
　　　　　　　　ベルマーク6月第2週（6/7～6/13）受付

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

北海道 札幌市 北区 光陽小学校 20200611
北海道 旭川市 旭川みその幼稚園 20200608
北海道 帯広市 開西小学校 20200610
北海道 北広島市 西の里中学校 20200608
青森県 青森市 造道小学校 20200611
青森県 八戸市 明治小学校 20200611
青森県 六ケ所村 六ヶ所村立南小学校 20200612
宮城県 栗原市 宮城県立金成支援学校 20200612
秋田県 湯沢市 湯沢南中学校 20200608
山形県 長井市 長井小学校 20200612
茨城県 古河市 上辺見小学校 20200608
茨城県 つくば市 手代木南小学校 20200609
茨城県 小美玉市 納場保育園 20200608
栃木県 那須塩原市 西那須野幼稚園 20200610
群馬県 桐生市 菱小学校 20200610
埼玉県 川口市 さと幼稚園 20200608
埼玉県 川口市 埼玉県立川口特別支援学校 20200609
埼玉県 所沢市 牛沼小学校 20200612
埼玉県 深谷市 深谷中学校 20200608
埼玉県 越谷市 弥栄小学校 20200609
埼玉県 志木市 志木第二中学校 20200611
埼玉県 和光市 白子小学校 20200610
埼玉県 幸手市 上高野小学校 20200608
埼玉県 宮代町 前原中学校 20200608
千葉県 東金市 城西小学校 20200610
千葉県 柏市 星槎国際高等学校柏キャンパス 20200608
千葉県 八千代市 米本小学校 20200608
千葉県 印西市 小林小学校 20200610
千葉県 鋸南町 鋸南小学校 20200611
東京都 中央区 豊海幼稚園 20200610
東京都 練馬区 練馬第三小学校 20200612
東京都 足立区 東綾瀬小学校 20200611
東京都 江戸川区 第五葛西小学校 20200610
東京都 八王子市 浅川保育園 20200609
東京都 八王子市 みなみ野君田小学校 20200610
東京都 日野市 夢が丘小学校 20200612
神奈川県 横浜市 鶴見区 駒岡小学校 20200610
神奈川県 横浜市 緑区 鴨居中学校 20200610
神奈川県 横浜市 青葉区 つつじが丘小学校 20200608
神奈川県 横浜市 青葉区 みたけ台小学校 20200611
神奈川県 川崎市 麻生区 岡上小学校 20200609
神奈川県 鎌倉市 玉縄中学校 20200608
神奈川県 小田原市 城南中学校 20200610
神奈川県 茅ケ崎市 西浜小学校 20200612
神奈川県 秦野市 すえひろこども園 20200610
新潟県 上越市 高田特別支援学校 20200610
石川県 輪島市 海の星幼稚園 20200608
長野県 中野市 中野小学校 20200609
長野県 大町市 大町西小学校 20200611
長野県 塩尻市 広丘小学校 20200609
長野県 佐久市 浅間中学校 20200611
静岡県 静岡市 清水区 清水袖師小学校 20200611
静岡県 牧之原市 御前崎中学校 20200608
愛知県 名古屋市 北区 西味鋺保育園 20200611
愛知県 岡崎市 城南小学校 20200611
愛知県 岡崎市 恵田小学校 20200612
愛知県 豊田市 ひらしば幼稚園 20200611
愛知県 豊田市 広沢こども園 20200610
愛知県 西尾市 白浜保育園 20200610
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　　　　　　　　ベルマーク6月第2週（6/7～6/13）受付

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

愛知県 江南市 布袋小学校 20200609
愛知県 稲沢市 大里東小学校 20200608
愛知県 日進市 日進東中学校 20200609
愛知県 東浦町 森岡小学校 20200610
三重県 伊勢市 船江保育園 20200612
三重県 志摩市 鵜方小学校 20200610
三重県 伊賀市 上野西小学校 20200611
京都府 京都市 中京区 朱雀第二小学校 20200609
京都府 京都市 伏見区 あけぼのこども園 20200608
京都府 京都市 伏見区 羽束師小学校 20200608
大阪府 大阪市 浪速区 栄小学校 20200612
大阪府 堺市 東区 日置荘西小学校 20200612
大阪府 豊中市 豊島北小学校 20200612
大阪府 高槻市 如是小学校 20200608
大阪府 枚方市 桜丘小学校 20200610
大阪府 富田林市 富田林幼稚園 20200610
兵庫県 神戸市 垂水区 霞ケ丘小学校 20200609
兵庫県 芦屋市 浜風小学校 20200612
兵庫県 豊岡市 奈佐小学校 20200610
奈良県 葛城市 當麻小学校 20200612
島根県 益田市 鎌手公民館 20200611
島根県 安来市 伯太中学校 20200608
岡山県 岡山市 中区 宇野小学校 20200608
岡山県 倉敷市 倉敷学園 20200610
岡山県 倉敷市 万寿小学校 20200608
岡山県 倉敷市 連島東小学校 20200608
岡山県 瀬戸内市 牛窓東幼稚園 20200610
広島県 広島市 西区 鈴が峰小学校 20200612
山口県 防府市 玉祖保育園 20200612
山口県 岩国市 東中学校 20200608
山口県 光市 浅江小学校 20200612
香川県 高松市 のぞみ学園のぞみ幼稚園 20200610
香川県 高松市 鶴尾小学校 20200611
香川県 さぬき市 香川県立香川東部養護学校 20200611
愛媛県 宇和島市 住吉小学校 20200609
高知県 香美市 第二土佐山田幼稚園 20200608
福岡県 福岡市 南区 横手小学校 20200608
福岡県 大野城市 大野北小学校 20200608
福岡県 大野城市 大野小学校 20200610
佐賀県 伊万里市 山代西小学校 20200610
佐賀県 伊万里市 立花小学校 20200608
佐賀県 上峰町 上峰小学校 20200608
熊本県 熊本市 南区 力合小学校 20200612
熊本県 人吉市 人吉幼稚園 20200608
熊本県 大津町 大津小学校 20200608
大分県 大分市 桃園小学校 20200608
宮崎県 都城市 明和小学校 20200608
宮崎県 延岡市 北浦小学校 20200608
宮崎県 延岡市 伊形小学校 20200611
沖縄県 那覇市 さつき小学校 20200608
沖縄県 沖縄市 安慶田小学校 20200608
沖縄県 豊見城市 座安小学校 20200608
沖縄県 北谷町 桑江中学校 20200608
沖縄県 南風原町 北丘小学校 20200608
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