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1 開拓児童公園 若草4丁目 平成24年1月11日 0.10 41 上戸祭大塚北緑地 上戸祭町 平成24年1月10日 0.10
2 海道町児童公園 海道町 平成24年1月18日 0.10 42 上戸祭大塚公園 上戸祭町 平成24年1月10日 0.12
3 蛙沼児童公園 江曽島本町 平成24年1月5日 0.12 43 上戸祭大塚下公園 上戸祭町 平成24年1月6日 0.11
4 かおり児童公園 宿郷5丁目 平成24年1月4日 0.11 44 上戸祭大塚南緑地 上戸祭町 平成24年1月10日 0.10
5 欠下北公園 西原町 平成24年1月4日 0.09 45 上戸祭鴨川公園 上戸祭町 平成24年1月11日 0.10
6 欠下中央公園 西原町 平成24年1月18日 0.08 46 上戸祭中妻児童公園 上戸祭町 平成24年1月6日 0.09
7 欠下南公園 西原町 平成24年1月18日 0.10 47 上戸祭長峰児童公園 上戸祭町 平成24年1月6日 0.11
8 金井台１号公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.10 48 上戸祭梨の木堰西公園 上戸祭町 平成24年1月10日 0.11
9 金井台なかよし公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.08 49 上戸祭八方谷児童公園 上戸祭町 平成24年1月6日 0.10
10 金井台にこにこ公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.07 50 上戸祭前田公園 上戸祭町 平成24年1月6日 0.08
11 金井台ふれあい公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.08 51 上戸祭前田新橋西公園 上戸祭町 平成24年1月10日 0.12
12 金井台やすらぎ公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.08 52 上細谷北公園 細谷町 平成24年1月5日 0.06
13 釜井台第２公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.13 53 上細谷児童公園 細谷町 平成24年1月13日 0.10
14 釜井台団地北公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.09 54 上細谷南公園 細谷町 平成24年1月11日 0.09
15 釜井台団地中央公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.08 55 上御田北公園 上御田町 平成24年1月16日 0.10
16 釜井台ニュータウン公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.11 56 亀ケ甲児童公園 上欠町 平成24年1月12日 0.11
17 上大曽西公園 上大曽町 平成24年1月13日 0.12 57 蒲生神社児童公園 塙田5丁目 平成24年2月8日 0.09
18 上大曽東公園 上大曽町 平成24年1月13日 0.11 58 川久保児童公園 上大曽町 平成24年1月13日 0.11
19 上欠団地４号公園 上欠町 平成24年1月13日 0.11 59 川田南公園 川田町 平成24年1月5日 0.09
20 上欠団地５号公園 上欠町 平成24年1月13日 0.09 60 川俣町若葉児童公園 川俣町 平成24年1月18日 0.09
21 上欠団地いこいの森公園 上欠町 平成24年1月13日 0.11 61 川向児童公園 南大通り4丁目 平成24年1月19日 0.12
22 上欠団地つくし児童公園 上欠町 平成24年1月12日 0.07 62 瓦作公園 大谷町 平成24年1月12日 0.11
23 上河内せせらぎ公園 上田町 平成24年1月5日 0.14 63 河原町児童公園 河原町 平成24年1月4日 0.11
24 上河内中央公園 中里町 平成24年1月5日 0.14 64 北久保児童公園 越戸町 平成24年1月10日 0.10
25 上河内緑水公園 宮山田町 平成24年1月5日 0.18 65 北原１号児童公園 砥上町 平成24年1月13日 0.09
26 上駒生１号児童公園 駒生町 平成24年1月6日 0.08 66 北原２号児童公園 砥上町 平成24年1月13日 0.12
27 上駒生２号児童公園 駒生町 平成24年1月5日 0.07 67 北原３号児童公園 砥上町 平成24年1月16日 0.10
28 上駒生３号公園 駒生町 平成24年1月6日 0.07 68 北原４号児童公園 砥上町 平成24年1月16日 0.10
29 上駒生４号公園 駒生町 平成24年1月6日 0.08 69 北原５号児童公園 砥上町 平成24年1月16日 0.09
30 上滝児童公園 平出町 平成24年1月6日 0.08 70 北若松原１号児童公園 北若松原2丁目 平成24年1月11日 0.10
31 上田原公園 上田原町 平成24年1月10日 0.09 71 北若松原１丁目公園 北若松原1丁目 平成24年1月11日 0.09
32 上戸祭１号児童公園 上戸祭町 平成24年1月11日 0.10 72 北若松原２丁目公園 北若松原2丁目 平成24年1月11日 0.10
33 上戸祭２号児童公園 上戸祭町 平成24年1月10日 0.10 73 鬼怒川緑地運動公園 上桑島町，石井町，桑島町 平成24年1月16日 0.09
34 上戸祭３号児童公園 上戸祭町 平成24年1月6日 0.09 （きよはら水辺の楽校） 平成23年12月6日 0.11
35 上戸祭３丁目東公園 上戸祭3丁目 平成24年1月11日 0.09 74 清原北公園 清原工業団地 平成24年1月13日 0.08
36 上戸祭４丁目さつき児童公園 上戸祭4丁目 平成24年1月11日 0.09 75 清原工業団地１号緑地 清原工業団地 平成24年1月13日 0.10
37 上戸祭４丁目つばき児童公園 上戸祭4丁目 平成24年1月11日 0.09 76 清原工業団地２号緑地 清原工業団地 平成24年1月13日 0.10
38 上戸祭４丁目もくせい児童公園 上戸祭4丁目 平成24年1月11日 0.10 77 清原工業団地３号緑地 清原工業団地 平成24年1月13日 0.10
39 上戸祭一本杉１号公園 上戸祭町 平成24年1月11日 0.10 78 清原工業団地中央緑地 清原工業団地 平成24年1月13日 0.08
40 上戸祭一本杉２号公園 上戸祭町 平成24年1月11日 0.11 79 清原台１号緑地 清原台2丁目 平成24年1月13日 0.09
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80 清原台１丁目さつき公園 清原台1丁目 平成24年1月11日 0.09 120 五代兵庫公園 五代3丁目 平成24年1月12日 0.11
81 清原台２号緑地 清原台3丁目 平成24年1月13日 0.09 121 琴平塚古墳公園 インターパーク6丁目 平成24年1月17日 0.13
82 清原台２丁目つばめ公園 清原台2丁目 平成24年1月11日 0.11 122 ことり公園 豊郷台3丁目 平成24年1月4日 0.09
83 清原台２丁目つばめ西公園 清原台2丁目 平成24年1月13日 0.10 123 こぶし児童公園 上戸祭4丁目 平成24年1月11日 0.10
84 清原台２丁目ふれあい公園 清原台2丁目 平成24年1月11日 0.10 124 駒生１号児童公園 駒生2丁目 平成24年1月10日 0.09
85 清原台３号緑地 清原台5丁目 平成24年1月12日 0.09 125 駒生２号児童公園 一の沢2丁目 平成24年1月10日 0.08
86 清原台３丁目公園 清原台3丁目 平成24年1月11日 0.09 126 駒生３号児童公園 駒生2丁目 平成24年1月10日 0.08
87 清原台４号緑地 氷室町 平成24年1月12日 0.09 127 駒生４号児童公園 駒生町 平成24年1月11日 0.08
88 清原台５号緑地 清原台5丁目 平成24年1月12日 0.09 128 駒生５号児童公園 駒生町 平成24年1月11日 0.09
89 清原台６号緑地 清原台6丁目 平成24年1月11日 0.08 129 駒生６号児童公園 駒生町 平成24年1月11日 0.09
90 清原台７号緑地 氷室町 平成24年1月12日 0.10 130 駒生７号児童公園 駒生町 平成24年1月11日 0.10
91 清原台青葉北公園 清原台6丁目 平成24年1月11日 0.06 131 駒生８号公園 駒生町 平成24年1月11日 0.07
92 清原台青葉中央公園 清原台6丁目 平成24年1月12日 0.10 132 駒生上原北公園 駒生町 平成24年1月5日 0.09
93 清原台青葉南公園 清原台6丁目 平成24年1月12日 0.07 133 駒生上原公園 駒生町 平成24年1月6日 0.08
94 清原台なかよし中央公園 清原台4丁目 平成24年1月13日 0.10 134 駒生北原公園 駒生町 平成24年1月11日 0.08
95 清原台なかよし東公園 清原台4丁目 平成24年1月11日 0.11 135 駒生北原西公園 駒生町 平成24年1月12日 0.05
96 清原台若竹北公園 清原台5丁目 平成24年1月12日 0.10 136 駒生沢向公園 駒生町 平成24年1月11日 0.09
97 清原台若竹中央公園 清原台5丁目 平成24年1月11日 0.10 137 駒生中丸北公園 駒生町 平成24年1月11日 0.09
98 清原台若竹西公園 清原台5丁目 平成24年1月12日 0.07 138 駒生中丸東公園 駒生町 平成24年1月10日 0.08
99 清原台若竹東公園 清原台5丁目 平成24年1月11日 0.09 139 駒生西原公園 駒生町 平成24年1月11日 0.09
100 清原台若竹南公園 清原台5丁目 平成24年1月12日 0.10 140 駒生狹又西公園 駒生町 平成24年1月11日 0.08
101 清原南公園 清原工業団地 平成24年1月13日 0.09 141 駒生町挟又公園 駒生町 平成24年1月11日 0.09
102 向明児童公園 馬場通り2丁目 平成24年1月19日 0.12 142 駒生山ノ越公園 駒生町 平成24年1月11日 0.09
103 越戸２丁目南公園 越戸2丁目 平成24年1月10日 0.10 143 駒生山ノ越西公園 駒生町 平成24年1月11日 0.10
104 越戸３丁目公園 越戸3丁目 平成24年1月10日 0.07
105 越戸北児童公園 平出工業団地 平成24年1月10日 0.09
106 越戸北緑地 平出工業団地 平成24年1月10日 0.10
107 越戸西公園 越戸2丁目 平成24年1月10日 0.12
108 越戸ブルーミングガーデン 越戸2丁目 平成24年1月10日 0.10
109 越戸南緑地 越戸2丁目 平成24年1月10日 0.10
110 コスモス公園 鶴田1丁目 平成24年1月16日 0.07
111 五代１丁目公園 五代1丁目 平成24年1月13日 0.09
112 五代２丁目北公園 五代2丁目 平成24年1月16日 0.10
113 五代２丁目光公園 五代2丁目 平成24年1月16日 0.08
114 五代２丁目南公園 五代2丁目 平成24年1月16日 0.11
115 五代３丁目児童公園 五代3丁目 平成24年1月16日 0.10
116 五代３丁目中公園 五代3丁目 平成24年1月18日 0.05
117 五代３丁目南公園 五代3丁目 平成24年1月16日 0.10
118 五代３丁目むくどり公園 五代3丁目 平成24年1月12日 0.09
119 五代西原公園 五代3丁目 平成24年1月12日 0.09
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