
1/4

         国内の湖沼・島(⾯積)⼀覧 

  不当に占有されている、北⽅四島を無法国家ソ連より取り戻そう !!(沖縄の四倍の国⼟)

⾯積単位(ｋ㎡)

    北海道 77,984.86 本州 227,976.10 四国 18,301.17 九州 36,753.00 沖縄 1,208.33

 島     名 ⾯積 所在地  島     名 ⾯積 所在地  島     名 ⾯積 所在地

 択捉島       
3,182.65

北海道  国後島      
1,498.56

北海道  ⾊丹島      
250.16

北海道

 利尻島      
182.16

北海道  奥尻島       
142.75

北海道  礼⽂島 80.95 北海道

 志発島       
59.50

北海道  ⽔晶島 13.71 北海道  多楽島 11.69 北海道

 ⼤島   9.73 北海道  中島  5.79 釧路  天売島  5.51 北海道
 焼尻島   5.22 北海道  中島  4.85 肝振  秋勇留島  2.73 北海道
 ユルリ島   1.97 北海道  ⼤島  1.55 北海道  ⼩島  1.54 渡島
 ⼤⿊島   1.08 北海道  ⼩島  1.01 根室  ⾦華⼭ 10.23 宮城
 ⼤島   8.66 宮城  宮⼾島  .7.40 宮城  網地島   6.80 宮城
 ⽥代島   3.14 宮城  出島   2.69 宮城  寒⾵沢島   1.42 宮城
 ⾶島   2.75 ⼭形  ⼤島  91.05 東京都  ⼋丈島  69.48 東京都
 三宅島  55.44 東京都  ⽗島  23.80 東京都  新島  23.22 東京都
 硫⻩島  23.16 東京都  御蔵島  20.55 東京都  ⺟島  20.21 東京都
 神津島  18.48 東京都  兄島    7.87 東京都  ⻘ヶ島   5.97 東京都
 北硫⻩島   5.57 東京都  弟島    5.20 東京都  ⿃島   4.79 東京都
 利島   4.12 東京都  式根島    3.70 東京都  南硫⻩島   3.54 東京都
 ⼩島(⼋丈⼩島)    3.08 東京都  聟島(ケータ島)    2.57 東京都  南⿃島   1.51 東京都
 姉島    1.43 東京都  向島    1.38 東京都  媒島   1.37 東京都
 妹島    1.22 東京都  佐渡島 854.53 新潟  粟島   9.78 新潟
 能登島  46.69 ⽯川  佐久島    1.81 愛知  答志島   7.01 三重
 菅島   4.55 三重  沖島    1.52 滋賀  淡路島 592.30 兵庫
 ⻄島   6.59 兵庫  家島    5.46 兵庫  男⿅島    4.57 兵庫
 沼島   2.75 兵庫  坊勢島    1.88 兵庫  紀伊⼤島    9.68 和歌⼭
 沖ノ島   1.47 和歌⼭  地ノ島    1.12 和歌⼭  島後  241.64 島根
 ⻄ノ島  55.56 島根  中ノ島   32.37 島根  知夫⾥島   13.02 島根
 ⼤根島   5.15 島根  江島    1.20 島根  ⿅久居島   10.17 岡⼭
 北⽊島   7.49 岡⼭  ⻑島    3.52 岡⼭  ⽩⽯島    2.96 岡⼭
 井島   2.64 岡⼭  前島    2.42 岡⼭  鴻島    2.09 岡⼭
 真鍋島   1.49 岡⼭  六⼝島    1.09 岡⼭  ⾼島    1.05 岡⼭
 江⽥島・能美島  91.54 広島  倉橋島   69.59 広島  ⼤崎上島  38.39 広島
 因島   34.98 広島  ⽣⼝島   31.06 広島  厳島(宮島)  30.39 広島
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 向島   22.23 広島  上蒲刈島   18.91 広島  佐⽊島   8.73 広島
 ⽥島    8.59 広島  下蒲刈島    8.01 広島  ⼤⿊上島   7.31 広島
 豊島   5.67 広島  ⾼根島    5.57 広島  横島   4.06 広島
 似島   3.87 広島  百島   3.08 広島  ⿅島    2.64 広島
 岩⼦島   2.45 広島  阿多⽥島   2.41 広島  ⽣野島    2.26 広島
 ⾛島   2.15 広島  ⼤芝島   1.70 広島  ⻑島    1.06 広島
 ⾦輪島   1.05 広島  屋代島 128.43 ⼭⼝  平郡島  16.62 ⼭⼝
 ⻘海島 14.95 ⼭⼝  ⻑島 13.73 ⼭⼝  笠⼾島  11.77 ⼭⼝
 彦島 10.63 ⼭⼝  向島   8.09 ⼭⼝  ⾒島    7.74 ⼭⼝
 祝島    7.69 ⼭⼝  ⿊髪島・仙島   5.37 ⼭⼝  ⼤津島・⾺島    4.73 ⼭⼝
 ⼋島    4.17 ⼭⼝  ⾓島   3.96 ⼭⼝  柱島    3.12 ⼭⼝
 ⼤島    3.00 ⼭⼝  相島   2.48 ⼭⼝  蓋井島    2.35 ⼭⼝
 浮島    2.31 ⼭⼝  ⽜島   1.96 ⼭⼝  佐合島    1.32 ⼭⼝
 前島    1.09 ⼭⼝  情島   1.00 ⼭⼝  ⼤⽑島    7.26 徳島
 島⽥島    5.72 徳島  ⾼島   2.59 徳島  ⼤島    1.76 徳島
 伊島    1.45 徳島  ⼩勝島   1.38 徳島  ⼩⾖島 153.35 ⾹川
 豊島   14.50 ⾹川  広島 11.66 ⾹川  直島    7.82 ⾹川
 本島    6.77 ⾹川  粟島   3.68 ⾹川  ⼿島    3.41 ⾹川
 ⼥⼈島(⻤ケ島)    2.67 ⾹川  ⾼⾒島   2.33 ⾹川  佐柳島    1.84 ⾹川
 男⽊島    1.38 ⾹川  与島   1.09 ⾹川  ⼩豊島   1.09 ⾹川
 伊吹島    1.05 ⾹川  ⼤三島 64.57 愛媛  ⼤島  42.07 愛媛
 中島  21.17 愛媛  伯⽅島 20.88 愛媛  岩城島    8.97 愛媛
 ⼸削島    8.68 愛媛  怒和島   4.82 愛媛  興居島   8.50 愛媛
 睦⽉島    3.83 愛媛  ⽣名島   3.69 愛媛  ⽇振島   4.01 愛媛
 岡村島    3.14 愛媛  津和地島   2.88 愛媛  九島   3.37 愛媛
 佐島    2.67 愛媛  ⼆神島   2.15 愛媛  ⼾島   2.82 愛媛
 ⾚穂根島    2.09 愛媛  ⼤下島   1.75 愛媛  ⼤島   2.14 愛媛
 ⿂島    1.37 愛媛  ⾼井上島   1.34 愛媛  ⿅島   1.11 愛媛
 地⼤島    1.04 愛媛  沖の島  10.00 ⾼知
 鵜来島   1.31 ⾼知  ⼤島    1.02 ⾼知  志賀島   5.82 福岡
 能古島   3.92 福岡  地島    1.57 福岡  相島   1.24 福岡
 ⼤島   7.17 福岡  ⽞海島    1.15 福岡  ⾺渡島   4.24 佐賀
 加唐島   2.84 佐賀  加部島    2.72 佐賀  神集島   1.41 佐賀
 対⾺ 696.64 ⻑崎  福江島 326.48 ⻑崎  中通島 168.42 ⻑崎
 平⼾島 163.68 ⻑崎  壱岐島 133.93 ⻑崎  久賀島   37.35 ⻑崎
 針尾島  33.33 ⻑崎  若松島   31.00 ⻑崎  宇久島   24.93 ⻑崎
 奈留島  23.82 ⻑崎  福島   16.98 ⻑崎  ⽣⽉島   16.57 ⻑崎
 鷹島  16.17 ⻑崎  的⼭⼤島   15.20 ⻑崎  ⼩値賀島   12.22 ⻑崎
 ⼤島  12.15 ⻑崎  椛島     8.75 ⻑崎  野崎島    7.10 ⻑崎
 松島   6.39 ⻑崎  島⼭島     5.53 ⻑崎  平島    5.49 ⻑崎
 島⼭島   4.90 ⻑崎  ⿊島     4.62 ⻑崎  度島    3.49 ⻑崎
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 嵯峨ノ島   3.18 ⻑崎  有福島     2.97 ⻑崎  男島    2.70 ⻑崎
 沖島   2.66 ⻑崎  江島     2.60 ⻑崎  樺島    2.36 ⻑崎
 串島   1.96 ⻑崎  頭ケ島     1.88 ⻑崎  牧島    1.72 ⻑崎
 斑島   1.57 ⻑崎  ツブラ島     1.47 ⻑崎  ⽇島    1.39 ⻑崎
 ⻩島   1.38 ⻑崎  祝⾔島     1.30 ⻑崎  寺島    1.27 ⻑崎
 伊王島   1.25 ⻑崎  ⼥島     1.23 ⻑崎  ⾼島    2.56 ⻑崎
 ⼤島   1.19 ⻑崎  ⿊島     1.12 五島  サザエ島    1.10 ⻑崎
 池島   1.06 ⻑崎  ⿊島     1.01 対⾺  天草下島 574.25 熊本
 天草上島 225.38 熊本  ⼤⽮野島   29.98 熊本  御所浦島   12.41 熊本
 ⼾馳島   6.99 熊本  維和島     6.40 熊本  牧島     5.63 熊本
 下須島  4.52 熊本  樋島     3.46 熊本  産島     1.94 熊本
 横浦島   1.09 熊本  姫島     6.66 ⼤分  ⼤⼊島     5.67 ⼤分
 ⼤島   1.07 ⼤分  屋形島     1.06 ⼤分  島浦島     2.84 宮崎
 ⼤島   2.08 宮崎  奄美⼤島 712.52 ⿅児島  屋久島 504.89 ⿅児島
 種⼦島 445.05 ⿅児島  徳之島 247.77 ⿅児島  沖永良部島   93.67 ⿅児島
 ⻑島  90.63 ⿅児島  加計呂島   77.39 ⿅児島  下甑島   66.12 ⿅児島
 喜界島  56.93 ⿅児島  上甑島   44.14 ⿅児島  ⼝永良部島   35.77 ⿅児島
 中之島  34.48 ⿅児島  諏訪之瀬島   27.66 ⿅児島  与論島   20.47 ⿅児島
 獅⼦島  17.07 ⿅児島  ⿊島   15.37 ⿅児島  請島   13.34 ⿅児島
 ⼝之島  13.33 ⿅児島  硫⻩島(⻤界ｹ島)   11.65 ⿅児島  与路島     9.35 ⿅児島
 ⿊⽑島    8.20 ⿅児島  悪⽯島    7.49 ⿅児島  中甑島     7.30 ⿅児島
 宝島    7.14 ⿅児島  枝⼿久島    5.81 ⿅児島  ⽵島     4.20 ⿅児島
 臥蛇島    4.07 ⿅児島  諸浦島    3.88 ⿅児島  伊唐島     3.73 ⿅児島
 横当島    2.76 ⿅児島  平島    2.08 ⿅児島  宇治向島     1.65 ⿅児島
 ⼦宝島    1.00 ⿅児島  ⻄表島  289.30 沖縄  ⽯垣島  222.63 沖縄
 宮古島  159.26 沖縄  久⽶島    59.11 沖縄  南⼤東島    30.57 沖縄
 伊良部島    29.10 沖縄  与那国島    28.91 沖縄  伊江島    22.77 沖縄
 伊平屋島    20.59 沖縄  多良間島    19.75 沖縄  渡嘉敷島    15.31 沖縄
 伊是名島    14.16 沖縄  波照間島    12.77 沖縄  北⼤東島    11.94 沖縄
 ⿊島    10,02 沖縄  下地島      9.54 沖縄  ⼩浜島     7.85 沖縄
 屋我地島      7.81 沖縄  粟国島      7.64 沖縄  座間味島     6.66 沖縄
 宮城島      5.55 沖縄  ⽵富島      5.43 沖縄  平安座島     5.32 沖縄
 ⿂釣島      3.82 沖縄  阿嘉島      3.82 沖縄  渡名喜島     3.56 沖縄
 古宇利島      3.13 沖縄  瀬底島      2.99 沖縄  来間島     2.84 沖縄
 池間島      2.83 沖縄  硫⻩⿃島      2.50 沖縄  ⽔納島     2.15 沖縄
 内離島      2.10 沖縄  浜⽐嘉島      2.09 沖縄  津堅島     1.88 沖縄
 新城島(上地)      1.76 沖縄  伊計島      1.75 沖縄  前島     1.60 沖縄
 新城島(下地)      1.58 沖縄  久場島      1.55 沖縄  久⾼島     1.38 沖縄
 外離島      1.32 沖縄  屋嘉⽐島      1.20 沖縄  慶留間島     1.15 沖縄
 沖⼤東島(ﾗｻ島)      1.15 沖縄  野浦島      1.06 沖縄
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 ⾯積単位(ｋ㎡)

  湖沼名称 ⾯積 所在地   湖沼名称 ⾯積 所在地   湖沼名称 ⾯積 所在地
 シラルト沼 1.77 北海道  ⽣花苗沼 1.74 北海道  ケラムイ湖 1.60 北海道
 ペンケ沼 1.49 北海道  兜沼 1.46 北海道  キモシマ沼 1.45 北海道
 ラウス沼 1.41 北海道  ⻑節湖 1.32 北海道  建古武湖 1.31 北海道
 トウロ沼 1.31 北海道  チミケップ湖 1.04 北海道  紗那沼 1.02 北海道
 ⼩川原湖      62.16 ⻘ 森  ⼗和⽥湖 61.2 ⻘ 森  ⼗三湖 18.06 ⻘ 森
 鷹架沼 5.65 ⻘ 森  尾駮沼 3.58 ⻘ 森  宇曽利⼭湖 2.66 ⻘ 森
 市柳沼 1.69 ⻘ 森  姉沼 1.56 ⻘ 森  ⽥⾯⽊沼 1.51 ⻘ 森
 ⽥光沼 1.16 ⻘ 森  万⽯浦 7.20 宮 城  伊⾖沼 3.24 宮 城
 ⻑沼 3.02 宮 城  ⻑⾯浦 1.37 宮 城  ⿃の海 1.34 宮 城

 内沼 1.05 宮 城  ⼋郎潟調整地   27.73 秋 ⽥  ⽥沢沼       
25.78

秋 ⽥

 浅内沼 1.00 秋 ⽥  猪苗代湖     103.32 福 島  桧原湖       
10.72

福 島

 松川浦 5.90 福 島  秋元湖 3.64 福 島  沼沢湖 3.00 福 島

 尾瀬沼 1.80 福 島  ⼩野川湖 1.67 福 島  霞ヶ浦      
167.63

茨 城

 北浦        
35.16

茨 城  涸沼 9.36 茨 城  外浪逆浦 5.85 茨 城

 ⽜久沼 3.49 茨 城  中禅寺湖     11.77 栃 ⽊  榛名湖 1.22 群 ⾺
 印旛沼 8.87 千 葉  ⼿賀沼 4.12 千 葉  与⽥浦 1.25 千 葉
 芦ノ湖 6.86 神奈川  加茂湖 4.90 新 潟  ⿃屋野潟 1.37 新 潟
 河北潟 4.13 ⽯ 川  北潟湖 2.13 ⽯ 川  柴⼭潟 1.77 ⽯ 川
 ⽊場潟 1.09 ⽯ 川  ⽔⽉湖 4.17 福 井  三⽅湖 3.57 福 井
 久々⼦湖 1.41 福 井  ⼭中湖 6.78 ⼭ 梨  河⼝湖 5.70 ⼭ 梨

 本栖湖 4.70 ⼭ 梨  ⻄湖 2.12 ⼭ 梨  諏訪湖       
12.91

⻑ 野

 野尻湖(芙蓉湖) 4.43 ⻑ 野  ⻘⽊湖 1.72 ⻑ 野  ⽊崎湖 1.65 ⻑ 野
 浜名湖       
64.96

静 岡  猪⿐湖 5.38 静 岡  佐鳴湖 1.20 静 岡

 琵琶湖      
670.25

滋 賀  ⻄の湖 2.19 滋 賀  余呉湖 1.76 滋 賀

 久美浜湾 7.24 京 都  阿蘇海 4.81 京 都  中海        
86.14

⿃ 取

 湖⼭池 6.96 ⿃ 取  東郷池 4.08 ⿃ 取  宍道湖       
79.08

島 根

 神⻄湖 1.16 島 根  池⽥湖       
10.91

⿅児島  鯰池 1.20 ⿅児島




