
継続観察登録地点のうち、今回の観察で「夜空の明るさ」が 20 等級以上であった地点 

（20 等級以上は、一般的に天の川が見えやすいと考えられる地点）136地点 

 

 
※雲天、観察時間外、観察期間外、カメラ設定が極端に異なるデータは除いています。 

 

都道府県 市町村 撮影者 都道府県 市町村 撮影場所

北海道 名寄市 なよろ市立天文台 長野県 塩尻市 奈良井ダム

北海道 新ひだか町 静内二十間道路 長野県 佐久市 うすだスタードーム
北海道 陸別町 りくべつ宇宙地球科学館（銀河の森天文台） 長野県 東御市 湯の丸高原
北海道 弟子屈町 川上郡弟子屈町 長野県 東御市 東御市明神池
岩手県 久慈市 久慈市長内町 長野県 安曇野市 安曇野公園穂高
岩手県 陸前高田市 箱根山展望台 長野県 安曇野市 明科七貴 上押野天王原
岩手県 雫石町 コテージむら管理センター 近辺 長野県 小海町 南佐久郡小海町豊里
岩手県 住田町 種山高原（遊林ランド種山） 長野県 南牧村 南牧村野辺山
岩手県 洋野町 ひろのまきば天文台 長野県 南牧村 八ヶ岳グレイスホテル グラウンド
宮城県 登米市 旧中田沼 長野県 南牧村 国立天文台野辺山宇宙電波観測所内
宮城県 南三陸町 南三陸ホテル観洋屋上 長野県 南牧村 星と山の宿りんどう
秋田県 美郷町 仙北郡美郷町 長野県 南牧村 南佐久郡南牧村野辺山
福島県 白河市 白河関の森公園駐車場 長野県 北相木村 南佐久郡北相木村栃原
茨城県 常陸太田市 竜神大吊橋付近 長野県 立科町 蓼科第二牧場
茨城県 高萩市 秋山中学校付近 長野県 長和町 美ケ原高原
栃木県 佐野市 作原自然環境保全地域 長野県 下諏訪町 八島湿原
栃木県 塩谷町 星ふる学校「くまの木」 長野県 原村 八ヶ岳自然文化園
群馬県 嬬恋村 嬬恋村鎌原 長野県 南箕輪村 大芝公園
埼玉県 秩父市 アストレア大滝天体観測所 長野県 阿智村 清内路 流星観測場所
千葉県 鴨川市 千葉県鴨川市 長野県 阿智村 栗矢観測所
千葉県 いすみ市 いすみ市運動公園 長野県 根羽村 茶臼山
東京都 奥多摩町 奥多摩湖大麦代園地駐車場 長野県 天龍村 天龍村神原向方憩いの家
東京都 神津島村 神津島村よたね広場 長野県 天龍村 天龍村神原峠山
東京都 神津島村 神津島村ヘリポート 長野県 天龍村 天龍村神原ヒヤダ久保
東京都 神津島村 三浦湾展望台 長野県 天龍村 天龍村平岡和知野
東京都 神津島村 赤崎遊歩道 長野県 上松町 木曽の桟
東京都 小笠原村 父島コペペ海岸 長野県 上松町 木曽郡上松町倉本
新潟県 長岡市 小国町原の県道341号沿 長野県 南木曽町 私設天文台「多幸知（たこうち）天文台」
新潟県 佐渡市 佐渡市秋津 長野県 南木曽町 天白公園駐車場
石川県 能登町 石川県柳田星の観察館「満天星」 長野県 南木曽町 田立小学校
福井県 福井市 一乗谷朝倉氏遺跡 長野県 木祖村 木祖村郷土館脇
福井県 大野市 下据 長野県 王滝村 氷ケ瀬
福井県 大野市 大矢戸天文台 長野県 大桑村 大桑中学校
福井県 大野市 六呂師自然保護センター第２駐車場 長野県 木曽町 道の駅日義木曽駒高原
福井県 大野市 福井県自然保護センター観察棟 長野県 木曽町 キビオ峠
福井県 勝山市 北谷町小原集落 長野県 木曽町 関山公園
福井県 おおい町 名田庄納田終 長野県 木曽町 東京大学木曽観測所
福井県 おおい町 名田庄中 長野県 木曽町 木曽合同庁舎脇
福井県 おおい町 町名田庄三重 長野県 木曽町 宮ノ越駅前
山梨県 富士吉田市 富士北麓公園駐車場 長野県 木曽町 開田高原 末川地区
山梨県 北杜市 白州町横手 長野県 木曽町 開田高原 水芭蕉園
山梨県 小菅村 小菅村ヘリポート 長野県 木曽町 三岳倉本
山梨県 丹波山村 北都留郡丹波山村 長野県 山形村 ミラ フード館
長野県 長野市 戸隠植物園ミズバショウ園 長野県 小川村 小川天文台
長野県 長野市 戸隠自然園入り口 岐阜県 白川村 トヨタ白川郷自然學校敷地　お客様駐車場
長野県 長野市 鬼無里　南バス停付近 愛知県 設楽町 道の駅つぐ高原グリーンパーク
長野県 長野市 鬼無里　大望峠 愛知県 設楽町 奥三河総合センター
長野県 長野市 鬼無里　品沢高原 愛知県 東栄町 スターフォレスト御園
長野県 松本市 奈川高原 愛知県 豊根村 茶臼山高原
長野県 松本市 奈川渡ダム駐車場 三重県 亀山市 鈴鹿峠自然の家
長野県 松本市 乗鞍高原・いがや 京都府 綾部市 睦寄町草壁
長野県 上田市 美ヶ原高原 兵庫県 洲本市 五色町志米山 洲本五色
長野県 上田市 真田町長石舟 鳥取県 鳥取市 さじアストロパーク園地
長野県 上田市 菅平高原 鳥取県 鳥取市 用瀬町鷹狩
長野県 上田市 武石観光センター 鳥取県 倉吉市 関金町関金宿
長野県 上田市 菅平牧場 鳥取県 日南町 上萩山
長野県 諏訪市 霧ヶ峰高原 島根県 浜田市 三隅町 三保公民館
長野県 諏訪市 四賀霧ヶ峰車山肩 島根県 大田市 島根県立三瓶自然館サヒメル
長野県 須坂市 峰の原高原サンセットテラス 岡山県 岡山市 岡山ももたろう空港　第４駐車場
長野県 須坂市 須坂市内 岡山県 井原市 美星天文台
長野県 小諸市 高峰高原 岡山県 赤磐市 竜天天文台公園
長野県 富士見町 マナスル山荘天文館コテージ広場 徳島県 海陽町 大里字五反田
長野県 伊那市 西箕輪 中条地区 愛媛県 久万高原町 久万高原天体観測館
長野県 伊那市 西春近北小学校グランド 高知県 四万十市 四万十天文台前
長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根高原家族旅行村アルプスの丘周辺 福岡県 八女市 星のふるさと公園 星降る広場
長野県 大町市 大町市社 大町観測所 長崎県 佐世保市 江迎町奧川内 白岳自然公園
長野県 飯山市 飯山市瑞穂 鹿児島県 中種子町 中種子町内
長野県 塩尻市 塩尻市本山 沖縄県 竹富町 波照間島星空観測タワー広場

別紙２ 


