
　　　【埼玉県　農業用ため池データベース】

届出対象 届出年月日 特定農業用
ため池

指定年月日

1 野戸池 のといけ 川越市 大字笠幡 野戸池水利組合 川越市 0.8 72 7

2 宮沢ため池 みやざわためいけ 飯能市 大字宮沢字栗島　他 飯能市 飯能市 19 240 879 ○ ○

3 鯉ヶ久保池 こいがくぼいけ 飯能市 大字芦苅場 飯能市 飯能市 4 75 33 ○ ○

4 仙女ｹ池 せんじょがいけ 日高市 大字女影字千町ｹ谷 日高市 日高市 4.8 88 32 ○ ○

5 諏訪池 すわいけ 日高市 大字女影字諏訪前 日高市 日高市 3.5 50 5

6 鎌北湖 かまきたこ 入間郡毛呂山町 大字大谷木字大下 入間第一用水土地改良区 入間第一用水土地改良区 22.6 84 300 ○ ○

7 箕和田湖 みのわだこ 入間郡毛呂山町 大字箕和田字北山 箕和田用水土地改良区 箕和田用水土地改良区 10.3 88 57 ○ ○ ○ 令和元年8月27日 ○ 令和2年5月26日

8 学頭沼 がくどうぬま 入間郡越生町 鹿下字猪ヶ谷２８ 越生町 越生町 5.2 74 35 ○ ○

9 大亀沼 おおがめぬま 入間郡越生町 大谷字大亀１５１ 越生町 越生町 4.5 83 21

10 弁天沼 べんてんぬま 入間郡越生町 西和田字榎戸７３ 越生町 越生町 2.7 41 9 ○ ○

11 山田の沼池 やまだのぬまいけ 入間郡越生町 大字西和田字水穴 越生町 越生町 2.5 28 2 ○ ○

12 北ヶ谷戸沼池 きたがやとぬまいけ 入間郡越生町 大字西和田字北ヶ谷戸 越生町 越生町 2.3 28 3 ○ ○

13 叺ヶ谷戸沼池 かまがやとぬまいけ 入間郡越生町 大字大谷字叺ヶ谷戸 越生町 越生町 0.3 2 2

14 外出沼池 そとでぬまいけ 入間郡越生町 大谷字外出２６５ 越生町 越生町 2.8 16 2

15 渋岡下沼池 しぶおかしもぬまいけ 入間郡越生町 大谷字渋岡８１３ 越生町 越生町 3.7 26 5

16 渋岡上沼池 しぶおかかみぬまいけ 入間郡越生町 大谷字渋岡８４２ 越生町 越生町 3.5 21 4

17 谷田上沼池 やつだかみぬまいけ 入間郡越生町 大谷字谷田 越生町 越生町 3.6 20 4 ○ ○

18 谷田下沼池 やつだしもぬまいけ 入間郡越生町 大谷字谷田１４１ 越生町 越生町 3.3 23 3 ○ ○

19 高砂沼池 たかさごぬまいけ 入間郡越生町 大谷字高砂１５３ 越生町 越生町 3.2 28 5

20 薬師堂沼 やくしどうぬま 東松山市 大字大谷字東谷４６４９ 新屋敷自治会 東松山市 3.9 36 10

21 新沼 しんぬま 東松山市 大字大谷字東谷４６６１ 東松山市 東松山市 4.3 43 3

22 十五谷沼（下沼） じゅうごやつぬま 東松山市 大字大谷東谷４５９０ 新屋敷自治会 東松山市 2.5 60 2

23 二ツ沼（下沼） ふたつぬま 東松山市 大字大谷字新光谷４３４３ 新光谷水利組合 東松山市 2.9 55 2

24 二ツ沼（上沼） ふたつぬま 東松山市 大字大谷字新光谷４３４２ 新光谷水利組合 東松山市 2.7 37 1

25 雷電下沼 らいでんしもぬま 東松山市 大字大谷字新光谷４３３６ 新光谷水利組合 東松山市 2.4 67 2

26 天皇沼（水穴） てんのうぬま 東松山市 大字大谷字水穴３７７０ 水穴水利組合 東松山市 2.6 62 4

27 岡沼 おかぬま 東松山市 大字岡字前谷２０６ 大岡北部水利組合 東松山市 2 110 4

28 亀ノ甲沼 かめのこうぬま 東松山市 大字大谷字亀ノ甲３０８９ 東松山市 東松山市 2.7 45 4

29 天皇沼（原山） てんのうぬま 東松山市 大字東平字原山１９８３ 東松山市 東松山市 2.5 73 8

30 長戸呂沼 ながとろぬま 東松山市 大字東平字長戸呂１６６４ 長戸呂沼水利組合 東松山市 2.9 84 15

31 八反沼 はったんぬま 東松山市 大字大谷字長坂６２６８ 大岡第一土地改良区 東松山市 3.2 110 5

32 下沼 しもぬま 東松山市 大字大谷字長坂３５２１ 大岡第一土地改良区 東松山市 2.7 30 1

33 中沼 なかぬま 東松山市 大字大谷字長坂３５１３ 大岡第一土地改良区 東松山市 3.7 51 3

34 芳沼 よしぬま 東松山市 大字大谷字長坂３５１５ 大岡第一土地改良区 東松山市 2.1 31 2

35 新沼（長坂） しんぬま 東松山市 大字大谷字長坂３４５９ 大岡第一土地改良区 東松山市 1.7 40 1

36 寺沼 てらぬま 東松山市 大字大谷字扇ヶ谷３８７ 大岡第一土地改良区 東松山市 5.2 44 5 ○ ○

37 片岡沼 かたおかぬま 東松山市 大字大谷字片岡４６１ 大岡第一土地改良区 東松山市 1.9 30 1

38 串引沼 くしひきぬま 東松山市 大字大谷字串引３５６ 大岡第一土地改良区 東松山市 5.2 135 30

39 二ツ沼（下沼） ふたつぬま 東松山市 大字大谷字一の坪７７ 大岡第一土地改良区 東松山市 1.3 47 1

40 二ツ沼（上沼） ふたつぬま 東松山市 大字大谷字一の坪７８ 大岡第一土地改良区 東松山市 2 54 2

41 一の坪沼 いちのつぼぬま 東松山市 大字大谷字一の坪３９ 大岡第一土地改良区 東松山市 2.4 89 8

42 蓮沼 はすぬま 東松山市 大字大谷字主膳寺１９３ 大岡第一土地改良区 東松山市 3.7 65 4

43 古竹沼 こたけぬま 東松山市 大字大谷字梅ヶ谷６４６ 大岡第一土地改良区 東松山市 2.2 39 2

44 梅ヶ谷沼 うめがたにぬま 東松山市 大字大谷字梅ヶ谷６５７ 大岡第一土地改良区 東松山市 5.1 53 11

45 久文沼 きゅうもんぬま 東松山市 大字大谷字梅ヶ谷６６８ 大岡第一土地改良区 東松山市 2 33 2

46 須ヶ谷沼 すがやつぬま 東松山市 大字大谷字須ヶ谷６０７ 大岡第一土地改良区 東松山市 3.5 44 7

47 吉ヶ谷沼 よしがたにぬま 東松山市 大字大谷字吉ヶ谷２５３３ 大岡第一土地改良区 東松山市 2.9 43 2

48 立出沼 たてだしぬま 東松山市 大字大谷字立出２４７２ 大岡第一土地改良区 東松山市 3.6 46 7

49 明善谷沼 みょうぜんやつぬま 東松山市 大字大谷字明善谷２２４４ 大岡第一土地改良区 東松山市 4.1 70 6

50 新沼（北野） しんぬま 東松山市 大字野田字北野３２０ 野田水利組合 東松山市 1.2 155 2

51 梶久保沼（小沼） かじくぼぬま 東松山市 大字大谷字野田１１３７ 梶久保沼水利組合 東松山市 2.7 68 4 ○ ○

52 梶久保沼（大沼） かじくぼぬま 東松山市 大字大谷字野田１１５２ 梶久保沼水利組合 東松山市 4.3 57 9 ○ ○

53 鴻ノ面沼 こうのめんぬま 東松山市 大字大谷字鴻ノ面８０６ 鴻ノ面沼水利組合 東松山市 3.8 85 14

54 西明寺沼 さいみょうじぬま 東松山市 大字野田字北野２９８ 野田水利組合 東松山市 4.4 89 16

55 七ツ沼（一号沼） ななつぬま 東松山市 大字上唐子字沼端１６６５ 上唐子水利組合 東松山市 4.5 61 5 ○ ○

56 七ツ沼（二号沼） ななつぬま 東松山市 大字上唐子字沼端１６６７ 上唐子水利組合 東松山市 4 48 8 ○ ○

57 七ツ沼（四号沼） ななつぬま 東松山市 大字上唐子字沼端１６４５ 上唐子水利組合 東松山市 2.8 35 2 ○ ○

58 七ツ沼（五号沼） ななつぬま 東松山市 大字上唐子字沼端１６４４ 上唐子水利組合 東松山市 2.5 23 3 ○ ○

59 七ツ沼（六号沼） ななつぬま 東松山市 大字上唐子字沼端１６４１ 上唐子水利組合 東松山市 2.8 37 1 ○ ○

60 藤井沢沼 ふじいさわぬま 東松山市 大字岩殿字青木の入１３１５ 岩殿自治会 東松山市 2.6 67 3

61 入山沼 いりやまぬま 東松山市 大字岩殿字入山１３９５ 岩殿自治会 東松山市 4.3 36 3

62 上沼 かみぬま 東松山市 本町一丁目４３３８－１ 上沼下水利組合 東松山市 2.5 60 20

63 城ヶ谷沼 じょうがやつぬま 東松山市 大字大谷字中内出3453 大岡第一土地改良区 東松山市 3 50 4

64 八幡沼 はちまんぬま 東松山市 大字石橋字若宮前40 唐子東部水利組合 東松山市 2.5 52 2

65 甲木沼 かぶきぬま 東松山市 大字大谷字甲木3155 大岡第一土地改良区 東松山市 1.7 19 1

66 庚塚沼 かねづかぬま 東松山市 大字大谷字庚塚2461 大岡第一土地改良区 東松山市 2.5 28 2

67 新谷沼 しんやつぬま 東松山市 大字大谷字中内出３４５０ 大岡第一土地改良区 東松山市 3.9 27 2

68 灰山沼 はいやまぬま 東松山市 大字大谷字灰山1795-1 灰山沼水利組合 東松山市 1.5 37 2

69 笹山沼 ささやまぬま 東松山市 大字大谷字笹山1880 笹山沼水利組合 東松山市 2.9 33 2

70 南新井沼 みなみあらいぬま 東松山市 大字岩殿字南新井６１０ 望月自治会 東松山市 4.8 62 3

71 末田沼 ばちだぬま 東松山市 大字大谷字笹山１９９０－１ 末田沼水利組合 東松山市 2.1 67 1

72 皿型沼 さらがたぬま 比企郡滑川町 大字福田字腰巻４１２ 滑川町 滑川町 2.9 61 2

73 笹沼 ささぬま 比企郡滑川町 大字福田字千代鹿山1393 滑川町 滑川町 5.5 54 2 ○ ○

74 下沼池 しもぬまいけ 比企郡滑川町 大字福田字糟沢1073 滑川町 国 5.2 87 3

75 新沼 しんぬま 比企郡滑川町 大字福田字糟沢1074 滑川町 国 3.8 42 3

76 長沼 ながぬま 比企郡滑川町 大字福田字糟沢1090 滑川町 国 4.8 39 7

77 城口沼 しろぐちぬま 比企郡滑川町 大字福田字糟沢1118 滑川町 国 5.3 32 2

78 鼻田沼 はなだぬま 比企郡滑川町 大字福田字小性前1406 滑川町 滑川町 5 47 2

79 甚太沼 じんたぬま 比企郡滑川町 大字福田字西ｹ谷戸1610 滑川町 滑川町 4.2 46 6 ○ ○

80 大沼 おおぬま 比企郡滑川町 大字福田字大沼1747 滑川町 滑川町 7.2 28 19 ○ ○

81 長沼 ながぬま 比企郡滑川町 大字福田字中山1867 滑川町 滑川町 4.4 48 7

82 西沼 にしぬま 比企郡滑川町 大字福田字中山1870 滑川町 滑川町 5.3 70 3

83 新沼 しんぬま 比企郡滑川町 大字福田字中山1883 滑川町 滑川町 5.5 80 11

84 山城沼 やましろぬま 比企郡滑川町 大字福田字中山1897 滑川町 滑川町 4.1 53 9

85 栗谷沼 くりやぬま 比企郡滑川町 大字福田字栗谷2533 滑川町 国 4.5 45 4

86 分山沼 ぶんやまぬま 比企郡滑川町 大字福田字分山谷2560 滑川町 国 9.9 56 2

87 蓮沼（下沼） はすぬま（しもぬま） 比企郡滑川町 大字福田字上中郷1710 滑川町 滑川町 5 57 3 ○ ○

88 鳥井沼（下） とりいぬま（しも） 比企郡滑川町 大字福田字椿山2124 滑川町 滑川町 4 52 3 ○ ○

89 土井城入沼（下沼） どいじょういりぬま（しもぬま） 比企郡滑川町 大字福田字馬場裏2139 滑川町 滑川町 4.9 55 8 ○ ○

90 南谷沼（下） みなみやつぬま（しも） 比企郡滑川町 大字福田字小川谷山2688 滑川町 滑川町 5.3 46 2

91 耕作沼 こうさくぬま 比企郡滑川町 大字福田字耕作2861 滑川町 滑川町 3.9 46 3 ○ ○

92 がっき沼 がっきぬま 比企郡滑川町 大字福田字亀ケ入3074 滑川町 国 2 48 1 ○ ○

93 亀ヶ入沼 かめがいりぬま 比企郡滑川町 大字福田字亀ヶ入3112 滑川町 滑川町 4.5 57 4 ○ ○

94 南在家沼 みなみざいけぬま 比企郡滑川町 大字福田字南在家3416 滑川町 滑川町 4.2 41 2

95 宮入り沼 みやいりぬま 比企郡滑川町 大字福田字中在家3436 滑川町 滑川町 5.4 56 7

96 谷在家沼 やつざいけぬま 比企郡滑川町 大字福田字湯谷山3450 滑川町 滑川町 4 53 6

97 笠沼 かさぬま 比企郡滑川町 大字福田字上湯谷3505 滑川町 滑川町 4.6 76 4

98 大久保沼 おおくぼぬま 比企郡滑川町 大字福田字大久保3901 滑川町 滑川町 4 62 3

99 追山沼 おいやまぬま 比企郡滑川町 大字山田字追山123 滑川町 国 2.9 64 3 ○ ○

100 菖蒲沼 しょうぶぬま 比企郡滑川町 大字山田字菖蒲沼246 滑川町 滑川町 2.8 81 2

101 根肥下沼 ねごいしもぬま 比企郡滑川町 大字山田字根肥452 滑川町 滑川町 2.8 55 1

102 根肥上沼 ねごいかみぬま 比企郡滑川町 大字山田字根肥452 滑川町 滑川町 2.5 48 2

103 あざみくぼ沼 あざみくぼぬま 比企郡滑川町 大字山田字中山1053 滑川町 国 2.3 83 2

104 新井沼 あらいぬま 比企郡滑川町 大字山田字新井1246 滑川町 滑川町 4 62 5

105 蓮沼 はすぬま 比企郡滑川町 大字山田字前谷1610 滑川町 滑川町 6.6 48 2

106 御行沼 おぎょうぬま 比企郡滑川町 大字山田字追越1649 滑川町 滑川町 4.9 46 7

107 新沼 しんぬま 比企郡滑川町 大字山田字追越1650 滑川町 滑川町 2.8 69 4

108 谷沼 やつぬま 比企郡滑川町 大字山田字山王2396 滑川町 滑川町 4.5 65 15 ○ ○

109 伊藤谷沼（上） いとうやつぬま（かみ） 比企郡滑川町 大字土塩字伊藤谷2 滑川町 滑川町 3.8 31 2 ○ ○

110 伊藤谷沼（下） いとうやつぬま（しも） 比企郡滑川町 大字土塩字伊藤谷6 滑川町 滑川町 3 38 2 ○ ○

111 阿弥陀谷沼 あみだやつぬま 比企郡滑川町 大字土塩字阿弥陀谷130 滑川町 滑川町 3 117 3

112 蟹沢沼 かにさわぬま 比企郡滑川町 大字土塩字蟹沢342 滑川町 滑川町 3 35 2 ○ ○

113 殿谷沼 とのやつぬま 比企郡滑川町 大字土塩字殿山826 滑川町 国 2.1 33 1 ○ ○

114 小沼 こぬま 比企郡滑川町 大字土塩字弁財天898 滑川町 国 4.3 56 4

115 柳谷沼 やなぎやつぬま 比企郡滑川町 大字土塩字柳谷1186 滑川町 国 2.5 50 6

116 手柄沼 てべぬま 比企郡滑川町 大字土塩字金子935 滑川町 国 2.6 36 4

117 天神谷沼 てんじんやつぬま 比企郡滑川町 大字土塩字天神谷1171 滑川町 国 2.5 67 7

118 弁天沼 べんてんぬま 比企郡滑川町 大字管田字新沼谷５２ 滑川町 滑川町 3.2 87 4

119 中田沼（上） なかだぬま（かみ） 比企郡滑川町 大字和泉字後台589 滑川町 滑川町 3.1 34 2 ○ ○

120 中田沼（下） なかだぬま（しも） 比企郡滑川町 大字和泉字後台607 滑川町 滑川町 3.6 36 2 ○ ○

121 和泉下沼 いずみしもぬま 比企郡滑川町 大字和泉字船川690 滑川町 滑川町 2.9 56 4 ○ ○

122 吾平沼 ごへいぬま 比企郡滑川町 大字和泉字堀込1127 滑川町 滑川町 4.2 42 3
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123 谷沼 やつぬま 比企郡滑川町 大字和泉字牛ケ窪1295 滑川町 滑川町 4.3 54 4 ○ ○

124 下沼 しもぬま 比企郡滑川町 大字和泉字牛ケ窪1296 滑川町 滑川町 3.5 44 3 ○ ○

125 大入沼 おおいりぬま 比企郡滑川町 大字和泉字大入1425 滑川町 滑川町 5.4 46 2

126 猫沼 ねこぬま 比企郡滑川町 大字和泉字猫ケ谷1492 滑川町 滑川町 5.2 54 2

127 下沼 しもぬま 比企郡滑川町 大字中尾字下沼225 滑川町 滑川町 3.1 57 5

128 中沼 なかぬま 比企郡滑川町 大字中尾字荒井327-1 滑川町 滑川町 1.9 37 3 ○ ○

129 上沼 かみぬま 比企郡滑川町 大字中尾字荒井334 滑川町 滑川町 2.7 37 2 ○ ○

130 寺沼 てらぬま 比企郡滑川町 大字中尾字寺山817 滑川町 滑川町 0.9 36 2 ○ ○

131 柏木沼 かしわぎぬま 比企郡滑川町 大字中尾字柏木986 滑川町 滑川町 4 41 2 ○ ○

132 代田沼 だいだぬま 比企郡滑川町 大字中尾字横峯1176 株式会社アコーディアAH01 株式会社アコーディアAH01 7 51 2 ○ 令和元年12月6日

133 両頭庵沼（下） りょうとうあんぬま（しも） 比企郡滑川町 大字中尾字用戸庵1427 株式会社アコーディアAH01 株式会社アコーディアAH01 7.7 40 15 ○ ○ ○ 令和元年12月6日 ○ 令和2年5月26日

134 入沼 いりぬま 比企郡滑川町 大字中尾字入沼1526 滑川町 滑川町 4.8 50 2

135 二ツ沼 ふたつぬま 比企郡滑川町 大字中尾字二ツ沼1348 株式会社アコーディアAH01 株式会社アコーディアAH01 6.9 34 8 ○ 令和元年12月6日

136 大沼 おおぬま 比企郡滑川町 大字伊古字鍛冶谷951 滑川町 滑川町 5.5 31 7 ○ ○

137 台沼 だいぬま 比企郡滑川町 大字伊古字麓1030 滑川町 滑川町 3.5 64 4 ○ ○

138 神戸沼 ごうどぬま 比企郡滑川町 大字伊古字郷社前1426 滑川町 滑川町 5 65 34 ○ ○

139 谷沼 やつぬま 比企郡滑川町 大字伊古字郷社前1299 滑川町 滑川町 3.2 52 3

140 逆沼 さかさぬま 比企郡滑川町 大字伊古字柳沢1701 株式会社アコーディアAH01 株式会社アコーディアAH01 2.4 33 3 ○ 令和元年12月6日

141 新沼 しんぬま 比企郡滑川町 大字伊古字新沼谷1841 滑川町 滑川町 4.8 56 15 ○ ○

142 下沼 しもぬま 比企郡滑川町 大字水房字寺ノ台454 滑川町 滑川町 3.2 52 2 ○ ○

143 上沼 かみぬま 比企郡滑川町 大字水房字小山ノ台463 滑川町 滑川町 3.2 33 3 ○ ○

144 細沼（下） ほそぬま（しも） 比企郡滑川町 大字水房字柚谷530 株式会社アコーディアAH01 株式会社アコーディアAH01 2.7 27 3 ○ 令和元年12月6日

145 炭ガマ沼 すみがまぬま 比企郡滑川町 大字水房字炭竃685 滑川町 滑川町 2.9 25 1 ○ ○

146 悪太郎沼 あくたろうぬま 比企郡滑川町 大字水房字坂下811 株式会社アコーディアAH01 株式会社アコーディアAH01 6 46 5 ○ 令和元年12月6日

147 天神沼（下） てんじんぬま（しも） 比企郡滑川町 大字月輪字中道北771 滑川町 滑川町 3.5 90 2 ○ ○

148 高根沼（上） たかねぬま（かみ） 比企郡滑川町 大字月輪字高根824 滑川町 滑川町 2.3 32 5 ○ ○

149 八王子沼 はちおうじぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字山屋敷4320 滑川町 滑川町 4.1 40 2 ○ ○

150 五厘沼 ごりんぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字平沼下4525 滑川町 滑川町 4 26 6 ○ ○

151 上沼 かさぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字平裏4590 滑川町 滑川町 3.8 41 6 ○ ○

152 中沼 なかぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字平裏4616 滑川町 滑川町 4.6 52 6 ○ ○

153 金沼 きんぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字平裏4617 滑川町 滑川町 3.5 38 2 ○ ○

154 新沼 しんぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字平谷4652 滑川町 滑川町 4.8 50 2

155 大沼 おおぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字平谷4656 滑川町 滑川町 4.2 55 23

156 杉ノ谷沼 すぎのやつぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字平谷4693 滑川町 滑川町 3.4 30 3

157 ザルガヤ戸沼 ザルガヤとぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字不二塚4766 滑川町 滑川町 3 35 2

158 唐子沼 からこぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字唐子4935 滑川町 滑川町 2.7 34 1

159 下沼 しもぬま 比企郡滑川町 大字福田字大木裏471 滑川町 滑川町 2.7 44 2 ○ ○

160 紺屋前沼池 こんやまえぬまいけ 比企郡滑川町 大字福田字小川谷東2821 滑川町 国 4 22 1

161 吉沼池 よしぬまいけ 比企郡滑川町 大字和泉字畠中900 滑川町 滑川町 3.1 25 2 ○ ○

162 谷沼 やつぬま 比企郡滑川町 大字山田字谷1528 自然人 滑川町 1.9 24 1

163 西ノ谷沼 にしのやつぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字一天具4409 滑川町 滑川町 2.5 38 1

164 土用在家沼 どようざいけぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字狸塚4818 滑川町 滑川町 5.2 45 3 ○ ○

165 梅ヶ入沼 うめがいりぬま 比企郡滑川町 大字福田字円正寺3965 滑川町 滑川町 3.6 50 2

166 権現沼 ごんげんぬま 比企郡滑川町 大字中尾字清水449 滑川町 滑川町 3.9 34 1

167 山田大沼下池 やまだおおぬましもいけ 比企郡滑川町 大字山田字大沼712 滑川町 国 6 88 34 ○ ○

168 山田大沼上池 やまだおおぬまかみいけ 比企郡滑川町 大字山田字大沼708 滑川町 国 3 71 50 ○ ○

169 寺沼（上） てらぬま(かみ) 比企郡滑川町 大字福田字寺沼1204 滑川町 滑川町 2.3 37 2

170 新沼 しんぬま 比企郡滑川町 大字福田字千代鹿山1381 滑川町 滑川町 2.1 36 2 ○ ○

171 蓮沼（上沼） はすぬま（かみぬま） 比企郡滑川町 大字福田字中郷1710 滑川町 滑川町 4 23 2 ○ ○

172 金子沼 かねこぬま 比企郡滑川町 大字福田字上中郷1718 滑川町 滑川町 2.3 59 1

173 分山上沼 ぶんやまかみぬま 比企郡滑川町 大字福田字分山谷2556 滑川町 国 2.5 30 2

174 大沼 おおぬま 比企郡滑川町 大字土塩字弁財天900 滑川町 国 4.8 37 3

175 南壁沼 みなみかべぬま 比企郡滑川町 大字土塩字弁財天901 滑川町 国 2.2 25 1

176 泥沼 どろぬま 比企郡滑川町 大字土塩字植木山929 滑川町 国 2.4 25 1

177 高根沼（下） たかねぬま（しも） 比企郡滑川町 大字月輪字高根８０７ 滑川町 滑川町 4.5 38 1 ○ ○

178 八王寺沼（上） はちおうじぬま（かみ） 比企郡滑川町 大字羽尾字山屋敷4328 滑川町 滑川町 3 17 1 ○ ○

179 高屋敷沼 たかやしきぬま 比企郡滑川町 大字羽尾字西表4463-1 滑川町 滑川町 4.1 22 1 ○ ○

180 和泉中沼 いずみなかぬま 比企郡滑川町 大字和泉字船川698-1 滑川町 滑川町 5.7 56 7 ○ ○

181 神山沼 かみやまぬま 比企郡嵐山町 大字古里字神山1165 嵐山町 嵐山町 2.6 38 4

182 柏木沼 かしわぎぬま 比企郡嵐山町 大字古里字蟹沢1708 嵐山町 嵐山町 4.6 68 20 ○ ○

183 薮谷沼上沼 やぶやつぬまかみぬま 比企郡嵐山町 大字古里字薮谷702 嵐山町 嵐山町 3.2 27 3 ○ ○

184 薮谷沼 やぶやつぬま 比企郡嵐山町 大字古里字薮谷705 嵐山町 嵐山町 4.9 100 14 ○ ○

185 駒込沼 こまごめぬま 比企郡嵐山町 大字古里字駒込230-2 嵐山町 嵐山町 4.5 40 6 ○ ○

186 三反田沼 さんだんだぬま 比企郡嵐山町 大字吉田字三反田560 嵐山町 嵐山町 5.8 80 24 ○ ○

187 二階沼 にかいぬま 比企郡嵐山町 大字吉田字高山2429-1 嵐山町 嵐山町 4 32 2 ○ ○

188 新沼 しんぬま 比企郡嵐山町 大字吉田字大谷2323-1 嵐山町 埼玉県 3.1 42 13 ○ ○

189 池ノ谷沼 いけのやぬま 比企郡嵐山町 大字吉田字池之谷2227-1 嵐山町 嵐山町 3 48 14

190 五反田沼 ごたんだぬま 比企郡嵐山町 大字吉田字天神台2094 嵐山町 嵐山町 4.7 49 17

191 池田沼 いけだぬま 比企郡嵐山町 大字吉田字前谷1375 嵐山町 嵐山町 4.8 41 6 ○ ○

192 谷戸沼 やとぬま 比企郡嵐山町 大字吉田字宝蔵谷1552 嵐山町 嵐山町 4.3 44 6 ○ ○

193 鍋谷沼 なべやつぬま 比企郡嵐山町 大字吉田字鍋谷1773 嵐山町 嵐山町 6.4 40 11 ○ ○

194 三ッ沼（上沼） みつぬま（かみぬま） 比企郡嵐山町 大字越畑字三田堂2042-3 嵐山町 嵐山町 6.9 49 5

195 三ッ沼（下沼） みつぬま（しもぬま） 比企郡嵐山町 大字越畑字三田堂2044-2 嵐山町 嵐山町 3.1 38 5

196 川後岩沼 かわごいわぬま 比企郡嵐山町 大字越畑字川後岩1812 嵐山町 嵐山町 4.1 37 17 ○ ○

197 川後小沼 かわごこぬま 比企郡嵐山町 大字越畑字花火原1829 嵐山町 嵐山町 3.6 24 3

198 十三間沼 じゅうさんげんぬま 比企郡嵐山町 大字越畑字十三間1840 嵐山町 嵐山町 5.9 50 15 ○ ○

199 相模沼 さがみぬま 比企郡嵐山町 大字越畑字相模572-1 嵐山町 嵐山町 3.2 48 8 ○ ○

200 大木入沼 おおぎいりぬま 比企郡嵐山町 大字越畑字大木入270-1 嵐山町 嵐山町 4.2 59 1

201 打越沼下 うちこしぬましも 比企郡嵐山町 大字杉山字打越12 嵐山町 嵐山町 4.1 39 3

202 杢ノ入沼 もくのいりぬま 比企郡嵐山町 大字杉山字杢ノ入107-1 嵐山町 嵐山町 3.3 27 1 ○ ○

203 池ノ頭沼 いけのかしらぬま 比企郡嵐山町 大字勝田字池ノ頭619 嵐山町 嵐山町 2.2 19 1

204 花見台第一調整池 はなみだいだいいちちょうせいち 比企郡嵐山町 花見台1-17 嵐山町 嵐山町 6 123 14 ○ ○

205 石倉沼（谷沼） いしくらぬま（たにぬま） 比企郡嵐山町 大字広野字石倉315 嵐山町 嵐山町 4.5 24 4 ○ ○

206 石倉沼（トバ沼） いしくらぬま（トバぬま） 比企郡嵐山町 大字広野字石倉323-2 嵐山町 嵐山町 2.9 28 2 ○ ○

207 弁天沼 べんてんぬま 比企郡嵐山町 大字広野字大野田749 嵐山町 嵐山町 3.7 62 4

208 天ヶ谷沼 あまがやぬま 比企郡嵐山町 大字広野字深谷909-1 嵐山町 嵐山町 2.1 41 1

209 扇沼 おおぎぬま 比企郡嵐山町 大字広野字金皿1205 嵐山町 嵐山町 2.6 79 9 ○ ○

210 三ツ沼（下沼） みつぬま（しもぬま） 比企郡嵐山町 大字太郎丸字申441 嵐山町 嵐山町 9.3 8 20

211 馬喰沼 ばくいぬま 比企郡嵐山町 大字太郎丸字辰319 嵐山町 嵐山町 3.6 56 4

212 寺沼 てらぬま 比企郡嵐山町 大字志賀字西町裏1160 嵐山町 嵐山町 3 30 2 ○ ○

213 池ノ入沼 いけのいりぬま 比企郡嵐山町 大字志賀字池ノ入1704 嵐山町 嵐山町 3.4 33 2

214 水境上沼 みずさかいかみぬま 比企郡嵐山町 大字志賀字亀水1858 嵐山町 嵐山町 5.1 65 2 ○ ○

215 蓮沼 はすぬま 比企郡嵐山町 大字千手字明神前615-1 嵐山町 嵐山町 4.2 59 7 ○ ○

216 諏訪沼（上沼） すわぬま（かみぬま） 比企郡嵐山町 大字志賀字諏訪ﾉ入1645 嵐山町 嵐山町 4 28 5 ○ ○

217 諏訪沼（下沼） すわぬま（しもぬま） 比企郡嵐山町 大字志賀字諏訪ﾉ入1639 嵐山町 嵐山町 4.2 42 15 ○ ○

218 水境下沼 みずさかいしもぬま 比企郡嵐山町 大字志賀字亀水1859 嵐山町 嵐山町 3.3 60 10 ○ ○

219 花見台第二調整池 はなみだいだいにちょうせいち 比企郡嵐山町 花見台1-20 嵐山町 嵐山町 8.2 66 16 ○ ○

220 花見台第三調整池 はなみだいだいさんちょうせいち 比企郡嵐山町 花見台1-1 嵐山町 嵐山町 6.1 181 121 ○ ○

221 岩根沢沼 いわねさわぬま 比企郡嵐山町 大字古里字岩根沢322 嵐山町 嵐山町 3 40 4 ○ ○

222 矢平田沼 やへいだぬま 比企郡小川町 西古里字矢平田谷75１ 小川町 小川町 3.4 61 2 ○ ○

223 奈良梨新沼（上） ならなししんぬま（かみ） 比企郡小川町 大字奈良梨字大谷315-1 小川町 小川町 4.9 27 1 ○ ○

224 奈良梨新沼（下） ならなししんぬま（しも） 比企郡小川町 大字奈良梨字大谷315-1 小川町 小川町 6.4 30 6 ○ ○

225 深田谷沼 ふかだやつぬま 比企郡小川町 大字高見字深田谷909 小川町 小川町 3.4 50 1

226 前峯沼 まえみねぬま 比企郡小川町 大字高見字山ノ神508 小川町 小川町 2.2 28 1

227 新田沼 しんでんぬま 比企郡小川町 大字能増字新田749 小川町 小川町 3.3 48 2

228 足り沼（中） たりぬま（なか） 比企郡小川町 大字能増字足り706 小川町 小川町 3.3 33 1

229 足り沼（下） たりぬま（しも） 比企郡小川町 大字能増字足り689 小川町 小川町 3.4 49 6

230 一の字沼 いちのじぬま 比企郡小川町 大字高谷字関下2836 小川町 小川町 5 88 8 ○ ○

231 高谷天神沼 こうやてんじんぬま 比企郡小川町 大字高谷字天神谷391 小川町 小川町 6.8 53 9 ○ ○

232 濁沼（上） にごりぬま（かみ） 比企郡小川町 大字高谷字蟹山725 小川町 小川町 1.9 28 2 ○ ○

233 濁沼（下） にごりぬま（しも） 比企郡小川町 大字上横田字濁沼855 小川町 小川町 3.8 55 4 ○ ○

234 中高谷新沼 なかこうやしんぬま 比企郡小川町 大字高谷字別所466-1 小川町 小川町 9.7 97 23 ○ ○

235 池田沼 いけだぬま 比企郡小川町 大字高谷字池田496 小川町 小川町 4.1 45 2

236 山田入沼 やまだいりぬま 比企郡小川町 大字高谷字山田入894 小川町 小川町 4.1 32 1

237 鬼ヶ谷津沼 おにがやつぬま 比企郡小川町 大字高谷字西鬼ヶ谷929 小川町 小川町 3.6 34 3

238 上横田大沼 かみよこたおおぬま 比企郡小川町 大字上横田字山田谷1333 小川町 小川町 6.5 65 21 ○ ○

239 上横田中沼 かみよこたなかぬま 比企郡小川町 大字上横田字沼上1320 小川町 小川町 2.2 33 1 ○ ○

240 二階沼 にかいぬま 比企郡小川町 大字上横田字二階沼1342 小川町 小川町 6.5 46 16 ○ ○

241 上横田天神沼 かみよこたてんじんぬま 比企郡小川町 大字上横田字天神入1371 小川町 小川町 3.7 36 2 ○ ○

242 天神入中沼 てんじんいりなかぬま 比企郡小川町 大字上横田字天神入1367 小川町 小川町 2.8 35 3 ○ ○

243 天神入田沼 てんじんいりたぬま 比企郡小川町 大字上横田字天神谷1364 小川町 小川町 2.2 31 2 ○ ○

244 天神入スッポン沼 てんじんいりスッポンぬま 比企郡小川町 大字上横田字天神入1361 小川町 小川町 2.8 35 3 ○ ○

245 下横田中沼 しもよこたなかぬま 比企郡小川町 大字下横田字山田694 小川町 小川町 0.6 34 4

246 下横田大沼 しもよこたおおぬま 比企郡小川町 大字下横田字山田692 小川町 小川町 2 66 33
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247 犬切沼 いぬぎりぬま 比企郡小川町 大字下横田字犬切793 小川町 小川町 3.1 52 4

248 入山沼（上） いりやまぬま（かみ） 比企郡小川町 大字下横田字入山888 小川カントリークラブ 小川カントリークラブ 3.8 36 1 ○ 令和元年12月26日

249 長沼 ながぬま 比企郡小川町 大字下横田字入山915 小川町 小川町 3.8 29 1

250 稲岡沼（上） いなおかぬま（かみ） 比企郡小川町 大字中爪字西稲岡954 小川町 小川町 3.6 35 9

251 稲岡沼（下） いなおかぬま（しも） 比企郡小川町 大字中爪字西稲岡959 小川町 小川町 2.9 39 3

252 手古棒沼 てこぼうぬま 比企郡小川町 大字中爪字日向山1892 小川町 小川町 5.5 48 6 ○ ○

253 大師越沼 だいしごしぬま 比企郡小川町 大字中爪字大師越1737-1 小川町 小川町 3.8 41 3

254 菖蒲沢沼 しょうぶさわぬま 比企郡小川町 大字中爪字菖蒲沢1523-1 小川町 小川町 3.4 50 7

255 大豆五駄沼（上） おまめごだぬま（かみ） 比企郡小川町 大字小川字東谷1776 小川町 国 1.9 25 2 ○ ○

256 大豆五駄沼（下） おまめごだぬま（しも） 比企郡小川町 大字小川字東谷1775 小川町 国 3.3 27 2 ○ ○

257 大豆五駄沼 おまめごだぬま 比企郡小川町 大字小川字豆五駄1134 小川町 国 2 16 1

258 小川新沼（下） おがわしんぬま（しも） 比企郡小川町 大字小川字北山1773-1 小川町 国 7 36 5 ○ ○

259 赤芝沼 あかしばぬま 比企郡小川町 大字角山字沼下825 小川町 国 5.3 44 8 ○ ○

260 蟹沢沼 かにざわぬま 比企郡小川町 大字大塚字蟹沢691 小川町 国 4.6 46 6 ○ ○

261 天王沼 てんのうぬま 比企郡小川町 大字木部字西屋敷500 木部耕地整理組合 木部耕地整理組合 6.9 41 4 ○ ○ ○ 令和元年12月27日 ○ 令和2年5月26日

262 日附田沼 ひつけだぬま 比企郡小川町 大字飯田字日附田619 小川町 国 4.3 26 2 ○ ○

263 小瀬田沼 こせだぬま 比企郡小川町 大字増尾字小瀬田380 小瀬田地区水利組合 自然人 4.3 36 2 ○ 令和元年12月27日

264 中台沼 なかだいぬま 比企郡小川町 大字下里字中台1662 小川町 国 3.3 41 3 ○ ○

265 下里下沼 しもさとしたぬま 比企郡小川町 大字下里字新道1799 小川町 小川町 6.5 53 6 ○ ○

266 一の入沼 いちのいりぬま 比企郡小川町 大字鷹巣字一ノ入729 小川町 小川町 6.4 30 9

267 御堂谷沼上池 みどうやつぬまかみいけ 比企郡小川町 大字中爪字御堂谷1598 小川町 小川町 2.4 15 1

268 御堂谷沼下池 みどうやつぬましもいけ 比企郡小川町 大字中爪字御堂谷1661 小川町 小川町 3.3 19 2

269 群窪沼 むれくぼぬま 比企郡小川町 大字木呂子字群窪87-2 小川町 小川町 3.5 16 3

270 足り沼（上） たりぬま（かみ） 比企郡小川町 大字能増字峠743 小川町 小川町 2.8 18 1

271 入山沼（下） いりやまぬま（しも） 比企郡小川町 大字下横田字入山901 小川町 小川町 4.3 40 2

272 下里上沼 しもさとうえぬま 比企郡小川町 大字下里字新道1826 小川町 小川町 2.3 40 1 ○ ○

273 沼ノ谷津沼 ぬまのやつぬま 比企郡小川町 大字西古里字沼ノ谷735 小川町 小川町 2.8 26 3

274 手古棒沼上 てこぼうぬまかみ 比企郡小川町 大字中爪字日向山1901 小川町 小川町 3.8 41 2 ○ ○

275 鬼ヶ谷津沼（上） おにがやつぬま（かみ） 比企郡小川町 大字高谷字西鬼ヶ谷936 小川町 小川町 2.1 22 0

276 関下新沼 せきしたしんぬま 比企郡小川町 高谷字関下383 小川町 小川町 2.9 38 1 ○ ○

277 五反田沼 ごたんだぬま 比企郡小川町 原川字沼ノ入754 小川町 小川町 2.8 33 2 ○ ○

278 北久保沼 きたくぼぬま 比企郡小川町 飯田字北久保893 小川町 小川町 3.3 26 1 ○ ○

279 北久保沼上 きたくぼぬまかみ 比企郡小川町 飯田字北久保894 小川町 小川町 2.3 22 1 ○ ○

280 堂ノ入沼 どうのいりぬま 比企郡小川町 中爪字大黒123 小川町 小川町 2.3 28 2 ○ ○

281 三角沼 さんかくぬま 比企郡吉見町 北吉見字三十耕地１７０４ 吉見町 埼玉県 3 55 2 ○ ○

282 大沼（大） おおぬま（だい） 比企郡吉見町 南吉見字大溜井２１０３ 吉見町 吉見町 8.9 180 102 ○ ○

283 天神沼 てんじんぬま 比企郡吉見町 久米田字四の耕地６１２ 西吉見南部土地改良区 不明 5.1 159 37 ○ ○ ○ 令和元年12月23日 ○ 令和2年5月26日

284 和名沼 わなぬま 比企郡吉見町 和名、久米田入会 吉見町 吉見町 5.3 163 36 ○ ○

285 八丁湖 はっちょうこ 比企郡吉見町 大字黒岩字溜井１１１０ 吉見町 吉見町 6 154 106 ○ ○

286 新田沼 しんでんぬま 比企郡吉見町 田甲字小吹１９０９ 田甲土地改良区 不明 2 40 1 ○ 令和元年12月23日

287 堂ノ前池 どうのまえいけ 比企郡吉見町 大字田甲字台方１３０９ 吉見町 吉見町 7.4 67 10 ○ ○

288 新沼 しんぬま 比企郡吉見町 大字田甲字登戸１１５９ 吉見町 吉見町 3.1 67 10 ○ ○

289 寺の前池 てらのまえいけ 比企郡吉見町 大字田甲字台方１４５９ 吉見町 吉見町 5.7 69 11 ○ ○

290 大明神前池 だいみょうじんまえいけ 比企郡吉見町 大字田甲字庚塚９７６ 田甲土地改良区 自然人 4.1 30 4 ○ 令和元年12月23日

291 大沼（小） おおぬま（しょう） 比企郡吉見町 長谷字六ノ谷７３２ 吉見町 吉見町 4.6 112 10 ○ ○

292 農協西支所前池 のうきょうにしししょまえいけ 比企郡吉見町 和名字境谷６９ 吉見町 吉見町 2.2 41 1

293 諏訪沼 すわぬま 比企郡吉見町 江綱字諏訪２４１ほか 吉見領土地改良区 吉見領土地改良区 2 115 12 ○ 令和元年12月23日

294 小沼 こぬま 比企郡吉見町 和名字稲荷腰１２６２ 吉見町 吉見町 2.1 28 1

295 鳴井沼 なるいぬま 比企郡鳩山町 大字大橋字鳴井882 鳩山町 鳩山町 3 55 2 ○ ○

296 比砂田沼 びしゃだぬま 比企郡鳩山町 大字奥田字比砂田328 鳩山町 鳩山町 8.1 56 7 ○ ○

297 奥田大沼 おくだおおぬま 比企郡鳩山町 大字奥田字千ノ倉372 鳩山町 鳩山町 4.6 35 4

298 道端沼 みちばたぬま 比企郡鳩山町 大字奥田字千ノ倉379 鳩山町 鳩山町 3.4 33 2

299 宮ノ入沼 みやのいりぬま 比企郡鳩山町 大字奥田字宮ノ入409 鳩山町 鳩山町 3.5 39 4

300 宮ノ沢沼 みやのさわぬま 比企郡鳩山町 大字奥田字宮ノ前468 鳩山町 鳩山町 3.2 32 5 ○ ○

301 海道端沼 かいどうばたぬま 比企郡鳩山町 大字奥田字後谷587 鳩山町 鳩山町 2.5 77 5 ○ ○

302 須江大沼 すえおおぬま 比企郡鳩山町 大字須江字北ヶ谷683-1 鳩山町 鳩山町 4.4 93 16 ○ ○

303 赤貫沼 あかぬきぬま 比企郡鳩山町 大字須江字赤貫801-1 鳩山町 鳩山町 5.2 56 9 ○ ○

304 弁天沼 べんてんぬま 比企郡鳩山町 竹本字下宮ノ入１０７３ 鳩山町 国 3.3 40 4 ○ ○

305 板谷沼 いたやぬま 比企郡鳩山町 大字大橋字板谷１１３ 鳩山町 鳩山町 2.1 48 2 ○ ○

306 北ヶ谷沼 きたがやつぬま 比企郡鳩山町 大字泉井字沼上1269 鳩山町 鳩山町 3.1 33 4

307 葭ヶ谷沼 よしがやぬま 比企郡鳩山町 大字泉井字葭ヶ谷129 鳩山町 鳩山町 4.2 44 5

308 天沼 あまぬま 比企郡鳩山町 大字泉井字天沼563-1 鳩山町 鳩山町 3.9 35 2 ○ ○

309 泉井新沼 いずいしんぬま 比企郡鳩山町 大字泉井字鶴舞827 鳩山町 鳩山町 2.9 41 2

310 笹山沼 ささやまぬま 比企郡鳩山町 大字高野倉字笹山396 鳩山町 鳩山町 3.7 25 3 ○ ○

311 高野倉新沼 たかのくらしんぬま 比企郡鳩山町 大字高野倉字新沼300-5 鳩山町 鳩山町 4.9 29 2 ○ ○

312 東山沼 ひがしやまぬま 比企郡鳩山町 大字熊井字東山1088 鳩山町 鳩山町 3.4 110 8 ○ ○

313 能瀬ヶ沢沼 のせがさわぬま 比企郡鳩山町 大字熊井字鎌倉812-1 鳩山町 鳩山町 2.6 29 2

314 二ツ沼 ふたつぬま 比企郡鳩山町 大字熊井字大久保谷359、360 鳩山町 鳩山町 2.8 29 2 ○ ○

315 石場沼 いしばぬま 比企郡鳩山町 大字熊井字石場1285 鳩山町 鳩山町 4.3 73 6 ○ ○

316 大豆戸大沼 まめどおおぬま 比企郡鳩山町 大字大豆戸字中丸990 鳩山町 鳩山町 3.4 77 12 ○ ○

317 中峰沼 なかみねぬま 比企郡鳩山町 大字大豆戸字中峰1128 鳩山町 鳩山町 3.2 40 1

318 大豆戸新沼 まめどしんぬま 比企郡鳩山町 大字大豆戸字沼間1417 鳩山町 鳩山町 3.3 105 9 ○ ○

319 小用大沼 こようおおぬま 比企郡鳩山町 大字小用字大入900-1 鳩山町 鳩山町 4.4 90 11 ○ ○

320 小用新沼 こようしんぬま 比企郡鳩山町 大字小用字大峰山1041-3 鳩山町 鳩山町 8 61 14 ○ ○

321 金谷沼 かなやつぬま 比企郡鳩山町 大字小用字金谷514 鳩山町 鳩山町 2.9 47 3 ○ ○

322 菱沼 ひしぬま 比企郡鳩山町 大字赤沼字山田1044 鳩山町 鳩山町 4.3 48 2

323 赤沼大沼 あかぬまおおぬま 比企郡鳩山町 大字赤沼字石田1433 鳩山町 鳩山町 3.6 54 6 ○ ○

324 ごとろく沼 ごとろくぬま 比企郡鳩山町 大字須江字鳥木266 鳩山町 鳩山町 2.3 25 1 ○ ○

325 宮前沼 みやまえぬま 比企郡鳩山町 大字泉井字宮前４０３ 鳩山町 鳩山町 2.6 56 5 ○ ○

326 上板谷沼 かみいたやぬま 比企郡鳩山町 大字大橋字上板谷４２ 鳩山町 鳩山町 3.4 29 2

327 須江宮ノ沢沼 すえみやのさわぬま 比企郡鳩山町 大字須江字枡井戸415 鳩山町 鳩山町 3.5 27 1 ○ ○

328 南沼 みなみぬま 比企郡鳩山町 大字大豆戸字前谷1430 鳩山町 鳩山町 3.2 67 3

329 神ノ入沼 かみのいりぬま 比企郡鳩山町 大字竹本字表726 鳩山町 鳩山町 2.9 14 3

330 池ノ島沼 いけのしまぬま 比企郡鳩山町 大字赤沼字鳩山1873 鳩山町 鳩山町 2.9 19 2

331 折越 おっこし 比企郡ときがわ町 大字番匠字門林39-1 株式会社越生ゴルフ倶楽部 株式会社越生ゴルフ倶楽部 3.3 70 3 ○ ○ ○ 令和元年12月25日 ○ 令和2年5月26日

332 女房入 にょうぼういり 比企郡ときがわ町 大字馬場字女房入280-1 ときがわ町 ときがわ町 3.7 38 3 ○ ○

333 桃木池 もものきいけ 比企郡ときがわ町 大字桃木字西二ノ入496 ときがわ町 ときがわ町 5.5 30 1 ○ ○

334 桃木下池 もものきしもいけ 比企郡ときがわ町 大字桃木字根際244 ときがわ町 ときがわ町 6.2 28 2 ○ ○

335 瀬戸沼 せとぬま 比企郡ときがわ町 大字瀬戸元上字橋戸424 ときがわ町 ときがわ町 3.7 46 5 ○ ○

336 門林沼 かどばやしぬま 比企郡ときがわ町 大字玉川字門林2188 ときがわ町 ときがわ町 4.6 65 16 ○ ○

337 五反田沼 ごたんだぬま 比企郡ときがわ町 大字玉川字日野原890 ときがわ町 ときがわ町 3 47 3

338 平沼 ひらぬま 比企郡ときがわ町 大字玉川字平3968-21 ときがわ町 ときがわ町 4.4 22 4 ○ ○

339 梅平沼 うめだいらぬま 比企郡ときがわ町 大字田黒字梅平708 ときがわ町 ときがわ町 4.1 25 4 ○ ○

340 北山沼 きたやまぬま 比企郡ときがわ町 大字玉川字北山3752 ときがわ町 ときがわ町 4.9 40 2 ○ ○

341 小松 こまつ 比企郡ときがわ町 大字玉川字小松3955-1 ときがわ町 ときがわ町 3 19 0

342 瀬戸鷹鳥沼 せとたかとりぬま 比企郡ときがわ町 大字瀬戸元下字鷹鳥３６３－１ ときがわ町 ときがわ町 2.5 17 1 ○ ○

343 尾野田入 おのだいら 秩父市 栃谷 自然人 秩父市 5.2 25 1 ○ ○

344 奈良山 ならやま 秩父市 伊古田 秩父市 秩父市 11.2 60 21 ○ ○

345 蛭ヶ沢（上） ひるがさわ（かみ） 秩父市 太田字蛭ヶ沢 秩父市 自然人 4.5 48 4 ○ ○ ○ 令和元年12月25日 ○ 令和2年5月26日

346 蛭ヶ沢（下） ひるがさわ（しも） 秩父市 太田字蛭ヶ沢 秩父市 自然人 6 55 12 ○ ○ ○ 令和元年12月25日 ○ 令和2年5月26日

347 矢原 やばら 秩父市 太田字大ノ谷 秩父市 自然人 6.4 25 2 ○ ○ ○ 令和元年12月25日 ○ 令和2年5月26日

348 大谷 おおやつ 秩父市 小柱字大谷 秩父市 株式会社ｻﾞﾅｼｮﾅﾙｶﾝﾄﾘｰ倶楽部 8 38 20 ○ 令和元年12月25日

349 中谷 なかやつ 秩父市 小柱字中谷 秩父市 村持 6 43 16 ○ 令和元年12月25日

350 胡頽子ノ木入 ぐみのきいり 秩父市 小柱 小柱用水組合 秩父市 4 35 4

351 戸井ノ口 といのくち 秩父市 蒔田字戸井ノ口 秩父市 秩父市 7.6 72 18 ○ ○

352 坊平 ぼうだいら 秩父市 田村字茶ばみ 秩父市 秩父市 6.3 30 4 ○ ○

353 土井ノ入 どいのいり 秩父市 山田字土井野入1022 秩父市 秩父市 4.6 30 5 ○ ○

354 峰沢（上） みねさわ（かみ） 秩父市 大野原 峰沢申合せ組合 秩父市 3.5 35 5 ○ ○

355 峰沢（下） みねさわ（しも） 秩父市 大野原 峰沢申合せ組合 秩父市 5.1 26 8 ○ ○

356 弁天 べんてん 秩父市 久那栗原2290 秩父市 久昌寺 5 60 9 ○ ○ ○ 令和元年12月25日 ○ 令和2年5月26日

357 長池 ながいけ 秩父市 小柱 肥土用水組合 秩父市 2 80 1

358 たねの入池 たねのいりいけ 秩父市 吉田久長 久長水利組合 秩父市 3.9 34 1 ○ ○

359 桜井池 さくらいいけ 秩父市 下吉田字桜井 秩父市 自然人 6.8 35 3 ○ 令和元年12月25日

360 関大池 せきおおいけ 秩父市 下吉田字関 秩父市 秩父市 6.9 135 7 ○ ○

361 姿 すがた 秩父郡横瀬町 大字横瀬字姿4246 横瀬町 横瀬町 5.8 145 26 ○ ○

362 一ト星 ひとぼし 秩父郡皆野町 大字国神字一ト星297 自然人 自然人 5 25 3 ○ ○ ○ 令和元年7月31日 ○ 令和2年5月26日

363 十二天池 じゅうにてんいけ 本庄市 児玉町秋山字日向山3433-2先秋山用水組合 本庄市 11.94 143 44 ○ ○

364 飯倉池 いいぐらいけ 本庄市 児玉町飯倉字乙大平1457-2 飯倉用水組合 本庄市 15.3 81 15 ○ ○

365 細田の池 ほそだのいけ 本庄市 児玉町秋山字一ノ谷2430-2 風洞耕地整理組合 風洞耕地整理組合 4.9 27 4 ○ ○ ○ 令和元年12月13日 ○ 令和2年5月26日

366 大町池 おおまちいけ 本庄市 児玉町秋山字大町623 秋山用水組合 国 2.7 50 6 ○ ○ ○ 令和元年12月13日 ○ 令和2年5月26日

367 諏訪池 すわいけ 本庄市 児玉町秋山字諏訪平558-7 秋山用水組合 秋山耕地整理組合 4.3 37 4 ○ ○ ○ 令和元年12月13日 ○ 令和2年5月26日

368 高柳の池 たかやなぎのいけ 本庄市 児玉町高柳字宇留井425-2 金屋水利組合 国 6.7 92 30 ○ ○

369 篠の池 しののいけ 本庄市 児玉町塩谷字篠谷983-2 金屋水利組合 国 8 70 17 ○ ○

370 杓子池 しゃくじいけ 本庄市 児玉町金屋字峰621-2 金屋水利組合 金屋村耕地整理組合 4.6 27 3 ○ 令和元年11月27日
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371 倉林池 くらはやしいけ 本庄市 児玉町金屋字桶川237-2 金屋水利組合 金屋村耕地整理組合 5 37 3 ○ 令和元年11月27日

372 弁天池 べんてんいけ 本庄市 児玉町入浅見字摘田427 入浅見自治会 入浅見自治会 1.3 58 6 ○ ○ ○ 令和元年12月16日 ○ 令和2年5月26日

373 一の谷池 いちのたにいけ 本庄市 児玉町秋山字中山3031 株式会社児玉カントリー倶楽部 株式会社児玉カントリー倶楽部 12.7 165 81 ○ ○ ○ 令和元年12月18日 ○ 令和2年5月26日

374 弁天池 べんてんいけ 本庄市 児玉町塩谷字真鏡寺95 弁天池用水組合 本庄市 2.5 20 0.3

375 馬内池 うまうちいけ 本庄市 児玉町高柳字丙馬内642 金屋水利組合 国 3.2 35 5 ○ ○ ○ 令和元年11月27日 ○ 令和2年5月26日

376 桐ヶ谷池 きりがやついけ 児玉郡美里町 猪俣1886 猪俣第三水利組合 美里町 6.1 32 5 ○ ○

377 諸倉池 もろぐらいけ 児玉郡美里町 猪俣1630 猪俣第三水利組合 美里町 4.9 38 4 ○ ○

378 坊入池 ぼういりいけ 児玉郡美里町 猪俣1568 猪俣第二水利組合 美里町 6.1 35 6 ○ ○

379 正円寺池 しょうえんじいけ 児玉郡美里町 猪俣2036-2,2037-1,2141-2 猪俣第一水利組合 宗教法人　正円寺 6.7 35 10 ○ ○ ○ 令和元年12月5日 ○ 令和2年5月26日

380 諏訪池 すわいけ 児玉郡美里町 猪俣3376,3377,3446-2 美里ゴルフ倶楽部 美里町 5.9 41 8 ○ ○

381 水境池 みずさかいいけ 児玉郡美里町 白石2680 美里町 美里町 3.1 35 2 ○ ○

382 堂の池 どうのいけ 児玉郡美里町 白石2290-1,2290-2 湯本堂の池水利組合 美里町 7.3 44 2 ○ ○

383 普門寺池 ふもんじいけ 児玉郡美里町 猪俣636 小栗用水水利組合 美里町 4.9 61 15 ○ ○

384 新田池 あらたいけ 児玉郡美里町 中里163 中里用水組合 美里町 3.5 100 6 ○ ○

385 谷池 やついけ 児玉郡美里町 木部51 谷池用水組合 美里町 2.4 25 2 ○ ○

386 古沼 こぬま 児玉郡美里町 駒衣17 美児沢用水土地改良区 美里町 4.1 361 34 ○ ○

387 摩訶池 まがいけ 児玉郡美里町 広木468,474-2 美児沢用水土地改良区 美里町 2.9 435 46 ○ ○

388 雷坂溜池 らいざかためいけ 児玉郡美里町 阿那志1729付近 美里町 美里町 6.5 60 8 ○ ○

389 羽根倉池 はねくらいけ 児玉郡神川町 新里字上羽根倉２０２１ 新里パイプライン組合 国 4.2 317 41 ○ ○

390 前池 まえいけ 児玉郡神川町 新里字東前山２３４６ 新里パイプライン組合 神川町 6 120 37 ○ ○

391 谷池 やついけ 児玉郡神川町 新里字上谷1391 谷池水利組合 神川町 4 100 17 ○ ○

392 下沼 しもぬま 熊谷市 楊井鼠谷509 熊谷市 熊谷市 4.5 39 4 ○ ○

393 真澄沼 ますみぬま 熊谷市 胄山字賢木岡東214 熊谷市 熊谷市 3.6 50 20 ○ ○

394 三階沼 さんかいぬま 熊谷市 小八林字北谷69-1 熊谷市 熊谷市 5.2 70 8 ○ ○

395 柴沼（１） しばぬま（１） 熊谷市 柴字寺内２３４ 熊谷市 熊谷市 3 55 4

396 駒込沼 こまごめぬま 熊谷市 塩字駒込２７０－１ 熊谷市 熊谷市 3.8 42 4

397 久保谷沼 くぼやぬま 熊谷市 塩字久保谷８２２ 熊谷市 熊谷市 4.6 50 9

398 内神沼 うちかみぬま 熊谷市 小江川字内神1669 熊谷市 熊谷市 2.9 49 4

399 新沼 しんぬま 熊谷市 小江川字西ノ台1505 熊谷市 熊谷市 4.7 81 5

400 小堤沼 こづつみぬま 熊谷市 小江川字小堤山1175 熊谷市 熊谷市 3.9 38 5

401 蟹沢沼 かんざぬま 熊谷市 小江川字蟹沢山1123 熊谷市 熊谷市 4 49 4

402 カラ沼 からぬま 熊谷市 小江川字天王原1991 熊谷市 熊谷市 2 45 3

403 重殿沼 じゅうとのぬま 熊谷市 須賀広字重殿１０３ 熊谷市 熊谷市 1.7 30 2

404 大沼 おおぬま 熊谷市 須賀広字西原624-1 熊谷市 熊谷市 3.5 83 30 ○ ○

405 中沼 なかぬま 熊谷市 須賀広字新田裏657 熊谷市 熊谷市 2.9 65 8

406 正木沼 しょうきぬま 熊谷市 塩字正木６１０ 熊谷市 熊谷市 2.8 73 4

407 岩比田沼 いわひだぬま 熊谷市 板井字向比１０５ 熊谷市 熊谷市 2.4 17 2

408 谷田沼 やつだぬま 熊谷市 板井字永川６３０ 熊谷市 熊谷市 1.8 30 2

409 植木沼 うえきぬま 熊谷市 千代字植木８７４ 熊谷市 熊谷市 3.4 40 4

410 ツケギ沼 つけぎぬま 熊谷市 千代字萩山２２９-1 熊谷市 熊谷市 2.2 26 2

411 新沼 しんぬま 熊谷市 成沢字合羽山際1165 熊谷市 熊谷市 2.5 28 1

412 大沼 おおぬま 熊谷市 成沢字静所院前1146 熊谷市 熊谷市 1.7 22 1

413 伝兵衛沼 でんべいぬま 熊谷市 須賀広字新田裏654 熊谷市 熊谷市 2.3 63 6

414 池代沼 いけしろぬま 熊谷市 小江川字池代５２７ 熊谷市 熊谷市 4 50 3

415 竹の内沼（１） たけのうちぬま（１） 熊谷市 小江川字竹の内388 熊谷市 熊谷市 2.9 31 4

416 竹の内沼（２） たけのうちぬま（２） 熊谷市 小江川字竹の内387 熊谷市 熊谷市 5.1 40 5

417 ス－ゲ沼 すーげぬま 熊谷市 小江川字前谷２３５ 熊谷市 熊谷市 5.4 27 2 ○ ○

418 前谷沼 まえやぬま 熊谷市 小江川字前谷３０５ 熊谷市 熊谷市 2.5 25 1

419 日向沼 ひなたぬま 熊谷市 小江川字日向１９８ 熊谷市 熊谷市 5.6 27 2

420 唐篠谷沼 とうじんやぬま 熊谷市 小江川字唐篠谷103 熊谷市 熊谷市 5.1 35 2

421 釜場沼 かんばぬま 熊谷市 小江川字釜場1270 熊谷市 熊谷市 4.6 55 3

422 桧谷沼 ひのきぬま 熊谷市 塩字桧谷５０２ 熊谷市 熊谷市 2.3 35 3

423 柴沼（２） しばぬま（２） 熊谷市 柴字寺内２３１ 熊谷市 熊谷市 2.7 44 3

424 向池 むこういけ 深谷市 今泉字象殿谷 向池水利組合 深谷市 2.4 50 3

425 慈眼池 じげんいけ 深谷市 本郷字坂下 慈眼水利組合 深谷市 3 55 11

426 象殿池 ぞうでんいけ 深谷市 本郷字象殿 象殿池水利組合 深谷市 3.3 46 4

427 米田池 こめだいけ 深谷市 山崎字米田東 山崎用水組合 深谷市 3 40 2 ○ ○

428 芳沼 よしぬま 深谷市 本田字芳沼5436-2他28筆 芳沼用水土地改良区 芳沼用水土地改良区 6.7 764 101 ○ ○ ○ 令和元年10月1日 ○ 令和2年5月26日

429 霧ヶ谷津池 きりがやついけ 深谷市 武蔵野字谷津 北武蔵用水土地改良区 深谷市 7.8 60 25 ○ ○

430 狢久保池 むじなくぼいけ 大里郡寄居町 大字用土字狢久保5509 北武蔵用水土地改良区 寄居町 2.5 34 2 ○ ○

431 琵琶ヶ入池 びわがいりいけ 大里郡寄居町 大字用土字琵琶ヶ入2681 北武蔵用水土地改良区 寄居町 4.9 60 25 ○ ○

432 北谷津池上 きたやついけうえ 大里郡寄居町 大字用土字向杉森234 北武蔵用水土地改良区 寄居町 7 312 42 ○ ○

433 北谷津池下 きたやついけした 大里郡寄居町 大字用土字向杉森282 北武蔵用水土地改良区 寄居町 8 335 23 ○ ○

434 前谷津池 まえやついけ 大里郡寄居町 大字用土字堂山402 北武蔵用水土地改良区 寄居町 5.5 198 25 ○ ○

435 南飯塚１号池 みなみいいづか１ごういけ 大里郡寄居町 大字桜沢字金嶽3357-2外 桜沢第一治水会 寄居町 4 50 7 ○ ○

436 南飯塚３号池 みなみいいづか３ごういけ 大里郡寄居町 大字桜沢字入3561　外 桜沢第一治水会 寄居町 4.8 35 2 ○ ○

437 入山沼 いりやまぬま 大里郡寄居町 大字秋山字入山146 自然人 寄居町 7.1 41 9 ○ ○

438 東国寺池 とうこくじいけ 大里郡寄居町 大字立原字橋場308 自然人 自然人 5 26 2

439 梨子ノ木池 なしのきいけ 大里郡寄居町 大字西ノ入字梨子ノ木2811-1 五ノ坪用水組合 寄居町 1.5 25 2 ○ ○

440 平林池 ひらばやしいけ 大里郡寄居町 大字鉢形字平林1871 塊切水利組合 寄居町 4 36 3 ○ ○

441 入田池 いりたいけ 大里郡寄居町 大字鉢形字入田3306-1 外 塊切水利組合 寄居町 4 50 4

442 南峰院池 なんぽういんいけ 大里郡寄居町 大字鉢形字東1325 寄居町 寄居町 4.5 70 9

443 上六反田池 かみろくたんだいけ 大里郡寄居町 大字富田字上六反田2545-1 下六反田用水組合 寄居町 3 30 2 ○ ○

444 広見沼 ひろみぬま 大里郡寄居町 大字牟礼字広見66 牟礼地区土地利用組合 寄居町 2 30 6 ○ ○

445 根岸入池（上） ねぎしいりいけ（うえ） 大里郡寄居町 大字富田字根岸入2671 塩沢水利組合 寄居町 4 45 8 ○ ○

446 前谷津池 まえやついけ 大里郡寄居町 大字鷹巣字四反田594-2 鷹西営農組合 寄居町 4 45 1

447 梅の木沼 うめのきぬま 大里郡寄居町 大字西古里字八幡302 鷹西営農組合 寄居町 8 42 1

448 新沼池 しんぬまいけ 大里郡寄居町 大字鷹巣字四反田638-4 鷹西営農組合 寄居町 4 32 6

449 大正池 たいしょういけ 大里郡寄居町 大字桜沢字山ノ神4423 桜沢第二治水会 寄居町 6 27 28 ○ ○

450 南飯塚４号池 みなみいいづか４ごういけ 大里郡寄居町 大字桜沢字南2961　外 桜沢第一治水会 寄居町 4 60 6 ○ ○

451 南飯塚５号池 みなみいいづか５ごういけ 大里郡寄居町 大字桜沢字山ノ根3717　外 桜沢第一治水会 寄居町 2 30 5 ○ ○

452 炭釜沼 すみかまぬま 大里郡寄居町 大字牟礼字炭釜270 牟礼地区土地利用組合 寄居町 3.5 30 2

453 円良田湖 つぶらたこ 大里郡寄居町 大字末野字西高山2461-1 外 北武蔵用水土地改良区 北武蔵用水土地改良区 21 138 650 ○ ○ ○ 令和元年9月25日 ○ 令和2年5月26日

454 小園用水池 こぞのようすいいけ 大里郡寄居町 大字小園字宮田162-1 小園営農組合 寄居町 4.3 27 3 ○ ○

455 丹波集水池 たんばしゅうすいいけ 大里郡寄居町 大字富田字南丹波480 下郷水利組合 寄居町 2.2 64 2 ○ ○

456 車沼池 くるまぬまいけ 大里郡寄居町 大字富田765 下郷水利組合 寄居町 3.8 26 2 ○ ○

457 柏田溜池 かしわだためいけ 大里郡寄居町 大字富田字大花ノ木1471 柏田土地利用水利組合 寄居町 2.5 267 8 ○ ○

458 下耕地溜池 したこうちためいけ 大里郡寄居町 大字赤浜字宮ノ前386 赤浜地区集団転作組合 寄居町 1.6 182 9

459 塚田溜池 つかだためいけ 大里郡寄居町 大字赤浜字五反田1753 塚田水利組合 寄居町 2.6 156 9

460 中西貯水池 なかにしちょすいち 大里郡寄居町 大字鷹巣字中西330 中西土地利用組合 寄居町 3.4 172 1

461 表沼 おもてぬま 大里郡寄居町 大字鷹巣字四反田640-3　外 鷹西営農組合 寄居町 4.5 25 4

462 水揚沼 みずあげぬま 大里郡寄居町 大字西古里八幡250 鷹西営農組合 寄居町 1.4 91 1

463 梅の木沼2 うめのきぬま2 大里郡寄居町 大字西古里字八幡307-1 鷹西営農組合 寄居町 3.5 17 3

464 南飯塚２号池 みなみいいづか２ごういけ 大里郡寄居町 大字桜沢字入3443 桜沢第一治水会 寄居町 2 21 1 ○ ○

465 根岸入池（下） ねぎしいりいけ（した） 大里郡寄居町 大字富田字根岸入2671 塩沢水利組合 寄居町 4 45 8 ○ ○

466 福王寺沼（上） ふくおうじぬま（うえ） 大里郡寄居町 大字富田字堂ノ入1082 下郷水利組合 寄居町 5.7 25 1 ○ ○

467 福王寺沼（下） ふくおうじぬま（した） 大里郡寄居町 大字富田字堂ノ入1082 下郷水利組合 寄居町 2.6 29 1 ○ ○

468 新沼 しんぬま 大里郡寄居町 大字今市薬師の入1033 高見用水普通水利組合 寄居町 6.8 60 16


