
平成２８年１０月１日現在

函館－１ 北昭和小学校グラウンド 昭和4丁目38番1号

函館－２ 昭和小学校グラウンド 昭和1丁目5番5号

函館－３ 赤川中学校グラウンド 赤川町125番地

函館－４ 中央小学校グラウンド 美原2丁目28番1号

函館－５ 北海道教育大学附属函館小学校グラウンド 美原3丁目48番6号

函館－６ 亀田中学校グラウンド 美原3丁目30番3号

函館－７ 北海道教育大学附属函館中学校グラウンド 美原3丁目48番6号

函館－８ 北海道函館商業高等学校グラウンド 昭和1丁目17番1号

函館－９ 八幡小学校グラウンド 八幡町15番30号

函館－１０ 万年橋小学校グラウンド 吉川町6番22号

函館－１１ 港小学校グラウンド 港町1丁目22番1号

函館－１２ 亀田小学校グラウンド 富岡町1丁目18番1号

函館－１３ 大川中学校グラウンド 大川町12番38号

函館－１４ 港中学校グラウンド 港町2丁目10番1号

函館－１５ 桐花中学校グラウンド 富岡町1丁目18番2号

函館－１６ 北海道大学水産学部グラウンド 亀田港町57番

函館－１７ 北海道教育大学函館校グラウンド 八幡町1番2号

函館－１８ 北海道教育大学函館校球技場 白鳥町4番

函館－１９ 昭和公園 昭和町20番6号

函館－２０ 港町ふ頭 港町2丁目14番

函館－２１ 西中学校グラウンド 弥生町11番16号

函館－２２ 潮見中学校グラウンド 青柳町10番7号

函館－２３ 北海道函館西高等学校グラウンド 元町7番17号

函館－２４ 函館八幡宮外苑野球場 谷地頭町9番

函館－２５ 西ふ頭 弁天町31番

函館－２６ 緑の島 大町15番地

函館－２７ あさひ小学校グラウンド 大森町6番11号

函館－２８ 中部小学校グラウンド 新川町30番26号

函館－２９ 北星小学校グラウンド 大縄町24番26号
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函館－３０ 大森公園 大森町33番

函館－３１ 新川公園野球場 上新川町18番

函館－３２ 桔梗中学校グラウンド 桔梗町429番地4

函館－３３ 公立はこだて未来大学 亀田中野町116番地2

函館－３４ 石川公園 石川町5番65号

函館－３５ 北海道立函館高等技術専門学院 桔梗町435番地

函館－３６ 西桔梗公園 西桔梗587番地2

函館－３７ 中の沢小学校グラウンド 桔梗5丁目25番5号

函館－３８ 北美原小学校グラウンド 北美原1丁目9番16号

函館－３９ 北海道函館稜北高等学校グラウンド 石川町181番地8

函館－４０ 函館大学グラウンド 高丘町51番1号

函館－４１
函館大学付属有斗高等学校
第2グラウンド

見晴町番外地

函館－４２ 函館工業高等専門学校グラウンド 戸倉町14番1号

函館－４３ 高丘小学校グラウンド 高丘町3番2号

函館－４４ 上湯川小学校グラウンド 上湯川町295番地

函館－４５ 湯川中学校グラウンド 湯川町2丁目41番1号

函館－４６ 函館大学付属有斗高等学校グラウンド 湯川町2丁目43番1号

函館－４７ 湯川小学校グラウンド 湯川町3丁目42番1号

函館－４８ 旭岡小学校グラウンド 西旭岡町1丁目33番1号

函館－４９ 根崎公園ラグビー場 湯川町3丁目6番

函館－５０ 根崎公園野球場 高松町29番

函館－５１ 鱒川小中学校グラウンド 鱒川町91番地

函館－５２ 東小学校グラウウンド 銭亀町339番地

函館－５３

函館－５４ 旭岡公園グラウンド 西旭岡町2丁目38番

函館－５５ 見晴公園グラウンド 見晴町56番地

函館－５６ 函館空港 高松町511番

函館－５７ 旭岡中学校グラウンド 西旭岡町3丁目5番

函館－５８ 市立函館高等学校 柳町11番5号

函館－５９ 函館大妻高等学校グラウンド 柳町14番23号

函館－６０ 北海道函館中部高等学校グラウンド 時任町11番3号

函館－６１ 的場中学校グラウンド 的場町12番7号

2 ページ



函館－６２ 光成中学校グラウンド 高盛32番2号

函館－６３ 凌雲中学校グラウンド 千代台町22番19号

函館－６４ 千代田小学校グラウンド 梁川町23番4号

函館－６５ 中島小学校グラウンド 中島町30番5号

函館－６６ 金堀小学校グラウンド 金堀町3番1号

函館－６７ 駒場小学校グラウンド 駒場町1番6号

函館－６８ 柏野小学校グラウンド 松陰町5番10号

函館－６９ 陸上自衛隊函館駐屯地ヘリポートＡ 広野町6番18号

函館－７０ 陸上自衛隊函館駐屯地ヘリポートＡ 広野町6番18号

函館－７１ 千代台公園陸上競技場 千代台町22番24号

函館－７２ 北海道南茅部高等学校グラウンド 川汲町1560番地

函館－７３ 臼尻中学校グラウンド 豊崎町205番地

函館－７４ 尾札部中学校グラウンド 尾札部町2023番地

函館－７５ 磨光小学校グラウンド 尾札部町1609番地1

函館－７６ 南茅部運動広場 川汲町1657番地

函館－７７ 本通小学校グラウンド 本通1丁目47番2号

函館－７８ 本通中学校グラウンド 本通2丁目56番7号

函館－７９ 鮫川遊水池A 本通4丁目24番地

函館－８０ 神山小学校グラウンド 神山町233番地1

函館－８１ 鍛神小学校グラウンド 鍛治2丁目46番4号

函館－８２ 函館大谷高等学校グラウンド 鍛冶1丁目2番3号

函館－８３ 深堀中学校グラウンド 深堀町28番1号

函館－８４ 日吉が丘小学校グラウンド 日吉町2丁目34番1号

函館－８５ 石崎小学校グラウンド 石崎町438番地

函館－８６ 銭亀沢中学校グラウンド 豊原町140番地30

函館－８７ 戸井西小学校グラウンド 小安町548番地1

函館－８８ 潮光中学校グラウンド 釜谷町227番地

函館－８９ 日新中学校グラウンド 泊町126番地

函館－９０ 恵山中学校グラウンド 柏野町9番地

函館－９１ 恵山運動広場 川上町506番地

函館－９２ えさん小学校グラウンド 中浜町79番地

函館－９３ 旧恵山高校グラウンド 高岱町33番地
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函館－９４ 椴法華中学校グラウンド 新浜町151番地1

函館－９５ 椴法華小学校グラウンド 新八幡町86番地1

函館－９６ 市立函館恵山病院 日ノ浜町15番地10

函館－９７ 川汲霊園駐車場 川汲町1369番地

函館－９８ 株式会社カネサン岡田土建 陣川町33番地

函館－９９ 西桔梗西緑地 西桔梗町589-65

函館－１００ 白百合学園中学高等学校グラウンド 山の手2丁目6番3号
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