
送付先（設置予定箇所） 郵便番号 住所
青森県庁 030-0861 青森県青森市長島1-1-1
青森市役所 030-0822 青森県青森市中央1-22-5
八戸市役所 031-8686 青森県八戸市内丸1-1-1
弘前市役所 036-8207 青森県弘前市上白銀町1-1
秋田県庁 010-8570 秋田県秋田市山王4-1-1
秋田市役所 010-0951 秋田県秋田市山王1-1
横手市役所 013-8601 秋田県横手市中央町8-2
大仙市役所 014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1
由利本荘市役所 015-8501 秋田県由利本荘市尾崎17
大館市役所 017-0891 秋田県大館市宇中城20
山形県庁 990-8570 山形県山形市松波2-8-1
山形市役所 990-0047 山形県山形市旅篭町2-3-25
鶴岡市役所 997-0035 山形県鶴岡市馬場町9-25
酒田市役所 998-0043 山形県酒田市本町2-2-45
米沢市役所 992-0012 山形県米沢市金池5-2-25
岩手県庁 020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
盛岡市役所 020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2
一関市役所 021-0027 岩手県一関市竹山町7-2
奥州市役所 023-0053 岩手県奥州市水沢大手町1-1
北上市役所 024-0095 岩手県北上市芳町1-1
花巻市役所 025-0075 岩手県花巻市花城町9-30
宮城県庁 980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
仙台市役所 980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目７−１
塩竃市役所 985-8501 宮城県塩竃市旭町１−番１号
気仙沼市役所 988-0084 宮城県気仙沼市八日町１丁目１−１
白石市役所 989-0276 宮城県白石市大手町１−１
名取市役所 981-1292 宮城県名取市増田柳田８０
角田市役所 981-1592 宮城県角田市角田字大坊41番地
多賀城市役所 985-0873 宮城県多賀城市中央２丁目１−１
岩沼市役所 989-2433 宮城県岩沼市桜１丁目６−２０
登米市役所 987-0511 宮城県登米市迫町佐沼中江２丁目６番地１
東松島市役所 981-0503 宮城県東松島市矢本上河戸３６−１
大崎市役所 989-6188 宮城県大崎市古川七日町１−１
富谷市役所 981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田３０
蔵王町役場 989-0821 宮城県刈田郡蔵王町円田西浦北１０
七ヶ宿町役場 989-0592 宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126 
大河原町役場 989-1245 宮城県柴田郡大河原町新南１９
村田町役場 989-1305 宮城県柴田郡村田町村田迫６
柴田町役場 989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３−４５
川崎町役場 989-1592 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1
丸森町役場 981-2192 宮城県伊具郡丸森町鳥屋１２０番地
亘理町役場 989-2393 宮城県亘理郡亘理町字下小路7番地4
山元町役場 989-2203 宮城県亘理郡山元町浅生作田山３２
松島町役場 981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
七ヶ浜町役場 985-0804 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜丑谷辺５−１
利府町役場 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新並松４
大和町役場 981-3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
大郷町役場 981-3502 宮城県黒川郡大郷町粕川西長崎５−８
大衡村役場 981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡平林６２
色麻町役場 981-4122 宮城県加美郡色麻町四竃北谷地４１
加美町役場 981-4252 宮城県加美郡加美町西田三番５
涌谷町役場 987-0192 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
美里町役場 987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦駒米１３
女川町役場 986-2261 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川178番地 KK-8街区1画地
宮城県スポーツ協会（宮城県総合運動公園） 981-0122 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1
仙台市スポーツ協会（仙台市役所錦町庁舎3階） 980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町一丁目3番9号
角田市体育協会（角田市総合体育館） 981-1504 宮城県角田市枝野字青木155－31
塩釜市体育協会（塩釜ガス体育館） 985-0075 宮城県塩竈市今宮町９－１
名取市体育協会（名取市民体育館） 981-1224 宮城県名取市増田字柳田２５０
多賀城市体育協会（多賀城市総合体育館） 985-0835 宮城県多賀城市下馬５－９－３
七ヶ浜町体育協会（七ヶ浜町総合スポーツセンター）985-0802 宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山1-2
大和町体育協会（大和町総合体育館） 981-3624 宮城県黒川郡大和町宮床松倉92
古川体育協会（大崎市古川総合体育館） 989-6117 宮城県大崎市古川旭4-5-2
美里町体育協会（美里町トレーニングセンター） 987-0005 遠田郡美里町北浦字下新田97-1
栗原市体育協会（若柳総合体育館） 989-5502 栗原市若柳字川南道伝前１２５－２
登米市体育協会（中田総合体育館） 987-0621 登米市中田町宝江黒沼字浦３８－３
気仙沼体育協会（気仙沼市総合体育館） 988-0171 気仙沼市赤岩牧沢４４－１８０
福島県庁 960-8065 福島県福島市杉妻町2-16
福島市役所 960-8111 福島県福島市五老内町3-1
いわき市役所 970-8686 福島県いわき市平字梅本21
郡山市役所 963-8601 福島県郡山市朝日一丁目２３−７
会津若松市役所 965-0872 福島県会津若松市東栄町３−４６



水戸市役所 310-0805 茨城県水戸市中央１丁目４−１
宇都宮市役所 320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5
前橋市役所 371-0026 群馬県前橋市大手町２丁目１２−１
高崎市役所 370-0829 群馬県高崎市高松町３５−１
さいたま市役所 330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
川越市役所 350-0062 埼玉県川越市元町１丁目３
川口市役所 332-0031 埼玉県川口市青木２丁目１−１
所沢市役所 359-8501 埼玉県所沢市並木１丁目１−１
越谷市役所 343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷４丁目２−１
千葉市役所 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港１−１
市川市役所 272-8501 千葉県市川市南八幡２丁目２０−２
船橋市役所 273-8501 千葉県船橋市湊町２丁目１０−２５
松戸市役所 271-8588 千葉県松戸市根本３８７番地５
柏市役所 277-8505 千葉県柏市柏5丁目10番1号
八王子市役所 192-8501 東京都八王子市元本郷町３丁目２４−１
町田市役所 194-8520 東京都町田市森野２丁目２−２２
横浜市役所 231-0017 神奈川県横浜市中区港町1-1
川崎市役所 210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1−番地
相模原市役所 252-5277 神奈川県相模原市中央区中央2-11-15 
横須賀市役所 238-0004 神奈川県横須賀市小川町11
藤沢市役所 251-8601 神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
世田谷区役所 154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
練馬区役所 176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
大田区役所 144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
江戸川区役所 132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号
足立区役所 120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
杉並区役所 166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
板橋区役所 173-8501 東京都板橋区板橋２丁目６６−１
品川区役所 140-8715 東京都品川区広町2-1-36
北区役所 114-0022 東京都北区王子本町１丁目１５−２２
河北町役場 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81
ひたちなか市役所 312-0052 茨城県ひたちなし市東石川２丁目１０−１
萩市役所 758-0041 山口県萩市大字江向５１０番地
群馬県庁 371-8570 群馬県前橋市大手町１－１－１
香取市役所 287-8501 千葉県香取市佐原ロ２１２７番地
鈴鹿市体育協会（石垣池公園） 513-0817 三重県鈴鹿市桜島町七丁目1番地の1
東松島市体育協会（東松島市民体育館） 981-0504 宮城県東松島市小松字上浮足164
石巻市図書館 986-0831 宮城県石巻市羽黒町１丁目９−２
石巻市役所本庁舎 986-0825 宮城県石巻市穀町14−１
中央公民館 986-0833 宮城県石巻市日和が丘１丁目２−７
渡波公民館 986-2121 宮城県石巻市渡波町２丁目６−３１
荻浜公民館 986-2341 宮城県石巻市荻浜字白浜山7番2
稲井公民館 986-0004 宮城県石巻市新栄１丁目２５−８
蛇田公民館 986-0861 宮城県石巻市蛇田字上中埣26
牡鹿公民館 986-2523 宮城県石巻市鮎川浜清崎山7
蛇田支所 986-0861 宮城県石巻市蛇田上中埣９９−３
稲井支所 稲井公民館隣り
渡波支所 渡波公民館隣り
河北総合支所 986-0101 宮城県石巻市相野谷旧会所前１２−１
雄勝総合支所 986-1332 宮城県石巻市雄勝町小島和田１８−１３
桃生総合支所 986-0313 宮城県石巻市桃生町中津山江下１０
河南総合支所 987-1101 宮城県石巻市前谷地黒沢前７
北上総合支所 986-0202 宮城県石巻市北上町橋浦大須２１５
牡鹿総合支所 986-2523 宮城県石巻市鮎川浜鬼形山１−１３
あいプラザ 986-0824 宮城県石巻市１丁目７−３
遊楽館 987-1103 宮城県石巻市北村前山１５−１
石巻市河北総合センター（ビッグバン） 986-0102 宮城県石巻市成田小塚裏畑５４
石ノ森萬画館 986-0823 宮城県石巻市中瀬２−７
いしのまき元気いちば 986-0822 宮城県石巻市中央２丁目１１−１１
石巻市かわまち交流センター（かわべい） 986-0822 宮城県石巻市中央２丁目１１−１７
いしのまき復興マラソン事務局（石巻市総合体育館）986-0832 宮城県石巻市泉町３丁目１−６３
石巻市総合運動公園 986-0031 宮城県石巻市南境字新小堤１８


