
                 令和2年4月1日現在

№ 名　　　称 所　在　地

1 所沢航空記念公園サッカー場 所沢市並木1-13

2 所沢市総合運動場 所沢市並木5-3

3 所沢中学校 所沢市けやき台2-44-12

4 向陽中学校 所沢市向陽町2124

5 美原中学校 所沢市並木5-2

6 中央中学校 所沢市並木6-3

7 南陵中学校 所沢市久米1470

8 東中学校 所沢市牛沼605-1

9 安松中学校 所沢市東所沢和田2-19

10 柳瀬中学校 所沢市坂之下960

11 富岡中学校 所沢市神米金404

12 小手指中学校 所沢市小手指元町3-28-11

13 北野中学校 所沢市北野2-4-10

14 山口中学校 所沢市山口1345

15 上山口中学校 所沢市上山口72

16 三ヶ島中学校 所沢市三ヶ島3-1407-1

17 狭山ヶ丘中学校 所沢市東狭山ヶ丘5-893

18 所沢高等学校 所沢市久米1234

19 所沢商業高等学校 所沢市林2-88

20 所沢西高等学校 所沢市北野新町2-5-11

21 所沢中央高等学校 所沢市並木8-2

22 芸術総合高等学校 所沢市三ヶ島2-695-1

23 日本大学芸術学部所沢校舎 所沢市中富南4-21

24 滝の城址公園運動場 所沢市城23-1

25 狭山湖運動場 所沢市上山口1233

26 北野総合運動場 所沢市北野2-29-2

27 北中運動場 所沢市北中4-774-2

28 所沢カルチャーパーク 所沢市下新井1296-1他

29 防衛医科大学校 所沢市並木3-2

30 所沢おおぞら特別支援学校 所沢市南永井619-7

31 （旧）吾野小学校 飯能市大字吾野240番地2

32 加治小学校 飯能市大字川寺500番地

33 加治東小学校 飯能市大字岩沢1243番地

34 精明小学校 飯能市大字小久保54番地2

35 双柳小学校 飯能市大字双柳1194番地

36 奥武蔵小学校 飯能市大字長沢26番地2

37 飯能第一小学校 飯能市山手町13番地8号

38 原市場小学校 飯能市大字下赤工442番地2

39 飯能第二小学校 飯能市大字小瀬戸548番地1

40 （旧）東吾野小学校 飯能市大字平戸130番地2

41 富士見小学校 飯能市大字双柳1番地1

42 美杉台小学校 飯能市美杉台一丁目29番1号

43 南高麗小学校 飯能市大字下直竹38番地
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44 名栗小学校 飯能市大字上名栗2944番地

45 奥武蔵中学校 飯能市大字長沢73番地1

46 加治中学校 飯能市大字阿須164番地1

47 原市場中学校 飯能大字市原市場646番地

48 飯能第一中学校 飯能市大字双柳1番地1

49 飯能西中学校 飯能市大字飯能289

50 美杉台中学校 飯能市美杉台五丁目3番

51 南高麗中学校 飯能市大字下直竹1061番地

52 名栗中学校 飯能市大字上名栗2833番地

53 飯能日高消防署 飯能市大字小久保291番地

54 阿須運動公園 飯能市大字阿須地内　河川敷北西側

55 名栗スポーツ広場 飯能市大字名栗3125－2

56 堀兼・上赤坂公園 狭山市堀兼2484-3

57 上奥富運動公園(入間川河川敷） 狭山市上奥富999

58 狭山緑陽高校 狭山市広瀬東4-3-1

59 狭山清陵高校 狭山市上奥富34

60 狭山工業高校 狭山市富士見2-5-1

61 日本電波工業 狭山市大字上広瀬1275-2

62 大日本印刷　狭山グランド 狭山市広瀬台2-6-1

63 中央中学校 狭山市入間川1752-1

64 入間川中学校 狭山市鵜ノ木6-46

65 山王中学校 狭山市南入曽157

66 入間野中学校 狭山市北入曽1028-1

67 堀兼中学校 狭山市堀兼1237

68 狭山台中学校 狭山市狭山台4-26

69 西中学校 狭山市広瀬東3-23-1

70 柏原中学校 狭山市柏原2520-11

71 埼玉石心会病院ＨＰ 狭山市入間川2-37-20

72 西武市民運動場 入間市大字野田496先 河川敷

73 入間市運動公園 入間市豊岡4-2-1

74 彩の森入間公園 入間市向陽台2-1-21

75 豊岡高校 入間市豊岡1-15-1

76 入間向陽高校 入間市向陽台1-1-1

77 入間わかくさ高等特別支援学校 入間市大字小谷田745

78 入間市博物館アリット市民広場 入間市大字二本木100

79 西武地区体育館グランド 入間市大字野田1134

80 藤沢地区体育館グランド 入間市大字下藤沢988-1

81 寺竹地区運動場 入間市大字寺竹467-1

82 黒須市民運動場 入間市黒須1-15

83 豊岡中学校 入間市向陽台2-1-20

84 金子中学校　（第２グラウンド） 入間市西三ツ木187

85 武蔵中学校 入間市宮寺3193

86 藤沢中学校 入間市下藤沢1263-1
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87 西武中学校　（第２グラウンド） 入間市仏子960-1

88 向原中学校 入間市久保稲荷3-34-1

89 黒須中学校 入間市鍵山3-13-17

90 東金子中学校 入間市小谷田451-1

91 上藤沢中学校 入間市上藤沢146-2

92 東町中学校 入間市向陽台2-1-22

93 野田中学校 入間市野田1741

94 高麗小学校 日高市大字梅原5番地1

95 高麗川小学校 日高市大字南平沢335番地

96 高根小学校 日高市大字中鹿山523番地3

97 高萩小学校 日高市大字高萩800番地

98 高萩北小学校 日高市大字旭ケ丘800番地

99 武蔵台小学校 日高市武蔵台五丁目1番1号

100 高麗中学校 日高市大字梅原350番地

101 高麗川中学校 日高市大字原宿49番地

102 高根中学校 日高市大字女影1180番地

103 高萩中学校 日高市大字高萩792番地1

104 高萩北中学校 日高市大字旭ケ丘181番地1

105 武蔵台中学校 日高市武蔵台六丁目150番1号

106 日高総合公園 日高市大字高萩1500番地


