

平成28年3月1日更新

現地計測による標高改定

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

すりばちやま（ぱいぷやま）

摺鉢山（パイプ山）
小笠原諸島
（硫黄島）

169m
24度45分02秒

141度17分21秒
測定点 170m ＋1m

1841m 測定点
奥羽山脈南部（蔵
王山とその周辺）

H30.2関係自治体か
らの申請による

1758m 刈田岳

1705m 不忘山
奥羽山脈南部（蔵
王山とその周辺）

H30.2関係自治体か
らの申請による

奥羽山脈南部（蔵
王山とその周辺）

H30.2関係自治体か
らの申請による

1825m 標高点
奥羽山脈南部（蔵
王山とその周辺）

H30.2関係自治体か
らの申請による



平成26年4月1日更新

平成26年三角点標高成果の改定に伴う標高改定

１．標高が1m高くなった山 （４８山）

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

らうすだけ

羅臼岳
知床・阿寒 1660m

44度04分33秒
145度07分20秒

測定点 1661m ＋1m

おぷたてしけやま

オプタテシケ山
石狩山地 2012m

43度28分13秒
142度45分06秒

美瑛岳 2013m ＋1m

にょほうさん     おおまなごさん

  女峰山  <大真名子山>
那須・日光 2375m

36度47分43秒
139度30分26秒

大真子 2376m ＋1m

たろうさん

太郎山
〃 2367m

36度49分04秒
139度28分58秒

太郎山 2368m ＋1m

すかいさん

皇海山
〃 2143m

36度41分24秒
139度20分13秒

皇海山 2144m ＋1m

   かごのとやま     ひがしかごのとやま

   篭ノ登山      <東篭ノ登山>
苗場山・白根山・浅間山 2227m

36度25分10秒
138度26分50秒

籠塔山 2228m ＋1m

あかぐなやま

赤久縄山
関東山地 1522m

36度08分37秒
138度50分36秒

赤久縄 1523m ＋1m

  みかぼやま        にしみかぼやま

     御荷鉾山      <西御荷鉾山>
〃 1286m

36度09分08秒
138度55分06秒

西御荷鉾 1287m ＋1m

あまぎさん      ばんざぶろうだけ

天城山      <万三郎岳>
箱根山・伊豆半島 1405m

34度51分46秒
139度00分06秒

万城岳 1406m ＋1m

はちぶせやま

鉢伏山
筑摩山地 1928m

36度09分47秒
138度03分33秒

鉢伏山 1929m ＋1m

たてしなやま

蓼科山
霧ヶ峰・八ヶ岳 2530m

36度06分13秒
138度17分42秒

蓼科山 2531m ＋1m

みねのまつめ

峰の松目
〃 2567m

35度59分49秒
138度21分02秒

峰ノ松目 2568m ＋1m

みなみさわだけ

南沢岳
飛騨山脈北部 2625m

36度29分24秒
137度39分11秒

烏帽子岳 2626m ＋1m

けかつやま

毛勝山
〃 2414m

36度42分04秒
137度35分27秒

毛勝山 2415m ＋1m

えっちゅうざわだけ

越中沢岳
〃 2591m

36度30分54秒
137度34分59秒

栂山 2592m ＋1m

かさがたけ

笠ヶ岳
〃 2897m

36度18分56秒
137度33分01秒

笠ケ岳 2898m ＋1m

からさわだけ

唐沢岳
〃 2632m

36度27分40秒
137度43分00秒

唐沢 2633m ＋1m

はちもりやま

鉢盛山
飛騨山脈南部 2446m

36度05分12秒
137度45分17秒

鉢盛山 2447m ＋1m

おくさんがいだけ

奥三界岳
御嶽山とその周辺 1810m

35度40分54秒
137度30分26秒

奥三階 1811m ＋1m

さんのさわだけ

三沢岳
木曽山脈 2846m

35度46分00秒
137度47分38秒

三ノ沢 2847m ＋1m

こすもやま

越百山
〃 2613m

35度40分46秒
137度48分12秒

越百 2614m ＋1m

もりやさん

守屋山
赤石山脈北部 1650m

35度58分03秒
138度05分36秒

守屋山 1651m ＋1m

かんのんがだけ

観音ヶ岳
赤石山脈北部（鳳凰山） 2840m

35度42分06秒
138度18分17秒

観音岳 2841m ＋1m

あいのだけ

間ノ岳
赤石山脈北部（白根山）　 3189m

35度38分46秒
138度13分42秒

相ノ岳 3190m ＋1m

くろべいやま

黒檜山
赤石山脈北部 2540m

35度38分40秒
138度11分10秒

黒檜山 2541m ＋1m

こひかげやま

小日影山
赤石山脈南部 2505m

35度31分31秒
138度07分35秒

小日影山 2506m ＋1m

あらかわだけ         なかだけ

  荒川岳      <中岳>
〃 3083m

35度29分48秒
138度10分01秒

荒川岳 3084m ＋1m

あかいしだけ

赤石岳
〃 3120m

35度27分40秒
138度09分26秒

赤石岳 3121m ＋1m

きめんざん

鬼面山
〃 1889m

35度29分31秒
137度59分25秒

鬼面山 1890m ＋1m

おおさわだけ

大沢岳
〃 2819m

35度26分56秒
138度07分13秒

大沢岳 2820m ＋1m

てかりだけ

光岳
赤石山脈南部 2591m

35度20分17秒
138度05分02秒

光岳 2592m ＋1m

くまぶしやま

熊伏山
〃 1653m

35度15分48秒
137度53分42秒

熊伏山 1654m ＋1m

だいむげんざん

大無間山
〃 2329m

35度15分22秒
138度09分42秒

大無間山 2330m ＋1m

ふどうがたけ

不動岳
〃 2171m

35度14分08秒
138度02分28秒

不動ケ岳 2172m ＋1m



山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

くろぼうしがたけ

黒法師岳
〃 2067m

35度11分46秒
138度01分46秒

黒法師岳 2068m ＋1m

きょうまるやま

京丸山
〃 1469m

35度05分46秒
137度57分57秒

堂木 1470m ＋1m

ちゃうすやま

茶臼山
美濃・三河高原 1415m

35度13分39秒
137度39分20秒

茶臼山 1416m ＋1m

たかのすやま

鷹ノ巣山
〃 1152m

35度09分09秒
137度29分42秒

段戸山Ⅰ 1153m ＋1m

れいさん

霊山
鈴鹿・布引山地 765m

34度49分02秒
136度15分38秒

霊山 766m ＋1m

けなしがせん

毛無山
中国山地中部 1218m

35度14分08秒
133度30分53秒

田浪 1219m ＋1m

みうね

三嶺
四国山地東部（剣山地） 1893m

33度50分22秒
133度59分16秒

三嶺 1894m ＋1m

てんぐもり

天狗森
四国山地東部 1295m

33度37分08秒
134度04分04秒

天狗森 1296m ＋1m

ささがみね

笹ヶ峰
四国山地西部（石鎚山地） 1859m

33度49分41秒
133度16分29秒

笹ケ峰 1860m ＋1m

かめがもり

瓶ヶ森
〃 1896m

33度47分41秒
133度11分36秒

亀ケ森 1897m ＋1m

つつじょうざん

筒上山
〃 1859m

33度43分55秒
133度09分40秒

筒城山 1860m ＋1m

ばんだがもり

蟠蛇森
四国山地西部　 769m

33度26分28秒
133度15分34秒

万朶森 770m ＋1m

かみふくねやま

上福根山
九州山地 1645m

32度28分24秒
130度56分49秒

上福根 1646m ＋1m

きりしまやま        たかちほのみね

  霧島山      <高千穂峰>
九州南部 1573m

31度53分11秒
130度55分08秒

高千穂峰 1574m ＋1m

２．標高が1m低くなった山 （３９山）

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 点名等 新標高 差

ぴぱいろだけ

ピパイロ岳
日高山脈 1917m

42度46分23秒
142度43分39秒

戸蔦別岳 1916m -1m

ぽろしりだけ

幌尻岳
〃 2053m

42度43分10秒
142度40分58秒

幌尻 2052m -1m

さつないだけ

札内岳
〃 1896m

42度41分38秒
142度47分48秒

札内岳 1895m -1m

かむいえくうちかうしやま

カムイエクウチカウシ山
〃 1980m

42度37分30秒
142度45分59秒

札内岳 1979m -1m

みすごだけ

三巣子岳
北上高地 1182m

39度54分00秒
141度29分07秒

明神頭 1181m -1m

へらいだけ        みつだけ

   戸来岳      <三ツ岳>
奥羽山脈北部

（八甲田山とその周辺）
1160m

40度27分11秒
141度00分05秒

戸来嶽 1159m -1m

ふたつもり

二ツ森
白神山地 1087m

40度26分06秒
140度07分04秒

泊岳 1086m -1m

たいへいざん

太平山
出羽山地 1171m

39度47分49秒
140度18分38秒

太平山 1170m -1m

わがだけ

和賀岳
奥羽山脈中部 1440m

39度34分13秒
140度45分15秒

和賀嶽 1439m -1m

まひるだけ

真昼岳
〃 1060m

39度26分52秒
140度40分36秒

真昼岳 1059m -1m

くりこまやま

栗駒山
〃 1627m

38度57分39秒
140度47分18秒

酢川岳 1626m -1m

だいとうだけ

大東岳
〃 1366m

38度18分08秒
140度31分25秒

大東山 1365m -1m

 あだたらやま             てつざん

安達太良山      <鉄山>
奥羽山脈南部

（吾妻山とその周辺）
1710m

37度37分59秒
140度16分59秒

測定点 1709m -1m

こうようざん

高陽山
飯豊山地 1127m

37度43分45秒
139度38分59秒

高陽山 1126m -1m

いいもりさん

飯森山
〃 1596m

37度48分50秒
139度55分32秒

飯森山 1595m -1m

おのだけ

小野岳
南会津・尾瀬 1384m

37度19分33秒
139度53分12秒

小野岳 1383m -1m

とみさん

富山
房総・三浦 350m

35度05分56秒
139度52分53秒

富山 349m -1m

おおやま

大山
〃 194m

34度57分51秒
139度46分40秒

房大山 193m -1m



山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 点名等 新標高 差

おおむろやま

大室山
丹沢山地 1588m

35度30分39秒
139度04分07秒

大群山 1587m -1m

みしょうたいやま

御正体山
〃 1682m

35度29分13秒
138度55分54秒

御正体山 1681m -1m

はこねやま       きんときざん

 箱根山      <金時山>
箱根山・伊豆半島 1213m

35度17分23秒
139度00分18秒

金時山 1212m -1m

くろひめやま

黒姫山
飛騨山脈北部 1222m

36度58分36秒
137度47分24秒

黒姫山 1221m -1m

みょうじょうさん

明星山
〃 1189m

36度56分27秒
137度49分19秒

明星 1188m -1m

いぬがだけ

犬ヶ岳
〃 1593m

36度54分25秒
137度42分56秒

犬ケ岳 1592m -1m

たかどっきょう

高ドッキョウ
身延山地 1134m

35度10分43秒
138度26分17秒

太平村 1133m -1m

かおれだけ

川上岳
飛騨高地 1626m

36度00分30秒
137度08分58秒

兎馬場 1625m -1m

みなこやま

皆子山
琵琶湖周辺 972m

35度12分08秒
135度50分07秒

葛川 971m -1m

のさかだけ

野坂岳
丹波高地 914m

35度35分23秒
136度01分29秒

野坂岳 913m -1m

くもだにやま

雲谷山
〃 787m

35度33分28秒
135度56分42秒

雲谷 786m -1m

おおえやま（せんじょうがたけ）

大江山（千丈ヶ嶽）
〃 833m

35度27分12秒
135度06分24秒

千丈ケ岳 832m -1m

うしろやま

後山
中国山地東部 1345m

35度11分13秒
134度24分40秒

後山 1344m -1m

はっとうじさん

八塔寺山
吉備高原東部 539m

34度55分23秒
134度15分08秒

八塔寺山 538m -1m

かなやま

金山
〃 500m

34度44分41秒
133度56分27秒

金山 499m -1m

あおのやま

青野山
中国山地西部 908m

34度27分44秒
131度47分53秒

青野山 907m -1m

けんそざん       ほしがじょうやま

嶮岨山      <星ヶ城山>
瀬戸内海（小豆島） 817m

34度30分55秒
134度19分03秒

星ケ城山 816m -1m

わしがとうざん

鷲ヶ頭山
瀬戸内海（大三島） 437m

34度14分21秒
133度01分17秒

鷲頭山 436m -1m

おおざさん

皇座山
瀬戸内海（柳井市南方） 527m

33度51分11秒
132度08分32秒

室津山 526m -1m

しらがやま

白髪山
四国山地西部 1470m

33度48分58秒
133度35分27秒

上関 1469m -1m

ひこさん

英彦山
筑紫山地 1200m

33度28分34秒
130度55分34秒

英彦山 1199m -1m

平成25年11月22日更新

山名変更

山名(旧) 山名(新) 標高 緯度経度 三角点名等 所在等 備考

おきなとうげ おきなさん 38度39分03秒
翁峠 翁山 140度32分41秒

三角点改測に伴う標高改定

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 点名等 新標高 差

ほうしやま

法師山
紀伊山地西部 1120m

33度43分33秒
135度39分55秒

法師ノ森 1121m ＋1m

やはずさん

矢筈山
四国山地東部（剣山地） 1848m

33度55分30秒
133度58分30秒

矢筈山 1849m ＋1m

にのもり

二ノ森
四国山地西部（石鎚山地） 1929m

33度45分31秒
133度05分38秒

面河山 1930m ＋1m

いよがたけ

伊予ヶ岳
房総・三浦 337m

35度06分26秒
139度54分50秒

伊予岳 336m -1m

やんぶし

山伏
身延山地 2014m

35度18分16秒
138度17分07秒

山伏峠 2013m -1m

ほしのこやま

星居山
吉備高原西部 835m

34度44分53秒
133度13分18秒

星居山 834m -1m

 くじゅうれんざん       みまたやま

  くじゅう連山     <三俣山>
阿蘇・くじゅうとその周辺 1745m

33度06分14秒
131度14分47秒

三俣山 1744m -1m

三角点再設置に伴う標高改定

はちぶせやま

鉢伏山
中国山地東部 1221m

35度23分43秒
134度32分11秒

鉢伏 1222m ＋1m

1075m 翁峠 奥羽山脈南部
H25.10関係自治体
からの申請による



平成25年7月25日更新

三角点改測に伴う標高改定

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 点名等 新標高 差

ててがたけ

父ヶ岳
五島列島 461m

32度41分54秒
128度40分52秒

父ケ岳 460m -1m

平成24年2月1日更新

山名変更

山名(旧) 山名(新) 標高 緯度経度 三角点名等 所在等 備考

だんどさん たかのすやま 35度09分09秒
段戸山 鷹ノ巣山 137度29分42秒

平成23年10月31日更新

東北太平洋沖地震に伴う三角点測量成果の改定による標高改定

１．標高が1m高くなった山 （３山）

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

へらいだけ 40度27分11秒
戸来岳 141度00分05秒
ふたつもり 40度26分06秒
二ツ森 140度07分04秒

たいへいざん 39度47分49秒
太平山 140度18分38秒

２．標高が1m低くなった山 （８山）

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

あおまつばやま 39度41分51秒
青松葉山 141度29分01秒
ろっこうしさん 39度19分06秒
六角牛山 141度39分01秒

とくせんじょうやま 38度50分54秒
徳仙丈山 141度20分12秒

きんかさん 38度17分43秒
金華山 141度34分00秒

はちまんたい 39度57分28秒
八幡平 140度51分15秒

おおふかだけ 39度52分52秒
大深岳 140度52分47秒

やけいしだけ 39度09分49秒
焼石岳 140度49分44秒

かむろだけ（こかぶらやま） 38度48分39秒
禿岳（小鏑山） 140度35分42秒

平成23年4月1日更新

三角点再設置に伴う標高改定

山名 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

たかだてやま 38度45分47秒
高館山 139度44分51秒

平成22年12月27日更新

三角点再設置に伴う標高改定

山名 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

ばんだいさん 37度36分04秒
磐梯山  140度04分20秒

平成22年12月1日更新

現地計測による標高改定

山名 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

すりばちやま（ぱいぷやま） 24度45分02秒
摺鉢山（パイプ山）  141度17分21秒

奥羽山脈北部（八甲田山とその周辺） 1159m 戸来嶽 1160m ＋1m

出羽山地 1170m 太平山 1171m ＋1m

白神山地 1086m 泊岳 1087m ＋1m

〃 1262m 小鏑 1261m -1m

〃 1294m 六角牛山

〃 445m 金華山 444m -1m

北上高地 1366m 青松葉山 1365m -1m

1293m -1m

奥羽山脈南部（吾妻山とその周辺） 1819m 磐梯 1816m -3m

〃 711m 津谷 710m -1m

小笠原諸島（硫黄島） 161m 測定点 169m ＋8m

奥羽山脈中部 1548m 焼石岳 1547m -1m

1542m 大深岳 1541m -1m

奥羽山脈北部 1614m 八幡平 1613m -1m

1152m

朝日山地 274m 高舘山 273m -1m

段戸山Ⅰ 美濃・三河高原
H17.6関係自治体か
らの申請による

〃



平成22年10月1日更新

東北地方の三角点標高成果の改定に伴う標高改定

１．標高が1m高くなった山 （９山）

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

はっこうださん  おおだけ 40度39分32秒
八甲田山<大岳> 140度52分38秒
くしがみね（かみだけ） 40度36分11秒
櫛ヶ峯（上岳） 140度50分33秒

はちまんたい 39度57分28秒
八幡平 140度51分15秒

おおふかだけ 39度52分52秒
大深岳 140度52分47秒
いとうだけ 38度20分35秒
以東岳 139度50分57秒

あさひだけ  おおあさひだけ 38度15分38秒
朝日岳<大朝日岳> 139度55分20秒

いいもりさん 37度48分50秒
飯森山 139度55分32秒
おのだけ 37度19分33秒
小野岳 139度53分12秒

あだたらやま  てつざん 37度37分59秒
安達太良山<鉄山> 140度16分59秒

２．標高が1m低くなった山 （７山）

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

かまふせやま 41度16分43秒
釜臥山 141度07分12秒

はしかみだけ（たねいちだけ） 40度24分03秒
階上岳（種市岳） 141度35分04秒

とおしまやま 40度01分14秒
遠島山 141度38分39秒

とうげのかみやま 39度43分37秒
峠ノ神山 141度46分52秒
ものみやま 39度12分04秒
物見山 141度24分06秒
ひかみさん 39度03分32秒
氷上山 141度39分38秒

くろもり 39度20分54秒
黒森 140度52分06秒

平成21年4月1日更新

紀伊半島地域の三角点標高成果の改定に伴う標高改定

１．標高が1m高くなった山 （３山）

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

かさすてやま 紀伊山地東部 33度58分58秒
笠捨山  （大峰山脈） 135度53分54秒
たまきさん 33度55分36秒
玉置山 135度49分54秒

なちさん<えぼしやま> 33度41分46秒
那智山<烏帽子山> 135度54分03秒

２．標高が1m低くなった山 （４山）

山名<山頂名> 所在等 標高 緯度経度 三角点名等 新標高 差

りゅうがだけ 35度07分10秒
竜ヶ岳 136度26分43秒
れいさん 34度49分02秒
霊山 136度15分38秒

あまがだけ 34度33分27秒
尼ケ岳 136度13分11秒
くろそやま 34度31分51秒

倶留尊山 136度10分13秒
-1m〃 1038m  倶留尊山 1037m

-1m

 高見山地 958m  尼ケ岳 957m -1m

 鈴鹿・布引山地 1100m  竜ケ岳 1099m

＋1m

〃 766m  霊山 765m -1m

1352m  笠捨山 1353m

〃

 紀伊山地西部 909m  帽子石山 910m ＋1m

1263m

1076m  玉置山 1077m ＋1m

878m

1230m 亀ケ森山

871m 種山

奥羽山脈南部（吾妻山とその周辺） 1709m 測定点

下北半島（恐山山地） 879m 釜臥山

944m

870m

874m

1871m

1596m

739m

1262m

1229m

1710m ＋1m

＋1m

-1m

-1m

-1m

＋1m

＋1m

1541m

1772m

1614m

1585m

1517m

-1m

＋1m

-1m

-1m

-1m

飯森山

＋1m

＋1m

＋1m

＋1m

1384m

1542m

奥羽山脈中部 945m 和黒森山

〃 1870m 朝日岳

南会津・尾瀬 1383m 小野岳

〃

〃 875m 氷上山

奥羽山脈北部

〃

朝日山地 1771m 以東ケ岳

〃

飯豊山地

遠島山

1613m

大深岳

1595m

奥羽山脈北部（八甲田山とその周辺） 1584m 八甲田山

〃 1516m 櫛ケ峰

北上高地 740m 階上岳

八幡平

〃


