
[ＮＯ．1] [ＮＯ．２]

登
録
数

市
町
別

名称 所在地 地表面土質
登
録
数

市
町
別

名称 所在地 地表面土質

1 1 新田公園 四国中央市柴生町字山瀬乙169 まさ土等 61 35 東予東中学校グラウンド 西条市周布160 まさ土等

2 2 三島運動公園 四国中央市中之庄町1678-5 草地・芝生等 62 36 壬生川小学校グラウンド 西条市壬生川425-2 まさ土等

3 3 やまじ風公園 四国中央市土居町畑野1637番地 草地・芝生等 63 37 国安小学校グラウンド 西条市桑村131 まさ土等

4 4 三島ヘリポート 四国中央市中之庄町1670-4 アスファルト等 64 38 東予西中学校グラウンド 西条市国安996 まさ土等

5 5 浜公園多目的広場 四国中央市川之江町4109-3 草地・芝生等 65 39 河北中学校グラウンド 西条市宮之内284 まさ土等

6 6 翠波峰駐車場 四国中央市具定町字重石乙66-54 アスファルト等 66 40 本谷温泉広場 西条市河之内甲202 草地・芝生等

7 7 スカイフィールド富郷 四国中央市富郷町寒川山字上長瀬151 草地・芝生等 67 1 今治球場 今治市大新田町5丁目1-17 草地・芝生等

8 8 新宮ヘリポート 四国中央市新宮町新瀬川403 アスファルト等 68 2 多々羅公園 今治市上浦町井口7074番地20 草地・芝生等

9 9 旧新宮小中学校 四国中央市新宮町新宮105 まさ土等 69 3 藤山公園 今治市大西町宮脇乙579番地1 草地・芝生等

10 10 富郷ダム左岸ヘリポート 四国中央市富里町津根山353-6 アスファルト等 70 4 吉海（よしうみ）バラ公園 今治市吉海町福田1290番地 草地・芝生等

11 11 土居（どい）ヘリポート 四国中央市土居町土居 アスファルト 71 5 関前（せきぜん） 今治市関前岡村甲1013番地4 アスファルト等

12 1 新居浜病院 新居浜市本郷3-1-1 アスファルト等 72 6 西部丘陵公園 今治市高地町2丁目乙429番地1 草地・芝生等

13 2 大滝広場（ヘリポート） 新居浜市別子山甲122 アスファルト等 73 7 今治北署 今治市伯方町叶浦1667番地4 アスファルト等

14 3 成運動公園 新居浜市別子山乙304-8 草地・芝生等 74 8 菊間分署 今治市菊間町浜1500番地17 アスファルト等

15 4 国領川河川敷 新居浜市東雲町3丁目国領川河川敷 草地・芝生等 75 9 糸山公園 今治市砂場町2丁目8 草地・芝生等

16 5 山根公園 新居浜市角野新田町3-10 草地・芝生等 76 10 伯方ふるさと歴史公園 今治市伯方町木浦甲546番地 アスファルト等

17 6 マリンパーク新居浜イベント広場 新居浜市垣生3丁目乙324番地 アスファルト等 77 11 緑のふるさと公園 今治市朝倉下乙258番地1 まさ土等

18 7 市営サッカー場 新居浜市観音原町乙109番地 草地・芝生等 78 12 四阪島製錬所 今治市宮窪町四阪島 アスファルト

19 8 国領川左岸 新居浜市新須賀町4丁目先 まさ土等 79 13 大型フェリー乗場駐車場 今治市片原町5丁目3番地 アスファルト

20 9 山根市民グラウンド 新居浜市角野新田町3-2822-9 まさ土等 80 14 富田営農生活センター 今治市宮ヶ崎甲665 草地（土の場合もある）

21 10 マリンパーク新居浜多目的広場 新居浜市垣生3丁目乙324番地 まさ土等 81 15 菊間緑の広場西側駐車場 今治市菊間町池原1730 アスファルト

22 11 大島港 新居浜市大島甲1541番地先 アスファルト等 82 16 玉川総合公園駐車場 今治市玉川町摺木1730 アスファルト

23 12 大島埋め立て地 新居浜市大島甲1601番地先 草地・芝生等 83 17 波方（なみかた）港　里野積場 今治市波方町波方甲2264番地37 アスファルト

24 13 池田公園広場 新居浜市船木1533 草地・芝生等 84 18 新都市離着陸場 今治市高橋ふれあいの丘 まさ土等

25 14 あかがねの里東平（とうなる） 新居浜市立川町653-1 草地・芝生等 85 1 弓削（ゆげ）港 上島町弓削下弓削1035番地 アスファルト等

26 15 国領川多目的広場 新居浜市南小松原町 草地・芝生等 86 2 岩城（いわぎ）漁港物揚場 上島町岩城1414番地先 アスファルト等

27 1 石鎚山土小屋第2駐車場 西条市西之川元山国有林1023 アスファルト等 87 3 サウンド波間田（はかんだ） 上島町生名2798番地 草地・芝生等

28 2 西条運動公園野外ステージ広場 西条市西ひうち1番の2 草地・芝生等 88 4 生名（いきな）立石港多目的広場 上島町生名1881－3 草地・芝生等

29 3 西条運動公園野球場 西条市西ひうち1番の2 草地・芝生等 89 5 篠塚漁港魚具干場 上島町魚島松の浦地先 アスファルト等

30 4 西条運動公園陸上競技場 西条市西ひうち1番の2 草地・芝生等 90 6 弓削（ゆげ）商船高等専門学校 上島町弓削下弓削1000 草地・芝生等

31 5 西条運動公園レクレーション広場 西条市西ひうち1番の2 草地・芝生等 91 7 鎌田海岸町有地 上島町弓削鎌田336 草地・芝生等

32 6 東予運動公園サッカー場 西条市河原津新田甲157番地 草地・芝生等 92 8 豊島（とよしま）コミュニティセンター 上島町豊島46 草地・芝生等

33 7 東予運動公園野球場 西条市河原津新田甲157番地 草地・芝生等 93 9 高井神漁港 上島町魚島2番耕地436番地 アスファルト等

34 8 加茂川河川敷 西条市大町大南　加茂川河川敷 草地・芝生等 94 10 弓削（ゆげ）高等学校 上島町弓削明神305 まさ土等

35 9 西条西署 西条市周布1684番地 アスファルト等 95 11 旧佐島（さしま）小学校 上島町弓削佐島583 まさ土等

36 10 丹原文化会館 西条市丹原町田野上方2131番地1 草地・芝生等 96 12 弓削小・中学校 上島町弓削引野1228-1 まさ土等

37 11 クラレ西条グラウンド 西条市朔日市818番地 草地・芝生等 97 13 佐島農村運動公園 上島町弓削佐島2598 まさ土等

38 12 市民公園グラウンド 西条市大町457 まさ土等 98 14 生名（いきな）港ふ頭用地 上島町生名4566 まさ土等

39 13 西部公園 西条市氷見乙608 まさ土等 99 15 岩城（いわぎ）小学校 上島町岩城2263-1 まさ土等

40 14 小松中央公園 西条市小松町新屋敷甲2427 まさ土等 100 16 岩城総合運動場 上島町岩城5585 まさ土等

41 15 石根ふれあい公園 西条市小松町大頭甲614 まさ土等 101 17 篠塚漁港東護岸 上島町魚島松の浦地先 アスファルト等

42 16 丹原総合公園グラウンド 西条市丹原町久妙寺甲244 まさ土等 102 1 県総合運動公園陸上競技場 松山市上野町乙46番地内 草地・芝生等

43 17 西条東中学校グラウンド 西条市下島山甲865 まさ土等 103 2 県総合運動公園補助競技場 松山市上野町乙46番地内 草地・芝生等

44 18 飯岡小学校グラウンド 西条市飯岡2124 まさ土等 104 3 県総合運動公園多目的広場 松山市上野町乙46番地内 草地・芝生等

45 19 西条小学校グラウンド 西条市神拝乙112 まさ土等 105 4 県総合運動公園球技場 松山市上野町乙46番地内 草地・芝生等

46 20 南中学校グラウンド 西条市大町1120 まさ土等 106 5 県総合運動公園自由広場 松山市上野町乙46番地内 まさ土等

47 21 神戸小学校グラウンド 西条市州之内甲200 まさ土等 107 6 県営総合運動公園 松山市上野町乙46番地内 草地・芝生等

48 22 西条市石井記念公園 西条市禎瑞1829地先 まさ土等 108 7 野外活動センター多目的グラウンドＡ 松山市菅沢町乙280 草地・芝生等

49 23 橘小学校グラウンド 西条市西泉乙417 まさ土等 109 8 北条（ほうじょう）スポーツセンター 松山市大浦168 草地・芝生等

50 24 大保木公民館グラウンド 西条市中奥1号45 まさ土等 110 9 県魚連タンク施設横駐車場 松山市野忽那甲11-2 アスファルト等

51 25 温泉旅館京屋有料駐車場 西条市西之川丁27地先 まさ土等 111 10 陸上自衛隊松山駐屯地 松山市南梅本町乙115 まさ土等

52 26 いしづち森林組合駐車場 西条市大保木己（横峰寺駐車場） まさ土等 112 11 久谷中学校 松山市浄瑠璃町940 まさ土等

53 27 大樽トンネル入口（空地） 西条市藤之石庚55地先 まさ土等 113 12 県農業大学校 松山市下伊台町1553 まさ土等

54 28 小松小学校グラウンド 西条市小松町新屋敷甲280 まさ土等 114 13 門田公園 松山市門田町地内 まさ土等

55 29 石鎚山ハイウェイオアシスイベント広場 西条市小松町新屋敷乙22－29 まさ土等 115 14 堀江小学校 松山市福角町甲1409-2 まさ土等

56 30 小松中学校グラウンド 西条市小松町南川甲208 まさ土等 116 15 重信川大橋下流右岸河川敷 松山市井門町地先 まさ土等

57 31 楠窪キャンプ場 西条市丹原町楠窪癸643 まさ土等 117 16 愛媛県消防学校大規模訓練場 松山市勝岡町1163-8 まさ土等

58 32 鞍瀬小学校跡グラウンド 西条市丹原町鞍瀬甲383 まさ土等 118 17 市民運動広場 松山市別府町621-3 まさ土等

59 33 丹原西中学校グラウンド 西条市丹原町来見甲15－1 まさ土等 119 18 愛媛大学山越運動場 松山市山越4丁目11-10 まさ土等

60 34 丹原東中学校グラウンド 西条市丹原町今井4－1 まさ土等 120 19 北条南中学校 松山市河野別府12 まさ土等
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121 20 北条小学校 松山市北条辻64 まさ土等 181 2 田ノ浦町民広場 砥部町田ノ浦555-2 草地・芝生等

122 21 浅海小学校 松山市浅海本谷甲728 まさ土等 182 3 砥部小学校 砥部町大南1039 まさ土等

123 22 北条北中学校 松山市北条辻365 まさ土等 183 4 砥部中学校 砥部町千足68 まさ土等

124 23 北条公園法橋運動広場 松山市下難波甲18-10 まさ土等 184 5 宮内小学校 砥部町宮内640 まさ土等

125 24 安岡避難地 松山市安岡甲64 まさ土等 185 6 麻生小学校 砥部町高尾田760 まさ土等

126 25 文化の森公園 松山市河野別府921 まさ土等 186 7 陶街道（とうかいどう）ゆとり公園グラウンド 砥部町千足400 まさ土等

127 26 中島中学校 松山市長師817 まさ土等 187 8 ひろた町民グラウンド 砥部町総津386 まさ土等

128 27 怒和（ぬわ）小学校 松山市元怒和甲8-2 まさ土等 188 9 神の森大橋先空地 砥部町総津 まさ土等

129 28 津和地（つわじ）小学校 松山市津和地1588-1 まさ土等 189 10 愛媛県立医療技術大学校 砥部町高尾田543 草地・芝生等

130 29 睦月（むづき）小学校 松山市睦月甲1068-6 まさ土等 190 11 広田ヘリポート 砥部町宮内1392 アスファルト等

131 30 野忽那（のぐつな）小学校 松山市野忽那甲1540-1 まさ土等 191 1 久万ラグビー場メイングラウンド 久万高原町菅生3番耕地589番地5 人工芝

132 31 松山北高中島分校 松山市中島大浦3100-1 まさ土等 192 2 美川中学校 久万高原町上黒岩2890 まさ土等

133 32 中島南小学校跡 松山市宮野1651 まさ土等 193 3 柳谷（やなだに）中学校（小学校） 久万高原町柳井川3542 まさ土等

134 33 天谷小学校跡 松山市吉木甲77-3 まさ土等 194 4 面河（おもご）ダム 久万高原町笠方1261番地他 草地・芝生等

135 34 西中港グラウンド 松山市饒甲147-1 まさ土等 195 5 笛ヶ滝ラグビー場 久万高原町上野尻甲970-3 草地・芝生等

136 35 上怒和（かみぬわ）グラウンド 松山市上怒和甲1215 まさ土等 196 6 久万公園グラウンド 久万高原町菅生2番耕地1644-1 まさ土等

137 36 二神（ふたがみ）小学校 松山市二神甲227 まさ土等 197 7 美川スキー場 久万高原町日野浦大谷4381番地 アスファルト等

138 37 安養寺前空地 松山市二神甲640-2 まさ土等 198 8 姫鶴運動場 久万高原町西谷8117番地 草地・芝生等

139 38 二神（ふたがみ）診療所東空地 松山市二神甲459-16 まさ土等 199 9 千本高原グラウンド 久万高原町下畑野川乙250-1 まさ土等

140 39 睦月（むづき）地区多目的広場 松山市睦月甲451 まさ土等 200 10 畑野川小学校 久万高原町上畑野川521 まさ土等

141 40 睦月（むづき）埋立地 松山市睦月甲2194-24 まさ土等 201 11 石鎚スカイライン中間展望台 久万高原町 石鎚山土小屋 まさ土等

142 41 日浦小学校 松山市河中町甲79-2 まさ土等 202 12 面河（おもご）小学校 久万高原町渋草2314 まさ土等

143 42 鹿島キャンプ場 松山市北条辻鹿島1596-4 まさ土等 203 13 仕七川（しながわ）小学校 久万高原町東川207 まさ土等

144 43 臨海建設㈱生コンプラント前空地 松山市怒和島 アスファルト等 204 14 山村広場 久万高原町東川428 まさ土等

145 44 元怒和（もとぬわ）漁港荷揚場 松山市怒和島 アスファルト等 205 15 四国電力ヘリポート 久万高原町西谷13287・13295 アスファルト等

146 45 馬磯漁港空地 松山市興居島 アスファルト等 206 16 槇谷分校跡 久万高原町菅生5番耕地484-2 まさ土等

147 46 粟井漁港 松山市中島 アスファルト等 207 17 大成（おおなる）神社 久万高原町大成633 まさ土等

148 47 立岩川水辺広場 松山市庄 アスファルト等 208 18 父二峰（ふじみね）ヘリポート 久万高原町霧峰甲378 アスファルト等

149 48 上怒和海の駅 松山市上怒和1223 アスファルト等 209 19 休場（やすば）ヘリポート 久万高原町中津1739 アスファルト等

150 49 西中港荷揚場 松山市饒 アスファルト等 210 20 川成（こうなる）ヘリポート 久万高原町西谷7217 アスファルト等

151 50 中島港湾緑地公園 松山市小浜 草地・芝生等 211 21 中久保ヘリポート 久万高原町西谷5553 アスファルト等

152 51 興居島駐在所南空地 松山市由良町865番地 アスファルト等 212 22 二箆（ふたつの）ヘリポート 久万高原町黒藤川6332 アスファルト等

153 52 河野運動公園多目的広場 松山市由良町河野別府 草地・芝生等 213 23 日野浦ヘリポート 久万高原町日野浦3376 アスファルト等

154 53 釣島（つるしま）漁港荷揚場 松山市泊町釣島港 アスファルト等 214 24 黒藤川ヘリポート 久万高原町黒藤川1086 アスファルト等

155 54 津和地漁港南空地 松山市津和地599-2 まさ土等 215 25 明神小学校 久万高原町東明神698-1 まさ土等

156 55 奥道後ゴルフクラブ練習場 松山市八反地乙102番地 芝地 216 26 直瀬小学校 久万高原町直瀬3974-3 まさ土等

157 56 北条カントリー倶楽部10番ホール 松山市才之原乙76番地2 芝地 217 27 面河（おもご）小学校跡 久万高原町中組950-1 アスファルト等

158 57 チサンカントリークラブ北条1番ホール 松山市萩原乙396番地2 芝地 218 28 相ノ峰ヘリポート 久万高原町相ノ峰 アスファルト等

159 58 サンセットヒルズ 松山市庄乙360番地 芝地 219 29 久万高原町消防本部ヘリポート 久万高原町下野尻甲33 アスファルト等

160 59 道後ゴルフ倶楽部2番ホール 松山市下伊台町乙115番地 芝地 220 1 東温消防前 東温市横河原1376番地先 アスファルト等

161 60 エリエールゴルフ倶楽部1番ホール 松山市柳谷町乙45番地1 芝地 221 2 東温総合公園 東温市西岡1284-1 草地・芝生等

162 61 泊漁港 松山市泊町 アスファルト等 222 3 愛媛大学医学部運動場 東温市志津川2154 草地・芝生等

163 1 伊予市民球場 伊予市森甲91番地１ 草地・芝生等 223 4 上林森林公園 東温市上林 草地・芝生等

164 2 栗の里公園広場/自転車コース 伊予市中山町中山戌729－1 まさ土等 224 5 東谷小学校 東温市則之内334 まさ土等

165 3 ウエルピア伊予 伊予市下三谷1761-1 草地・芝生等 225 6 西谷小学校 東温市則之内835 まさ土等

166 4 伊予小学校 伊予市上野2270番地 まさ土等 226 7 川内中学校 東温市南方467-1 まさ土等

167 5 南山崎小学校 伊予市大平甲942番地 まさ土等 227 8 川上小学校 東温市北方2655 まさ土等

168 6 長沢グラウンド/駐車場 伊予市中山町中山1号4 まさ土等 228 9 北吉井小学校 東温市志津川131 まさ土等

169 7 中山中学校 伊予市中山町出渕2-165 まさ土等 229 10 南吉井小学校 東温市田窪1095-2 まさ土等

170 8 ふたみ潮風ふれあい公園潮風みどりの広場 伊予市双海町高岸甲923 まさ土等 230 11 拝志小学校 東温市下林1585 まさ土等

171 9 双海（ふたみ）中学校（旧上灘中学校） 伊予市双海町上灘甲5286-1 まさ土等 231 12 上林小学校 東温市上林2565 まさ土等

172 10 さざなみ館西　荷揚場 伊予市湊町206-4 草地・芝生等 232 13 重信中学校 東温市志津川991 まさ土等

173 11 唐川（からかわ）コミュニティーセンター 伊予市下唐川354 まさ土等 233 14 山之内キャンプ場 東温市山之内甲1640-2 芝地・草地

174 12 しもなだ運動公園グラウンド 伊予市双海町串3670-12 まさ土等 234 15 滑川生活改善センター 東温市滑川1519 まさ土等

175 13 ふたみ潮風ふれあい広場ヘリポート 伊予市双海町高岸2869-2 草地・芝生等 235 16 松山メモリアルパーク 東温市河之内871 芝地・草地

176 1 松前（まさき）中学校 松前町浜963 まさ土等 236 17 大野開発 東温市河之内乙825-3 まさ土等

177 2 岡田小学校 松前町西高柳156 まさ土等 237 18 松山国際ゴルフ倶楽部 東温市上村乙347 芝地・草地

178 3 松前町ホッケー公園 松前町鶴吉118-1 まさ土等 238 19 桜三里下りPA 東温市松山自動車道 草地・芝生等

179 4 松前（まさき）公園多目的広場 松前町大字筒井638 まさ土等 239 1 大洲防災センター 大洲市若宮1869-1 アスファルト等

180 1 重信川河川敷 砥部町八倉　重信川河川敷 草地・芝生等 240 2 緑地公園グラウンド 大洲市中村地先　河川敷内 草地・芝生等
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241 3 八幡浜・大洲地区運動公園陸場競技場大洲市平野町野田乙1644番地 草地・芝生等 302 14 野村渓筋地区グラウンド 西予市野村町鳥鹿野870 まさ土等

242 4 青島キャンプ場 大洲市長浜町青島 草地・芝生等 303 15 惣川（そうがわ）ヘリポート 西予市野村町惣川367 まさ土等

243 5 喜多漁港 大洲市長浜町今坊　今坊浜 アスファルト等 304 16 野村畜産総合振興センター 西予市野村町阿下6-126 アスファルト等

244 6 河川敷グラウンド 大洲市若宮地先　河川敷内 まさ土等 305 17 野井川農村広場/テニスコート 西予市城川町野井川2868-2 まさ土等

245 7 中村多目的グラウンド 大洲市中村地先　河川敷内 まさ土等 306 18 川津南高齢者等生活支援促進施設 西予市城川町川津南2027-1 まさ土等

246 8 大駄馬ふれあい広場 大洲市肱川町予子林119番地 草地・芝生等 307 19 城川ふるさと交流館 西予市城川町窪野2560 アスファルト等

247 9 河辺ふれあい広場 大洲市河辺町河都375番地 まさ土等 308 20 旧田之浜小学校 西予市明浜町田之浜甲1234-1 まさ土等

248 10 明玄ふれあい広場 大洲市上須戒1316番地 アスファルト等 309 21 游の里ふれあい広場 西予市宇和町明間6106-1 草地等・土（転圧）

249 11 戒川ふれあい広場 大洲市戒川乙903番地3 アスファルト等 310 22 城川小学校北側駐車場 西予市城川町魚成5673-1 草地等

250 1 小田川河川敷 内子町平岡甲220番地 草地・芝生等 311 23 西予市衛生センター多目的広場 西予市宇和町稲生163 草地

251 2 内子運動公園野球場 内子町内子172番地 まさ土等 312 24 城川農業者トレーニングセンター駐車場 西予市城川町土居30-2 アスファルト等

252 3 ソルファ小田スキーゲレンデ　第２駐車場 内子町中川小田深山 まさ土等 313 1 市立宇和島病院 宇和島市御殿町1-1 アスファルト等

253 4 大瀬（おおせ）中学校 内子町大瀬中央5880番地 まさ土等 314 2 丸山公園野球場 宇和島市和霊町555-1 草地・芝生等

254 5 小田中学校第2グラウンド 内子町寺村2814番地 まさ土等 315 3 丸山公園運動広場ソフトボール場 宇和島市和霊町555-1 まさ土等

255 6 城の台公園 内子町小田420番地 草地等 316 4 丸山公園多目的グラウンドサッカー場 宇和島市和霊町555-1 草地・芝生等

256 1 市立八幡浜病院 八幡浜市大平1番耕地638番地 アスファルト等 317 5 丸山公園ふれあい広場 宇和島市和霊町555-1 草地・芝生等

257 2 若山（環境センター東空地） 八幡浜市若山9番耕地45番地 草地・芝生等 318 6 丸山公園陸上競技場 宇和島市和霊町555-1 草地・芝生等

258 3 神越グラウンド 八幡浜市保内町喜木１番耕地18番地 草地・芝生等 319 7 津島公園 宇和島市津島町近家1717番地の1 アスファルト等

259 4 王子の森スタジアム 八幡浜市五反田1番耕地6-9 草地・芝生等 320 8 宮下ふれあい広場 宇和島市宮下乙605 まさ土等

260 5 八幡浜市大島 八幡浜市大島 アスファルト等 321 9 旧宇和海中学校 宇和島市下波2952-1 まさ土等

261 6 八幡浜市民スポーツパーク 八幡浜市双岩若山地内 まさ土等 322 10 戸島小学校 宇和島市戸島2335 まさ土等

262 7 八幡浜市古谷（ヘリポート） 八幡浜市松柏丁139番地1 アスファルト等 323 11 大入キャンプ場 宇和島市日振島 まさ土等

263 8 八幡浜市古藪 八幡浜市川之内3番耕地261番地 アスファルト等 324 12 吉田球場 宇和島市吉田町鶴間字浦田新63 まさ土等

264 9 出島埠頭臨時ヘリポート 八幡浜市沖新田1581番地22 アスファルト等 325 13 三間（みま）町運動公園 宇和島市三間町黒井地1542 まさ土等

265 10 川之石小学校 八幡浜市保内町川之石3-300 草地等 326 14 由良小学校(廃校) 宇和島市津島町成 まさ土等

266 11 宮内小学校 八幡浜市保内町宮内5-46 草地等 327 15 祓川（はらいがわ）北 宇和島市津島町槇川３ 草地・芝生等

267 12 創価学会八幡浜平和会館 八幡浜市保内町川之石1-236-35 アスファルト等 328 16 祓川（はらいがわ）南 宇和島市津島町槇川９３ 草地・芝生等

268 1 瀬戸球場 伊方町三机乙3340番地1 草地・芝生等 329 17 竹ヶ島 宇和島市津島町竹ヶ島260先 草地・芝生等

269 2 三崎中学校 伊方町三崎908 まさ土等 330 18 日崎海水浴場 宇和島市日振島 アスファルト等

270 3 伊方町民グラウンド 伊方町川永田乙43番地 まさ土等 331 19 水荷浦（みずがうら）公園 宇和島市遊子2323-2 草地

271 4 名取トンネル入口 伊方町名取 アスファルト等 332 20 嘉島（かしま）ヘリポート 宇和島市嘉島 アスファルト等

272 5 大久（おおく）展望台 伊方町大久 アスファルト等 333 1 奈良川河川敷 鬼北町近永　奈良川河川敷 草地・芝生等

273 6 串（くし）漁港 伊方町串 アスファルト等 334 2 鬼北総合公園 鬼北町永野市1290-1 まさ土等

274 7 はなはな横駐車場 伊方町三崎 まさ土等 335 3 日吉農村広場 鬼北町上鍵山734 まさ土等

275 8 れすとらん風車駐車場 伊方町三机 アスファルト等 336 4 愛治小学校 鬼北町大字清水351 まさ土等

276 9 狩浜漁港 伊方町塩成 アスファルト等 337 5 三島小学校 鬼北町大字延川43－1 まさ土等

277 10 大成（おおなる）漁港 伊方町大成 アスファルト等 338 6 川口集会所 鬼北町大字父野川 草地等

278 11 豊之浦漁港 伊方町豊之浦 アスファルト等 339 1 松野豊岡ヘリポート 松野町大字豊岡4606番地 アスファルト等

279 12 佐田岬斎場 伊方町神崎2183−4 アスファルト等 340 2 松野南小学校 松野町大字豊岡1460番地 まさ土等

280 13 瀬戸中学校 伊方町三机乙３３０５−１ まさ土等 341 1 僧都川（そうずがわ）河川敷 愛南町城辺甲2433-1番地先 草地・芝生等

281 14 伊方発電所ビジターズハウス下場外離着陸場 伊方町九町字コチワキ３番耕地２４２ アスファルト等 342 2 城辺（じょうへん）球技場 愛南町蓮乗寺298-1 草地・芝生等

282 15 三崎保健福祉センター横埋立地 西宇和郡伊方町三崎1700番地31 アスファルト等 343 3 僧都川（そうずがわ）右岸河川敷 愛南町城辺乙509番地先 アスファルト等

283 16 若築建設株式会社荷上場 伊方町三机乙3003-4 アスファルト等 344 4 福浦埋立地 愛南町福浦981-2 アスファルト等

284 17 三机JA横荷上場 伊方町 三机JA横荷上場 まさ土等 345 5 内海運動公園グラウンド 愛南町柏366 まさ土等

285 18 三崎高浦荷上場 伊方町 三崎高浦荷上場 まさ土等 346 6 第３号南レク都市公園多目的広場 愛南町蓮乗寺295 まさ土等

286 19 足成漁港荷上場 伊方町 足成漁港荷上場 アスファルト等 347 7 組合立篠山小学校 愛南町正木1276 まさ土等

287 20 二名津漁港荷上場 伊方町 二名津漁港荷上場 アスファルト等 348 8 旧魚神山（ながみやま）小学校 愛南町魚神山202 まさ土等

288 21 旧二見小学校グラウンド 伊方町二見甲1060-6 草地等 349 9 旧菊川小学校（廃校） 愛南町御荘菊川1157 まさ土等

289 1 朝立（あさだつ）２区埋立地 西予市三瓶町朝立 アスファルト等 350 10 旧西海（にしうみ）中学校（廃校） 愛南町船越1番地 まさ土等

290 2 宇和運動公園陸上競技場 西予市宇和町卯之町３丁目517番地 まさ土等 351 11 あけぼのグラウンド下駐車場 愛南町増田5459-1 まさ土等

291 3 あけはまオートキャンプ場多目的グランド 西予市明浜町高山甲461-1番地 草地・芝生等 352 12 僧都（そうず）小学校 愛南町僧都262 まさ土等

292 4 野村球場 西予市野村町野村13号366番地 まさ土等 353 13 大浜製氷倉庫付近 愛南町中浦468-1、469 アスファルト等

293 5 城川運動公園 西予市城川町土居30-2 まさ土等 354 14 旧中浦小学校 愛南町中浦 まさ土等

294 6 歴博場外 西予市宇和町明石256－2 草地・芝生等 355 1 宿毛（すくも）新港 高知県宿毛市新港 まさ土等

295 7 明浜（あけはま）運動場 西予市明浜町俵津9番耕地316 まさ土等 356 2 つの（駄馬（だば）） 高知県津野町白石字子草山甲 アスファルト等

296 8 狩江地区グラウンド 西予市明浜町狩浜2番耕地1350 まさ土等 357 3 高野（たかの） 高知県津野町北川6565 アスファルト等

297 9 宇和球場 西予市宇和町卯之町五丁目118番地 まさ土等 358 4 大渡（おおと）ダム 高知県仁淀川町高瀬3870-1 アスファルト等

298 10 大野ヶ原小学校 西予市野村町大野ヶ原217 まさ土等 359 1 財田川（さいたかわ）観音寺 香川県観音寺市流岡475 アスファルト等

299 11 野村惣財区地区グラウンド 西予市野村町平野23 まさ土等 360 2 萩の丘 香川県観音寺市大野原町丸井1988 芝・草地

300 12 野村貝吹地区グラウンド 西予市野村町鎌田613番地1 まさ土等 361 3 和田浜 香川県観音寺市豊浜町和田浜1531-28 まさ土等

301 13 野村横林地区グラウンド 西予市野村町予子林5557番地1 まさ土等
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