
番号 ランデブーポイント登録名 所在地

1 高崎へリポート 高崎市八千代町

2 下豊岡運動広場（別名：烏川緑地公園） 高崎市下豊岡町

3 倉賀野緑地 高崎市倉賀野町

4 中央グランド陸上競技場 高崎市上里見町

5 上室田芝グランド 高崎市上室田町

6 箕郷中央公園（ふれあい公園） 高崎市箕郷町西明屋

7 箕郷町総合運動公園 高崎市箕郷町生原

8 群馬総合運動場 高崎市足門町

9 倉渕グランド 高崎市倉渕町岩氷

10 第１区青少年広場 高崎市倉渕町三ノ倉

11 新町第２小学校 高崎市新町

12 烏川運動場 高崎市新町

13 ひさよし緑地公園グランド 安中市中宿

14 五料運動場 安中市五料

15 西毛運動公園陸上競技場 安中市中宿

16 細野スポーツ広場 安中市松井田町上増田

17 新町鉄南総合運動場 埼玉県上里町

18 上信越自動車道横川ＳＡ （上り） 長野県辰野長横川

19 高崎市立中尾中学校 高崎市中尾町

20 高崎市立八幡小学校 高崎市八幡町

21 高崎市立八幡中学校 高崎市八幡町

22 鼻高運動場 高崎市鼻高町

23 高崎市立鼻高小学校 高崎市鼻高町

24 笛吹運動公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 高崎市上豊岡町

25 高崎市立倉渕中学校 高崎市倉渕町岩氷

26 高崎市立倉渕小学校 高崎市倉渕町権田

27 くらぶち英語村 高崎市倉渕町川浦

28 高崎市立国府小学校 高崎市後疋間町

29 高崎市立堤ヶ岡小学校 高崎市棟高町

30 高崎市立上郊小学校 高崎市保渡田町

31 榛名湖多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 高崎市榛名湖町

32 郷原さとのはら公園野球場 安中市郷原

33 安中市立第二中学校 安中市原市

34 中野谷すみれが丘公園野球場 安中市鷺宮

35 小日向農村広場 安中市小日向

36 松井田文化会館いこいの広場 安中市松井田町新堀

37 西横野多目的広場 安中市松井田町二軒在家

38 中室田小学校 高崎市中室田町

39 久留馬小学校 高崎市高浜町

40 榛名高等学校 高崎市下室田町

41 エコール南側芝生広場 高崎市上里見町

42 下室田小学校 高崎市下室田町

43 里見小学校 高崎市上里見町

44 宮沢小学校 高崎市宮沢町

45 金井原野球場 高崎市宮沢町

46 上室田小学校 高崎市上室田町

47 下里見小学校 高崎市下里見町

48 本郷スポーツ広場 高崎市本郷町
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49 ふるや広場 安中市古屋

50 みさと梅公園（善地） 高崎市箕郷町善地

51 みねはら公園 高崎市箕郷町生原

52 群馬県立農林大学校グラウンド 高崎市箕郷町西明屋

53 みさと芝桜公園 高崎市箕郷町松之沢

54 岩鼻小学校第二グラウンド 高崎市台新田町

55 流通センター運動広場 高崎市大類町

56 南八幡中学校グラウンド 高崎市山名町

57 大類中学校グラウンド 高崎市大類町

58 高南中学校 高崎市上滝町

59 高崎市立新高尾小学校 高崎市日高町

60 秋間みのりが丘パノラマパーク 安中市秋間みのりが丘

61 群馬総合運動場　ミニ広場 高崎市足門町

62 町屋橋運動広場 高崎市沖町

63 群馬県立高崎商業高等学校 高崎市東貝沢町

64 高崎市立桜山小学校 高崎市棟高町



65 群馬県立中央中等教育学校 前橋市川曲町

66 榛名中学校校外グランド 高崎市上里見町

67 大山チェーンベース 安中市松井田町西野牧

68 金古運動広場 高崎市金古町

69 京ヶ島小学校 高崎市京目町

70 あかしや食堂 安中市松井田町入山

71 碓氷軽井沢ＩＣチェーンベース 安中市松井田町西野牧

72 香坂チェーンベース 長野県佐久市香坂

73 高崎市民活動センター 高崎市足門町

74 農業会館南グランド 高崎市菊地町

75 城南運動場 高崎市下和田町

76 中川小学校 高崎市小八木町

77 長野郷中学校 高崎市上小塙町

78 塚沢小学校 高崎市飯玉町

79 浜川競技場サブグランド 高崎市浜川町

80 北部小学校 高崎市小塙町

81 問屋町中央公園 高崎市問屋町

82 六郷小学校 高崎市筑縄町

83 正観寺児童公園 高崎市正観寺町

84 高崎経済大学付属高等学校 高崎市浜川町

85 高崎問屋町球場 高崎市問屋町

86 高崎女子高等学校 高崎市稲荷町

87 高崎経済大学グランド 高崎市上並榎町

88 上並榎運動広場 高崎市上並榎町

89 長野小学校 高崎市南新波町

90 北三公園 高崎市緑町

91 六郷公園 高崎市下小鳥町

92 大八木公園グランド 高崎市大八木町

93 県立榛名公園　松之沢グラウンド 高崎市榛名湖町

94 高崎経済大学陸上競技場 高崎市上豊岡町

95 上並榎庭球場　多目的広場 高崎市上並榎町

96 片岡中学校 高崎市片岡町

97 高崎高校グランド 高崎市八千代町

98 上武大学総合グランド 高崎市新町

99 高崎市南部野球場 藤岡市森新田

100 高崎産業技術専門校 高崎市山名町

101 高崎東高等学校グラウンド 高崎市元島名町

102 高崎工業高校 高崎市江木町

103 太陽誘電八幡原工場グラウンド 高崎市八幡原町

104 市営大駐車場(榛名神社） 高崎市榛名山町

105 阿久津水処理センター多目的グラウンド 高崎市阿久津町

106 高崎商科大学グラウンド 高崎市根小屋町

107 城山中央公園 高崎市城山町

108 大利根運動広場 高崎市萩原町

109 旧坂本小学校 安中市松井田町坂本

110 榛名中央グランドソフトボール場 高崎市上里見町

111 松井田南中学校 安中市松井田町八城

112 オリヒロプランデュ株式会社 高崎市綿貫町

113 下之城公園 高崎市下之城町

114 新町中学校 高崎市新町

115 群馬コンベンションセンター 高崎市岩押町
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