
消防機関 市町村 GPS番号 ランデブーポイント名称

1 鹿角広域 鹿角市 05-0101 熊取開拓地

2 鹿角広域 鹿角市 05-0102 大湯運動広場

3 鹿角広域 鹿角市 05-0104 かづの厚生病院

4 鹿角広域 鹿角市 05-0105 花輪スキー場

5 鹿角広域 鹿角市 05-0106 尾去沢鉱山駐車場

6 鹿角広域 鹿角市 05-0107 谷内児童公園

7 鹿角広域 鹿角市 05-0108 八幡平スキー場

8 鹿角広域 小坂町 05-0109 小坂町営野球場

9 鹿角広域 小坂町 05-0110 川上公民館

10 鹿角広域 小坂町 05-0111 七滝活性化拠点センター

11 鹿角広域 小坂町 05-0112 小坂公民館　十和田分館

12 鹿角広域 鹿角市 05-0113 大湯小学校

13 鹿角広域 鹿角市 05-0114 十和田中学校

14 鹿角広域 鹿角市 05-0115 山根農村公園

15 鹿角広域 鹿角市 05-0117 花輪中学校

16 鹿角広域 鹿角市 05-0118 柴平小学校

17 鹿角広域 鹿角市 05-0119 花輪小学校

18 鹿角広域 鹿角市 05-0120 尾去沢中学校

19 鹿角広域 鹿角市 05-0121 八幡平運動場

20 鹿角広域 鹿角市 05-0122 旧花輪北小学校

21 鹿角広域 鹿角市 05-0123 サンスポーツランド

22 鹿角広域 鹿角市 05-0124 水沢グラウンド

23 大館市 大館市 05-0201 旧岩野目小学校

24 大館市 大館市 05-0202 旧越山小学校

25 大館市 大館市 05-0204 田代中学校

26 大館市 大館市 05-0205 米代川河川緑地

27 大館市 大館市 05-0206 矢立小学校

28 大館市 大館市 05-0207 旧大館工業高校

29 大館市 大館市 05-0208 大館市立総合病院

30 大館市 大館市 05-0209 田町球場

31 大館市 大館市 05-0210 樹海ドーム

32 大館市 大館市 05-0211 旧雪沢小学校

33 大館市 大館市 05-0212 長根山陸上競技場

34 大館市 大館市 05-0213 成章小学校

35 大館市 大館市 05-0214 成章中学校

36 大館市 大館市 05-0215 比内公民館

37 大館市 大館市 05-0216 達子森公園

38 大館市 大館市 05-0217 八木橋分館

39 大館市 大館市 05-0218 比内中学校

40 大館市 大館市 05-0219 旧大葛小学校

41 大館市 大館市 05-0221 三菱田代試験場

42 大館市 大館市 05-0222 雨池牧場

43 大館市 大館市 05-0223 山瀬ダム

44 大館市 大館市 05-0224 平滝町内会隣牧場

45 大館市 大館市 05-0225 大野分館
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46 大館市 大館市 05-0226 本郷農村公園

47 大館市 大館市 05-0227 比立内公民館

48 大館市 大館市 05-0228 田代野球場

49 大館市 大館市 05-0229 グリアス田代

50 大館市 大館市 05-0230 谷地の平西広場

51 大館市 大館市 05-0231 みちのくコカコーラ

52 大館市 大館市 05-0232 早口小学校

53 大館市 大館市 05-0234 旧山田小学校

54 大館市 大館市 05-0235 堀江建材採石場

55 大館市 大館市 05-0236 川口小学校

56 大館市 大館市 05-0237 二ツ山多目的運動広場

57 大館市 大館市 05-0239 旧大館桂高校

58 大館市 大館市 05-0240 真中グラウンド

59 大館市 大館市 05-0241 南中学校

60 大館市 大館市 05-0242 南小学校

61 大館市 大館市 05-0243 二井田球場

62 大館市 大館市 05-0244 花岡小学校

63 大館市 大館市 05-0245 花岡球場

64 大館市 大館市 05-0246 北陽中学校

65 大館市 大館市 05-0247 釈迦内小学校

66 大館市 大館市 05-0249 釈迦内公民館

67 大館市 大館市 05-0250 大館国際情報学院

68 大館市 大館市 05-0251 長木小学校

69 大館市 大館市 05-0252 有浦小学校

70 大館市 大館市 05-0253 東中学校

71 大館市 大館市 05-0254 長木川河川敷

72 大館市 大館市 05-0255 旧大館高校

73 大館市 大館市 05-0256 扇田河川緑地

74 大館市 大館市 05-0257 扇田小学校

75 大館市 大館市 05-0258 西館小学校

76 大館市 大館市 05-0259 東館小学校

77 大館市 大館市 05-0260 北部エリア

78 大館市 大館市 05-0261 釈迦内パーキング

79 北秋田市 北秋田市 05-0300 北秋田市民病院

80 北秋田市 北秋田市 05-0301 旧鷹巣中央小学校

81 北秋田市 北秋田市 05-0302 綴子小学校

82 北秋田市 北秋田市 05-0303 旧鷹巣西小学校

83 北秋田市 北秋田市 05-0304 旧鷹巣南小学校

84 北秋田市 北秋田市 05-0305 鷹巣東小学校

85 北秋田市 北秋田市 05-0306 清鷹小学校

86 北秋田市 北秋田市 05-0307 旧鷹巣高校

87 北秋田市 北秋田市 05-0308 鷹巣陸上競技場

88 北秋田市 北秋田市 05-0309 市営野球場

89 北秋田市 北秋田市 05-0310 米内沢小学校

90 北秋田市 北秋田市 05-0311 旧浦田小学校
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91 北秋田市 北秋田市 05-0312 前田小学校

92 北秋田市 北秋田市 05-0313 森吉中学校

93 北秋田市 北秋田市 05-0315 森吉野球場

94 北秋田市 北秋田市 05-0317 旧合川東小学校

95 北秋田市 北秋田市 05-0320 旧合川北小学校

96 北秋田市 北秋田市 05-0321 合川中学校

97 北秋田市 北秋田市 05-0324 大野台ハイランドグラウンド

98 北秋田市 北秋田市 05-0326 合川体育館

99 北秋田市 北秋田市 05-0327 遊々ガーデン

100 北秋田市 北秋田市 05-0328 松森グラウンド

101 北秋田市 北秋田市 05-0329 大阿仁小学校

102 北秋田市 北秋田市 05-0330 阿仁スキー場

103 北秋田市 北秋田市 05-0331 北緯４０度カントリーパーク

104 北秋田市 北秋田市 05-0332 阿仁中学校

105 北秋田市 北秋田市 05-0333 阿仁合小学校

106 北秋田市 上小阿仁村 05-0335 上小阿仁小･中学校

107 北秋田市 上小阿仁村 05-0336 旧沖田面小学校

108 北秋田市 北秋田市 05-0337 北秋田市文化会館

109 北秋田市 北秋田市 05-0338 桜づつみ公園

110 北秋田市 北秋田市 05-0339 妖精の森キャンプ場　

111 北秋田市 北秋田市 05-0340 道の駅　あに　

112 北秋田市 上小阿仁村 05-0341 道の駅　かみこあに　

113 北秋田市 北秋田市 05-0342 米代川河川緑地

114 北秋田市 北秋田市 05-0343 丹平河原野球場

115 北秋田市 北秋田市 05-0344 合川小学校駐車場

116 北秋田市 上小阿仁村 05-0345 上小阿仁村ふるさと公園

117 能代山本広域 能代市 05-0401 落合球技場

118 能代山本広域 能代市 05-0402 西消防出張所

119 能代山本広域 能代市 05-0403 東能代河川緑地

120 能代山本広域 能代市 05-0404 赤沼公園広場

121 能代山本広域 能代市 05-0405 旧常盤小中学校野球場

122 能代山本広域 能代市 05-0406 能代南中学校

123 能代山本広域 能代市 05-0407 米代川河川運動公園

124 能代山本広域 能代市 05-0408 二ツ井球場

125 能代山本広域 能代市 05-0410 旧田代小学校

126 能代山本広域 藤里町 05-0412 藤里小学校

127 能代山本広域 藤里町 05-0413 藤里町営スキー場

128 能代山本広域 三種町 05-0414 琴丘総合運動公園

129 能代山本広域 三種町 05-0415 旧鯉川小学校

130 能代山本広域 三種町 05-0416 旧上岩川小学校

131 能代山本広域 三種町 05-0417 金岡小学校

132 能代山本広域 三種町 05-0418 八竜中学校

133 能代山本広域 三種町 05-0419 惣三郎沼公園

134 能代山本広域 八峰町 05-0420 八峰中学校

135 能代山本広域 八峰町 05-0422 旧岩子小学校
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136 能代山本広域 八峰町 05-0423 田中ミニ公園

137 能代山本広域 八峰町 05-0424 旧八森中学校

138 能代山本広域 八峰町 05-0425 八森小学校

139 能代山本広域 八峰町 05-0426 旧岩館小学校

140 能代山本広域 八峰町 05-0427 御所の台野球場

141 能代山本広域 能代市 05-0429 二ツ井町総合体育館

142 能代山本広域 三種町 05-0430 スカルパ野球場駐車場

143 能代山本広域 能代市 05-0431 能代河川国道事務所

144 能代山本広域 能代市 05-0432 おとも苑広場

145 能代山本広域 八峰町 05-0433 チゴキ園地駐車場

146 能代山本広域 藤里町 05-0434 藤里中学校

147 能代山本広域 能代市 05-0435 二ツ井地区河川防災ステーション

148 能代山本広域 能代市 05-0436 旧種梅小学校

149 能代山本広域 能代市 05-0437 旧富根小学校

150 五城目町 五城目町 05-0501 旧五城目小学校

151 五城目町 五城目町 05-0502 五城目第一中学校

152 五城目町 五城目町 05-0503 旧大川小学校

153 五城目町 五城目町 05-0504 旧馬場目小学校

154 五城目町 五城目町 05-0505 雀館運動公園第３駐車場

155 五城目町 五城目町 05-0506 雀館運動公園野球場

156 五城目町 五城目町 05-0507 生きがいセンター

157 五城目町 五城目町 05-0508 友愛館

158 五城目町 五城目町 05-0509 五城目高校

159 五城目町 五城目町 05-0510 ティディエス

160 五城目町 五城目町 05-0511 五城目消防本部

161 湖東地区 潟上市 05-0601 大豊小学校

162 湖東地区 潟上市 05-0602 豊川コミュニティセンター

163 湖東地区 潟上市 05-0603 飯田川小学校

164 湖東地区 井川町 05-0604 井川町山村広場

165 湖東地区 井川町 05-0605 浜井川地区集会所

166 湖東地区 八郎潟町 05-0606 旧八郎潟小学校

167 湖東地区 八郎潟町 05-0607 高岡コミュニティセンター

168 湖東地区 井川町 05-0608 井川義務教育学校

169 湖東地区 井川町 05-0609 今戸運動広場

170 湖東地区 潟上市 05-0610 竜毛農村広場

171 湖東地区 潟上市 05-0611 大清水農村公園

172 湖東地区 潟上市 05-0612 野村運動広場

173 湖東地区 井川町 05-0613 ㈱スズキ部品秋田

174 湖東地区 潟上市 05-0614 飯田川南公園

175 男鹿地区 男鹿市 05-0700 男鹿みなと市民病院

176 男鹿地区 潟上市 05-0701 江川グラウンド

177 男鹿地区 男鹿市 05-0702 船川第一小学校

178 男鹿地区 男鹿市 05-0703 入道崎第二駐車場

179 男鹿地区 男鹿市 05-0704 戸賀湾展望公園

180 男鹿地区 男鹿市 05-0705 若美防除協議会ヘリポート
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181 男鹿地区 男鹿市 05-0706 旧野石小学校

182 男鹿地区 男鹿市 05-0707 払戸小中グラウンド

183 男鹿地区 男鹿市 05-0708 中央運動公園球場

184 男鹿地区 男鹿市 05-0709 男鹿東中学校野球場

185 男鹿地区 男鹿市 05-0710 美里小学校

186 男鹿地区 男鹿市 05-0711 男鹿南中学校

187 男鹿地区 男鹿市 05-0712 男鹿北中学校

188 男鹿地区 男鹿市 05-0714 男鹿マリンパーク

189 男鹿地区 男鹿市 05-0715 椿漁港広場

190 男鹿地区 潟上市 05-0716 長沼ラグビー場

191 男鹿地区 大潟村 05-0717 大潟村ラグビー場

192 男鹿地区 大潟村 05-0718 大潟村サブグラウンド

193 男鹿地区 大潟村 05-0719 サンルーラル大潟

194 男鹿地区 潟上市 05-0720 追分小学校

195 男鹿地区 潟上市 05-0721 出戸小学校

196 男鹿地区 潟上市 05-0722 天王湖岸球場

197 男鹿地区 潟上市 05-0723 下出戸近隣公園球場

198 男鹿地区 男鹿市 05-0724 芦の倉駐車場

199 男鹿地区 男鹿市 05-0725 旧男鹿中小学校グラウンド

200 秋田市 秋田市 05-0000 秋田赤十字病院

201 秋田市 秋田市 05-0800 秋田循環器・脳脊髄センター

202 秋田市 秋田市 05-0802 金足農業高校陸上トラック

203 秋田市 秋田市 05-0803 秋田県立大学秋田キャンパス

204 秋田市 秋田市 05-0804 旧上新城小学校

205 秋田市 秋田市 05-0805 秋田厚生医療センター

206 秋田市 秋田市 05-0806 オーパス駐車場

207 秋田市 秋田市 05-0807 旧秋田空港

208 秋田市 秋田市 05-0808 下浜グランド

209 秋田市 秋田市 05-0809 秋田大学医学部附属病院

210 秋田市 秋田市 05-0810 秋田大学野球場

211 秋田市 秋田市 05-0811 ユフォーレ緑地広場

212 秋田市 秋田市 05-0812 岩見三内小中学校

213 秋田市 秋田市 05-0813 へそ公園

214 秋田市 秋田市 05-0814 旧大正寺小学校

215 秋田市 秋田市 05-0815 雄和花の森野球場

216 秋田市 秋田市 05-0816 仁別森林博物館

217 秋田市 秋田市 05-0817 雄物川上大部河川敷

218 秋田市 秋田市 05-0818 土崎市民グラウンド

219 秋田市 秋田市 05-0819 太平中学校

220 秋田市 秋田市 05-0820 浜田小学校

221 秋田市 秋田市 05-0821 河辺小学校

222 秋田市 秋田市 05-0822 旧赤平小学校

223 秋田市 秋田市 05-0825 ノースハンプトンゴルフ倶楽部

224 秋田市 秋田市 05-0826 向浜野球広場

225 秋田市 秋田市 05-0827 秋田防災ステーション

226 秋田市 秋田市 05-0828 下新城小学校

227 秋田市 秋田市 05-0829 秋田北中学校

228 秋田市 秋田市 05-0830 金足西小学校

229 秋田市 秋田市 05-0831 河辺中学校

230 秋田市 秋田市 05-0832 戸島小学校
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231 秋田市 秋田市 05-0833 雄和小中学校

232 秋田市 秋田市 05-0834 豊岩小学校

233 秋田市 秋田市 05-0835 下浜小学校

234 由利本荘市 由利本荘市 05-0901 船岡台ヘリポート

235 由利本荘市 由利本荘市 05-0902 鶴舞球場

236 由利本荘市 由利本荘市 05-0903 アクアパル河川敷

237 由利本荘市 由利本荘市 05-0904 由利組合総合病院

238 由利本荘市 由利本荘市 05-0905 秋田県消防学校

239 由利本荘市 由利本荘市 05-0906 岩城多目的グラウンド

240 由利本荘市 由利本荘市 05-0907 総合体育館スポーツ公園

241 由利本荘市 由利本荘市 05-0909 大内山村広場

242 由利本荘市 由利本荘市 05-0910 東由利野球場

243 由利本荘市 由利本荘市 05-0911 西目中学校野球場

244 由利本荘市 由利本荘市 05-0912 矢島ふれあい公園

245 由利本荘市 由利本荘市 05-0913 矢島ラグビー場

246 由利本荘市 由利本荘市 05-0914 由利緑地公園野球場

247 由利本荘市 由利本荘市 05-0915 青少年旅行村

248 由利本荘市 由利本荘市 05-0916 鳥海健康広場

249 由利本荘市 由利本荘市 05-0917 旧直根小学校

250 由利本荘市 由利本荘市 05-0918 笹子交流広場つきやま

251 由利本荘市 由利本荘市 05-0919 大内小学校駐車場

252 由利本荘市 由利本荘市 05-0921 矢島スキー場

253 由利本荘市 由利本荘市 05-0922 由利小学校駐車場

254 由利本荘市 由利本荘市 05-0923 中田代公園

255 由利本荘市 由利本荘市 05-0924 滝公園

256 由利本荘市 由利本荘市 05-0925 羽広公園

257 由利本荘市 由利本荘市 05-0926 上新谷農村公園

258 由利本荘市 由利本荘市 05-0927 東由利総合支所駐車場

259 由利本荘市 由利本荘市 05-0928 西目サッカー場駐車場

260 由利本荘市 由利本荘市 05-0929 由利本荘市消防庁舎

261 由利本荘市 由利本荘市 05-0930 八塩いこいの森

262 由利本荘市 由利本荘市 05-0931 どまらんど大内

263 由利本荘市 由利本荘市 05-0932 旧大琴小学校

264 由利本荘市 由利本荘市 05-0933 西滝沢水辺プラザグランド

265 にかほ市 にかほ市 05-1001 釜ヶ台水芭蕉公園

266 にかほ市 にかほ市 05-1003 旧象潟中学校

267 にかほ市 にかほ市 05-1004 中島台レクレーションの森

268 にかほ市 にかほ市 05-1005 仁賀保グリーンフィールド

269 にかほ市 にかほ市 05-1006 にかほ市消防本部ヘリポート

270 にかほ市 にかほ市 05-1007 鳥海山鉾立駐車場

271 にかほ市 にかほ市 05-1008 仁賀保高原芝生広場

272 にかほ市 にかほ市 05-1009 大須郷グラウンド

273 にかほ市 にかほ市 05-1010 関グラウンド

274 にかほ市 にかほ市 05-1011 薫風苑

275 にかほ市 にかほ市 05-1012 鳥海山霊峰園地駐車場
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276 にかほ市 にかほ市 05-1013 仁賀保墓園

277 にかほ市 にかほ市 05-1014 鳥海モトクロスランド

278 大曲仙北広域 大仙市 05-1100 大曲厚生医療センター

279 大曲仙北広域 大仙市 05-1101 大曲防災ヘリポート

280 大曲仙北広域 大仙市 05-1102 雄物川河川敷

281 大曲仙北広域 大仙市 05-1103 花館グラウンド

282 大曲仙北広域 大仙市 05-1104 大曲球場

283 大曲仙北広域 大仙市 05-1105 ふれあい体育館駐車場

284 大曲仙北広域 大仙市 05-1106 ふれあい文化センター駐車場

285 大曲仙北広域 大仙市 05-1107 仙北健康広場

286 大曲仙北広域 大仙市 05-1108 太田球場

287 大曲仙北広域 大仙市 05-1109 東分署

288 大曲仙北広域 大仙市 05-1110 太平健康広場

289 大曲仙北広域 大仙市 05-1111 中川原グラウンド

290 大曲仙北広域 大仙市 05-1112 神岡農村広場

291 大曲仙北広域 大仙市 05-1113 金屋運動場

292 大曲仙北広域 大仙市 05-1114 南外山村運動広場

293 大曲仙北広域 大仙市 05-1115 西仙北緑地公園

294 大曲仙北広域 大仙市 05-1116 西仙北高校野球場

295 大曲仙北広域 大仙市 05-1117 西仙北中学校陸上競技場

296 大曲仙北広域 大仙市 05-1118 強首輪中堤

297 大曲仙北広域 大仙市 05-1119 八木山運動公園

298 大曲仙北広域 大仙市 05-1120 新協和カートランド駐車場

299 大曲仙北広域 大仙市 05-1121 羽後境駅東集会施設

300 大曲仙北広域 大仙市 05-1122 旧船岡小学校

301 大曲仙北広域 大仙市 05-1124 協和スキー場

302 大曲仙北広域 大仙市 05-1125 協和小学校

303 大曲仙北広域 大仙市 05-1126 下淀川車田グラウンド

304 大曲仙北広域 大仙市 05-1127 大盛資料館駐車場

305 大曲仙北広域 大仙市 05-1128 和ピア第二駐車場

306 大曲仙北広域 大仙市 05-1129 中仙中学校

307 大曲仙北広域 美郷町 05-1130 六郷小学校

308 大曲仙北広域 美郷町 05-1131 仙南小学校

309 大曲仙北広域 美郷町 05-1133 北ふれあい広場

310 大曲仙北広域 美郷町 05-1134 美郷中学校

311 大曲仙北広域 美郷町 05-1135 美郷町野球場

312 大曲仙北広域 美郷町 05-1136 六郷カントリーエレベーター

313 大曲仙北広域 美郷町 05-1137 南分署

314 大曲仙北広域 仙北市 05-1138 落合河川公園

315 大曲仙北広域 仙北市 05-1139 生保内中学校陸上競技場

316 大曲仙北広域 仙北市 05-1140 たざわ湖スキー場かもしか駐車場下段

317 大曲仙北広域 仙北市 05-1141 玉川発電事務所グラウンド

318 大曲仙北広域 仙北市 05-1142 田沢湖高原駐車場

319 大曲仙北広域 仙北市 05-1143 たつこ茶屋前駐車場

320 大曲仙北広域 仙北市 05-1144 旧乳頭スキー場　駐車場

321 大曲仙北広域 仙北市 05-1145 駒ヶ岳八合目駐車場

322 大曲仙北広域 仙北市 05-1146 玉川温泉ビジターセンター

323 大曲仙北広域 仙北市 05-1147 戸瀬パーク

324 大曲仙北広域 仙北市 05-1148 桧木内小学校

325 大曲仙北広域 仙北市 05-1149 大地田農村公園
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326 大曲仙北広域 仙北市 05-1150 玉川ダム下流公園

327 大曲仙北広域 仙北市 05-1152 田沢湖庁舎駐車場

328 大曲仙北広域 仙北市 05-1153 田沢湖スキー場水沢第３駐車場

329 大曲仙北広域 仙北市 05-1154 神代中学校野球場

330 大曲仙北広域 仙北市 05-1155 田沢湖スキー場ぎんれい第2駐車場

331 大曲仙北広域 仙北市 05-1156 桜並木駐車場

332 大曲仙北広域 大仙市 05-1157 道の駅協和米ケ森公園

333 大曲仙北広域 大仙市 05-1158 大曲防災ステーション

334 横手市 横手市 05-1200 平鹿総合病院

335 横手市 横手市 05-1201 横手記念公園多目的運動場

336 横手市 横手市 05-1202 秋田ふるさと村　第４駐車場

337 横手市 横手市 05-1203 秋田ふるさと村　第１駐車場

338 横手市 横手市 05-1204 秋田ふるさと村　第２駐車場

339 横手市 横手市 05-1205 赤坂総合公園東駐車場

340 横手市 横手市 05-1206 蛇の崎河川敷

341 横手市 横手市 05-1207 横手高校　野球場

342 横手市 横手市 05-1208 境町健康広場公園

343 横手市 横手市 05-1209 黒川農村公園

344 横手市 横手市 05-1210 栄小学校

345 横手市 横手市 05-1212 亀田地域センター

346 横手市 横手市 05-1213 天下森スキー場駐車場

347 横手市 横手市 05-1214 狙半内地域センター

348 横手市 横手市 05-1215 増田中学校

349 横手市 横手市 05-1216 浅舞陸上競技場

350 横手市 横手市 05-1217 浅舞スポーツセンター

351 横手市 横手市 05-1218 浅舞小学校

352 横手市 横手市 05-1219 醍醐小学校

353 横手市 横手市 05-1220 吉田小学校

354 横手市 横手市 05-1221 平成高校

355 横手市 横手市 05-1222 浅舞公民館蛭野分館

356 横手市 横手市 05-1223 雄物川河川公園

357 横手市 横手市 05-1224 中島野球場

358 横手市 横手市 05-1225 雄物川陸上競技場

359 横手市 横手市 05-1226 ヴァレオジャパン　

360 横手市 横手市 05-1227 三ッ森山駐車場

361 横手市 横手市 05-1228 大森多目的広場

362 横手市 横手市 05-1229 旧白山小学校

363 横手市 横手市 05-1230 大森前田運動場

364 横手市 横手市 05-1231 旧川西小学校

365 横手市 横手市 05-1233 宮腰野球場

366 横手市 横手市 05-1234 スタジアム大雄

367 横手市 横手市 05-1236 十文字陸上競技場

368 横手市 横手市 05-1237 旧植田小学校

369 横手市 横手市 05-1238 旧十文字第１小学校

370 横手市 横手市 05-1239 旧睦合小学校
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371 横手市 横手市 05-1241 旧黒沢小学校

372 横手市 横手市 05-1242 山内小学校

373 横手市 横手市 05-1243 大松川ダム公園駐車場

374 横手市 横手市 05-1245 山内体育館

375 横手市 横手市 05-1246 山内吉谷地分館

376 横手市 横手市 05-1247 天下森スキー場第二駐車場

377 横手市 横手市 05-1248 西分署

378 横手市 横手市 05-1249 横手防災ステーション

379 横手市 横手市 05-1250 十文字河川防災ステーション

380 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1300 雄勝中央病院

381 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1301 湯沢北中

382 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1302 湯沢南中

383 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1303 旧湯沢北小

384 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1304 高松地区センター

385 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1305 広域交流センター裏

386 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1306 ヘルシーパーク

387 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1307 松ノ木グラウンド

388 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1309 幡野地区センター

389 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1310 高松農村広場

390 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1312 いこいの村

391 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1313 稲川陸上競技場

392 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1314 久保運動広場

393 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1315 駒形小

394 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1316 稲庭小

395 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1317 稲川スキー場

396 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1318 役内河川公園

397 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1319 旧中山小

398 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1320 旧湯ノ岱小

399 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1321 皆瀬野球場

400 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1322 旧小安小

401 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1323 とことん山

402 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1324 木地山キャンプ場

403 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1325 羽後町総合体育館

404 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1326 羽後高校野球場

405 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1327 羽後高校陸上競技場

406 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1328 羽後中学校野球場

407 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1329 軽井沢山村広場

408 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1330 田代福祉センター

409 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1331 三輪陸上競技場

410 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1332 ひばりのグラウンド

411 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1333 柳田橋下流　河川敷

412 湯沢雄勝広域 東成瀬村 05-1334 総合グラウンド

413 湯沢雄勝広域 東成瀬村 05-1335 ジュネス栗駒

414 湯沢雄勝広域 東成瀬村 05-1336 東成瀬村多目的グラウンド

415 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1338 雄勝防災ステーション
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416 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1339 羽後町多目的広場

417 湯沢雄勝広域 東成瀬村 05-1340 東成瀬村多目的グラウンド駐車場

418 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1342 高瀬小

419 湯沢雄勝広域 東成瀬村 05-1343 須川高原温泉駐車場

420 湯沢雄勝広域 羽後町 05-1344 旧仙道小

421 湯沢雄勝広域 東成瀬村 05-1345 成瀬ダム

422 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1346 木彩屋

423 湯沢雄勝広域 湯沢市 05-1347 翔北高校第２グラウンド


