
No. 名　　称 都道府県 所在地 No. 名　　称 都道府県 所在地

1 親子岩 北海道 様似町 63 弁慶の刀掛岩 北海道 岩内町

2 瞰望岩 北海道 遠軽町 64 百万貫の岩 石川県 白山市

3 願(鍵)掛岩 青森県 佐井村 65 夫婦岩 石川県 白山市

4 仏ヶ浦 青森県 佐井村 66 明神壁 石川県 白山市

5 鬼石 青森県 むつ市 67 小豆岩 秋田県 男鹿市

6 ゴジラ岩 秋田県 男鹿市 68 鬼の隠れ道 秋田県 男鹿市

7 椿の白岩 秋田県 男鹿市 69 鬼の隠れ里 秋田県 男鹿市

8 帆掛島 秋田県 男鹿市 70 鬼の洗濯岩 秋田県 男鹿市

9 大仏岩 茨城県 つくば市 71 鬼の俵ころがし 秋田県 男鹿市

10 屏風岩 茨城県 つくば市 72 ゴジラのしっぽ岩 秋田県 男鹿市

11 北斗岩 茨城県 つくば市 73 ガメラ岩 秋田県 男鹿市

12 裏面大黒 茨城県 つくば市 74 グリーンタフ 秋田県 男鹿市

13 出船入船 茨城県 つくば市 75 桜島 秋田県 男鹿市

14 高天原 茨城県 つくば市 76 鹿落とし 秋田県 男鹿市

15 弁慶七戻り 茨城県 つくば市 77 大桟橋 秋田県 男鹿市

16 母の胎内くぐり 茨城県 つくば市 78 双子岩 秋田県 男鹿市

17 ガマ石 茨城県 つくば市 79 舞台島 秋田県 男鹿市

18 セキレイ石 茨城県 つくば市 80 ろうそく岩 秋田県 男鹿市

19 立身石 茨城県 つくば市 81 ナポレオン岩 鹿児島県 薩摩川内市

20 御海 茨城県 つくば市 82 双剣石 鹿児島県 南さつま市

21 吾国愛宕奇岩 茨城県 笠間市他 83 鯖くさらかし岩 長崎県 時津町

22 じぃとばぁ 群馬県 下仁田町 84 人面岩 熊本県 上天草市

23 星穴 群馬県 下仁田町 85 だご石 熊本県 上天草市

24 筆頭岩 群馬県 下仁田町 86 亀石 高知県 土佐清水市

25 夫婦岩 群馬県 下仁田町 87 大竹小竹 高知県 土佐清水市

26 般若のお船岩 埼玉県 秩父市 88 ひき岩群 和歌山県 田辺市

27 屏風ケ浦 千葉県 銚子市 89 馬ロック 静岡県 西伊豆町

28 犬岩・千騎ケ岩 千葉県 銚子市 90 猿岩 長崎県 壱岐市

29 宝満 千葉県 銚子市 91 イズら 静岡県 西伊豆町

30 ゴジラ岩 東京都 伊豆大島 92 亀岩 静岡県 西伊豆町

31 ボムサッグ 東京都 伊豆大島 93 上立神岩 兵庫県 南あわじ市

32 とっとこ岩 新潟県 糸魚川市 94 重盤岩 熊本県 津奈木町

33 青海川のヒスイ 新潟県 糸魚川市 95 両子岩 長崎県 南島原市

34 越後八十八か所 新潟県 糸魚川市 96 空仙鬼と難林王 長崎県 雲仙市

35 奴奈川姫の産所 新潟県 糸魚川市 97 象島 静岡県 西伊豆町

36 鳴り岩 新潟県 糸魚川市 98 蛇島 静岡県 西伊豆町

37 四塚 石川県 白山市 99 亀甲岩 静岡県 西伊豆町

38 岩岡の火打岩 長野県 松本市 100 竹山 鹿児島県 指宿市

39 七名石 長野県 駒ヶ根市 101 ベアーズ・ロック 和歌山県 白浜町

40 伊勢山上 三重県 松阪市 102 子安河原観音 熊本県 阿蘇市

41 立岩 京都府 京丹後市 103 的石 熊本県 阿蘇市

42 玄武洞 兵庫県 豊岡市 104 波乗観音 熊本県 阿蘇市

43 はさかり岩 兵庫県 豊岡市 105 化物岩 北海道 上富良野町

44 かえる島 兵庫県 香美町 106 夫婦岩 北海道 上富良野町

45 獅子の口 兵庫県 豊岡市 107 くじら岩 佐賀県 唐津市

46 高池の虫喰岩 和歌山県 古座川町 108 女連の奇岩 長崎県 対馬市

47 橋杭岩 和歌山県 串本町 109 榛名神社の奇岩 群馬県 高崎市

48 千貫松島 鳥取県 岩美町 110 石舟 東京都 あきる野市

49 長尾鼻 鳥取県 青谷町 111 山抱きの大樫 東京都 あきる野市

50 トカゲ岩 島根県 隠岐の島町 112 秋川渓谷サンドイッチ岩 東京都 あきる野市

51 よろい岩 島根県 隠岐の島町 113 金比羅山の天狗岩 東京都 あきる野市

52 ホルンフェルス 山口県 萩市 114 ゴリラチョップ 沖縄県 本部町

53 畳が淵 山口県 萩市 115 天狗岩・猫岩 秋田県 男鹿市

54 青海島 山口県 長門市 116 抜海岩 北海道 稚内市

55 夫婦岩 山口県 下関市 117 鼻欠倉 山形県 大蔵村

56 大岩郷 山口県 美祢市 118 地蔵倉 山形県 大蔵村

57 マンモス岩 愛媛県 西予市 119 モンキーロック 山形県 遊佐町

58 岩上田 愛媛県 西予市 120 ゴジラ岩 北海道 斜里町

59 おっぱい岩 熊本県 天草市 121 鬼石 岩手県 一関市

60 獅子吼岬 熊本県 天草市 122 牛石 岩手県 一関市

61 妙見浦 熊本県 天草市 123 立石 岩手県 一関市

62 ちちさま 和歌山県 本宮町 124 陰陽石 宮崎県 小林市
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