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1 台岡本第１公園 中岡本町 平成24年1月11日 0.09 41 宝木フラワーニュータウン西緑地 新里町丁 平成24年1月5日 0.09
2 台岡本第２公園 東岡本町 平成24年1月11日 0.09 42 宝木フラワーニュータウン南緑地 新里町丁 平成24年1月5日 0.08
3 台岡本第３公園 中岡本町 平成24年1月11日 0.11 43 宝木細谷公園 宝木町1丁目 平成24年1月10日 0.07
4 台岡本第４公園 中岡本町 平成24年1月11日 0.08 44 宝木本町１号児童公園 宝木本町 平成24年1月13日 0.08
5 台岡本未指定公園 東岡本町 平成24年1月11日 0.09 45 宝木本町２号児童公園 宝木本町 平成24年1月13日 0.10
6 大寛児童公園 大寛1丁目 平成24年1月19日 0.11 46 宝木本町３号公園 宝木本町 平成24年1月13日 0.08
7 高崎ハイツ北公園 白沢町 平成24年1月12日 0.10 47 宝木本町４号公園 宝木本町 平成24年1月11日 0.08
8 高崎ハイツ南公園 中岡本町 平成24年1月12日 0.11 48 宝木やすらぎ公園 宝木本町 平成24年1月4日 0.09
9 高砂児童公園 高砂町 平成24年1月13日 0.10 49 宝木山崎北公園 宝木町2丁目 平成24年1月10日 0.09
10 宝井団地北公園 下田原町 平成24年1月10日 0.12 50 宝木山崎公園 宝木町2丁目 平成24年1月10日 0.08
11 宝井団地西公園 下田原町 平成24年1月10日 0.11 51 宝木山崎西公園 宝木町2丁目 平成24年1月10日 0.07
12 宝井団地東公園 下田原町 平成24年1月10日 0.10 52 宝木ゆめ公園 新里町丁 平成24年1月4日 0.08
13 宝木１号児童公園 宝木町2丁目 平成24年1月6日 0.09 53 滝谷町なかよし公園 滝谷町 平成24年1月19日 0.08
14 宝木２丁目２号公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.06 54 竹下イトヒバ公園 竹下町 平成24年1月13日 0.11
15 宝木２丁目北公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.06 55 竹下後久保児童公園 竹下町 平成24年1月16日 0.09
16 宝木２丁目公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.06 56 竹林１号児童公園 竹林町 平成24年1月16日 0.09
17 宝木悟理道北公園 宝木本町 平成24年1月12日 0.10 57 竹林２号児童公園 竹林町 平成24年1月16日 0.08
18 宝木悟理道公園 宝木本町 平成24年1月12日 0.10 58 竹林３号児童公園 竹林町 平成24年1月16日 0.09
19 宝木悟理道東公園 宝木本町 平成24年1月12日 0.10 59 竹林４号児童公園 竹林町 平成24年1月16日 0.10
20 宝木悟理道南公園 宝木本町 平成24年1月13日 0.09 60 竹林川端公園 竹林町 平成24年1月16日 0.10
21 宝木下原北公園 宝木町1丁目 平成24年1月6日 0.09 61 竹林土堂公園 竹林町 平成24年1月16日 0.05
22 宝木下原公園 宝木町1丁目 平成24年1月6日 0.10 62 竹林向原児童公園 竹林町 平成24年1月16日 0.09
23 宝木小南公園 駒生町 平成24年1月11日 0.05 63 館合１号児童公園 江曽島本町 平成24年1月5日 0.09
24 宝木せせらぎ公園 新里町丁 平成24年1月5日 0.07 64 館合２号児童公園 春日町 平成24年1月5日 0.11
25 宝木団地児童公園 駒生町 平成24年1月6日 0.08 65 立岩公園 大谷町 平成24年1月12日 0.08
26 宝木町２丁目きずな公園 宝木町2丁目 平成24年1月6日 0.05 66 田野町児童公園 田野町 平成24年1月12日 0.07
27 宝木町２丁目西岡公園 宝木町２丁目 平成24年1月13日 0.05 67 タンポポ公園 豊郷台3丁目 平成24年1月4日 0.07
28 宝木なかよし公園 宝木本町 平成24年1月4日 0.10 68 稚児坂第１公園 白沢町 平成24年1月12日 0.10
29 宝木西岡北公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.08 69 ちとせ児童公園 陽東2丁目 平成24年1月18日 0.14
30 宝木西岡公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.07 70 ちびっこ児童公園 上戸祭町 平成24年1月6日 0.08
31 宝木西岡中公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.07 71 中央児童公園 中央1丁目 平成24年1月19日 0.10
32 宝木西岡西公園 宝木町2丁目 平成24年1月6日 0.10 72 チューリップ公園 鶴田2丁目 平成24年1月16日 0.08
33 宝木西岡東公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.08 73 月見ヶ丘児童公園 石井町 平成24年1月17日 0.11
34 宝木西岡南公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.09 74 つくし野児童公園 石井町 平成24年1月17日 0.11
35 宝木ニュータウン北緑地 新里町丁 平成24年1月4日 0.08 75 つばめ児童公園 下栗町 平成24年1月17日 0.07
36 宝木ニュータウン西緑地 新里町丁 平成24年1月4日 0.08 76 鶴田１０号公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.09
37 宝木ニュータウン東緑地 宝木本町 平成24年1月4日 0.08 77 鶴田１号児童公園 鶴田町 平成24年1月11日 0.10
38 宝木ニュータウン南緑地 宝木本町 平成24年1月4日 0.09 78 鶴田２号児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.11
39 宝木のぞみ公園 宝木本町 平成24年1月4日 0.09 79 鶴田３号児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.09
40 宝木フラワーニュータウン北緑地 新里町丁・宝木本町 平成24年1月5日 0.08 80 鶴田４号児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.11
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81 鶴田５号児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.10 121 鶴の宮児童公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.10
82 鶴田６号児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.10 122 テクノいちょう公園 野高谷町 平成24年1月11日 0.08
83 鶴田７号児童公園 鶴田町 平成24年1月10日 0.11 123 テクノこぶし公園 野高谷町 平成24年1月11日 0.11
84 鶴田８号公園 鶴田町 平成24年1月10日 0.08 124 テクノたいさんぼく公園 野高谷町 平成24年1月11日 0.08
85 鶴田９号公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.08 125 テクノふよう公園 野高谷町 平成24年1月11日 0.07
86 鶴田駅北公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.08 126 テクノもみじ公園 刈沼町 平成24年1月11日 0.12
87 鶴田駅西１号児童公園 鶴田町 平成24年1月18日 0.11 127 テクノらいらっく公園 野高谷町 平成24年1月11日 0.08
88 鶴田駅西２号児童公園 鶴田町 平成24年1月18日 0.12 128 天狗台１号児童公園 雀の宮7丁目 平成24年1月16日 0.11
89 鶴田駅西３号児童公園 鶴田町 平成24年1月18日 0.13 129 天狗台２号児童公園 雀の宮7丁目 平成24年1月16日 0.12
90 鶴田駅西４号児童公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.09 130 天狗町７区公園 五代1丁目 平成24年1月16日 0.09
91 鶴田駅西５号公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.11 131 十日前公園 簗瀬4丁目 平成24年1月19日 0.12
92 鶴田駅西６号公園 鶴田町 平成24年1月18日 0.08 132 砥上北原６号公園 砥上町 平成24年1月13日 0.09
93 鶴田駅西７号公園 鶴田町 平成24年1月18日 0.08 133 砥上北原公園 砥上町 平成24年1月13日 0.09
94 鶴田駅西８号公園 鶴田町 平成24年1月18日 0.09 134 砥上新田山公園 砥上町 平成24年1月16日 0.08
95 鶴田駅西９号公園 鶴田町 平成24年1月18日 0.08 135 砥上中原公園 砥上町 平成24年1月17日 0.11
96 鶴田駅前西公園 西川田町 平成24年1月18日 0.09 136 砥上ひかり公園 砥上町 平成24年1月13日 0.10
97 鶴田駅前東公園 鶴田町 平成24年1月19日 0.07 137 徳治郎１号児童公園 徳次郎町 平成24年1月12日 0.10
98 鶴田鹿沼道北２号公園 鶴田町 平成24年1月11日 0.08 138 戸祭４丁目さくら児童公園 戸祭4丁目 平成24年1月6日 0.08
99 鶴田鹿沼道北公園 鶴田町 平成24年1月10日 0.09 139 戸祭グリーンヒル１号緑地 上戸祭町 平成24年1月6日 0.12
100 鶴田しらさぎ児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.10 140 戸祭グリーンヒル２号緑地 上戸祭町 平成24年1月6日 0.10
101 鶴田滝ノ原公園 鶴田町 平成24年1月19日 0.10 141 戸祭グリーンヒル３号緑地 長岡町 平成24年1月6日 0.09
102 鶴田滝ノ原緑地 鶴田町 平成24年1月19日 0.08 142 戸祭グリーンヒル４号緑地 上戸祭町 平成24年1月6日 0.08
103 鶴田中原公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.09 143 戸祭五斗蒔公園 戸祭町 平成24年1月10日 0.09
104 鶴田長峰児童公園 鶴田町 平成24年1月13日 0.10 144 戸祭児童公園 清住3丁目 平成24年1月4日 0.11
105 鶴田長峰南公園 鶴田町 平成24年1月13日 0.08 145 戸祭親水公園 戸祭町 平成24年1月10日 0.10
106 鶴田なかよし公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.08 146 戸祭第５西公園 中戸祭町 平成24年1月10日 0.08
107 鶴田西児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.10 147 戸祭台１号児童公園 戸祭台 平成24年1月5日 0.06
108 鶴田東原児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.10 148 戸祭台１号緑地 戸祭台 平成24年1月5日 0.09
109 鶴田堀切公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.10 149 戸祭台２号児童公園 戸祭台 平成24年1月5日 0.08
110 鶴田堀切西公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.10 150 戸祭台２号緑地 戸祭台 平成24年1月6日 0.10
111 鶴田堀切東公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.10 151 戸祭台３号児童公園 戸祭台 平成24年1月5日 0.10
112 鶴田前畑北公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.09 152 戸祭台３号緑地 戸祭台 平成24年1月5日 0.09
113 鶴田前畑児童公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.08 153 戸祭台４号児童公園 戸祭台 平成24年1月5日 0.10
114 鶴田前畑南２号公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.07 154 戸祭台４号緑地 戸祭台 平成24年1月5日 0.08
115 鶴田前畑南公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.11 155 戸祭台５号緑地 戸祭台 平成24年1月6日 0.10
116 鶴田町三の沢南公園 鶴田町 平成24年1月10日 0.09 156 戸祭台６号緑地 戸祭台 平成24年1月5日 0.08
117 鶴田南公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.10 157 戸祭台７号緑地 戸祭台 平成24年1月5日 0.10
118 鶴田免ノ内公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.09 158 戸祭立入１号公園 戸祭町 平成24年1月10日 0.12
119 鶴田四ノ沢公園 鶴田町 平成24年1月12日 0.07 159 戸祭立入２号公園 戸祭町 平成24年1月10日 0.11
120 鶴中児童公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.09 160 戸祭ロックヒル緑地 戸祭町 平成24年1月10日 0.10
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161 とよさとこもれびの森緑地 豊郷台2丁目 　 平成24年1月4日 0.11
（ほのぼの公園） 平成24年1月5日 0.11

162 豊郷台中央公園 豊郷台2丁目 平成23年12月7日 0.10
163 とよさとひばり緑地 豊郷台2丁目 平成24年1月5日 0.10
164 とよさと野鳥の森緑地 豊郷台3丁目 平成24年1月4日 0.10
165 鳥見塚１号児童公園 泉ヶ丘3丁目 平成24年1月6日 0.11
166 鳥見塚２号児童公園 泉ヶ丘3丁目 平成24年1月6日 0.10
167 鳥見塚３号児童公園 泉ヶ丘3丁目 平成24年1月6日 0.11
168 どんぐり児童公園 砥上町 平成24年1月13日 0.08
169 問屋町児童公園 問屋町 平成24年1月17日 0.11
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