
埼玉県 50 の山旅（埼玉県の山のグレーディング作成）  

2020 年 1 月現在の主な埼玉県の山一覧表

  ＠印 日帰り困難泊り      NO ５１以降アクセス県境のため（登山道も含め）不明      

NO 山名 標高ｍ アクセス 登山口 NO 山名 標高ｍ アクセス 登山口

１ 甲武信ヶ岳 ＠ ２４７５ｍ マイカー 毛木平 ３１ 堂平山 ８７６ｍ 公共 白石峠

２ 和名倉山  ＠ ２０３６m 公共 将監峠 ３２ 笠山 ８３７ｍ 公共 皆谷

３ 雲取山   ＠ ２０１７m 公共 三峰口 ３３ 大霧山 ７６７ｍ 公共 橋場

４ 三宝山   ＠ ２４８４ｍ マイカー 毛木平 ３４ 関八州見晴台 ７６０ｍ 公共 西吾野

５ 両神山   ＠ １７２３m マイカー 日向大谷 ３５ ツツジ山 ８３１ｍ 公共 正丸苅場

６ 秩父槍ヶ岳 １３４１ｍ マイカー 相原橋 ３６ 登谷 皇鈴 ６６８ｍ 公共 打出

７ 南天山 １４８３ｍ マイカー 中津川 ３７ 越上山顔振 ５６７ｍ 公共 ユガテ

８ 赤岩岳 1５７０ｍ マイカー 小倉沢 ３８ 陣見山 ５３１ｍ 公共 寄居駅

９ 二子山 １１６６ｍ マイカー 坂本 ３９ 宝登山 ４９７ｍ 公共 野上駅

１０ 秩父御岳山 １０８０ｍ 公共 三峰口 ４０ 子ノ権現 ６４０ｍ 公共 西吾野

１１ 妙法ヶ岳 １３３２ｍ 公共 大輪 ４１ 蓑山 ５８７ｍ 公共 親鼻駅

１２ 熊倉山 １４２７ｍ 公共 白久口 ４２ 大高山 ４９３ｍ 公共 吾野駅

１３ 四阿屋山 ７７２ｍ 公共 両神温泉 ４３ 弓立山 ４２７ｍ 公共 明覚駅

１４ 観音山 ６９８ｍ 公共 栗尾バス停 ４４ 大高取山 ３７６ｍ 公共 越生駅

１５ 城峯山 １０３８ｍ マイカー 神社 P ４５ 官ノ倉山 ３４４ｍ 公共 竹沢駅

１６ 唐松尾山  ＠ ２１０９ｍ マイカー 奥秩父 ４６ 鐘撞堂山 ３３０ｍ 公共 寄居駅

１７ 飛竜山   ＠ ２０７７ｍ マイカー 奥秩父 ４７ 日和田山 ３０５ｍ 公共 高麗駅

１８ 有間山 １２１３ｍ 公共 名郷 ４８ 多峯、天覧山 ２７１ｍ 公共 飯能駅

１９ 武川岳 １０５２ｍ 公共 名郷 ４９ 金勝山 ２６４ｍ 公共 竹沢駅

２０ 武甲山 １３０２ｍ 公共 浦山口 ５０ 仙元山 ２９９ｍ 公共 小川町

２１ 蕨山 １０４４ｍ 公共 名郷 ５１ 龍崖山 ２４６ｍ 公共 飯能駅

２２ 大持山 １２９４ｍ 公共 名郷 ＊ 矢岳（道不明 １３５８ｍ 公共 武州中川

２３ 棒ノ折山 ９６９ｍ 公共 さわらび ＊ 酉谷山天目山 １７１８ｍ 都県境 不明

２４ 丸山 ９６０ｍ 公共 芦ヶ久保 ＊ 三国山ロング １８３４ｍ 県境のため 不明

２５ 二子山 ８８３ｍ 公共 芦ヶ久保 ＊ 横隅山 ５９４ｍ 交通不備 野上駅

２６ 伊豆ヶ岳 ８５１ｍ 公共 正丸駅 ＊ 帳付山 １６１９ｍ 同 上州

２７ 黒山 ８４２ｍ 公共 さわらび

２８ 若獅子山 ７３５ｍ 公共 神社

２９ 破風山 ６２７ｍ 公共 皆野駅

３０ 日向山 ６３３ｍ 公共 芦ヶ久保
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