
■大規模な火事に対する指定緊急避難場所一覧（平成26年6月末現在）

名称
避難場所

区分
区名 住所

避難可能
人数（人）

旭山記念公園 広域 中央 界川4丁目 162,509
円山公園 広域 中央 宮の森 564,511
中島公園 広域 中央 中島公園 174,072
あいの里公園 広域 北 あいの里4条8丁目 66,366
札幌新川高校グラウンド 新川5条14丁目1-1
新川小学校グラウンド 新川5条15丁目1-1
新川中央公園 新川4条14丁目
屯田西公園 広域 北 屯田４条１０丁目１ 38,096
百合が原公園 広域 北 百合が原公園210 198,604
北大農場（北18条以南） 広域 北 北8～18条西10～13丁目 291,639
北大農場（北19条以北） 広域 北 北19～23条西9～13丁目 142,465
麻生球場 広域 北 麻生町7丁目8-1 10,359
札幌市スポーツ交流施設（つどーむ） 広域 東 栄町885番地-1 103,809
札幌開成高校グラウンド 広域 東 北22条東21丁目1-1 30,178
ひのまる公園 広域 東 北41条東10丁目1 15,509
札幌市農業体験交流施設（さとらんど） 広域 東 丘珠町584-2 370,383
美香保公園 広域 東 北２０条東４丁目２ 51,269
伏古公園 伏古1条2丁目1
札幌小学校グラウンド 伏古1条2丁目1-31
川下公園 広域 白石 川下2651番地 168,376
東部市場旧予定地 広域 白石 流通センター7丁目 9,304
北郷公園 広域 白石 北郷8条9丁目1 28,293
熊の沢公園 広域 厚別 もみじ台西6丁目2 50,139
厚別公園 広域 厚別 上野幌3条1丁目2-1 101,808
青葉中央公園 広域 厚別 青葉町5丁目2 57,253
北星学園大学 広域 厚別 大谷地西2丁目3番1号 90,742
野幌森林公園 広域 厚別 厚別町小野幌53番地 99,442
札幌ドーム 広域 豊平 羊が丘1番地 224,875
月寒公園 広域 豊平 美園１０条８丁目１ 148,192
西岡公園 広域 豊平 西岡544番地 388,451
道立産業共進会場 広域 豊平 月寒東3条11丁目1-1 235,727
平岸霊園 広域 豊平 平岸5条15丁目1-1 226,855
豊平公園 広域 豊平 豊平５条１３丁目１ 48,386
北海道農業研究センター 広域 豊平 羊が丘1番地 324,230
平岡公園 広域 清田 平岡公園1 576,655
北海学園清田グラウンド 広域 清田 清田355番地 30,372
里塚霊園 広域 清田 里塚468番地 634,945
札幌啓北商業高校グラウンド 広域 南 石山１条2丁目15-1 15,996
札幌藻岩高校グラウンド 広域 南 川沿3条2丁目1-1 33,361
真駒内公園 広域 南 真駒内公園3-1 797,940
定山渓中学校グラウンド 広域 南 定山渓温泉西1丁目31 10,585
藤野公園 広域 南 藤野３条１０丁目４ 12,479
宮丘公園 広域 西 西野290番地 215,333
鉄興公園 発寒１１条１１丁目４
札幌琴似工業高校グラウンド 発寒13条11丁目3-1
農試公園 広域 西 八軒5条西6丁目95-21 98,774
運転免許試験場 広域 手稲  曙5条4丁目1-1 149,996
手稲稲積公園 広域 手稲 手稲前田1条5丁目1 140,967
前田森林公園 広域 手稲 前田591番地4 589,813
北海道科学大学グラウンド 広域 手稲 前田7条15丁目 92,636
桑園小学校グラウンド 一時 中央 北8条西17丁目 1,430
日新小学校グラウンド 一時 中央 北8条西25丁目2-1 2,261
中央中学校グラウンド 一時 中央 北4条東3丁目 1,818

広域 西 32,557

広域 北 52,408

広域 東 59,736

平成26年度　防災会議
議案第１号 資料1-3（参考4）
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中央小学校グラウンド 一時 中央 大通東6丁目12 424
二条小学校グラウンド 一時 中央 南2条西15丁目 228
資生館小学校グラウンド 一時 中央 南3条西7丁目1-1 381
啓明中学校グラウンド 一時 中央 南9条西22丁目2-1 3,280
幌西小学校グラウンド 一時 中央 南10条西17丁目1-1 2,136
緑丘小学校グラウンド 一時 中央 南10条西22丁目3-1 694
向陵中学校グラウンド 一時 中央 北4条西28丁目1-30 953
山鼻小学校グラウンド 一時 中央 南14条西10丁目1-1 1,613
伏見中学校グラウンド 一時 中央 南16条西17丁目1-35 1,043
伏見小学校グラウンド 一時 中央 南18条西15丁目1-1 596
幌南小学校グラウンド 一時 中央 南21条西５丁目1-1 205
山鼻中学校グラウンド 一時 中央 南23条西13丁目1-1 2,056
山鼻南小学校グラウンド 一時 中央 南29条西12丁目1-1 719
盤渓小学校グラウンド 一時 中央 盤渓２２６番地 701
宮の森中学校グラウンド 一時 中央 宮の森1条16丁目5-1 1,801
大倉山小学校グラウンド 一時 中央 宮の森3条13丁目6-20 961
宮の森小学校グラウンド 一時 中央 宮の森4条6丁目1-1 741
三角山小学校グラウンド 一時 中央 宮の森4条11丁目4-1 1,635
北辰中学校グラウンド 一時 北 北18条西2丁目2-1 3,604
幌北小学校グラウンド 一時 北 北19条西2丁目1-1 3,802
白楊小学校グラウンド 一時 北 北24条西7丁目1-1 907
新陽小学校グラウンド 一時 北 北27条西14丁目1-1 1,624
北陽小学校グラウンド 一時 北 北31条西9丁目2-1 620
北陽中学校グラウンド 一時 北 北34条西7丁目3-1 2,394
和光小学校グラウンド 一時 北 北34条西7丁目3-2 1,509
新琴似南小学校グラウンド 一時 北 新琴似1条3丁目1-1 2,953
新光小学校グラウンド 一時 北 新琴似1条12丁目1-1 3,866
光陽中学校グラウンド 一時 北 新琴似4条11丁目7-1 1,860
光陽小学校グラウンド 一時 北 新琴似5条11丁目4-1 3,554
新琴似小学校グラウンド 一時 北 新琴似7条3丁目2-1 1,177
新琴似中学校グラウンド 一時 北 新琴似7条4丁目1-1 1,500
新琴似北中学校グラウンド 一時 北 新琴似10条10丁目2-46 6,246
新琴似緑小学校グラウンド 一時 北 新琴似10条11丁目5-1 2,206
新琴似北小学校グラウンド 一時 北 新琴似11条6丁目1-1 1,715
新琴似西小学校グラウンド 一時 北 新琴似11条15丁目1-5 2,006
新川中央小学校グラウンド 一時 北 新川3条3丁目2-1 2,205
新川中学校グラウンド 一時 北 新川4条3丁目1-1 2,684
新川西中学校グラウンド 一時 北 新川4条15丁目1-1 5,744
屯田南小学校グラウンド 一時 北 屯田5条4丁目6-1 1,896
屯田中央中学校グラウンド 一時 北 屯田6条8丁目1-1 4,490
屯田西小学校グラウンド 一時 北 屯田6条10丁目3-1 2,887
屯田小学校グラウンド 一時 北 屯田7条6丁目2-2 1,373
屯田北小学校グラウンド 一時 北 屯田9条3丁目4-1 3,232
屯田北中学校グラウンド 一時 北 屯田9条4丁目2-1 1,874
太平南小学校グラウンド 一時 北 太平1条1丁目2-1 2,874
太平中学校グラウンド 一時 北 太平8条2丁目1-1 3,200
太平小学校グラウンド 一時 北 篠路1条2丁目6-20 2,474
篠路小学校グラウンド 一時 北 篠路4条9丁目3-1 2,834
篠路西小学校グラウンド 一時 北 篠路5条2丁目2-1 7,239
篠路西中学校グラウンド 一時 北 篠路6条2丁目1-50 3,532
茨戸小学校グラウンド 一時 北 東茨戸1条2丁目314-15 6,400
上篠路中学校グラウンド 一時 北 篠路町上篠路116番地14 4,735
篠路中学校グラウンド 一時 北 篠路町篠路368番地 8,904
拓北小学校グラウンド 一時 北 あいの里2条1丁目24-1 1,478
あいの里西小学校グラウンド 一時 北 あいの里2条3丁目9-1 3,950
あいの里東中学校グラウンド 一時 北 あいの里2条7丁目14-1 8,244
鴻城小学校グラウンド 一時 北 あいの里3条6丁目2-1 2,613
あいの里東小学校グラウンド 一時 北 あいの里3条7丁目11-1 2,638
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避難場所

区分
区名 住所

避難可能
人数（人）

百合が原小学校グラウンド 一時 北 百合が原6丁目5-1 2,568
北九条小学校グラウンド 一時 北 北9条西1丁目1 2,049
東苗穂小学校グラウンド 一時 東 東苗穂5条2丁目3-1 980
札苗中学校グラウンド 一時 東 東苗穂7条1丁目1-1 575
札苗小学校グラウンド 一時 東 東苗穂7条2丁目3-1 768
札苗北小学校グラウンド 一時 東 東苗穂9条3丁目2-3 1,520
札苗北中学校グラウンド 一時 東 東苗穂10条3丁目16-20 3,217
札苗緑小学校グラウンド 一時 東 東苗穂13条4丁目9-30 2,234
栄町小学校グラウンド 一時 東 北36条東13丁目3-1 1,110
栄町中学校グラウンド 一時 東 北36条東14丁目1-1 2,589
栄南小学校グラウンド 一時 東 北37条東20丁目3-1 2,922
栄西小学校グラウンド 一時 東 北39条東4丁目1-1 1,719
栄小学校グラウンド 一時 東 北42条東10丁目2-1 2,990
栄中学校グラウンド 一時 東 北46条東6丁目1-1 2,730
栄東小学校グラウンド 一時 東 北46条東13丁目1-1 3,138
栄北小学校グラウンド 一時 東 北47条東6丁目1-1 1,881
栄緑小学校グラウンド 一時 東 北51条東10丁目1-1 1,596
札幌中学校グラウンド 一時 東 伏古8条1丁目1-28 1,065
伏古小学校グラウンド 一時 東 伏古8条5丁目2-1 899
伏古北小学校グラウンド 一時 東 伏古11条1丁目2-10 1,518
丘珠小学校グラウンド 一時 東 丘珠町593番地 3,596
丘珠中学校グラウンド 一時 東 丘珠町648番地1 9,581
福移小中学校グラウンド 一時 東 中沼町240番地 5,963
中沼小学校グラウンド 一時 東 中沼町73-10 4,508
苗穂小学校グラウンド 一時 東 北9条東13丁目1-1 1,827
北光小学校グラウンド 一時 東 北12条東6丁目1-1 1,336
美香保中学校グラウンド 一時 東 北17条東6丁目1-1 1,837
美香保小学校グラウンド 一時 東 北18条東6丁目1-10 2,948
明園小学校グラウンド 一時 東 北19条東14丁目1-1 1,411
開成小学校グラウンド 一時 東 北21条東21丁目3-1 1,257
明園中学校グラウンド 一時 東 北22条東12丁目1-1 3,037
元町小学校グラウンド 一時 東 北25条東17丁目1-1 2,261
北園小学校グラウンド 一時 東 北25条東4丁目3-1 1,312
元町中学校グラウンド 一時 東 北28条東20丁目1-1 3,337
元町北小学校グラウンド 一時 東 北31条東14丁目1-1 248
北栄中学校グラウンド 一時 東 北33条東2丁目1-1 3,853
北小学校グラウンド 一時 東 北33条東4丁目1-1 2,333
東栄中学校グラウンド 一時 東 本町1条7丁目2-7 1,820
東光小学校グラウンド 一時 東 本町2条1丁目2-32 1,291
本町小学校グラウンド 一時 東 本町2条7丁目1-30 152
日章中学校グラウンド 一時 白石 東札幌4条5丁目1-1 2,050
東札幌小学校グラウンド 一時 白石 東札幌4条5丁目4-20 1,246
西白石小学校グラウンド 一時 白石 中央3条5丁目2-22 1,081
南白石小学校グラウンド 一時 白石 南郷通2丁目南6-35 107
本郷小学校グラウンド 一時 白石 南郷通10丁目南3-1 510
東白石中学校グラウンド 一時 白石 南郷通15丁目北4-1 505
南郷小学校グラウンド 一時 白石 本郷通4丁目南3-1 1,865
白石中学校グラウンド 一時 白石 本郷通6丁目南1-1 3,186
白石小学校グラウンド 一時 白石 本通1丁目北4-1 1,292
東白石小学校グラウンド 一時 白石 本通14丁目南6-1 1,040
平和通小学校グラウンド 一時 白石 本通15丁目北3-1 4,532
大谷地小学校グラウンド 一時 白石 本通18丁目南1-1 2,685
柏丘中学校グラウンド 一時 白石 平和通8丁目北3-1 3,343
本通小学校グラウンド 一時 白石 平和通9丁目南1-1 1,710
幌東中学校グラウンド 一時 白石 菊水6条3丁目2-51 786
幌東小学校グラウンド 一時 白石 菊水6条3丁目2-65 847
東橋小学校グラウンド 一時 白石 菊水8条1丁目3-25 1,596
上白石小学校グラウンド 一時 白石 菊水上町1条3丁目52 1,885
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避難可能
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菊水小学校グラウンド 一時 白石 菊水元町2条3丁目2-14 1,228
北都小学校グラウンド 一時 白石 北郷3条11丁目7-1 3,759
北郷小学校グラウンド 一時 白石 北郷4条5丁目1-1 2,343
北白石中学校グラウンド 一時 白石 北郷6条3丁目5-1 3,199
北白石小学校グラウンド 一時 白石 北郷6条3丁目5-2 3,199
川北小学校グラウンド 一時 白石 川北4条2丁目2-1 2,925
東川下小学校グラウンド 一時 白石 川下4条3丁目1-1 1,654
北都中学校グラウンド 一時 白石 川下749番地56 9,788
米里小学校グラウンド 一時 白石 米里1条3丁目8-1 2,822
米里中学校グラウンド 一時 白石 米里1条4丁目5-1 4,541
小野幌小学校グラウンド 一時 厚別 厚別東2条4丁目5-1 222
厚別中学校グラウンド 一時 厚別 厚別東3条5丁目1-1 4,872
厚別東小学校グラウンド 一時 厚別 厚別東4条8丁目1-1 1,816
厚別北中学校グラウンド 一時 厚別 厚別町小野幌774番地5 7,579
もみじの丘小学校グラウンド 一時 厚別 もみじ台東4丁目5-1 3,259
もみじ台南中学校グラウンド 一時 厚別 もみじ台南7丁目3-1 6,117
もみじ台中学校グラウンド 一時 厚別 もみじ台西1丁目1-1 7,839
もみじの森小学校グラウンド 一時 厚別 もみじ台西3丁目4-1 2,709
青葉小学校グラウンド 一時 厚別 青葉町6丁目2-24 2,083
青葉中学校グラウンド 一時 厚別 青葉町10丁目1-1 2,493
共栄小学校グラウンド 一時 厚別 厚別南2丁目21-22 2,343
上野幌西小学校グラウンド 一時 厚別 上野幌1条2丁目6-1 6,591
上野幌中学校グラウンド 一時 厚別 上野幌2条3丁目10-1 7,907
上野幌東小学校グラウンド 一時 厚別 上野幌2条4丁目5-1 3,182
大谷地東小学校グラウンド 一時 厚別 大谷地東5丁目8-1 383
厚別南中学校グラウンド 一時 厚別 大谷地東7丁目1-1 11,097
ひばりが丘小学校グラウンド 一時 厚別 厚別中央2条4丁目3-1 655
信濃中学校グラウンド 一時 厚別 厚別中央3条2丁目3-1 4,618
信濃小学校グラウンド 一時 厚別 厚別中央4条3丁目6-1 1,777
厚別西小学校グラウンド 一時 厚別 厚別西3条1丁目3-1 2,123
厚別通小学校グラウンド 一時 厚別 厚別西4条3丁目10-30 1,424
厚別北小学校グラウンド 一時 厚別 厚別北2条3丁目3-1 1,979
上野幌小学校グラウンド 一時 厚別 厚別南7丁目9-1 4,042
豊園小学校グラウンド 一時 豊平 美園1条4丁目1-1 1,472
みどり小学校グラウンド 一時 豊平 美園5条2丁目2-1 1,584
南月寒小学校グラウンド 一時 豊平 月寒西4条8丁目2-1 1,195
西岡小学校グラウンド 一時 豊平 西岡2条9丁目1-1 1,397
西岡北小学校グラウンド 一時 豊平 西岡3条6丁目7-20 2,615
西岡北中学校グラウンド 一時 豊平 西岡3条8丁目1-1 4,071
西岡中学校グラウンド 一時 豊平 西岡3条12丁目1-1 5,349
西岡南小学校グラウンド 一時 豊平 西岡4条12丁目7-1 1,070
羊丘中学校グラウンド 一時 豊平 福住1条3丁目16-1 3,907
福住小学校グラウンド 一時 豊平 福住3条5丁目1-1 2,342
あやめ野小学校グラウンド 一時 豊平 月寒東1条11丁目7-32 6,984
羊丘小学校グラウンド 一時 豊平 月寒東1条16丁目3-1 958
月寒中学校グラウンド 一時 豊平 月寒東2条2丁目4-54 5,266
月寒東小学校グラウンド 一時 豊平 月寒東3条10丁目1-1 2,628
あやめ野中学校グラウンド 一時 豊平 月寒東3条11丁目15-1 8,507
東月寒中学校グラウンド 一時 豊平 月寒東3条18丁目1-72 2,402
しらかば台小学校グラウンド 一時 豊平 月寒東4条18丁目10-43 1,468
東園小学校グラウンド 一時 豊平 豊平1条12丁目1-1 1,322
豊平小学校グラウンド 一時 豊平 豊平5条7丁目1-2 995
八条中学校グラウンド 一時 豊平 豊平8条13丁目2-1 1,612
旭小学校グラウンド 一時 豊平 水車町3丁目1-22 3,557
中の島小学校グラウンド 一時 豊平 中の島2条1丁目1-22 144
中の島中学校グラウンド 一時 豊平 中の島2条3丁目9-1 2,550
平岸西小学校グラウンド 一時 豊平 平岸1条15丁目2-1 500
平岸中学校グラウンド 一時 豊平 平岸1条21丁目3-1 3,335
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平岸小学校グラウンド 一時 豊平 平岸2条14丁目1-28 1,652
東山小学校グラウンド 一時 豊平 平岸4条11丁目6-1 682
美園小学校グラウンド 一時 豊平 平岸5条7丁目2-21 468
平岸高台小学校グラウンド 一時 豊平 平岸5条18丁目1-1 3,877
陵陽中学校グラウンド 一時 豊平 平岸6条11丁目1-25 2,757
三里塚小学校グラウンド 一時 清田 里塚2条6丁目7-1 647
真栄小学校グラウンド 一時 清田 美しが丘1条1丁目1-10 1,383
真栄中学校グラウンド 一時 清田 美しが丘1条1丁目2-10 4,829
美しが丘小学校グラウンド 一時 清田 美しが丘2条5丁目1-1 1,269
美しが丘緑小学校グラウンド 一時 清田 美しが丘4条5丁目8-1 3,066
有明小学校グラウンド 一時 清田 有明141-2 2,050
清田小学校グラウンド 一時 清田 清田1条4丁目3-30 1,920
清田中学校グラウンド 一時 清田 清田3条3丁目7-1 6,117
清田南小学校グラウンド 一時 清田 清田5条2丁目18-1 1,876
清田緑小学校グラウンド 一時 清田 清田7条3丁目12-30 2,406
北野平小学校グラウンド 一時 清田 北野2条3丁目7-1 968
北野中学校グラウンド 一時 清田 北野2条3丁目7-30 7,133
北野小学校グラウンド 一時 清田 北野3条2丁目10-1 153
北野台中学校グラウンド 一時 清田 北野4条4丁目13-1 3,219
北野台小学校グラウンド 一時 清田 北野4条5丁目4-80 1,511
平岡中学校グラウンド 一時 清田 平岡2条5丁目4-10 6,689
平岡南小学校グラウンド 一時 清田 平岡2条6丁目2-1 3,681
平岡中央小学校グラウンド 一時 清田 平岡5条3丁目9-1 2,189
平岡中央中学校グラウンド 一時 清田 平岡5条4丁目7-1 3,101
平岡小学校グラウンド 一時 清田 平岡9条2丁目5-1 3,186
平岡公園小学校グラウンド 一時 清田 平岡公園東5丁目9-1 6,511
平岡緑中学校グラウンド 一時 清田 平岡公園東9丁目11-1 4,391
澄川西小学校グラウンド 一時 南 澄川2条5丁目7-2 2,806
澄川小学校グラウンド 一時 南 澄川5条4丁目1-1 1,858
澄川南小学校グラウンド 一時 南 澄川5条13丁目7-1 3,006
澄川中学校グラウンド 一時 南 澄川6条6丁目1-10 2,841
真駒内中学校グラウンド 一時 南 真駒内幸町3丁目1-1 5,431
真駒内桜山小学校グラウンド 一時 南 真駒内泉町３丁目１３−１  5,011
真駒内公園小学校グラウンド 一時 南 真駒内曙町２丁目１−１  4,216
真駒内曙中学校グラウンド 一時 南 真駒内曙町2丁目1-2 7,805
南小学校グラウンド 一時 南 南31条西9丁目2-1 1,770
藻岩北小学校グラウンド 一時 南 川沿2条3丁目7-1 2,622
藻岩小学校グラウンド 一時 南 川沿7条2丁目3-1 3,056
藻岩中学校グラウンド 一時 南 川沿7条3丁目4-1 3,121
藻岩南小学校グラウンド 一時 南 川沿18条2丁目1-15 3,741
南が丘中学校グラウンド 一時 南 南沢2条1丁目17-1 3,176
南の沢小学校グラウンド 一時 南 南沢3条2丁目18-1 4,324
北の沢小学校グラウンド 一時 南 北ノ沢1727-5 6,587
石山小学校グラウンド 一時 南 石山１条4丁目1-1 6,398
石山中学校グラウンド 一時 南 石山2条8丁目7-1 5,693
石山南小学校グラウンド 一時 南 石山2条8丁目8-1 459
藤の沢小学校グラウンド 一時 南 石山528番地 4,497
石山東小学校グラウンド 一時 南 石山東5丁目6-1 5,159
常盤中学校グラウンド 一時 南 常盤2条2丁目21-1 7,572
常盤小学校グラウンド 一時 南 常盤6条2丁目107 3,073
駒岡小学校グラウンド 一時 南 真駒内143番地 1,633
簾舞小学校グラウンド 一時 南 簾舞1条4丁目2-1 1,922
簾舞中学校グラウンド 一時 南 簾舞3条3丁目3-33 2,454
豊滝小学校グラウンド 一時 南 豊滝492番地 7,829
藤野小学校グラウンド 一時 南 藤野2条7丁目7-1 3,903
藤野南小学校グラウンド 一時 南 藤野4条6丁目26-1 4,049
藤野中学校グラウンド 一時 南 藤野5条6丁目3-1 4,171
山の手南小学校グラウンド 一時 西 山の手1条9丁目6-1 539
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琴似中学校グラウンド 一時 西 山の手4条2丁目1-1 1,254
山の手小学校グラウンド 一時 西 山の手5条6丁目1-1 551
福井野小学校グラウンド 一時 西 福井6丁目11-1 1,515
福井野中学校グラウンド 一時 西 福井6丁目12-10 8,531
平和小学校グラウンド 一時 西 平和3条8丁目2-1 3,675
西園小学校グラウンド 一時 西 西野1条7丁目4-1 775
手稲東中学校グラウンド 一時 西 西野2条5丁目3-1 2,821
宮の丘中学校グラウンド 一時 西 西野3条10丁目9-1 2,626
手稲東小学校グラウンド 一時 西 西野4条3丁目7-1 2,174
西野小学校グラウンド 一時 西 西野8条4丁目4-1 2,757
西野第二小学校グラウンド 一時 西 西野8条7丁目1-1 1,652
西野中学校グラウンド 一時 西 西野8条7丁目5-1 999
手稲宮丘小学校グラウンド 一時 西 宮の沢3条2丁目1-1 6,141
陵北中学校グラウンド 一時 西 二十四軒2条3丁目1-23 1,428
二十四軒小学校グラウンド 一時 西 二十四軒2条3丁目1-37 736
発寒南小学校グラウンド 一時 西 発寒2条4丁目1-1 122
発寒中学校グラウンド 一時 西 発寒5条7丁目1-1 3,692
発寒西小学校グラウンド 一時 西 発寒5条7丁目1-2 1,453
西小学校グラウンド 一時 西 発寒7条13丁目2-1 3,434
発寒小学校グラウンド 一時 西 発寒10条4丁目1-62 2,136
発寒東小学校グラウンド 一時 西 発寒15条2丁目2-1 2,218
西陵中学校グラウンド 一時 西 発寒15条2丁目5-1 2,079
八軒西小学校グラウンド 一時 西 八軒3条西5丁目1-1 2,116
八軒小学校グラウンド 一時 西 八軒4条西1丁目1-8 1,042
八軒北小学校グラウンド 一時 西 八軒8条西6丁目1-1 2,250
八軒中学校グラウンド 一時 西 八軒8条西8丁目1-1 9,225
八軒東中学校グラウンド 一時 西 八軒2条東3丁目1-20 1,807
琴似中央小学校グラウンド 一時 西 八軒7条東1丁目1-1 1,683
西宮の沢小学校グラウンド 一時 手稲 西宮の沢2条4丁目15-1 1,490
富丘小学校グラウンド 一時 手稲 富丘1条6丁目4-1 2,948
手稲中学校グラウンド 一時 手稲 富丘3条5丁目2-1 6,089
手稲中央小学校グラウンド 一時 手稲 手稲本町3条2丁目6-1 3,871
稲穂中学校グラウンド 一時 手稲 稲穂4条2丁目18-10 3,835
稲穂小学校グラウンド 一時 手稲 稲穂4条5丁目12-5 896
手稲西小学校グラウンド 一時 手稲 金山3条2丁目8-60 3,429
手稲西中学校グラウンド 一時 手稲 金山3条2丁目8-7 8,608
新発寒小学校グラウンド 一時 手稲 新発寒2条2丁目1115-307 3,397
新陵東小学校グラウンド 一時 手稲 新発寒5条4丁目2-1 2,456
新陵中学校グラウンド 一時 手稲 新発寒5条4丁目4-1 3,917
新陵小学校グラウンド 一時 手稲 新発寒6条6丁目3-1 2,189
手稲鉄北小学校グラウンド 一時 手稲 前田2条12丁目1-2 1,544
稲積中学校グラウンド 一時 手稲 前田4条5丁目2-1 3,301
稲積小学校グラウンド 一時 手稲 前田5条7丁目1-1 2,168
前田小学校グラウンド 一時 手稲 前田6条11丁目3-1 1,494
前田中学校グラウンド 一時 手稲 前田7条13丁目1-1 2,275
前田中央小学校グラウンド 一時 手稲 前田8条12丁目2-1 2,167
前田北中学校グラウンド 一時 手稲 前田10条15丁目8-1 6,583
前田北小学校グラウンド 一時 手稲 前田10条18丁目4-1 2,393
稲陵中学校グラウンド 一時 手稲 曙7条2丁目6-50 4,410
手稲山口小学校グラウンド 一時 手稲 曙11条2丁目7-1 647
星置東小学校グラウンド 一時 手稲 星置2条1丁目6-1 2,581
星置中学校グラウンド 一時 手稲 星置3条5丁目13-1 4,523
手稲北小学校グラウンド 一時 手稲 手稲山口653-2 5,448
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