
【 別 紙 ２ 】

1 北海道 旭川市立新町小学校 53 愛知県 豊川市立小坂井東小学校
2 青森県 青森県立三本木高等学校 54 愛知県 東郷町立諸輪中学校
3 岩手県 釜石市立平田小学校 55 愛知県 愛知県立津島東高等高校
4 宮城県 名取市立増田西小学校 56 滋賀県 大津市立中央小学校
5 宮城県 名取市立みどり台中学校 57 京都府 京都市立醒泉小学校
6 宮城県 富谷町立富谷小学校 58 京都府 京都市立上高野小学校
7 宮城県 仙台市立人来田中学校 59 京都府 京都市立桂徳小学校
8 宮城県 仙台市立荒町小学校 60 大阪府 大阪市立滝川小学校
9 宮城県 石巻市立相川小学校 61 大阪府 M美術教室
10 宮城県 蔵王町立円田中学校 62 大阪府 大阪市立都島工業高校
11 宮城県 仙台市立広瀬小学校 63 大阪府 大阪市立都島中学校
12 福島県 福島市立瀬上小学校 64 大阪府 大阪市立今福小学校
13 福島県 福島市立荒井小学校 65 大阪府 大阪市立鶴見小学校
14 福島県 桑折町立睦合小学校 66 大阪府 大阪市立工芸高等学校
15 福島県 柳津町立西山中学校 67 大阪府 大東市立南郷中学校
16 茨城県 水戸英宏中学校 68 大阪府 八尾市立成法中学校
17 茨城県 （福）東海村社会福祉協議会 69 大阪府 Hello English Lessons
18 茨城県 北茨城市立石岡小学校 70 大阪府 堺市立堺高等学校
19 栃木県 鹿沼市立南摩中学校 71 大阪府 堺YMCA
20 群馬県 上野村立上野小学校 72 兵庫県 神戸市立大池中学校
21 群馬県 伊勢崎市立殖蓮中学校 73 兵庫県 香美町立村岡小学校
22 群馬県 伊勢崎市立第四中学校 74 兵庫県 三木市立緑が丘小学校
23 群馬県 群馬県立渋川青翠高等学校 75 兵庫県 神河町立寺前小学校
24 埼玉県 三郷市立彦郷小学校 76 兵庫県 たつの市立龍野西中学校
25 埼玉県 川越市立高階西小学校 77 和歌山県 海南市立内海小学校
26 埼玉県 川越市立川越西小学校 78 岡山県 岡山市立伊島小学校
27 千葉県 千葉市立源小学校 79 岡山県 岡山市立三勲小学校
28 東京都 八丈町立末吉小学校 80 岡山県 岡山県立津山工業高等学校
29 東京都 荒川区立第五中学校 81 岡山県 倉敷市立老松小学校
30 東京都 足立区立第十一中学校 82 岡山県 倉敷市立味野中学校
31 東京都 足立区立花畑中学校 83 広島県 広島県立神辺旭高等学校
32 東京都 興本扇学園 84 広島県 福山市立神辺東中学校
33 東京都 江戸川区立下鎌田西小学校 85 広島県 福山市立緑丘小学校
34 東京都 江戸川区立小岩第二中学校 86 山口県 周南市立周陽中学校
35 東京都 江戸川区立葛西中学校 87 山口県 周南市立富田東小学校
36 東京都 八王子市立城山中学校 88 山口県 防府市立華陽中学校
37 東京都 町田市立金井小学校 89 山口県 山口市立大殿中学校
38 東京都 青梅市立新町中学校 90 香川県 香川県立高松工芸高校
39 東京都 西東京市立青嵐中学校 91 香川県 善通寺市立東中学校
40 神奈川県 鎌倉市立手広中学校 92 福岡県 福岡県立八幡南高等学校
41 神奈川県 小田原市立新玉小学校 93 福岡県 福岡県立北筑高等学校
42 神奈川県 小田原市立三の丸小学校 94 福岡県 （学）筑紫台学園 筑紫台高等学校
43 神奈川県 小田原市立久野小学校 95 福岡県 福岡県立輝翔館中等教育学校
44 神奈川県 小田原市立城北中学校 96 佐賀県 佐賀コンピュータ専門学校
45 山梨県 昭和町立押原小学校 97 長崎県 諫早市立諫早中学校
46 石川県 小松市立高等学校 98 大分県 大分市立東陽中学校
47 岐阜県 岐阜大学教育学部附属小学校 99 大分県 大分市立賀来小中学校
48 岐阜県 本巣市立土貴野小学校 100 大分県 大分市立城南中学校
49 岐阜県 羽島市立桑原小学校 101 大分県 大分市立判田中学校
50 岐阜県 美濃加茂市立蜂屋小学校 102 沖縄県 沖縄県立真和志高等高校
51 静岡県 静岡県立吉田高等学校 103 沖縄県 那覇市立寄宮中学校
52 静岡県 菊川市立菊川西中学校
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