
朔東から第２４号   国語力に挑戦！               (H14/6/12 記) 
 
 若かりし頃、山形県の神町に勤務したが、「左沢」とか「及位」という地名を読めるかと

問われ、うーんと唸ったものだし、戦術教育の際には、眠気覚ましに教官から難読地名を

出題されたものだ。難読地名は殊のほか北海道に多いようだ。アイヌ語の地名に漢字を無

理にあてたからだろう。 
国土地理院発行の５万分の一の地形図から、第５師団が担任している地域（十勝、釧路、

根室の３支庁と網走支庁の東半分）の難読地名１００選を第５師団司令部第２部に作成し

て貰った。幾つ正しく読めるか挑戦してみたらどうですか。 
 
1 :重蘭窮  2: 入境学  3:冬窓床 4:分遺瀬  5:浦雲泊  6:初無敵  7:美禽  8:節古籠   

9:鼈奴 10:近遊  11:生剛  12:馬主来  13:斗満 14:茨散  15:生花苗   16:槍昔   

17:白人   18:活汲   19:羨戸丹  20:押帯 21:売買  22:老者舞  23:幣舞  24:奔渡   

25 天寧   26:貰人  27:遠音別  28:長節  29:十弗  30:知方学  31:奔幌戸  32:音調津  

33:緋牛内  34:恵茶人  35 当縁  36 春国岱   37:軍岡  38:以平  39:春苅古丹 

40:沖根婦   41 崎無異  42 入境内  43:長流枝内  44:嶮暮帰  45:後静   46:嫌侶   

47:十町瀬   48:長臼  49:跡永賀  50:常豊  51 豊金  52:誓牛  53:登良利  54:友知   

55:散布  56:伊茶仁   57:涛沸  58:仁伏   59:鳥通  60:羽帯   61:少牛  62:鷲府    

63:去来牛  64:止若   65:迫別  66:刺牛  67:恋問    68:武華   69:興津    70:植別   

71:札弦   72:古多糠   73:蘇牛    74:仙鳳趾    75:旅来    76:瑠辺斯     77:珸瑶瑁    

78:芽武    79:追名牛  80:片無去   81:萌和   82:能取    83:松法  84:門静   85:止別   

86:茶志骨  87:屈足  88:安骨   89:螺湾  90:瑞治    91:人舞   92:晩成   93:農野牛   

94:大誉地  95:勇足   96:仙美里    97:女満別    98:弟子屈 99:大楽毛    100:厚岸 

 

（正解は次ページに掲載） 
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師団管内難読地名ランキング１００ 

連番 頭文字 読 み 方    地 名  支庁 市町村 

1 ち ちぶらんけうし 重蘭窮   釧路 釧路町  

2 に にこまない 入境学 釧路 釧路町  

3 ふ ぶゆま 冬窓床   釧路 釧路町  

4 わ わかちゃらせ 分遺瀬   釧路 釧路町  

5 ほ ぽんとまり 浦雲泊   釧路 釧路町  

6 そ そむてき 初無敵   釧路 釧路町  

7 み みどり           美禽     網走 美幌町  

8 ふ ふしこもり 節古籠 釧路 釧路町  

9 へ べっちゃろ 鼈奴     十勝 浦幌町  

10 ち ちかよっぷ 近遊     釧路 白糠町  

11 お おべつこうし 生剛     十勝 浦幌町  

12 は ぱしくる 馬主来   釧路 音別町  

13 と とまむ 斗満     十勝 足寄町  

14 は ばらさん 茨散     根室 別海町  

15 お おいかまない 生花苗   十勝 大樹町  

16 や やりむかし 槍昔     根室 根室市  

17 ち ちろっと 白人     十勝 幕別町  

18 か かっくみ 活汲     網走 津別町  

19 う うらやこたん 羨戸丹   釧路 浜中町  

20 お おしょっぷ 押帯     十勝 本別町  

21 う うりかい 売買     十勝 中札内村

22 お おしゃまっぷ     老者舞   釧路 釧路町  

23 ぬ ぬさまい 幣舞     釧路 釧路市  

24 ほ ぽんと          奔渡     釧路 厚岸町  

25 て てんねる 天寧 釧路 釧路町  

26 も もうらいと 貰人     釧路 浜中町  

27 お おんねべつ 遠音別   網走 斜里町  

28 ち ちょうぼし 長節     根室 根室市  

29 と とうふつ 十弗     十勝 豊頃町  

30 ち ちっぽまない 知方学   釧路 釧路町  

31 ほ ぽんほろと 奔幌戸   釧路 浜中町  

32 お おしらべつ 音調津   十勝 広尾町  

 45



連番 頭文字 読 み 方    地 名  支庁 市町村 

33 ひ ひうしない  緋牛内   網走 端野町  

34 え えさしと 恵茶人   釧路 浜中町  

35 と とうべり 当縁     十勝 豊頃町  

36 し しゅんくにたい 春国岱   根室 根室市  

37 い いくさおか 軍岡     十勝 幕別町  

38 い いたらい         以平     十勝 帯広市  

39 し しゅんかりこたん 春苅古丹 根室 羅臼町  

40 お おきねっぷ 沖根婦   根室 根室市  

41 さ さきむい 崎無異   根室 標津町  

42 い いりこまない     入境内   釧路 釧路町  

43 お おさるしない 長流枝内 十勝 音更町  

44 け けんぼっけ 嶮暮帰   釧路 浜中町  

45 し しりしず 後静     釧路 浜中町  

46 き きろろ 嫌侶     十勝 本別町  

47 と とまちせ 十町瀬   釧路 釧路町  

48 お おさうす 長臼     十勝 豊頃町  

49 あ あとえが 跡永賀   釧路 釧路町  

50 つ つねとよ 常豊     十勝 浦幌町  

51 と とよがね 豊金     網走 留辺蘂町

52 ち ちかううし 誓牛     十勝 池田町  

53 と とらり 登良利   十勝 陸別町  

54 と ともしり 友知     根室 根室市  

55 ち ちりっぷ 散布     釧路 浜中町  

56 い いちゃに  伊茶仁   根室 標津町  

57 と とうふつ 涛沸     網走 東藻琴村

58 に にぶし 仁伏     釧路 弟子屈町

59 と とりとうし 鳥通     釧路 釧路町  

60 は はおび 羽帯     十勝 清水町  

61 ち ちいうし 少牛     網走 常呂町  

62 わ わしっぷ 鷲府     十勝 足寄町  

63 さ さるきうし 去来牛   釧路 釧路町  

64 や やむわっか 止若     十勝 幕別町  

65 せ せまりべつ 迫別     十勝 帯広市  

66 さ さしうし 刺牛     釧路 白糠町  
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連番 頭文字 読 み 方    地 名  支庁 市町村 

67 こ こいとい 恋問     釧路 白糠町  

68 む むか            武華     網走 留辺蘂町

69 お おこつ 興津     釧路 釧路市  

70 う うえんべつ 植別     根室 羅臼町  

71 さ さっつる 札弦     網走 清里町  

72 こ こたぬか 古多糠   根室 標津町  

73 そ そうし 蘇牛     釧路 阿寒町  

74 せ せんぽうし 仙鳳趾   釧路 浜中町  

75 た たびこらい 旅来     十勝 豊頃町  

76 る るべす 瑠辺斯 根室 標津町  

77 こ ごようまい 珸瑶瑁   根室 根室市  

78 め めむ  芽武     十勝 大樹町  

79 お おいなうし 追名牛   十勝 本別町  

80 か かたむさり 片無去   釧路 厚岸町  

81 も もいわ  萌和     十勝 大樹町  

82 の のとろ 能取     網走 網走市  

83 ま まつのり 松法    根室 羅臼町  

84 も もんしず 門静 釧路 厚岸町  

85 や やんべつ 止別     十勝 清水町  

86 ち ちゃしこつ 茶志骨   根室 標津町  

87 く くったり 屈足     十勝 新得町  

88 あ あんこつ 安骨     十勝 豊頃町  

89 ら らわん 螺湾     十勝 足寄町  

90 み みずはる 瑞治     網走 美幌町  

91 ひ ひとまい  人舞     十勝 清水町  

92 は ばんせい 晩成     十勝 大樹町  

93 の のやうし 農野牛   十勝 豊頃町  

94 お およち 大誉地   十勝 足寄町  

95 ゆ ゆうたり 勇足     十勝 本別町  

96 せ せんびり 仙美里   十勝 本別町  

97 め めまんべつ  女満別   網走 女満別町

98 て てしかが 弟子屈   釧路 弟子屈町

99 お おたのしけ 大楽毛   釧路 釧路市 

100 あ あっけし  厚岸     釧路 厚岸町  
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