
100城 国史跡
赤松
関係

池田
関係

藩庁

1 上野山城 正平年間（1346～70） 相生市  天下台・山麓
・山頂の眺望良し
・天下台山はふるさと兵庫100山の一つ

2 高野須城
天正年間（1573-92）：赤松右馬助正
澄

○ 相生市若狭野町 赤穂市有年横尾字荒山　(316m)

3 下土居城(岡城、大田林山城) 文永４年(1267)：岡豊前守光国 ○ ○ 相生市若狭野町下土井  三連堀切　 林山(110m) ・看板等なし

4 那波山城(上ノ山城) 承安3年(1173):平経盛築城 ○
相生市池の内上の山  寿永2年に落城 主要城主：赤松氏一族
の宇野重氏　  (25m)

5 那波浦城(岡ノ台城) 貞和年間：赤松上総守義則 ○ 相生市那波    建武年間(1334-38):宇野重氏　(28m) ・那波中学校グランド

6 白鷺城(汐見城) 保元2年 相生市那波丘の台

7 大島山城(大島城)
長治元年(1104)：海老名太郎佐衛門尉
家孝

○ 相生市那波,     公園になっている　 (30m)
・石碑有り
・海上の城（現在は地続き）

8 岡の台城 建武年間 相生市那波

9 光明山城(逆茂木城・小犬丸城) 建武3年(1336)赤松円心が築城 ○
相生市矢野町下田　(261m) 相生市那波　たつの市揖西町小
犬丸

10 感状山城(瓜生城・下原山城) 建武3年：赤松円心の3男.則祐の築城 ○ ○ ○
相生市矢野町森 鎌倉時代:瓜生左右衛門尉  国指定史跡　感
状山  (305m)

・赤松則祐奮戦（足利尊氏から感状）

11 森城(飯野山城) 大永年間（1521～28）：赤松政秀 ○
相生市矢野町森 感状山の南麓・赤松氏再興に際し築城
(110m)

12 矢野城(矢野山城・藤堂山城)
南北朝時代：文和年間(1352-56):赤松
則実

○ 相生市矢野町森藤堂        石塁

13 福田山城(真広城) 建武年間：赤松氏一族の福田三郎景行 ○
相生市矢野町真広 景行の子・村上民部左衛門良安 親子で居
城した

14 矢野城(藤堂山城) 享徳4年：赤松則実 相生市矢野町森字藤堂   （石塁有）

15 下村城
天正期：楯岩城主広岡氏の家臣:姿見
十郎太夫清行

たつの市(旧揖保郡)御津町山王　(60m)

16 雛山城 不明 たつの市御津町山田

17 伊津城(茶越城) 不明 たつの市御津町伊津

18 基山城 元弘年間：円心麾下の萩原孫四郎光則 たつの市御津町黒崎　  (63m)

19 武山城 元弘年間：円心麾下の萩原孫四郎敦則 たつの市御津町黒崎

20 投石城 元弘年間：円心麾下の萩原孫四郎敦則 たつの市御津町黒崎

21 塩屋城 南北朝- 室町時代初期： 宇野四郎 たつの市御津町岩見・興浜  応仁の乱後：赤松政秀が在城

22 室山城(室津城、室城、平山城) 元弘年間：赤松則村 ○
たつの市御津町室津  主要城主：本郷掃部助直頼、浦上氏
(60m)

・八朔のひな祭り由来
・新田軍により落城
・浦上正宗討死

西播磨の城

番号  城  名   築城：城主 等
区分

所在地等 備考



100城 国史跡
赤松
関係

池田
関係

藩庁

西播磨の城

番号  城  名   築城：城主 等
区分

所在地等 備考

23 内山城 文治年間：塩津新左衛門尉義経 たつの市誉田町内山　(70m)

24 衣笠城
揖保郡太子町の乱の時の城主：衣笠政
時、 松浦氏

○
たつの市神岡町小邦田 嘉吉の乱後は赤松氏麾下の松原掃部
太夫定久　(140m)

25 笠松城(西脇城、円山城) 応永年間末期：円山兵庫頭祐利 たつの市神岡町東田中 天正年間：廃城　 (150m)

26 柴摺城 (しばずりじょう) 室町時代初期：觜崎右衛門次郎則重 たつの市神岡町東觜崎 主要城主：上田刑部興重　(185m)

27 平井城 明応4年（1495）：赤松下野守政秀 ○
たつの市揖西町平井  主要城主：赤松下野守政秀、平井貞利
(350m)

28 乙(おと)城 建武年間（1334～37）高瀬小四郎景忠 ○
たつの市揖西町佐江 景忠以後8代 出雲守を称し白旗城赤松
氏に属す　曲輪・土塁・井戸　(120m)

29 土師城 元弘3年（1333）：萩原三郎光則 ○ たつの市揖西町土師  主要城主：萩原氏、赤松義則

30 竹万(ちくま)城 明応年間：衣笠若狭守 ○ たつの市揖西町竹万

31 片山城
竜野赤松氏麾下・小宅右衛門次郎高広
の築城

○ たつの市竜野町片山  天正初期に没落して廃城

32 本山城 不明 たつの市揖保町揖保

33 中臣城(中陣城) 応仁年間：赤松掃部助則勝 ○ たつの市揖保町中臣   天文年間：廃城　(30m)

34 横内城 不明 たつの市神岡町横内

35 龍野古城 (台山城・朝霞城) 明応8年(1499)赤松村秀の築城 ○ ○ たつの市上霞城　鶏籠山 (218m)
・赤松広英在城（名刀「獅子王」持ち
主）

36 城山城 (亀山城・木山城) 文和元年（1352年）：赤松則祐の築城 ○ ○ たつの市(旧揖保郡)新宮町、赤松三城の一  　(459m)
・赤松宗家滅亡（嘉吉の乱）
・赤松則繁脱出（朝鮮で海賊に）

37 祇園嶽城 城山城の出城 ○ たつの市(旧揖保郡)新宮町市野保　 (340m)

38 曽我井城(曽谷城)
元弘年間(1331-33)赤松円心則村の築
城

○
たつの市(旧揖保郡)新宮町曽我井 天正年間(1573-91)羽柴秀
吉に攻められ落城

39 香山城 建武年間：香山備後守秀清 ○
たつの市(旧揖保郡)新宮町香山字坪尻  建武年間(1334-37)
香山備後守秀清の築城　   (390m)

40 中山城 建武4年(1337)赤松円心則村の築城 ○ たつの市(旧揖保郡)新宮町善定

41 鞍背城
建武年間（1334～37）守護代：宇野頼
季

○ たつの市(旧揖保郡)新宮町千本  嘉吉の乱に落　(300m)

42 觜摺城 (はしずりじょう) 赤松清則 ○ たつの市(旧揖保郡)新宮町觜崎

43 天神山城 不明 たつの市(旧揖保郡)新宮町上莇原

44 井野原城 不明 たつの市(旧揖保郡)新宮町井野原

45 伝台山(つだいさん)城(伝城) 観応年間：赤松刑部介政資 ○ たつの市揖保川町袋尻  加茂神社から登る

46 金剛山城
文明年間（1469～86）：加地刑部少輔
信盛

たつの市揖保川町金剛山  日吉神社の裏から登る　(301m)
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47 長谷山城(長福寺山城) 南北朝時代：長谷川判官政時
たつの市揖保川町大門  主要城主：弘治元年・江藤越中守清
好　(70m)

48 加治山城(梶山城) 明徳年間(1390-94)：赤松教弘 ○
たつの市揖保川町市場  主要城主：赤松氏、肥塚氏、円山秀
喜　 (160m)

49 茶臼山城 坂越浦城の支城 山名氏の築城 ○ 赤穂市坂越

・城跡にNHK中継所を設けた旨の看板あ
り
・和田範長（児島高徳の義父）らの五輪
塔有り

50 坂越浦城(坂越城)
享徳3年(1454)：山名持豊築城・湯浅
加賀守が居

○ 赤穂市坂越町宮本上の山   赤松下野守村秀

51 尼子山城(雨乞山城)
永禄年間(1558-70):尼子将監義久が築
城

赤穂市坂越町下高野　 尼子山(259m)

52 八幡山城
長禄2年(1458)：本郷掃部頭直頼 (富
田右京)

○ 赤穂市東有年片山　 八幡山(260m)

53 大鷹城(鍋子城、大鷹山城)
天文年間（1532～55）:赤松氏一族の
岡豊前守

○ 赤穂市有年谷口

54
鴾ヶ堂城(小鷹山城)
(つきがどうじょう)

元亀年間（1570～73）赤松一族の太田
弾正

○ 赤穂市有年横尾　 三重山(196m)

55 法成寺城 不明 赤穂市有年法成寺

56 有年山城 不明 赤穂市有年

57 富原城 富原左衛門尉 赤穂市中山

58 中山城 中村五郎左衛門光能 赤穂市中山

59 篠ノ丸城(熊見城) 貞和年間(1345-50)頃：赤松貞範 ○ ○ 山崎町上寺・加生　 一本松　(338m)

60 柏原城(水谷城) 主要城主：早瀬帯刀正義 ○ 山崎町金谷   廃城：天正8年（1580）　(500m)

61 与位城 建徳3年 山崎町与位

62 片山城 築城・小宅志摩守高行 山崎町片山

63 小宅城 城主・三枝頼範 山崎町蔦沢

64 鳥子城 不明 山崎町塩山

65 清野城 築城：宇野祐久 ○ 山崎町清野    長水城の出城

66 構の城 城主：宇野政頼の隠居所といわれる ○ 山崎町五十波(いかば)　(122m)

67 長水城(広瀬城、朝水山城)
建武3年赤松円心の三男・則祐  真徳
寺裏：宇野氏碑

○ ○
山崎町宇野・五十波  広瀬・宇野の本拠 天正8年秀吉の播磨
攻で落城　長水山(585m)

・山頂には個人が居住

68
聖山城(堅木山城・篳篥(ひちりき)
山城)

明応2年（1493）：下村則真 ○
山崎町須賀沢出石  廃城：天正8年（1580） 途中の愛宕神社
に砦　(166m)

69 塩田城 弘治年間：菅野五郎兵衛景文 ○
山崎町塩田 天文12年：小寺藤兵衛尉政職 天正8年：政範の
時秀吉に落城　(310m)
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70 御形城(御形山城) 弘治元年（1555）：田路信濃守貞政
一宮町三方  草置城主.田路胤純の二男貞政の築 廃城：同上
(400m)

71 高取城
天正年間（1573～92）：田路若狭守胤
親

一宮町福知  草置城主.田路胤純の嫡男胤親の築　 (608m)

72 草置城 天正７年（1538）田路隠岐守胤純 一宮町草木・百千家満　(600m)

73 明泉寺城 明徳年間  栗山監物左衛門尉 一宮町熊倉

74 古城山城(瑞泉寺山城) 不明 一宮町中安積

75 安積城(安積瑞泉寺山城)
築城：建武2年（1335）安積出羽守盛
氏

一宮町安積 廃城：天正8年（1580） 土塁：東の稲荷社に井
戸

76 岡城(岡山城、宮山城)
明徳3年（1392）：赤松教弘 嘉吉の乱
に落城

○ 一宮町須行名 廃城：天正8年（1580）岡豊前守　 (525m)

77 生栖城山城 不明  一宮町生栖

78 波賀城(上野城・羽賀城 ) 室町後期：中村光時 ○ ○
波賀町上野  二層櫓（天守・学習資料館）、冠木門 ： 檜葺
き櫓が復元　(458m)

79 釜の城 正平年間 千草町鷹巣

80 石原城(千種城) 応永3年（1396）：石原刑部少輔為頼
千種町黒土  廃城：天正8年（1580）秀吉の播磨攻で落城
(390m)

81 栗尾城 不明 千種町西山

82 太田城
建武年間（1334～37）：赤松範資の五
男則弘

○ 揖保郡太子町太子字原坂  廃城：天正年間　 (230m)

83 楯岩城  〃 赤松則弘 太田城の出城か ○ ○ 揖保郡太子町太子  嘉吉の乱で落城 山頂にテレビ塔が建つ

84 矢田部城 嘉吉元年：上田甲斐守経常 揖保郡太子町矢田部

85 石蜘蛛城(立岡山城) 弘安2年間：島津左衛門大夫忠行
揖保郡太子町立岡山 天正3年15代：左近将監忠行まで居城
(60m)

86 黒岡城
天正年間（1573～92）：鎌田源次左衛
門久種

揖保郡太子町黒岡  楯岩城主広岡氏の家臣:鎌田原次左衛門
久種 (25m)

87 大枝城(下枝城) 建武年間（1334～37）築城 ○ 上郡町大枝  城主：赤松則村の家臣・内海弥五郎範景

88 別所城(別所原城) 元弘年間：別所三郎 ○ 上郡町高山別所原　 (230m)

89 白旗城 元弘3年（1333）：赤松円心則村 ○ ○ ○
上郡町網野・赤松    嘉吉の乱(1441)で落城  赤松三城の一
白旗山(440m)

・赤松氏発祥の地
・足利義満（春王）が一時避難

90 苔縄城(赤松城) 南北朝時代：赤松則祐 ○ 上郡町苔縄　 (411m) ・白旗城の支城

91 駒山城(小聖寺山城、生駒山城) 建武年間（1334～37）：赤松則祐 ○ 上郡町大持　(256m)

92 上の山城 富田采女の築城 ○ 上郡町栗原字上栗　 (120m)
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93 別名城(井の山城)
赤松氏の支城：別所三郎  天正期：羽
柴秀吉

○ 上郡町栗原・別名字井の山　城山(210m)

94 大聖寺山城(安室城)
室町時代：安室五郎義長(赤松満貞の
子)

○ 上郡町般坂字西芳寺　 大聖寺山(344m)

95 西条ヶ山城(抜石城、高田城) 鎌倉時代：高田兵庫輔祐長 上郡町高田奥    山麓に八幡神社がある　抜石山(280m)

96 丸山城(小屋場山城)
貞和5年（1349）：別所五郎左衛門敦
範

○ 佐用町豊福字丸山　(280m)

97 利神城(雲突城・平福城)
貞和5年（1349）：別所五郎左衛門敦
範

○ ○ ○ ○ 佐用町平福　利神山(373m) 現時点では登山禁止

98 福原城(佐用城) 建武年間(1334-38):佐用範家 ○ ○ 佐用町大坪字福原　 (150m)

99 平尾城 康正年間(1455-57):小守治部大夫 佐用町上石井字構の段　(250m)

100 長高山城
建久3年(1192)宇野播磨守(赤松)山田
則景

○ 佐用町長尾 長尾白石山 (200m)

101 長谷高山(こえやま)城(尼ヶ城)
建久8年(1197):宇野播磨守(赤松)山田
則景

○ 佐用町横坂　(390m)

102 円応寺山城(北山城) 鎌倉時代: 宇野新大夫将則 ○ 佐用町円応寺   円応寺

103 百々蔵城(度々倉城) 天正5年(1577):作用純倶 上月(こうづき)町大垣内・皆田   廃城：天正5年

104 大日山城 不明 上月町大日山

105 大平山城(前期：上月城) 正治年間(1199-1201)：得平三郎頼景 ○ ○ 上月町下上月 城主：得平氏・上月氏　大平山 (258m)

106 上月城(後期上月城)
得平頼景・延元元年(1336)：上月次郎
影盛

○
上月町下上月字荒神山 城主：得平氏・上月氏・赤松氏  天
正6年廃城　荒神山(194m)

・尼子氏滅亡の地

107 仁位山城(仁位の陣山) 天正5年(1577):羽柴秀吉上月城の向城 ○ 上月町西庄   安藤信濃守が布陣  (232m)

108 向城 不明 上月町上石井

109 高倉城(高倉山城)
建久年間（1190～99）：宇野播磨守山
田則景

○ 上月町上石井 ・南光町　 高倉山 (357m)

110 本郷城
建武年間（1334～38）：本郷祐義・直
頼

○ 上月町本郷町字宮地 (245m)

111 早瀬城 上月城主赤松政範の弟・政直 ○ 上月町早瀬  天正5年秀吉に攻められ落城

112 丸山城(高島城)
天文年間（1532～55）：上月城主赤松
政元

○ 上月町上月  天正5年赤松右馬助正澄のとき落城

113 広岡城 広岡氏の築城 上月町金屋

114 飯之山(飯野山)城 嘉応年間(1169-71)吉屋八郎宗達 上月町円光寺平谷 太田(間嶋)彦太郎景能　(300m)



100城 国史跡
赤松
関係

池田
関係

藩庁

西播磨の城
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115 櫛田城(宮山城) 建長年間（1249～55）：櫛田八郎有景 ○ 上月町櫛田　(130m)

116 皆田(かいだ)城(杉坂山城・榎城) 建武年間（1334～37）：赤松円心 ○ 上月町皆田

117 宇根山城 天正6年：吉川元春 上月町宇根字姿　 (305m)

118 福岡城(平尾城) 長享２年（1488）：佐川新左衛門
上月町福吉 天正５年（1577）平尾正明が守備・落城 上月城
主赤松貞祐一族

119 王崎城(王崎山城・大酒城)
南北朝期 貞和年間(1345-50)：赤松範
資

○ 上月町大酒　 (320m)

120 浅瀬山城
天文年間(1532-55) 赤松一族の孝橋新
五郎秀時

○
上月町下秋里・久崎  天正5年（1577）上月権正恒織の時落
城　 (350m)

・久崎運動公園内
・石垣等確認できない

121 徳久(とくさ)城
建保年間(1213-19)築城：柏原弥三郎
為永

南光町東徳久  主要城主：宇野為永の子長利の時嘉吉乱で退
転　(380m)

122 三河城
築城：宇野一族 天正8年政頼に殉じた
小林三河

○
南光町上三河   天正年間・長水城主宇野政頼の臣・小林三
河   (420m)

123
比丘尼城
(びくに)じょう

元弘年間(1331-34)宇野一族の中島市
正定明

○ 南光町中島   熊見城守備の砦　(410m)

124 熊見城(米田城) 建久4年：宇野(山田)伊豆守則景 南光町米田  JR播磨徳久の南：頂上東に城山会館　(150m)

125 長田山城(赤松城) 建久年間(1190-99)：得平三郎頼景 ○ 南光町土井　 (380m)

126 徳平城(城山城)
建久年間(1190-99)：得平三郎頼景一
族の居城

○
三日月町乃井野 太平記には頼景の曽孫・源太秀光が建武に
活躍　(300m)

127 大内谷山城(本郷落合城) 築城 ：本郷弥三郎直頼 ○ 三日月町上本郷大内谷　(420m)

128 天神山城
嘉吉の乱(1441)後山名の将:小笠九郎
兵衛尚恒

三日月町上本郷字鎌倉　(250m)

129 広山城
築城：小寺河内守頼景
南北朝期 貞和年間(1345-50)：赤松範
資

○ 三日月町広山

130 弦(つる)谷城 建久年間(1190-99)：得平三郎頼景 ○ 三日月町弦谷


