
杉山城跡（比企郡嵐山町） 築城年代：長享2年（1488年）、築城者：山内上杉氏

市野川を挟んで「鎌倉街道」（左手）を見下ろす前方の丘陵の尾根上に、「築城の教科書」・「戦国期城郭の最高傑作のひとつ」と高く評価される杉山城跡が
所在する/狭い範囲の中で、高低差を利用しながらおよそ10の郭を配置した縄張となっている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/QRXtUE1xLLc


縄張図/本郭を中心に3方向へ郭を広げる連郭式平山城/横矢掛かりを駆使した防御機能（塁線には折歪（おり
ひずみ）と呼ばれる敵方に対して見通しを悪くするための屈曲を多用し、虎口にはほぼ例外なく進入方向の側面
から矢を射掛ける横矢が仕掛けられる等の防御施設）が各所に見られる



　　　杉山城跡の鳥観図



　先ずは赤丸の出郭から大手口➡外郭➡馬出郭➡南三の郭➡南二の郭➡井戸郭➡南三の郭西虎口➡帯郭➡井戸跡、そして中心部の本郭へと進もう



　　　　　　ここは丘陵の北東側で、右手前方に見学者用の駐車場が整備されている/手前に標柱がある



　　　　右手が「埼玉県指定史跡　杉山城跡」



　　　　正面の丘陵に杉山城跡が展開している/北東側から見たところ/駐車場には既に先客が・・・ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/EXVkB9XNrZM


　　　　　　丘陵の右手へ少し進んで見たところ/この先に北側からの登城口がある



　　　　さて、ここが駐車場/左手が丘陵の裾



　　　　　杉山城跡への案内板が立っていた



　　　右手の道路を進む/左手は玉ノ岡中学校の敷地 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/4HufG5NVKoA


　　　　　少し進むと、右手に民家が見えてきた/左端の建物は玉ノ岡中学校の校舎



道端にはこんな石造物も・・・



この民家は杉山城跡の山の地主さんの家のようだが・・・/正面に行き先表示板が立っている





　　近くには古い説明板が辛うじて立っていた



　劣化していて良く読めない



　　　　　さて、行き先表示板に従って出郭・大手口方面へと進む



　玉ノ岡中学校の校舎が見えてきた/右上が出郭



　　　　この平場が出郭



　右手を見ると説明板が立っており、その向こうが大手口になる/ここが南側からの登城口



さて、ここは丘陵の南東側で、左手に進むとこちらからも出郭・大手口にアクセスできる/右手に標柱が立っている





　　　　　途中、積善寺の標柱も立っている/右前方に玉ノ岡中学校の校舎が見える



更に進む



　　ここを左手に進む/角に石造物が並んでいる



こんな塩梅



　　　　　前方に積善寺の本堂が見えてきた



積善寺の墓地裏が大手口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/hevLYEjNaHU


　　そこで左手を見たところ/正面の木々の向こうが大手口のエリア



　更に左手を見たところ/丘陵の裾が大きな堀状になって回っている



　さて、右手の道路を出郭・大手口方面へと進む



　　ここにも石造物があった





　　これが、くびなし地蔵





　　　正面に先程の出郭の平場が見えてきた



　　　出郭のエリア/正面前方に緑色のキャブトイレが見える/中も綺麗に保たれていた



　　さて、いよいよ登城開始 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/qDkDyd-bdWg


発掘調査から、15世紀末～16世紀前半に山内上杉氏によって築城されたことが判明したと云う/応仁の乱に先行して始まった関東の戦国期に繰り広げられ
た「長享の乱」に於て、鉢形城(寄居町)を本拠地とする山内上杉氏が、河越城(川越市)を本拠地とする扇谷上杉氏に対抗するためであったらしい



　　教育委員会発刊の立派な冊子が置かれていた/そのマップと解説が大変参考になります/もちろん無料です





大手口方向へと進むと、左手にも説明板が立っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/oEgWhrdHmOM


　　　　出郭＝大手で、外郭への大手口がある/外郭から左手に進むと馬出郭がある





　　さて、大手口へと差し掛かる （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/xtNMbezBHog


　　　そこで右手を見たところ/土塁が見える



　同じく、左手を見たところ/深い堀がある/その向こうは外郭のエリア



　更に左手を見ると、馬出郭の南東下へ至る小道がある/右上は土塁



ここが大手口/正面の土塁の向こうは外郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/09A9TQMnBW8




そこで左手の深い堀を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/vRT-QwXn40E


　　　　　更に左手を見たところ/深い堀が回り込んでいる/左手は土塁/右上は外郭



　　その堀底から大手口と外郭の接続部を見上げたところ/右上が大手口/左上が外郭



大手口で左手の外郭方向を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/NVzq1KZriNI


　　そこで左下を見たところ



これは大手口で右手を見たところで、二重土塁と堀が見て取れる/左上は外郭、右下は出郭



　　　　　その二重土塁を別の角度から見たところ/右下が出郭



　そこで右下の出郭方向を見たところ/前方に最初の説明板が見える



さて、これは大手口から外郭へと進んだところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/NenuxWafBgE


　　　前方に説明板が立っているのが見える/その向こうは馬出郭





外郭からこの堀を木橋で渡ると馬出郭/その先で右手に土橋を渡ると南三の郭へ至る （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/lEZBVgo54Cw


　　　そこで左手を見たところ/この堀は左下の竪堀へと下っている



　　　　　　振り返ると、この堀は左手の南三の郭及び南二の郭（奥）の屏風折れの切岸と外郭（右手）の間を前方に続いている



その右手を見ると大手口が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/IaCOPltcKz8


　　　　外郭（左手）と馬出郭（右手）の間の堀底に下りたところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/EGHImnAe6AM


この先は竪堀へと下っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/syi4rwPYAWQ


前方に進んで、振り返って見たところ/前方は南三の郭の切岸 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/6mpTY_qku0I


堀は南三の郭の切岸の手前を右手に折れている



右手に折れた先を見たところ/前方で今度は左手に折れている/左手は南三の郭の切岸、右手は外郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/GZlplk_X95Y


　　　　　前方に進んで、振り返って見たところ/左手は外郭、右手は南三の郭の切岸



　　左手に折れた先を見たところ/この先で右手に折れている/左手が南三の郭切岸、正面は南二の郭の切岸
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/r9KP7YcfM68


　　前方に進んで、振り返って見たところ/正面及び左手は外郭、右手は南三の郭の切岸



右手に折れた先を見たところ/左手は南二の郭の切岸、右手は外郭/前方のバリケードと土嚢が置かれている所は、外郭から本郭方向へ続く帯郭状土塁
/堀は南二の郭を取り巻くように左手に回り込んでいる



　　　　前方に進んで、振り返って見たところ/堀は手前で南二の郭を取り巻くように右手に回り込んでいる/左手が外郭、右手は南二の郭の切岸
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/RRSRqGRcA5E


左手が回り込んだ堀/南二の郭（左手）の東側の虎口へ向かう手前で止まっている/足元は外郭から続く帯郭状土塁/前方の上部が本郭/本郭への虎口
（高い木の背後）も見える



　前方に進んで、振り返って見たところ/帯郭状土塁は前方の外郭へと続いている/左手は谷側の切岸 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/XCu0tN4uIXo




帯郭状土塁を戻って外郭の平場を見たところ/右手が南二の郭/そこに説明板が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/0PMcLgoNISI


こんな塩梅/背後は堀と南二の郭の切岸 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/bYJnO2AZkeY




　　　　さて、馬出郭まで戻って、こちらから南三の郭へと進もう



馬出郭で南三の郭（右手）への虎口を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/eYpdRACTdkU


　　ここが南三の郭（前方上部）の南虎口/堀を渡る土橋となっている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/JvwMlgfka2c




　　　　　　そこで振り返って見たところ/左手は外郭と馬出郭の間の堀が下って続く竪堀/右手は南三の郭を取り巻く帯郭と堀



　これが右手の南三の郭を取り巻く帯郭と堀/右手は南三の郭の切岸



　　　　これは土橋から見た外郭方向/左手が南三の郭の切岸



　　　南三の郭へと進む



　　南三の郭で振り返って見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/b_mc5AnUJ48


　土橋をアップで見たところ



　　　　左手を見たところ



　　　　右手を見たところ



さて、ここが南三の郭/前方上部が南二の郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/bl6FB-vn8wQ


　　そこで左手を見たところ



　　同じく右手を見たところ/土塁が回っている



　　　　　　振り返って南虎口を見たところ



　　　　そこで左手を見たところ/土塁の状況



　　　　同じく右手を見たところ/土塁の状況



　　　　　ここは南三の郭から南二の郭（正面上部）への「食い違い虎口」/左右の土塁が平行にずれていて、侵入する敵に側面から攻撃ができる
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/DcFL9Z6dTWM




左右の土塁が平行にずれているために、侵入者は右手に折れなければ上部の南二の郭へと進めない （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Mi_6GQkl8fk




　　　そこで左手を見たところ/前方へ進むと南三の郭西虎口へ至る



　　同じく右手を見たところ



　　　　　右手に折れて南二の郭へと進む



そこで左手を見ると土塁の下に堀が平行している



　　　　同じく振り返って南三の郭を見たところ



　　　「食い違い虎口」を進んで南二の郭に入る （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/BEm00ECeFVg


　　　　振り返って「食い違い虎口」を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/O1rhVm6BESE


ここが南二の郭/前方上部は本郭/右手は本郭への虎口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/FWXxszdiXmA


南二の郭から本郭へは、右手の東側の虎口から帯郭を進むルートと左手から井戸郭を通って進むルートとがある



　　　　　そこで左手を見たところ/ここを進むと右手が井戸郭/南二の郭・井戸郭（前方）・本郭（右手）の間には堀が巡っている



　　同じく右手を見たところ



　　　　　　同じく振り返って、南三の郭方向を見たところ/右前方が「食い違い虎口」



これはその少し左手を見たところ/玉ノ岡中学校の校舎が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/qr3fDl48bBE


　これは井戸郭（右手）への虎口に向かうルート



　　　　さて、正面上部は本郭の物見台のように高くなった土塁



　　　そこで右手を見ると、堀底は帯郭から本郭へ進むルートである東側の虎口へと下っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/9SYqNBugcjw


同じく左手を見たところ/南二の郭・井戸郭（前方）・本郭（右手）の間には堀が巡っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/YI6lND7XiUg


　　その堀底に下りてみたところ/前方上部が井戸郭/右手は本郭の切岸/左手が南二の郭/井戸郭は左手に突き出た部分がある



　　　　　その突き出た部分を見たところ/ここは井戸郭の土塁で、ここには櫓台があったのかもしれない



　　　　その左手を見たところ/この堀は井戸郭の虎口へと続いている/左手は南二の郭



同じく、右手を見たところ/正面の上部は井戸郭/堀は右手に折れている/右手は本郭の切岸



　これはその右手に折れた先を見たところ/左手が井戸郭、右手は本郭の切岸/堀は前方で井戸郭を取り巻くように左手に折れている



　　　　これは振り返って、本郭への東側の虎口方向を見たところ/左手は本郭の切岸、右手は南二の郭



　　堀底を進んで、その東側の虎口を見たところ/左手は本郭の切岸、右手は南二の郭



　　東側の虎口はこんな塩梅/この道は右手に折れると外郭へ、左手に進むと本郭へと至る



　　　　前方が帯郭を通って本郭に至るルート/左手は本郭の切岸



　　　　　　そこで振り返って堀底を見たところ/左手が南二の郭、右手は本郭の切岸



　　さて、ここは井戸郭への虎口/右手が井戸郭



　　前方が井戸郭/土橋を渡って進む/両サイドは堀 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/nuUjy1n41VE


　　左手の堀を見たところ



　　右手の堀を見たところ



　土橋をアップで見たところ



　土橋上で左手を見たところ



　　同じく右手を見たところ



これは井戸郭から振り返って、虎口を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/RhVBx2rQndE


　　そこで左手を見たところ/ここは櫓台があったのかもしれない突き出た部分の土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Z8ZCUxwjlOw


　　　同じく右手を見たところ/土塁が回っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/bk466DvfmwQ


　さて、ここが井戸郭/前方に説明板が立っている



この向こうは本郭で、井戸郭との間に堀が巡っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/T7w3DrufNVw




正面は本郭で、井戸郭とは木橋でつながっていた/手前には堀が巡っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/oJ8VbKigPoc


　そこで右手を見たところ/櫓台があったのかもしれない突き出た部分の土塁が見える/その向こうは南二の郭



同じく左手を見たところ/堀は前方で左手に井戸郭を取り巻くように折れている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/CSE0ob33Gps


　　　　　　堀底に下りて、その左手に折れる部分を見たところ



　そこで振り返って見たところ/櫓台があったのかもしれない突き出た部分の土塁が見える



　　　これは折れた先を見たところ/前方でも右手に折れている/左手が井戸郭、右手は本郭の切岸 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/_VhldUIDkZA


　　　その先に進んで、振り返って見たところ/堀は手前で左手に折れている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/v5xuGOlb6Sw


　　　これが手前で左手に折れた堀/この堀は本郭に沿って真っすぐ続く堀と、左手に折れる堀とになっている



　　　　左手に折れる堀はこんな感じで下の竪堀へと下っている



　　これは井戸郭から西方向を見たところ/市野川を挟んで「鎌倉街道」が通っていたとされる方向を見たところ



　この下には井戸郭が守備する井戸跡（大きな石がある所）が見える



　　　これは南二の郭から井戸郭への虎口左手の堀が、その先で西側へと下っている様子/右手が井戸郭 
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/HHs20bO11r0


さて、南三の郭まで戻る/ここは南三の郭の西虎口/説明板が立っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/x3CzTCyy8F0




細長い土橋の坂虎口となっている/土橋の両サイドには堀が巡っている



　　そこで右手を見たところ



　同じく左手を見たところ/この堀と帯郭（堀の外側）は、南三の郭（左手）を取り巻きながら馬出郭まで続いている



振り返って南三の郭の西虎口を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/77UAsQgdCaE


　　　　後ろに振り返ると、傍にはこのような竪堀が下り落ちている



　　　アップで見たところ



左手を帯郭に沿って馬出郭へと進んで見よう （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/BtLz_aFfo2w


　　　　　ここで左手に折れて、東方向に進む



　　　　堀と帯郭は南三の郭（左手）を取り巻くように前方でも左手に回り込んでいる



　　　　　　そこで堀底に下りて見たところ



　　　その先はこんな塩梅/正面の上部が馬出郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/0qWyQ2r-PWA


　　　　左手を見たところ/馬出郭から南三の郭への虎口が見える



　　　振り返って西方向に堀と帯郭を見たところ/南三の郭の西虎口へ戻るように進む （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/ESigOvj9iJA


　　　そこで堀底に下りて見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/dFniEgeRQwc


　　　　ここで北方向に折れている/この前方でも左手に折れている/右手が南三の郭



　　　その左手に折れた先を堀底に下りて見たところ/今度は右手に回り込んでいて、そこが南三の郭の西虎口



　振り返って見たところ/前方で東側に折れている



　さて、これは南三の郭の西虎口から右手（北方向）を見たところ/この先に井戸跡がある



　　　　井戸跡へと少し進み右手を見ると、南二の郭（右手）から井戸郭（左手）への虎口の左手の堀が続いてきた先端が見える
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/NqajSJIp_20


　　振り返ると、傍には竪堀が下り落ちている



　　　右横から見たところ



　　　　　　さて、前方に説明板が見える/右手は井戸郭の塁壁



　　　石が置かれている所が井戸跡/背後の上部が井戸郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/c6g-aaHQMfM




　　　これが井戸跡/確かに水が溜まっている



　　　左手から見たところ



そこで左手を見ると、先に見た井戸郭と本郭の間から下って来る堀が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/JQtJEx-HeVc


　　後ろを振り返ると、竪堀となって下り落ちている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/zCVRckCRipA


　　　その先を見たところ



　　　　これは井戸跡の先の北方向を見たところ/この先は本郭の北虎口や、その先の北二の郭へと続く



　　　　さて、次は本郭→東二の郭→東三の郭→本郭北虎口→北二の郭へと進もう



南二の郭あるいは外郭から帯郭を通って本郭へと向かう/前方の左上に登る部分が本郭の東側の虎口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/IMFp4iHgqkc


　　左手を見たところ/本郭の切岸と堀/右手が本郭への東側の虎口



　　　　右手を見たところ



　　これが本郭の東側の虎口/この上部が本郭



　　　　そこで左手を見たところ/正面前方は南二の郭/左手は外郭/右手は本郭の切岸



　　　同じく右手を見たところ/こちらが東二・三の郭方向/手前は右手に下り落ちる竪堀



　これは後ろを振り返って見たところ/深い谷底となっている/玉ノ岡中学校の校舎も見える



　　その右手を見たところ



　　　同じく左手を見たところ/前方は東二の郭



さて、ここが本郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/rezm-0LNjNg


　　　　左手を見たところ



　　　　右手を見たところ



　　　　振り返って東側の虎口を見たところ





　　標柱や説明板などが立っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/qVtC7o82o7I


「史跡　杉山城阯　埼玉県」と刻まれている





これは説明板等の背後の土塁/その先には北二の郭との間の堀が巡っている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/jBUI4CHUUtM


　　　　　土塁の上には小社が祀られていた



　　　　こんな石祠も・・・



　　土塁上で南方向に本郭のエリアを見たところ



　　　　　説明板等の前から南方向に本郭のエリアを見たところ



　　こちらは本郭の南端の枡形的空間/正面は物見台のように高くなった土塁/右手は井戸郭への虎口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/U9xhQrmSmVY


ここは右手の、井戸郭（前方）への木橋が架かっていた虎口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/gzTbXUKbyVM




前方が井戸郭/手前に堀が巡っている/こうして見ると、井戸郭は実質的には本郭の馬出の機能を果たすようだ



　　　右手を見たところ



これは物見台のように高くなった土塁上から北方向に本郭を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/laLaQ82WClQ


　　さて、本郭東側の虎口から東二の郭へと進む （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/LrKu7JVpCdY


　　　　ここが東二の郭/説明板が立っている





　これは振り返って本郭の東側の虎口方向を見たところ/左手は竪堀



　　　　　　その竪堀を真上から見たところ



　　　これは西側から見た東二の郭/北辺に沿って土塁が続いている/この土塁の向こうが東三の郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/JXR0Dnn-paU


　　　　近づいて見た東二の郭/左手が土塁



　　　　左手の土塁を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/9ds91X0Aqu8


　　そこで左手を見たところ/前方の本郭の切岸と手前の土塁との間は、堀道となって本郭と北二の郭（右手）との間に続いている



　　さて、ここは東二の郭から東三の郭への坂虎口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/rZd5gqUcnrE


　　　　　　土橋を渡って東三の郭へ進む



ここが東三の郭/ここより前方は平坦で広い尾根が長く延びる自然地形



　　振り返って土橋を見たところ/両サイドは堀/前方上部が東二の郭



これは右手から土橋と堀を見たところ/右上が東二の郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/boStg_u9lA8


　　　　これは左手の堀底から土橋を見たところ/左手が東二の郭



北側から見た東三の郭/前方に土塁と堀が見える



近づいて見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/r-0O8m5rl5Q


　　そこで左手の自然地形を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/9D5mL1xE2mg


さて、本郭の西側から北三の郭へと進む （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/kXf7HiOx00A


　　西側を下ると堀を渡る土橋がある/ここは本郭の北虎口/右手に進むと北二の郭方面





　土橋をアップで見たところ



　　右手の堀を見たところ/この先は本郭（右手）を取り巻くように右手に東二の郭方向へと続いている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/MxP0q0zz-xw


　　　　　このように、ここで右手に回り込んでいる/右手は本郭/左前方は北二の郭



右手を見たところ/この先は東二の郭方向/右手は本郭/左手は北二の郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/RlHosoDkDMk


　　これは土橋の左手を見たところ/堀と帯郭が南方向に続いている/左手が本郭の切岸



　　　そこで振り返って北虎口を見上げたところ/正面上部が本郭



　　堀に沿って帯郭を南方向に進んでみよう



そこで、もう一度振り返って北虎口方向を見上げたところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/MC2RB_CoEqQ


　　そこで後ろを振り返ると、西側斜面下に沿って土塁と横堀が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/kQub_p4VgfQ


　　　　左手を見たところ



　　　　右手を見たところ



更に帯郭を南方向に進むと、土橋がある/前方は井戸郭、左手は本郭の切岸 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/8rby8i8TlnE


これが土橋/井戸郭と本郭との間の堀が本郭に沿ってここに下って来ている/右手は竪堀となって下り落ちている



反対側から見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/SLmwemzOcVY


　　　土橋をアップで見たところ/左手が竪堀



　　　　　　竪堀を上から見下ろしたところ



　　　　　　竪堀を少し下って、右手を見ると西側斜面下に沿って土塁と横堀が見える



その更に右手を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Y_lkjr4HIr8


　　　　　振り返って竪堀を見上げたところ



　　さて、次は北二の郭→北三の郭→搦手口、そして北側からの登城口へと進む



ここが北二の郭/前方に櫓台があったような高くなった土塁が見える （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/GFjxLwfZrl8


　　　　これはその高くなった土塁の上で、北二の郭を見たところ/手前の右手が北三の郭への虎口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/gXlr_SAmAjM


　　　　　同じく、北三の郭を見たところ/手前に堀が巡っている



　その堀を見下ろしたところ



　　　　左手を見たところ



　　　　　右手を見たところ/堀は土塁の角で右手に折れている



　　　　その右手を見たところ/堀は更に右手で東方向に竪堀となって下り落ちている



　　　　　　さて、ここが北三の郭への虎口



　　　　　これは反対側から虎口の土橋を見たところ/両サイドは堀/左手が櫓台があったような高くなった土塁



　土橋をアップで見たところ



　　　　　　左手を見たところ/櫓台があったような高くなった土塁（右手）を取り巻くように堀が回り込んでいる/左手は北三の郭



正面が櫓台があったような高くなった土塁 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/YAoc6bHO62c


　　　　堀底に下りて前方（東方向）を見たところ/左手が北三の郭



　そこで右手（南方向）を見たところ/前方が虎口



　　　　　さて、東方向に堀底を進んでみる



　　　　堀は東側で南方向に折れていて、これは振り返って進んで来た方向を見たところ/右手が北三の郭



　　これはその南方向に折れた先を見たところ/堀はこの先で、左手（東方向）へと竪堀になって下り落ちている



　　　　その先（南方向）に進んで、振り返って見たところ/前方で櫓台があったような高くなった土塁（左手）を取り巻くように、堀が左手に折れている



　　　これは堀の先端が左手（東方向）に竪堀となって下り落ちている様子を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/09eqtSnojS8


さて、虎口の所へ戻って土橋の右手を見ると、堀が竪堀となって右手に下り落ちている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/djOWOkWfBQg


　　その下り落ちた先を見ると、斜面中段に横堀と土塁が前方（南方向）に続いているのが見て取れる （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/6ifGqbVZgsI


　　　これはそこまで下りて、南方向に横堀と土塁（右手）を見たところ/左上が北二の郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/VnZNrLghLIA


　　同じく正面に土塁を見たところ/左手が横堀/竪堀（手前）は更に右手に下り落ちている



　　　そこから竪堀を見上げたところ/この上は北二の郭 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/KjvtshoCRSg


　　　　さて、虎口から北三の郭へと進む/右手の平場が北三の郭



こんな塩梅/前方が北方向 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/FJRZR0CIOfA


　振り返って見たところ/前方が北二の郭の櫓台があったような高くなった土塁があった所



　　　　これは北三の郭の北端で、その先の搦手口及びその間を巡る堀を見たところ



　　そこで左手を見たところ



　　同じく右手を見たところ



ここは北三の郭の北端（右手）の左手で、搦手口との間の堀がこちらへ回り込んでいる/手前は搦手口への土橋となっていて、堀は左手に竪堀となって
下り落ちている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/oLMXRj-24mA


　　　　　左手の竪堀を見たところ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/uwTIq9GBFxk


左手に回り込むと搦手口/右手は北三の郭（右手）との間の堀（堀切の機能） （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/Q5ODblo75RU


正面が北三の郭（右手）と搦手口（左手）との間の堀 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/fmjsiIw6CWI


　　その堀は北三の郭を取り巻くように続いている/右手が北三の郭



　　　そこで振り返って見たところ/左手が北三の郭/右手が搦手口



　堀は更に北三の郭（右手）に沿って横堀として南方向に続いている



その先の南方向に進んだところ/右手が北三の郭



　　そしてその先に進むと、正面が北二の郭の櫓台があったような高くなった土塁/右手が北三の郭との間の堀/左手に進むと堀は竪堀に続いている
（クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/5IkLNzbXd8M


　　　さて、これは北側から見た搦手口/緩やかな斜面となっている （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/XT02z_COJnU


これは搦手口（手前）から北方向を見たところ/ここを下って進むと北側からの登城口がある



緩やかに下って進む/前方に道路が見えてきた （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/nqqXpfl36nI


　　　　　　説明板が立っているのが見える



ここが北側の登城口 （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/OMIgCMPL4W4


　　　左手を見たところ



　　これは道路を左手に進んで振り返って見たところ/左手が城域/この道路は切通になっているようだ （クリックしてビデオを見る）

https://youtu.be/acVepNJzJRc


　　　　付近にはこんな石造物も並んでいた
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