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北海道札幌市立真駒内桜山小学校（※） 

北海道帯広市立西小学校（※） 

北海道石狩市立緑苑台小学校（※） 

北海道石狩市立双葉小学校（※） 

北海道むかわ町立穂別小学校（※） 

北海道札幌市立もみじの丘小学校（※） 

北海道中富良野町立旭中小学校（※） 

北海道札幌市立月寒東小学校（※） 

北海道札幌市立東光小学校（※） 

北海道清水町立御影小学校（※） 

北海道札幌市立大倉山小学校（※） 

北海道北見市立温根湯小学校（※） 

北海道芽室町立芽室小学校（※） 

青森県西目屋村立西目屋小学校 

青森県五所川原市立栄小学校 

青森県つがる市立向陽小学校 

青森県十和田市立洞内小学校 

青森県鶴田町立胡桃舘小学校 

青森県黒石市立東英小学校 

青森県八戸市立大久喜小学校 

青森県大鰐町立大鰐小学校 

青森県深浦町立深浦小学校 

青森県六ヶ所村立泊小学校 

青森県むつ市立苫生小学校 

青森県東通村立東通小学校 

岩手県大槌町立吉里吉里学園小学部(※） 

岩手県野田村立野田小学校(※） 

岩手県久慈市立来内小学校 

岩手県遠野市立遠野小学校 

岩手県矢巾町立不動小学校 

岩手県紫波町立星山小学校 

岩手県滝沢市立柳沢小学校 

岩手県岩手町立沼宮内小学校 

岩手県葛巻町立五日市小学校 

岩手県盛岡市立高松小学校 

岩手県宮古市立高浜小学校 

岩手県平泉町立長島小学校 

宮城県仙台市立長命ヶ丘小学校（※） 

宮城県仙台市立広瀬小学校 

宮城県気仙沼市立中井小学校 

宮城県気仙沼市立津谷小学校 

宮城県仙台市立根白石小学校 

宮城県仙台市立秋保小学校 

宮城県加美町立旭小学校 

宮城県登米市立浅水小学校 

宮城県仙台市立枡江小学校 

宮城県仙台市立東宮城野小学校 

宮城県仙台市立沖野小学校 

宮城県蔵王町立永野小学校 

宮城県富谷市立富ケ丘小学校 

秋田県湯沢市立雄勝小学校 

秋田県横手市立横手北小学校 

秋田県美郷町立仙南小学校 

秋田県大仙市立清水小学校 
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秋田県大仙市立内小友小学校 

秋田県藤里町立藤里小学校 

秋田県能代市立朴瀬小学校 

秋田県北秋田市立鷹巣小学校 

秋田県大館市立城西小学校 

秋田県男鹿市立船川第一小学校 

秋田県由利本荘市立鶴舞小学校 

秋田県秋田市立上新城小学校 

秋田県秋田市立土崎南小学校 

山形県鶴岡市立櫛引西小学校（※） 

山形県酒田市立飛島小学校 

山形県白鷹町立荒砥小学校 

山形県最上町立冨沢小学校 

山形県新庄市立北辰小学校 

山形県村山市立冨本小学校 

山形県山辺町立作谷沢小学校 

山形県寒河江市立幸生小学校 

山形県山形市立南小学校 

山形県山形市立大郷小学校 

山形県高畠町立屋代小学校 

山形県米沢市立万世小学校 

福島県郡山市立行健小学校(※） 

福島県郡山市立御代田小学校(※） 

福島県相馬市立飯豊小学校(※） 

福島県双葉町立双葉南小学校 

福島県いわき市立大野第一小学校 

福島県郡山市立三町目小学校 

福島県白河市立信夫第一小学校 

福島県福島市立大笹生小学校 

福島県伊達市立月舘小学校 

福島県西郷村立小田倉小学校 

福島県いわき市立藤原小学校 

福島県喜多方市立熊倉小学校 

茨城県古河市立小堤小学校 

茨城県常総市立石下小学校 

茨城県桜川市立大国小学校 

茨城県つくば市立葛城小学校 

茨城県石岡市立葦穂小学校 

茨城県牛久市立奥野小学校 

茨城県鉾田市立上島東小学校 

茨城県鹿嶋市立豊津小学校 

茨城県大子町立依上小学校 

茨城県小美玉市立上吉影小学校 

茨城県水戸市立三の丸小学校 

茨城県ひたちなか市立那珂湊第三小学校 

栃木県宇都宮市立田原西小学校（※） 

栃木県栃木市立小野寺南小学校 

栃木県壬生町立藤井小学校 

栃木県市貝町立市貝小学校 

栃木県益子町立田野小学校 

栃木県日光市立南原小学校 

栃木県上三川町立北小学校 

栃木県小山市立下生井小学校 

栃木県那須町立黒田原小学校 
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栃木県佐野市立旗川小学校 

栃木県さくら市立氏家小学校 

栃木県那珂川町立小川小学校 

群馬県伊勢崎市立赤堀南小学校 

群馬県みどり市立大間々南小学校 

群馬県千代田町立東小学校 

群馬県館林市立第一小学校 

群馬県高山村立高山小学校 

群馬県みなかみ町立月夜野北小学校 

群馬県安中市立臼井小学校 

群馬県玉村町立玉村小学校 

群馬県富岡市立丹生小学校 

群馬県前橋市立桃瀬小学校 

群馬県高崎市立滝川小学校 

群馬県渋川市立渋川北小学校 

埼玉県吉見町立西小学校 

埼玉県鶴ヶ島市立杉下小学校 

埼玉県春日部市立内牧小学校 

埼玉県三郷市立桜小学校 

埼玉県宮代町立百間小学校 

埼玉県所沢市立安松小学校 

埼玉県新座市立池田小学校 

埼玉県戸田市立戸田東小学校 

埼玉県川口市立慈林小学校 

埼玉県さいたま市立和土小学校 

埼玉県行田市立南河原小学校 

埼玉県熊谷市立大幡小学校 

千葉県柏市立花野井小学校（※） 

千葉県市原市立白金小学校 

千葉県千葉市立幕張小学校 

千葉県千葉市立こてはし台小学校 

千葉県千葉市立幕張南小学校 

千葉県富里市立富里小学校 

千葉県八街市立二州小学校 

千葉県横芝光町立南条小学校 

千葉県柏市立名戸ヶ谷小学校 

千葉県浦安市立南小学校 

千葉県船橋市立高根台第三小学校 

千葉県長柄町立日吉小学校 

東京都練馬区立豊玉小学校（※） 

東京都文京区立誠之小学校（※） 

東京都目黒区立東山小学校（※） 

東京都江東区立深川小学校（※） 

東京都文京区立昭和小学校（※） 

東京都杉並区立杉並第九小学校（※） 

東京都町田市立金井小学校（※） 

東京都練馬区立上石神井小学校 

東京都大田区立蒲田小学校 

東京都葛飾区立東水元小学校 

東京都あきる野市立前田小学校 

東京都新宿区立早稲田小学校 

東京都目黒区立碑小学校 

神奈川県相模原市立星が丘小学校（※） 

神奈川県川崎市立南百合丘小学校（※） 
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神奈川県横浜市立すみれが丘小学校（※） 

神奈川県相模原市立桂北小学校（※） 

神奈川県相模原市立内郷小学校 

神奈川県相模原市立鶴園小学校 

神奈川県川崎市立久末小学校 

神奈川県川崎市立生田小学校 

神奈川県横浜市立緑小学校 

神奈川県横浜市立境木小学校 

神奈川県箱根町立湯本小学校 

神奈川県三浦市立初声小学校 

神奈川県私立恵明学園小学校 

新潟県糸魚川市立糸魚川小学校 

新潟県長岡市立表町小学校 

新潟県五泉市立橋田小学校 

新潟県佐渡市立松ヶ崎小学校 

新潟県加茂市立加茂小学校 

新潟県燕市立燕北小学校 

新潟県三条市立裏館小学校 

新潟県柏崎市立日吉小学校 

新潟県上越市立上下浜小学校 

新潟県出雲崎町立出雲崎小学校 

新潟県新発田市立菅谷小学校 

新潟県長岡市立宮本小学校 

長野県軽井沢風越学園（※） 

長野県佐久市立中込小学校 

長野県佐久市立東小学校 

長野県上田市立傍陽小学校 

長野県長門小学校 

長野県桔梗小学校 

長野県大野川小学校 

長野県松川中央小学校 

長野県平谷小学校 

長野県湊小学校 

長野県下諏訪南小学校 

長野県古里小学校 

長野県豊丘小学校 

山梨県市川東小学校 

山梨県富河小学校 

山梨県双葉西小学校 

山梨県一宮西小学校 

山梨県櫛形北小学校 

山梨県落合小学校 

山梨県湯田小学校 

山梨県伊勢小学校 

山梨県千代田小学校 

山梨県忍野小学校 

山梨県初狩小学校 

山梨県駿台甲府小学校 

山梨県秋山小学校 

静岡県天城小学校（※） 

静岡県西小学校(※） 

静岡県浅間小学校(※） 

静岡県駒形小学校 

静岡県清水中河内小学校 
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静岡県笠井小学校 

静岡県大平小学校 

静岡県旭小学校 

静岡県朝日小学校 

静岡県伊太小学校 

静岡県田原小学校 

静岡県白須賀小学校 

静岡県東海大学付属静岡翔洋小学校 

富山県伏木小学校 

富山県能町小学校 

富山県福岡小学校 

富山県十二町小学校 

富山県久目小学校 

富山県砺波北部小学校 

富山県大谷小学校 

富山県津沢小学校 

富山県立山小学校 

富山県太田小学校 

富山県相ノ木小学校 

富山県草島小学校 

富山県音川小学校 

石川県分校小学校 

石川県中島小学校 

石川県明光小学校 

石川県御園小学校 

石川県粟崎小学校 

石川県富樫小学校 

石川県杜の里小学校 

石川県鶴ケ丘小学校 

石川県金津小学校 

石川県田鶴浜小学校 

石川県穴水小学校 

石川県門前東小学校 

福井県味真野小学校(※） 

福井県順化小学校(※） 

福井県河合小学校(※） 

福井県松本小学校(※） 

福井県福井東特別支援学校(※） 

福井県福井特別支援学校(※） 

福井県湯尾小学校 

福井県吉野小学校 

福井県中名田小学校 

福井県細呂木小学校 

福井県吉野小学校 

福井県朝日小学校 

福井県美浜西小学校 

岐阜県岐阜市立芥見小学校(※） 

岐阜県各務原市立蘇原第一小学校(※） 

岐阜県岐南町立西小学校(※） 

岐阜県下呂市立下原小学校(※） 

岐阜県岐阜市立方県小学校  

岐阜県岐阜市立長良西小学校  

岐阜県養老町立上多度小学校  

岐阜県養老町立日吉小学校  
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岐阜県郡上市立三城小学校  

岐阜県美濃加茂市立三和小学校  

岐阜県中津川市立坂下小学校  

岐阜県中津川市立蛭川小学校 

岐阜県高山市立花里小学校 

愛知県蛭間小学校 

愛知県竜美丘小学校 

愛知県名和小学校 

愛知県駒場小学校 

愛知県亀山小学校 

愛知県鷹丘小学校 

愛知県大手小学校 

愛知県植田北小学校 

愛知県白沢小学校 

愛知県豊岡小学校 

愛知県味鋺小学校 

愛知県瑞鳳小学校 

滋賀県綾野小学校 

滋賀県治田東小学校 

滋賀県安曇小学校 

滋賀県新旭北小学校 

滋賀県小野小学校 

滋賀県富永小学校 

滋賀県小松小学校 

滋賀県富士見小学校 

滋賀県秦荘西小学校 

滋賀県愛知川小学校 

滋賀県高時小学校 

滋賀県木之本小学校 

滋賀県竜王小学校 

三重県米ノ庄小学校（※） 

三重県神上小学校 

三重県尾鷲小学校 

三重県南島西小学校 

三重県日進小学校 

三重県射和小学校 

三重県村主小学校 

三重県修成小学校 

三重県牧田小学校 

三重県八郷西小学校 

三重県富洲原小学校 

三重県日進小学校 

京都府福知山市立遷喬小学校（※） 

京都府向日市立向陽小学校 

京都府長岡京市立長岡第三小学校 

京都府城陽市立久世小学校 

京都府八幡市立くすのき小学校 

京都府綾部市立物部小学校 

京都府綾部市立西八田小学校 

京都府木津川市立恭仁小学校 

京都府精華町立精華台小学校 

京都府京丹後市立しんざん小学校 

京都府京丹後市立島津小学校 

京都府舞鶴市立新舞鶴小学校 
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京都府舞鶴市立明倫小学校 

大阪府島屋小学校 

大阪府八下西小学校 

大阪府千里たけみ小学校 

大阪府彩都の丘小学校 

大阪府第一小学校 

大阪府豊川小学校 

大阪府四條畷南小学校 

大阪府堀溝小学校 

大阪府小金台小学校 

大阪府長瀬東小学校 

大阪府大宮小学校 

大阪府古市南小学校 

大阪府新家小学校 

奈良県上北山村立上北山小学校 

奈良県上牧町立上牧第二小学校 

奈良県田原本町立田原本小学校 

奈良県五條市立阿太小学校 

奈良県生駒市立生駒南小学校 

奈良県平群町立平群小学校 

奈良県香芝市立志都美小学校 

奈良県奈良市立都祁小学校 

奈良県奈良市立平城西小学校 

奈良県天理市立山の辺小学校 

奈良県大和高田市立高田小学校 

奈良県橿原市立新沢小学校 

和歌山県海南市立北野上小学校 

和歌山県広川町立南広小学校 

和歌山県日高川町立和佐小学校 

和歌山県田辺市立秋津川小学校 

和歌山県田辺市立龍神小学校 

和歌山県和歌山市立宮小学校 

和歌山県和歌山市立西和佐小学校 

和歌山県和歌山市立今福小学校 

和歌山県かつらぎ町立渋田小学校 

和歌山県紀の川市立安楽川小学校 

和歌山県上富田町立生馬小学校 

和歌山県那智勝浦町立勝浦小学校 

兵庫県西宮市立高木小学校（※） 

兵庫県姫路市立白鷺小学校 

兵庫県淡路市立石屋小学校 

兵庫県丹波篠山市立城南小学校 

兵庫県豊岡市立日高小学校 

兵庫県赤穂市立御崎小学校 

兵庫県姫路市立余部小学校 

兵庫県加西市立西在田小学校 

兵庫県三木市立口吉川小学校 

兵庫県加古川市立尾上小学校 

兵庫県川西市立多田東小学校 

兵庫県芦屋市立山手小学校 

兵庫県尼崎市立園田東小学校 

鳥取県鳥取市立神戸小学校 

鳥取県鳥取市立世紀小学校 

鳥取県鳥取市立湖山西小学校 
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鳥取県鳥取市立逢坂小学校 

鳥取県鳥取市立青谷小学校 

鳥取県倉吉市立明倫小学校 

鳥取県倉吉市立高城小学校 

鳥取県米子市立啓成小学校 

鳥取県米子市立和田小学校 

鳥取県境港市立余子小学校 

鳥取県南部町立会見小学校 

鳥取県伯耆町立岸本小学校 

岡山県岡山市立中山小学校（※） 

岡山県岡山市立建部小学校 

岡山県岡山市立豊小学校 

岡山市立彦崎小学校 

岡山県倉敷市立茶屋町小学校 

岡山県倉敷市立玉島南小学校 

岡山県津山市立喬松小学校 

岡山県笠岡市立真鍋小学校 

岡山県総社市立清音小学校 

岡山県瀬戸内市立美和小学校 

岡山県真庭市立河内小学校 

岡山県浅口市立金光吉備小学校 

岡山県久米南町立誕生寺小学校 

島根県益田市立真砂小学校 

島根県津和野町立津和野小学校 

島根県隠岐の島町立磯小学校 

島根県奥出雲町立亀嵩小学校 

島根県浜田市立今福小学校 

島根県大田市立五十猛小学校 

島根県大田市立朝波小学校 

島根県出雲市立鰐淵小学校 

島根県雲南市立海潮小学校 

島根県雲南市立加茂小学校 

島根県安来市立十神小学校 

島根県安来市立宇賀荘小学校 

島根県松江市立津田小学校 

広島県五日市小学校 

広島県安北小学校 

広島県牛田小学校 

広島県箕島小学校 

広島県大野東小学校 

広島県中通小学校 

広島県吉田小学校 

広島県八重小学校 

広島県沼田東小学校 

広島県油木小学校 

広島県和田小学校 

広島県高野小学校 

山口県下関市立岡枝小学校 

山口県下関市立角倉小学校 

山口県山口市立大歳小学校 

山口県山口市立鋳銭司小学校 

山口県萩市立多磨小学校 

山口県防府市立西浦小学校 

山口県岩国市立周北小学校 
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山口県岩国市立通津小学校 

山口県長門市立仙崎小学校 

山口県周南市立鹿野小学校 

山口県周南市立夜市小学校 

山口県山陽小野田市立出合小学校 

山口県平生町立佐賀小学校 

香川県多度津町立豊原小学校 

香川県宇多津町立宇多津小学校 

香川県三豊市立曽保小学校 

香川県三豊市立大見小学校 

香川県さぬき市立さぬき北小学校 

香川県観音寺市立豊浜小学校 

香川県善通寺市立与北小学校 

香川県丸亀市立城辰小学校 

香川県高松市立大野小学校 

香川県高松市立牟礼小学校 

香川県高松市立仏生山小学校 

香川県高松市立屋島小学校 

香川県まんのう町立長炭小学校 

徳島県小松島市立新開小学校 

徳島県徳島市立千松小学校 

徳島県徳島市立一宮小学校 

徳島県三好市立東祖谷小学校 

徳島県海陽町立海部小学校 

徳島県板野町立板野南小学校 

徳島県つるぎ町立太田小学校 

徳島県阿波市立市場小学校 

徳島県三好市立王地小学校 

徳島県阿南市立今津小学校 

徳島県吉野川市立知恵島小学校 

徳島県吉野川市立川島小学校 

愛媛県八幡浜市立江戸岡小学校 

愛媛県西予市立明浜小学校 

愛媛県鬼北町立好藤小学校 

愛媛県愛南町立城辺小学校 

愛媛県西条市立石根小学校 

愛媛県上島町立魚島小学校 

愛媛県今治市立吉海小学校 

愛媛県新居浜市立金子小学校 

愛媛県四国中央市立長津小学校 

愛媛県松山市立高浜小学校 

愛媛県松前町立松前小学校 

愛媛県久万高原町立明神小学校 

愛媛県大洲市立河辺小学校 

高知県高知市立三里小学校(※） 

高知県南国市立国府小学校 

高知県土佐市立宇佐小学校 

高知県東洋町立甲浦小学校 

高知県香南市立吉川小学校 

高知県四万十市立東中筋小学校 

高知県土佐清水市立幡陽小学校 

高知県宿毛市立橋上小学校 

高知県須崎市立安和小学校 

高知県須崎市立上分小学校 
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高知県高知市立布師田小学校 

高知県高知市立高須小学校 

高知県高知市立朝倉第二小学校 

福岡県宗像市立日の里東小学校（※） 

福岡県福岡市立席田小学校 

福岡県福岡市立原小学校 

福岡県北九州市立今町小学校 

福岡県北九州市立若松中央小学校 

福岡県北九州市立鞘ケ谷小学校 

福岡県飯塚市立鯰田小学校 

福岡県筑後市立松原小学校 

福岡県中間市立中間北小学校 

福岡県古賀市立花見小学校 

福岡県粕屋町立大川小学校 

福岡県みやこ町立黒田小学校 

佐賀県佐賀市立勧興小学校 

佐賀県佐賀市立北山東部小学校 

佐賀県唐津市立湊小学校 

佐賀県唐津市立西唐津小学校 

佐賀県伊万里市立大坪小学校 

佐賀県伊万里市立牧島小学校 

佐賀県伊万里市立山代西小学校 

佐賀県武雄市立山内西小学校立野川内分
校 

佐賀県小城市立芦刈小学校 

佐賀県神埼市立千代田中部小学校 

佐賀県吉野ケ里町立三田川小学校 

佐賀県白石町立有明南小学校 

長崎県春日小学校（※） 

長崎県福島養源小学校 

長崎県三島小学校 

長崎県福重小学校 

長崎県佐須奈小学校 

長崎県愛宕小学校 

長崎県蒲河小学校 

長崎県三会小学校 

長崎県田平北小学校 

長崎県時津北小学校 

長崎県小値賀小学校 

長崎県西浦上小学校 

大分県豊後高田市立草地小学校 

大分県中津市立豊田小学校 

大分県玖珠町立日出生小学校 

大分県日田市立桂林小学校 

大分県豊後大野市立新田小学校 

大分県竹田市立都野小学校 

大分県佐伯市立下堅田小学校 

大分県由布市立挾間小学校 

大分県臼杵市立上北小学校 

大分県別府市立大平山小学校 

大分県大分市立吉野小学校 

大分県日出町立川崎小学校 

大分県国東市立小原小学校 

熊本県五和小学校 

熊本県西小学校 
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熊本県湯出小学校 

熊本県小坂小学校 

熊本県龍峯小学校 

熊本県菊陽南小学校 

熊本県中央小学校 

熊本県稲田小学校 

熊本県山本小学校 

熊本県中央小学校 

熊本県壺川小学校 

熊本県弓削小学校 

宮崎県高鍋西小学校（※） 

宮崎県高鍋東小学校（※） 

宮崎県財光寺小学校（※） 

宮崎県富田小学校 

宮崎県鵜戸小学校 

宮崎県白雲小学校 

宮崎県丸野小学校 

宮崎県須木小学校 

宮崎県北方学園小学校 

宮崎県坂本小学校 

宮崎県塩見小学校 

宮崎県大宮小学校 

宮崎県学園木花台小学校 

鹿児島県上小原小学校 

鹿児島県高須小学校 

鹿児島県安楽小学校 

鹿児島県岸良小学校 

鹿児島県納官小学校 

鹿児島県指宿小学校 

鹿児島県飯牟礼小学校 

鹿児島県松元小学校 

鹿児島県中郡小学校 

鹿児島県坂元台小学校 

鹿児島県重富小学校 

鹿児島県折多小学校 

沖縄県辺土名小学校 

沖縄県東小学校 

沖縄県大北小学校 

沖縄県彩橋小学校 

沖縄県古堅南小学校 

沖縄県志真志小学校 

沖縄県浦添小学校 

沖縄県宇栄原小学校 

沖縄県北大東小学校 

沖縄県久高小学校 

沖縄県馬天小学校 

沖縄県平久保小学校 

沖縄県八島小学校 

 

 


