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広脇池 ひろわきいけ 半田市鵜ノ池9､宝来町4-16 青山地区 50 5.4
七本木池 しちほんぎいけ 半田市一本木町3-107 亀崎地区 313.6 10
上池 かみいけ 半田市西生見町13 亀崎地区 101 8.4
南廻間池 みなみはざまいけ 半田市緑ヶ丘4-85 亀崎地区 5 0.6
大曽池 おおそいけ 半田市大湯町4-76 青山地区 63.1 3.1
池田大池 いけだおおいけ 半田市池田町3-73-1 青山地区 44 2
吉田池 きったいけ 半田市田代町143 青山地区 50.6 2.5
東午ヶ池 ひがしうまがいけ 半田市岩滑西町9-26 半田地区 94 3.3
杁廻間池 いりはざまいけ 半田市緑ヶ丘10-65 亀崎地区 8.2 0.7
折戸池 おりどいけ 半田市平井町5-63 半田地区 101 4.5
西午ヶ池 にしうまがいけ 半田市岩滑西町9-26 半田地区 100 4
山神池 やまがみいけ 半田市金山町2-40-1 青山地区 4 0.8
松堀池 まつぼりいけ 半田市松堀町288 青山地区 6.8 0.3
椎ノ木大池 しいのきおおいけ 半田市椎ノ木町4-1-1 青山地区 12.9 1.1
蝮ヶ池 まむしがいけ 半田市土井山町3丁目75～77 成岩地区 7 0.5
濁池 にごりいけ 半田市亀崎高根町2-2 亀崎地区 10 0.5
新田池 しんでんいけ 半田市稲穂町2-80～83 亀崎地区 9 0.5
広の池 ひろのいけ 半田市稲穂町14-68 亀崎地区 3 0.3
篭池 かごいけ 半田市北大矢知町3-101 乙川地区 13 1.2
横倉池 よこくらいけ 半田市石塚町1-40 亀崎地区 15 0.7
伊兵池 いへえいけ 半田市行人町45-1 青山地区 4 0.5
古池 ふるいけ 半田市大湯町4-62 青山地区 19.4 0.8
大洞池 おおぼらいけ 半田市亀崎大洞町5-3 亀崎地区 5.6 0.8
中池 なかいけ 半田市四方木町22-1 青山地区 4.3 0.4
上定光池 かみじょうこういけ 半田市上定光池1-25 亀崎地区 6 0.6
西ノ宮池 にしのみやいけ 半田市乙川西ノ宮町2-42 乙川地区 8 0.5
中の池 なかのいけ 半田市奥町2-20-1 半田地区 5 0.4
澄池 すみいけ 半田市椎ノ木町1-3 青山地区 5 0.4
八鬼山池 やきやまいけ 半田市新野町2-5 青山地区 19 0.4
東の池 ひがしのいけ 半田市板山町5-81 青山地区 4 0.2
宮池 みやいけ 半田市南二ツ坂町1-10 成岩地区 100 5.5
横川池 よこがわいけ 半田市横川町3丁目201-12～14 乙川地区 67 3.8
葭池 よしいけ 半田市南大矢知町3-4 乙川地区 19 1.5
新池 しんいけ 半田市新池町2-95 乙川地区 21 1.2
石塚１号池 いしづかいちごういけ 半田市石塚町3-41の1 亀崎地区 0.7 0.1
北大矢知１号池 きたおおやちいちごういけ 半田市北大矢知町3-41 乙川地区 4 0.3
東大矢知１号池 ひがしおおやちいちごういけ 半田市東大矢知町2-66の1 乙川地区 3 0.3
西大矢知２号池 にしおおやちにごういけ 半田市西大矢知町4-73の1 乙川地区 0.7 0.1
新居池 あらいいけ 半田市新居町4－66 乙川地区 0.3 0.2
奥２号池 おくにごういけ 半田市奥町3-1 半田地区 20 2
奥４号池 おくよんごういけ 半田市奥町2-2 半田地区 2 0.2
岩滑高山１号池 やなべたかやまいちごういけ 半田市岩滑高山町2-95 半田地区 0.7 0.1
行人２号池 ぎょうにんにごういけ 半田市行人町63の2 青山地区 0.7 0.1
十三塚１号池 じゅうさんづかいちごういけ 半田市十三塚町55 青山地区 0.7 0.1
十三塚２号池 じゅうさんづかにごういけ 半田市十三塚町61 青山地区 4 0.4
十三塚３号池 じゅうさんづかさんごういけ 半田市十三塚町32の4 青山地区 0.7 0.1
馬捨１号池 うますていちごういけ 半田市馬捨町8 青山地区 0.7 0.1
馬捨２号池 うますてにごういけ 半田市馬捨町9 青山地区 2 0.2
馬捨３号池 うますてさんごういけ 半田市馬捨町16の1 青山地区 0.7 0.1
馬捨４号池 うますてよんごういけ 半田市馬捨町20 青山地区 2 0.2
馬捨５号池 うますてごごういけ 半田市馬捨町18 青山地区 0.7 0.1
新生２号池 しんせいにごういけ 半田市新生町7-34の1 半田地区 0.7 0.1
新生３号池 しんせいさんごういけ 半田市新生町7-65 半田地区 0.7 0.1
平井１号池 ひらいいちごういけ 半田市平井町4-34 半田地区 0.7 0.1
深谷１号池 ふかだにいちごういけ 半田市深谷町6の1 半田地区 0.7 0.1
砂谷２号池 すなだににごういけ 半田市砂谷町43の1,47の2 青山地区 7 0.7
砂谷３号池 すなだにさんごういけ 半田市砂谷町39の3 青山地区 0.7 0.1
馬捨６号池 うますてろくごういけ 半田市馬捨町47の1,43の2 青山地区 1 0.1
馬捨７号池 うますてななごういけ 半田市馬捨町29の1,29の2 青山地区 1 0.1
馬捨８号池 うますてはちごういけ 半田市馬捨町50 青山地区 0.7 0.1
池田１号池 いけだいちごういけ 半田市池田町3-67の1 青山地区 0.7 0.1
池田２号池 いけだにごういけ 半田市池田町1-102 青山地区 0.7 0.1
大廻間池 おおはざまいけ 半田市神代町2-94 青山地区 5 0.1
高峯１号池 たかみねいちごういけ 半田市高峯町10 青山地区 1 0.1
高峯２号池 たかみねにごういけ 半田市高峯町10 青山地区 0.7 0.1
平和４号池 へいわよんごういけ 半田市平和町3-83 半田地区 0.7 0.1
親池 しんいけ 半田市清城町1-5の1 半田地区 72 3
大湯１号池 おおゆいちごういけ 半田市大湯町3-26 青山地区 1 0.1
高峯３号池 たかみねさんごういけ 半田市高峯町15の3 青山地区 0.7 0.1
苅谷口池 かりやぐちいけ 半田市桐ヶ丘5-82の1 成岩地区 1 0.1
仲田池下 なかだいけした 半田市桐ヶ丘2-91の1 成岩地区 26.7 0.2
康衛池 こうえいいけ 半田市瑞穂町3-1-2 成岩地区 90 1.5
鴉根1号池 からすねいちごういけ 半田市鴉根町4-2 青山地区 9.3 0.7
浜池 はまいけ 半田市柊町2-86-1 半田地区 55 2
宮池 みやいけ 半田市宮路町54-5 半田地区 25 1.8
上苗代池 かみなえしろいけ 半田市横松上町91 乙川地区 6 0.4
弁天池 べんてんいけ 半田市向山町1-139の1 乙川地区 2 2
籠池 かごいけ 半田市岩滑高山町4-77の1 半田地区 88 0.1
八助谷池 やすけだにいけ 半田市三ツ池町54-2 青山地区 23 2
三郷池 さんごういけ 半田市桃山町76 青山地区 5 0.8
神代１号池 かみしろいちごういけ 半田市神代町2-11-1 青山地区 5.3 0.4
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