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1 倍木北児童公園 戸祭町 平成24年1月10日 0.11 41 東峰竹児童公園 東峰町 平成24年1月17日 0.09
2 倍木児童公園 戸祭町 平成24年1月10日 0.07 42 東峰町三ノ久保公園 東峰町 平成24年1月17日 0.12
3 八幡台児童公園 八幡台 平成24年1月5日 0.08 43 ひだまり児童公園 豊郷台2丁目 平成24年1月4日 0.13
4 八幡山公園 塙田5丁目 平成24年1月5日 0.09 44 日の出公園 日の出2丁目 平成24年1月4日 0.10
5 八方児童公園 台新田1丁目 平成24年1月10日 0.10 45 ひばり児童公園 泉ヶ丘2丁目 平成24年1月6日 0.09
6 花園児童公園 花園町 平成24年1月19日 0.10 46 ひまわり１号児童公園 五代1丁目 平成24年1月13日 0.12
7 花園下栗公園 下栗町 平成24年1月17日 0.10 47 ひまわり２号児童公園 五代1丁目 平成24年1月13日 0.10
8 はなぶさ児童公園 花房2丁目 平成24年1月19日 0.11 48 兵庫塚１号児童公園 兵庫塚1丁目 平成24年1月11日 0.11
9 はらっぱ公園 豊郷台2丁目 平成24年1月5日 0.11 49 兵庫塚１丁目公園 兵庫塚1丁目 平成24年1月11日 0.10
10 針ケ谷１号児童公園 針ヶ谷1丁目 平成24年1月11日 0.07 50 兵庫塚１丁目西公園 兵庫塚1丁目 平成24年1月11日 0.08
11 針ヶ谷１丁目北公園 針ヶ谷1丁目 平成24年1月11日 0.08 51 兵庫塚２号児童公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.09
12 針ヶ谷１丁目公園 針ヶ谷1丁目 平成24年1月12日 0.11 52 兵庫塚２丁目公園 兵庫塚2丁目 平成24年1月11日 0.09
13 針ヶ谷新田北公園 針ヶ谷1丁目 平成24年1月12日 0.10 53 兵庫塚３号児童公園 西川田東町 平成24年1月11日 0.10
14 針ヶ谷新田公園 針ヶ谷町 平成24年1月12日 0.10 54 兵庫塚３丁目北公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月11日 0.11
15 針ヶ谷新田西公園 針ヶ谷町 平成24年1月12日 0.10 55 兵庫塚３丁目公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.11
16 針ヶ谷新田東公園 針ケ谷1丁目 平成24年1月12日 0.10 56 兵庫塚３丁目下原公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.08
17 針ヶ谷新田南公園 針ヶ谷町 平成24年1月12日 0.10 57 兵庫塚３丁目中央公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.10
18 針ヶ谷二子塚公園 針ヶ谷町 平成24年1月12日 0.10 58 兵庫塚３丁目長都ヶ館公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.10
19 針ヶ谷ふれあい公園 針ヶ谷町 平成24年1月12日 0.09 59 兵庫塚３丁目西公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月11日 0.10
20 はるな公園 下小池町 平成24年1月12日 0.15 60 兵庫塚３丁目東公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.10
21 東今泉２丁目公園 東今泉2丁目 平成24年1月5日 0.09 61 兵庫塚３丁目南公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.09
22 東今泉２丁目西公園 東今泉2丁目 平成24年1月5日 0.09 62 兵庫塚４号児童公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月11日 0.11
23 東浦北緑地 東浦町 平成24年1月19日 0.10 63 兵庫塚５号児童公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.12
24 東浦公園 東浦町 平成24年1月18日 0.07 64 兵庫塚６号児童公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.10
25 東浦南緑地 東浦町 平成24年1月19日 0.09 65 兵庫塚７号児童公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.10
26 東刑部児童公園 東刑部町 平成24年1月16日 0.10 66 兵庫塚８号公園 兵庫塚3丁目 平成24年1月12日 0.09
27 東が丘北公園 鐺山町 平成24年1月16日 0.07 67 平出上野公園 平出町 平成24年1月6日 0.08
28 東が丘南公園 鐺山町 平成24年1月16日 0.08 68 平出工業団地公園 平出工業団地 平成24年1月6日 0.09
29 東駒生児童公園 駒生町 平成24年1月12日 0.10 69 平出工業団地緑地 平出工業団地 平成24年1月10日 0.15
30 東沢１号児童公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.10 70 平出児童公園 陽東5丁目 平成24年1月6日 0.10
31 東沢２号児童公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.09 71 平出滝公園 平出町 平成24年1月6日 0.08
32 東沢３号児童公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.11 72 平出東が丘公園 平出町 平成24年1月6日 0.07
33 東沢４号公園 鶴田町 平成24年1月17日 0.07 73 平松台あおぞら公園 平松本町 平成24年1月19日 0.08
34 東宿郷１号児童公園 東宿郷2丁目 平成24年1月4日 0.09 74 平松町児童公園 平松町 平成24年1月19日 0.10
35 東宿郷２号児童公園 東宿郷6丁目 平成24年1月4日 0.11 75 平松本町１号児童公園 平松本町 平成24年1月17日 0.10
36 東宝木１号児童公園 東宝木町 平成24年1月4日 0.08 76 平松本町２号児童公園 平松本町 平成24年1月19日 0.12
37 東中久保児童公園 陽東5丁目 平成24年1月6日 0.08 77 平松本町３号児童公園 平松本町 平成24年1月19日 0.12
38 東原児童公園 双葉3丁目 平成24年1月18日 0.09 78 平松本町石沢北児童公園 平松本町 平成24年1月19日 0.09
39 東町１号児童公園 東町 平成24年1月10日 0.09 79 平松本町石沢西児童公園 平松本町 平成24年1月19日 0.10
40 東町さえずり公園 東町 平成24年1月16日 0.07 80 平松本町石沢南児童公園 平松本町 平成24年1月19日 0.12
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81 平松本町いなり児童公園 平松本町 平成24年1月19日 0.11
82 平松本町上り戸公園 平松本町 平成24年1月19日 0.09
83 平松本町屋敷公園 平松本町 平成24年1月19日 0.11
84 富士見ヶ丘１号児童公園 富士見ヶ丘4丁目 平成24年1月5日 0.10
85 富士見ヶ丘２号児童公園 富士見ヶ丘1丁目 平成24年1月5日 0.11
86 富士見児童公園 富士見町 平成24年1月13日 0.12
87 双葉１号児童公園 双葉1丁目 平成24年1月10日 0.10
88 双葉２号児童公園 双葉3丁目 平成24年1月18日 0.11
89 双葉３号児童公園 双葉2丁目 平成24年1月10日 0.10
90 不動前２号公園 不動前3丁目 平成24年1月4日 0.08
91 不動前児童公園 不動前2丁目 平成24年1月4日 0.11
92 ふれあい児童公園 今泉町 平成24年1月13日 0.10
93 ふれあいタウン岩曽公園 岩曽町 平成24年1月16日 0.07
94 星ヶ丘児童公園 星が丘2丁目 平成24年1月10日 0.10
95 細谷１号児童公園 細谷町 平成24年1月13日 0.10
96 細谷１丁目公園 細谷1丁目 平成24年1月11日 0.07
97 細谷２号児童公園 細谷町 平成24年1月6日 0.07
98 細谷３号公園 細谷町 平成24年1月6日 0.09
99 細谷４号公園 細谷町 平成24年1月13日 0.08
100 細谷悟理道公園 細谷町 平成24年1月13日 0.09
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