
　　　　　　　ベルマーク2022年７月第４週（７/18～７/24）受付分

【都道府県】 【市区町村】 【参加団体】 【受付日】

北海道 札幌市東区 札幌光星中学高等学校 2022/7/20
札幌市白石区 北郷小学校 2022/7/20
札幌市西区 発寒小学校 2022/7/20
札幌市清田区 平岡小学校 2022/7/20
帯広市 大正小学校 2022/7/20
千歳市 千歳第２幼稚園 2022/7/20
恵庭市 和光小学校 2022/7/20
紋別郡遠軽町 遠軽高等学校 2022/7/20

青森県 青森市 浜田小学校 2022/7/20
弘前市 福村小学校 2022/7/20
黒石市 黒石東小学校 2022/7/20

岩手県 宮古市 宮古泉幼稚園 2022/7/20
宮城県 仙台市青葉区 中山小学校 2022/7/21

仙台市太白区 太白小学校 2022/7/22
仙台市太白区 上野山小学校 2022/7/22
岩沼市 岩沼南こばと幼稚園 2022/7/20
富谷市 ひより台幼稚園 2022/7/20
富谷市 富ケ丘小学校 2022/7/20
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/7/21
刈田郡七ケ宿町 西山学院高等学校 2022/7/19

秋田県 潟上市 追分幼稚園 2022/7/20
福島県 会津若松市 第一中学校 2022/7/19
茨城県 水戸市 浜田小学校 2022/7/20

日立市 成沢小学校 2022/7/20
日立市 油縄子小学校 2022/7/19
高萩市 高萩小学校 2022/7/20
取手市 藤代小学校 2022/7/22
那珂郡東海村 舟石川小学校 2022/7/20
稲敷郡美浦村 大谷小学校 2022/7/20
稲敷郡阿見町 荒川沖幼稚園 2022/7/19
猿島郡五霞町 認定こども園五霞幼稚園・保育園 2022/7/22

栃木県 宇都宮市 豊郷南小学校 2022/7/19
宇都宮市 豊郷北小学校 2022/7/22
那須塩原市 西那須野幼稚園 2022/7/20
下野市 石橋中学校 2022/7/20

群馬県 前橋市 岩神小学校 2022/7/20
前橋市 桃瀬小学校 2022/7/22
高崎市 高崎市立西小学校 2022/7/20
太田市 第二ひかり幼稚園 2022/7/21
邑楽郡邑楽町 長柄幼稚園 2022/7/19

埼玉県 さいたま市西区 指扇小学校 2022/7/20
さいたま市北区 植竹小学校 2022/7/20
さいたま市北区 宮原小学校 2022/7/21
さいたま市大宮区 大宮南小学校 2022/7/22
さいたま市大宮区 埼玉朝鮮初中級学校 2022/7/22
さいたま市見沼区 大砂土東小学校 2022/7/20
さいたま市見沼区 蓮沼小学校 2022/7/20
さいたま市見沼区 海老沼小学校 2022/7/22
さいたま市中央区 下落合小学校 2022/7/22
さいたま市浦和区 仲本小学校 2022/7/20
川越市 大東西小学校 2022/7/19
川越市 月越小学校 2022/7/20
川越市 高階小学校 2022/7/19
熊谷市 熊谷南小学校 2022/7/20
川口市 領家小学校 2022/7/20
川口市 幸並中学校 2022/7/20
飯能市 精明小学校 2022/7/20
飯能市 富士見小学校 2022/7/20
加須市 大利根東小学校 2022/7/21
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埼玉県 春日部市 粕壁小学校 2022/7/20
羽生市 羽生市立南中学校 2022/7/20
上尾市 芝川小学校 2022/7/19
草加市 八幡小学校 2022/7/20
越谷市 新方小学校 2022/7/20
越谷市 西方小学校 2022/7/19
蕨市 中央東小学校 2022/7/22
入間市 仏子小学校 2022/7/20
朝霞市 朝霞第三小学校 2022/7/20
和光市 和光市立第五小学校 2022/7/20
新座市 第四小学校 2022/7/20
八潮市 潮止小学校 2022/7/20
八潮市 柳之宮小学校 2022/7/19
八潮市 大瀬小学校 2022/7/20
八潮市 大原小学校 2022/7/22
蓮田市 花星こども園 2022/7/19
坂戸市 坂戸小学校 2022/7/20
幸手市 長倉小学校 2022/7/20
ふじみ野市 鶴ケ丘小学校 2022/7/20
ふじみ野市 大井小学校 2022/7/22
北足立郡伊奈町 小室小学校 2022/7/22
児玉郡上里町 賀美小学校 2022/7/22

千葉県 千葉市中央区 新宿小学校 2022/7/21
千葉市花見川区 西小中台小学校 2022/7/19
千葉市稲毛区 草野小学校 2022/7/19
千葉市緑区 扇田小学校 2022/7/19
市川市 新浜小学校 2022/7/20
市川市 新井小学校 2022/7/20
市川市 冨貴島小学校 2022/7/22
市川市 稲越小学校 2022/7/20
船橋市 法典東小学校 2022/7/20
船橋市 大穴小学校 2022/7/20
船橋市 三山小学校 2022/7/20
船橋市 飯山満南小学校 2022/7/20
船橋市 行田東小学校 2022/7/19
館山市 北条小学校 2022/7/20
松戸市 上本郷小学校 2022/7/22
松戸市 牧野原小学校 2022/7/21
成田市 成田幼稚園 2022/7/21
成田市 平成小学校 2022/7/22
佐倉市 上志津小学校 2022/7/19
習志野市 津田沼小学校 2022/7/19
習志野市 屋敷小学校 2022/7/20
柏市 風早北部小学校 2022/7/22
柏市 柏第二小学校 2022/7/20
柏市 中原小学校 2022/7/22
市原市 有秋西小学校 2022/7/20
市原市 有秋南小学校 2022/7/21
流山市 東小学校 2022/7/20
流山市 八木南小学校 2022/7/21
流山市 流山北小学校 2022/7/20
八千代市 高津小学校 2022/7/20
八千代市 村上北小学校 2022/7/22
我孫子市 湖北台西小学校 2022/7/22
浦安市 見明川認定こども園 2022/7/20
浦安市 日の出幼稚園 2022/7/20
浦安市 浦安市立南小学校 2022/7/21
印西市 小林北小学校 2022/7/20
印西市 高花小学校 2022/7/20
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千葉県 富里市 日吉台小学校 2022/7/20
富里市 七栄小学校 2022/7/19
山武市 鳴浜小学校 2022/7/20
大網白里市 白里小学校 2022/7/20

東京都 文京区 東京学芸大学附属竹早小学校・幼稚園 2022/7/19
墨田区 立花幼稚園 2022/7/21
江東区 第二砂町小学校 2022/7/19
品川区 第二延山小学校 2022/7/20
目黒区 中目黒小学校 2022/7/20
目黒区 目黒星美学園小学校 2022/7/19
大田区 馬込第二小学校 2022/7/19
大田区 東調布第三小学校 2022/7/21
大田区 矢口東小学校 2022/7/20
大田区 千鳥小学校 2022/7/21
世田谷区 国本学園　国本幼稚園 2022/7/22
世田谷区 祖師谷小学校 2022/7/20
世田谷区 池尻小学校 2022/7/22
世田谷区 砧小学校 2022/7/22
渋谷区 福田幼稚園 2022/7/19
杉並区 西荻まこと幼稚園 2022/7/19
杉並区 三谷小学校 2022/7/20
豊島区 大塚ろう学校 2022/7/20
豊島区 高松小学校 2022/7/20
北区 女子聖学院中学校・高等学校 2022/7/20
板橋区 成増ケ丘小学校 2022/7/22
練馬区 北町カトリック幼稚園 2022/7/22
練馬区 豊玉南小学校 2022/7/19
江戸川区 春江小学校 2022/7/20
八王子市 上柚木小学校 2022/7/19
八王子市 第四小学校 2022/7/20
八王子市 浅川小学校 2022/7/20
調布市 飛田給小学校 2022/7/20
調布市 杉森小学校 2022/7/20
町田市 忠生第三小学校 2022/7/20
町田市 南第一小学校 2022/7/20
小平市 小平第五小学校 2022/7/22
東大和市 東大和市立第七小学校 2022/7/20
多摩市 聖ヶ丘小学校 2022/7/19
多摩市 聖ヶ丘小学校 2022/7/19
稲城市 若葉台小学校 2022/7/20
西東京市 保谷第一小学校 2022/7/22

神奈川県 横浜市鶴見区 矢向小学校 2022/7/22
横浜市鶴見区 獅子ケ谷小学校 2022/7/21
横浜市神奈川区 子安小学校 2022/7/20
横浜市南区 くるみ幼稚園 2022/7/19
横浜市港北区 小机小学校 2022/7/19
横浜市戸塚区 柏尾小学校 2022/7/20
横浜市戸塚区 下郷小学校 2022/7/22
横浜市戸塚区 川上小学校 2022/7/20
横浜市港南区 日野小学校 2022/7/22
横浜市港南区 相武山小学校 2022/7/20
横浜市旭区 鶴ケ峯小学校 2022/7/22
横浜市旭区 不動丸小学校 2022/7/22
横浜市旭区 善部小学校 2022/7/22
横浜市泉区 東中田小学校 2022/7/20
横浜市青葉区 つつじが丘小学校 2022/7/20
横浜市青葉区 あざみ野第二小学校 2022/7/20
横浜市青葉区 元石川小学校 2022/7/20
横浜市都筑区 東山田小学校 2022/7/20
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神奈川県 川崎市中原区 中原小学校 2022/7/20
川崎市多摩区 登戸小学校 2022/7/22
川崎市多摩区 東菅小学校 2022/7/22
川崎市多摩区 三田小学校 2022/7/19
川崎市多摩区 南菅中学校 2022/7/21
川崎市宮前区 土橋小学校 2022/7/20
川崎市麻生区 長沢小学校 2022/7/20
川崎市麻生区 片平小学校 2022/7/20
相模原市南区 大野台小学校 2022/7/20
相模原市南区 大沼小学校 2022/7/20
横須賀市 鴨居幼稚園 2022/7/20
横須賀市 長井小学校 2022/7/20
平塚市 岡崎小学校 2022/7/20
藤沢市 本町小学校 2022/7/20
小田原市 桜井小学校 2022/7/20
小田原市 東富水小学校 2022/7/19
茅ケ崎市 松浪小学校 2022/7/19
大和市 緑野小学校 2022/7/20
座間市 相模野小学校 2022/7/19
座間市 相模が丘小学校 2022/7/19
中郡二宮町 一色小学校 2022/7/20
足柄上郡松田町 松田小学校 2022/7/20

新潟県 新潟市東区 大形小学校 2022/7/20
新潟市中央区 新潟柳都中学校 2022/7/20
新潟市西区 立仏小学校 2022/7/20

富山県 富山市 紫幼稚園 2022/7/20
高岡市 高陵中学校 2022/7/20
中新川郡上市町 上市中学校 2022/7/20

石川県 金沢市 すずらん保育園 2022/7/20
金沢市 額小学校 2022/7/20

福井県 福井市 湊小学校 2022/7/19
福井市 清水東小学校 2022/7/22
坂井市 春江小学校 2022/7/19

長野県 長野市 安茂里幼稚園 2022/7/22
松本市 本郷南幼稚園 2022/7/19
須坂市 豊洲小学校 2022/7/22

岐阜県 岐阜市 藍川小学校 2022/7/21
大垣市 県立大垣特別支援学校 2022/7/19
多治見市 明和幼稚園 2022/7/21
多治見市 脇之島小学校 2022/7/20
各務原市 各務原特別支援学校 2022/7/20

静岡県 静岡市駿河区 ふじみ幼稚園 2022/7/19
静岡市駿河区 豊田中学校 2022/7/20
浜松市西区 春日こども園 2022/7/20
浜松市西区 雄踏幼稚園 2022/7/20
沼津市 原小学校 2022/7/20
富士宮市 黒田幼稚園 2022/7/20
富士市 富士見台リズム保育園 2022/7/20
焼津市 みなと幼稚園 2022/7/19
藤枝市 青島東小学校 2022/7/20
御殿場市 御殿場特別支援学校 2022/7/20
駿東郡長泉町 長泉小学校 2022/7/22

愛知県 名古屋市西区 西城幼稚園 2022/7/20
名古屋市緑区 片平小学校 2022/7/20
豊橋市 松山小学校 2022/7/19
岡崎市 聖カタリナ幼稚園 2022/7/20
春日井市 松山小学校 2022/7/21
春日井市 押沢台小学校 2022/7/20
豊田市 駒場小学校 2022/7/22
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愛知県 豊田市 浄水中学校 2022/7/22
常滑市 常滑大和幼稚園 2022/7/22
知多市 明愛幼稚園 2022/7/22
岩倉市 岩倉東小学校 2022/7/20
岩倉市 岩倉北小学校 2022/7/20
北名古屋市 鴨田小学校 2022/7/19
愛知郡東郷町 東郷旭丘幼稚園 2022/7/20

三重県 津市 三重保育院 2022/7/20
津市 学童保育芸濃ＫＩＤＳ 2022/7/20
四日市市 中部西小学校 2022/7/20
伊勢市 厚生小学校 2022/7/21
桑名市 立教小学校 2022/7/22
鈴鹿市 旭が丘小学校 2022/7/19
鈴鹿市 桜島小学校 2022/7/19

滋賀県 大津市 瀬田幼稚園 2022/7/20
大津市 聖母幼稚園 2022/7/20
彦根市 佐和山幼稚園 2022/7/20
長浜市 速水小学校 2022/7/20
守山市 中洲小学校 2022/7/22
野洲市 野洲小学校 2022/7/20

京都府 京都市北区 京都教育大学附属京都小中学校 2022/7/20
京都市中京区 朱雀第八小学校 2022/7/19
京都市南区 九条弘道小学校 2022/7/21
京都市南区 祥豊小学校 2022/7/19
京都市伏見区 砂川小学校 2022/7/20
京都市伏見区 横大路小学校 2022/7/20
亀岡市 詳徳小学校 2022/7/20
亀岡市 大成中学校 2022/7/20

大阪府 大阪市阿倍野区 大阪教育大学附属天王寺小学校 2022/7/20
大阪市淀川区 西三国小学校 2022/7/20
大阪市淀川区 加島小学校 2022/7/20
大阪市鶴見区 茨田西小学校 2022/7/19
大阪市鶴見区 今津小学校 2022/7/21
大阪市住之江区 南大阪朝鮮初級学校 2022/7/20
大阪市住之江区 新北島小学校 2022/7/22
大阪市北区 中津小学校 2022/7/20
大阪市中央区 中大江小学校 2022/7/22
堺市堺区 三国丘小学校 2022/7/22
堺市中区 東深井小学校 2022/7/20
堺市中区 福田小学校 2022/7/20
堺市南区 竹田学園　茶山台幼稚園 2022/7/20
池田市 池田市立ほそごう学園 2022/7/21
吹田市 千里第一小学校 2022/7/22
吹田市 西山田小学校 2022/7/20
高槻市 日吉台小学校 2022/7/20
枚方市 報徳幼稚園 2022/7/20
枚方市 桜丘小学校 2022/7/20
枚方市 船橋小学校 2022/7/20
枚方市 開成小学校 2022/7/19
泉佐野市 真曜学園　安松幼稚園 2022/7/20
泉佐野市 日新小学校 2022/7/19
富田林市 ＰＬ学園小学校 2022/7/20
寝屋川市 田井小学校 2022/7/20
摂津市 鳥飼北小学校 2022/7/20
東大阪市 玉串小学校 2022/7/20
泉南市 一丘小学校 2022/7/20

兵庫県 神戸市東灘区 魚崎中学校 2022/7/20
神戸市灘区 福住小学校 2022/7/20
神戸市灘区 関西国際学園　初等部 2022/7/20
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兵庫県 神戸市長田区 池田小学校 2022/7/20
神戸市須磨区 飛松中学校 2022/7/20
神戸市西区 たまつ幼稚園 2022/7/20
姫路市 広嶺中学校 2022/7/20
尼崎市 園田小学校 2022/7/22
尼崎市 竹谷小学校 2022/7/20
尼崎市 園和北小学校 2022/7/22
尼崎市 武庫の里小学校 2022/7/20
明石市 大久保南幼稚園 2022/7/20
明石市 錦浦幼稚園 2022/7/19
明石市 神戸大学附属幼稚園 2022/7/20
明石市 二見小学校 2022/7/19
芦屋市 岩園小学校 2022/7/20
芦屋市 精道小学校 2022/7/21
相生市 平芝幼稚園 2022/7/20
相生市 那波中学校 2022/7/19
加古川市 野口小学校 2022/7/20
加古川市 鳩里小学校 2022/7/19
加古川市 平岡北小学校 2022/7/20
川西市 川西小学校 2022/7/20
三田市 すずかけ台小学校 2022/7/22
加古郡播磨町 播磨幼稚園 2022/7/20

奈良県 奈良市 都跡小学校 2022/7/21
奈良市 佐保小学校 2022/7/22
大和高田市 磐園幼稚園 2022/7/20
宇陀市 榛原幼稚園 2022/7/20
生駒郡三郷町 三郷小学校 2022/7/19
生駒郡三郷町 三郷北小学校 2022/7/20
生駒郡斑鳩町 斑鳩東小学校 2022/7/19
北葛城郡河合町 河合第一小学校 2022/7/19

和歌山県 日高郡みなべ町 高城小学校 2022/7/20
日高郡日高川町 早蘇中学校 2022/7/19
東牟婁郡那智勝浦町 勝浦小学校 2022/7/20

島根県 松江市 本庄中学校 2022/7/20
岡山県 岡山市北区 石井小学校 2022/7/21

岡山市南区 由良学園あけぼの幼稚園 2022/7/20
倉敷市 中島幼稚園 2022/7/22
津山市 どんぐりコロコロ 2022/7/20
笠岡市 笠岡東中学校 2022/7/20
笠岡市 神島外中学校 2022/7/20
浅口市 鴨方東小学校 2022/7/20

広島県 広島市南区 微妙学園　みみょう幼稚園 2022/7/22
広島市西区 南観音小学校 2022/7/20
広島市佐伯区 八幡東小学校 2022/7/20
広島市佐伯区 五日市中学校 2022/7/20
尾道市 栗原小学校 2022/7/19
福山市 三光学園神辺千鶴幼稚園 2022/7/20
廿日市市 ほうりん廿日市幼稚園 2022/7/22
廿日市市 宮島学園（宮島小中学校） 2022/7/19
安芸郡府中町 府中中央小学校 2022/7/20
安芸郡府中町 府中東小学校 2022/7/20

山口県 下関市 豊浦小学校 2022/7/21
下関市 山口県立下関南総合支援学校 2022/7/19
下関市 川中小学校 2022/7/21
宇部市 新川小学校 2022/7/19
山口市 大殿小学校 2022/7/20
防府市 華浦小学校 2022/7/19
岩国市 東小学校 2022/7/22
長門市 油谷小学校 2022/7/20
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山口県 熊毛郡田布施町 城南小学校 2022/7/20
徳島県 徳島市 八万小学校 2022/7/22
香川県 高松市 のぞみ学園のぞみ幼稚園 2022/7/20

高松市 鬼無小学校 2022/7/20
高松市 仏生山小学校 2022/7/19
高松市 木太南小学校 2022/7/20
さぬき市 長尾小学校 2022/7/20

愛媛県 松山市 宮前小学校 2022/7/20
松山市 桑原小学校 2022/7/20
新居浜市 大生院小学校 2022/7/20
西条市 西条南中学校 2022/7/20
伊予市 北山崎小学校 2022/7/20
伊予郡松前町 松前幼稚園 2022/7/19

高知県 南国市 大篠小学校 2022/7/20
福岡県 北九州市門司区 大里東小学校 2022/7/20

北九州市若松区 ひびきの小学校 2022/7/20
北九州市小倉南区 小倉南特別支援学校 2022/7/20
福岡市西区 石丸小学校 2022/7/19
福岡市城南区 田島保育園 2022/7/20
福岡市城南区 田島小学校 2022/7/19
大牟田市 銀水幼稚園 2022/7/20
柳川市 中島小学校 2022/7/20
小郡市 のぞみが丘小学校 2022/7/20
春日市 春日東小学校 2022/7/20
大野城市 月の浦小学校 2022/7/20
宗像市 福岡教育大学附属幼稚園 2022/7/22
太宰府市 水城西小学校 2022/7/22
糸島市 前原小学校 2022/7/19
三瀦郡大木町 大溝小学校 2022/7/22
田川郡福智町 弁城小学校 2022/7/21

佐賀県 嬉野市 轟小学校 2022/7/20
長崎県 長崎市 聖マリア幼稚園 2022/7/20

長崎市 小ケ倉幼稚園 2022/7/20
長崎市 西北小学校 2022/7/20
長崎市 精道三川台小・中・高等学校 2022/7/20
諫早市 真崎小学校 2022/7/19
諫早市 森山東小学校 2022/7/20
西彼杵郡長与町 長与南小学校 2022/7/20
西彼杵郡時津町 時津東小学校 2022/7/20
南松浦郡新上五島町 東浦小学校 2022/7/19

熊本県 熊本市西区 池田小学校 2022/7/20
玉名市 玉名町小学校 2022/7/19

大分県 大分市 南大分小学校 2022/7/20
大分市 荏隈小学校 2022/7/20
別府市 境川小学校 2022/7/20
別府市 鶴見小学校 2022/7/20
由布市 由布川小学校 2022/7/22

宮崎県 宮崎市 恒久小学校 2022/7/20
都城市 天竜第三幼稚園 2022/7/20
西臼杵郡高千穂町 高千穂小学校 2022/7/20

鹿児島県 鹿児島市 郡山小学校 2022/7/20
鹿児島市 清和小学校 2022/7/19
鹿児島市 大明丘小学校 2022/7/20
鹿児島市 和田中学校 2022/7/20
曽於市 財部小学校 2022/7/19
霧島市 霧島小学校 2022/7/20
姶良市 錦江小学校 2022/7/22

沖縄県 名護市 大宮小学校 2022/7/20
豊見城市 聖マタイ幼稚園 2022/7/20
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