
長野県の桜の名所・名木一覧 

   

     居住地の緑化ガイドライン - 89 -   

 

 

 

 

 

 

 
 

～129 名所・名木～ 
 

長野県の桜の名所・名木一覧表 （長野さくらの会） 

（注）所在地の表記は旧市町村名となっております。 

東信地域のさくら
No 名称 所在地

1 咲き分けの桜 佐久市大字根岸五本木

2 種畜牧場桜並木 佐久市大字新子田

3 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ) 南佐久郡小海町本間

4 シダレザクラ 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢

5 シダレザクラ 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢

6 小野山桜 北佐久郡望月町大字春日

7 福王寺のしだれ桜 北佐久郡望月町大字協和

8 大行原のしだれ桜 北佐久郡望月町大字協和

9 一里塚のシダレザクラ 北佐久郡御代田町大字御代田字一里塚

10 関所破りの桜 北佐久郡浅科村上原

11 鳥居桜 北佐久郡北御牧村御牧原

12 信廣寺のシダレザクラ 小県郡武石村大字下武石

13 大布施のヒガンザクラ 小県郡武石村大字上本入大布施

14 大技垂桜 小県郡和田村大字上和田字久保

15 細谷のシダレザクラ 小県郡青木村夫神  
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南信地域のさくら
No 名称 所在地

1 枝垂ザクラ 岡谷市川岸東昌福寺

2 船魂社のシダレザクラ 岡谷市湊

3 湊小坂中村地籍のシダレザクラ 岡谷市湊

4 枝垂ザクラ 岡谷市川岸西新倉観音堂

5 温泉寺のシダレザクラ 諏訪市湯の脇

6 ソメイヨシノ 諏訪市大字四賀

7 高島城のソメイヨシノ 諏訪市高島

8 古御堂の枝垂桜 茅野市玉川北久保

9 峰たたえのイヌザクラ 茅野市宮川高部

10 しだれ桜 諏訪郡下諏訪町北高木

11 武居桜 諏訪郡下諏訪町武居北

12 水月園のサクラ 諏訪郡下諏訪町東町

13 しだれ桜 諏訪郡富士見町境高森

14 しだれ桜 諏訪郡富士見町境田端

15 エゾ山桜 諏訪郡富士見町富士見横吹

16 道祖神の桜 諏訪郡原村八ツ手

17 春日城跡のサクラ 伊那市西町

18 八重紅コヒガンザクラ 伊那市平沢

19 薬師堂のシダレザクラ 伊那市大字富県北新区今泉

20 伯先桜 伊那市西町伊那部

21 高遠のコヒガンザクラ樹林 上伊那郡高遠町馬場町（高遠城址公園）

22 勝間薬師堂のしだれ桜 上伊那郡高遠町勝間

23 枝垂桜 上伊那郡高遠町片倉

24 明光寺の枝垂桜 上伊那郡辰野町伊那富字日向

25 頼朝のサクラ 上伊那郡辰野町大字伊那富

26 中曽根のエドヒガン 上伊那郡箕輪町中曽根

27 慈福院のサクラ 上伊那郡飯島町七久保北街道

28 伊那三女ゆかりの桜 上伊那郡飯島町本郷

29 千人塚のサクラ 上伊那郡飯島町七久保

30 エドヒガン桜 上伊那郡南箕輪村北殿

31 中西の桜 上伊那郡中川村片桐

32 桑田薬師堂の枝垂桜 上伊那郡長谷村大字溝口南郷桑田

33 黒河のサクラ 上伊那郡長谷村黒河内黒河

34 長姫のエドヒガン 飯田市追手町

35 愛宕神社の清秀桜 飯田市愛宕町愛宕稲荷神社

36 阿弥陀寺のシダレザクラ 飯田市阿弥陀寺

37 正永寺のシダレザクラ 飯田市江戸町正永寺

38 原田の桜 下伊那郡松川町元大島原田

39 新田原のエドヒガン 下伊那郡高森町山吹新田原

40 高森南小学校のソメイヨシノ 下伊那郡高森町高森小学校

41 林松寺のシダレザクラ 下伊那郡阿南町和合

42 黒船桜 下伊那郡清内路村向原

43 清南寺の夫婦桜 下伊那郡清内路村上清内路

44 説教所の大桜 下伊那郡清内路村下清内路

45 市の沢の彼岸桜 下伊那郡阿智村駒場

46 駒つなぎの桜 下伊那郡阿智村智里横川

47 南一のシダレザクラ 下伊那郡売木村南一

48 氏乗のシダレザクラ 下伊那郡喬木村氏乗  
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中信地域のさくら
No 名称 所在地

1 しだれ桜 木曽郡上松町字上松新田墓地内

2 しだれ桜 木曽郡上松町字上松

3 しだれ桜 木曽郡上松町字瀬木

4 光徳寺の枝垂桜 木曽郡南木曽町吾妻

5 一石栃の枝垂桜 木曽郡南木曽町吾妻

6 菅のエドヒガン 木曽郡木祖村菅

7 田ノ上のシダレザクラ 木曽郡木祖村小木曽

8 鳳泉寺の枝垂櫻 木曽郡王滝村

9 シダレザクラ 木曽郡大桑村長野大野庚申堂

10 エドヒガン 木曽郡大桑村大字須原上郷

11 城山公園の桜 松本市城山

12 陸上自衛隊の桜並木 松本市高宮西

13 東漸寺のシダレザクラ 塩尻市洗馬

14 カタオカザクラ 塩尻市片丘

15 慈光院のシダレザクラ 塩尻市上西条

16 安養寺のしだれ桜 東筑摩郡波田町

17 青柳城址公園の桜 東筑摩郡坂北村城山

18 杉崎の枝垂ひがん桜 東筑摩郡坂井村杉崎

19 ひばり桜 東筑摩郡生坂村卒塔坂

20 枝垂桜 東筑摩郡山形村

21 斉藤氏共同墓地のシダレザクラ 東筑摩郡朝日村古見御道開渡

22 大日堂のヒガンザクラ 東筑摩郡朝日村上組大日堂墓地

23 旧朝日小学校跡の桜 東筑摩郡朝日村古見

24 おおしまざくら 南安曇郡豊科町高家中曽根

25 大しだれざくら 南安曇郡豊科町豊科本村

26 牧のシダレザクラ 南安曇郡穂高町牧

27 有明神社の桜 南安曇郡穂高町大字有明宮城

28 御殿桜 南安曇郡奈川村入山

29 岩岡の桜並木 南安曇郡梓川村

30 シダレヒガンザクラ 南安曇郡三郷村大字小倉字南小倉

31 シダレヒガンザクラ 南安曇郡三郷村大字小倉字大室

32 大黒町追分のシダレザクラ 大町市大字大町

33 しだれ桜 北安曇郡池田町広津平出

34 大塩のイヌ桜 北安曇郡美麻村大塩薬師堂

35 貞麟寺の枝垂れ桜 北安曇郡白馬村大字神城

36 八方薬師堂の江戸彼岸桜 北安曇郡白馬村北城ハ方

37 深空十郎様の大山桜 北安曇郡白馬村北城深空

38 嶺方堀田の大山桜 北安曇郡白馬村北城堀田

39 オクチョウジ桜群落 北安曇郡小谷村大字北小谷字生蒲平  
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北信地域のさくら
No 名称 所在地

1 素桜神社の神代ザクラ 長野市泉平

2 塩生のエドヒガン（巡礼桜） 長野市塩生

3 天照寺のエドヒガン 長野市篠ノ井小松原

4 光林寺のシダレザクラ 長野市篠ノ井小松原

5 延命地蔵堂の桜 須坂市豊丘

6 広正寺のエドヒガン 須坂市野辺

7 大雲寺のサクラ 更埴市ハ幡

8 天宗寺のシダレザクラ 更級郡大岡村乙

9 水中のシダレザクラ 上高井郡高山村水中

10 ニツ石のシダレザクラ 上高井郡高山村ニツ石

11 原のシダレザクラ（原の閑貞桜） 上水内郡信濃町平岡黒姫道

12 地蔵久保のオオヤマザクラ 上水内郡牟礼村地蔵久保

13 袖之山のシダレザクラ 上水内郡牟礼村袖之山

14 建代の桜 上水内郡戸隠村祖山

15 高橋のしだれザクラ 上水内郡鬼無里村高橋

16 金刀比羅神社神代桜 上水内郡鬼無里村下新倉

17 上野のお流れ桜 上水内郡小川村長久保

18 日の御子桜 上水内郡小川村小根山中院

19 立屋の桜 上水内郡小川村表立屋

20 柳沢のエドヒガン 中野市大字柳沢字滝ノ沢

21 壁田城山のイヌザクラ 中野市大字壁田字横手

22 小菅のシダレザクラ 飯山市大字瑞穂小菅

23 宇木のエドヒガン 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬赤兀

24 大日庵の源平シダレザクラ 下高井郡山ノ内町大字宇木

25 御魂山の神代桜 下高井郡木島平村大字往郷大沢入

26 庚のシダレザクラ 下高井郡木島平村大字往郷庚

27 清道寺のシダレザクラ 下高井郡野沢温泉村大字平林  


