
　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　  【区町村】　 　 　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

北海道 札幌市 手稲区 認定こども園まつばの杜 20200525
北海道 釧路市 美原つくし幼稚園 20200525
北海道 登別市 幌別小学校 20200527
北海道 中川郡 池田町 池田カトリック幼稚園 20200528
青森県 青森市 古川小学校 20200529
青森県 つがる市 柏小学校 20200525
宮城県 登米市 南方保育所 20200525
宮城県 登米市 認定こども園さくら幼稚園 20200525
宮城県 刈田郡 七ケ宿町 西山学院高等学校 20200529
福島県 大沼郡 会津美里町 会津美里町青少年育成町民会議 20200526
栃木県 大田原市 国際医療福祉大学 20200527
群馬県 高崎市 認定こども園すみれものがたり 20200529
埼玉県 川口市 きぞろ幼稚園 20200527
埼玉県 狭山市 広瀬小学校 20200526
埼玉県 上尾市 原市中学校 20200528
埼玉県 富士見市 富士見市立東中学校 20200526
埼玉県 大里郡 寄居町 こぶし保育園 20200525
千葉県 千葉市 花見川区 斉信会畑町ガーデン 20200525
千葉県 千葉市 若葉区 坂月小学校 20200525
千葉県 市川市 新井小学校 20200527
千葉県 船橋市 三山小学校 20200527
東京都 新宿区 市谷小学校 20200526
東京都 練馬区 光が丘第十保育園 20200529
東京都 八王子市 すぎな愛育園 20200528
東京都 八王子市 高嶺小学校 20200526
東京都 八王子市 甲ノ原中学校 20200525
東京都 立川市 多摩幼稚園 20200525
東京都 小平市 小平第七小学校 20200528
東京都 西東京市 明成幼稚園 20200527
神奈川県 相模原市 中央区 清水こども園 20200527
神奈川県 横須賀市 大矢部小学校 20200529
神奈川県 三浦市 名向小学校 20200527
石川県 金沢市 富樫小学校 20200525
長野県 諏訪郡 原村 原小学校 20200527
岐阜県 岐阜市 長良小学校 20200529
岐阜県 土岐市 花園保育園 20200529
岐阜県 飛騨市 岐阜県立飛騨吉城特別支援学校 20200527
愛知県 豊橋市 青陵中学校 20200529
愛知県 岡崎市 常磐中学校 20200527
愛知県 豊田市 平井小学校 20200526
三重県 津市 明合幼稚園 20200525
三重県 津市 高茶屋保育園 20200529
三重県 松阪市 花岡幼稚園 20200527
大阪府 大阪市 大正区 泉尾北小学校 20200526
大阪府 大阪市 旭区 城北朝鮮初級学校 20200529
大阪府 大阪市 平野区 長吉小学校 20200528
大阪府 堺市 東区 登美丘西小学校 20200529
大阪府 高槻市 願行寺こども園 20200528
大阪府 松原市 清水保育園 20200525
大阪府 羽曳野市 はびきの保育園 20200527
大阪府 泉南郡 熊取町 熊取町立北小学校 20200529
兵庫県 神戸市 北区 唐櫃小学校 20200525
兵庫県 高砂市 松陽中学校 20200525

兵庫県 たつの市
播磨高原広域事務組合立
播磨高原東中学校

20200527

兵庫県 加古郡 播磨町 蓮池小学校 20200525
兵庫県 加古郡 播磨町 蓮池小学校 20200525
奈良県 北葛城郡 河合町 河合第二中学校 20200529



　　　　　　　　【都道府県】　【市・郡】　　　  【区町村】　 　 　【参加団体】　　　　　　　　　　　　　　 　 【受付日】

岡山県 倉敷市 玉島保育園 20200525
岡山県 倉敷市 天城保育園 20200525
岡山県 倉敷市 緑丘小学校 20200527
岡山県 笠岡市 笠岡幼稚園 20200525
広島県 広島市 東区 温品小学校 20200527
広島県 呉市 仁方小学校 20200528
広島県 呉市 郷原中学校 20200525
広島県 福山市 新涯小学校 20200525
山口県 宇部市 小鳩幼稚園 20200525
山口県 萩市 椿東小学校 20200529
山口県 光市 三輪小学校 20200525
山口県 柳井市 ルンビニ保育園 20200528
山口県 柳井市 大畠小学校 20200525
徳島県 徳島市 徳島大学あゆみの森保育園 20200527
徳島県 板野郡 藍住町 藍住南幼稚園 20200529
香川県 坂出市 金山小学校 20200525
愛媛県 西宇和郡 伊方町 瀬戸中学校 20200525
福岡県 北九州市 八幡西区 あかね幼稚園 20200529
福岡県 福岡市 東区 若宮小学校 20200528
福岡県 久留米市 竹野保育所 20200525
長崎県 長崎市 矢上小学校 20200525
宮崎県 西臼杵郡 五ケ瀬町 三ケ所小学校 20200528
鹿児島県 鹿児島市 城ヶ丘保育園 20200529
鹿児島県 日置市 清光保育園 20200525
沖縄県 那覇市 開南小学校 20200528


