
北海道
国立北海道教育大学附属小学校
旭川市立緑が丘小学校
帯広市立柏小学校

釧路市立阿寒湖小学校
札幌市立あいの里西小学校
札幌市立宮の森小学校

根室市立成央小学校
函館市立駒場小学校
室蘭市立式揚小学校

青森県
黒石市立黒石東小学校
五所川原市立南小学校
十和田市立三本木小学校

おいらせ町立木ノ下小学校 八戸市立青潮小学校
八戸市立中居林小学校
八戸市立長者小学校

八戸市立西園小学校
三沢市立本崎野小学校
むつ市立大畑小学校

岩手県
国立岩手大学教育学部附属小学校
一戸町立一戸小学校
一関市立摺沢小学校
大船渡市立盛小学校

奥州市立水沢南小学校
釜石市立釜石小学校
久慈市立長内小学校
花巻市立大迫小学校

花巻市立湯本小学校
盛岡市立城南小学校
盛岡市立仁王小学校
陸前高田市立高田小学校

宮城県
国立宮城教育大学附属小学校
岩沼市立岩沼西小学校
大崎市立岩出山小学校
大崎市立田尻小学校
大崎市立鳴子小学校
大崎市立古川第一小学校
大崎市立古川第三小学校
大崎市立古川第四小学校
角田市立角田小学校 加美町立中新田小学校

栗原市立若柳小学校
気仙沼市立階上小学校
気仙沼市立鹿折小学校
白石市立白石第一小学校
仙台市立上杉山通小学校
仙台市立片平丁小学校
仙台市立木町通小学校
仙台市立立町小学校
仙台市立中野栄小学校
私立仙台白百合学園小学校仙台市立八幡小学校

仙台市立八木山小学校
名取市立館腰小学校
東松島市野蒜小学校
東松島市大曲小学校
美里町立不動堂小学校
大和町立小野小学校
利府町立しらかし台小学校
私立聖ウルスラ学院英智小学校

秋田県
秋田市立中通小学校
大館市立有浦小学校
大館市立城西小学校

大館市立城南小学校
潟上市立追分小学校
北秋田市立阿仁合小学校

湯沢市立湯沢東小学校

山形県
尾花沢市立上柳小学校
金山町立金山小学校
酒田市立亀城小学校
酒田市立浜田小学校

新庄市立新庄小学校
新庄市立沼田小学校
鶴岡市立朝暢第五小学校
鶴岡市立朝暢第二小学校

鶴岡市立櫛引西小学校
山形市立鈴川小学校

福島県
会津坂下町立坂下小学校
会津若松市立川南小学校
会津若松市立城北小学校
会津若松市立東山小学校
石川町立石川小学校
いわき市立汐見が丘小学校
いわき市立平第二小学校
いわき市立中央台北小学校
いわき市立永崎小学校
いわき市立錦小学校
いわき市立湯本第一小学校
喜多方市立第一小学校
喜多方市立松山小学校
喜多方市立山都小学校

郡山市立安積第三小学校
郡山市立朝日が丘小学校
郡山市立安積第一小学校
郡山市立開成小学校
郡山市立薫小学校
郡山市立白岩小学校
郡山市立橘小学校
郡山市立富田小学校
郡山市立三代小学校
郡山市立明健小学校
郡山市立御舘小学校
白河市立表郷小学校
白河市立白河第三小学校
白河市立白河第一小学校

須賀川市立長沼東小学校
相馬市立桜丘小学校
西会津町立群岡小学校
二本松市立二本松北小学校
福島市立三河台小学校
福島市立湯野小学校
福島市立蓬莱東小学校
南会津町立船引小学校
南会津町立田島小学校
田村市立南郷第一小学校
私立会津若松ザベリオ学園小学校
私立郡山ザベリオ学園小学校
私立桜の聖母学院小学校

茨城県
国立茨城大学教育学部付属小学校
石岡市立石岡小学校
石岡市立小桜小学校
石岡市立東小学校
石岡市立南小学校
稲敷市立高田小学校
茨城町立駒場小学校
茨城町立長岡小学校
茨城町立広浦小学校
牛久市立奥野小学校
牛久市立牛久小学校
牛久市立岡田小学校
牛久市立神谷小学校
大洗町立大貫小学校
笠間市立友部小学校
笠間市立友部第二小学校
鹿嶋市立大同西小学校
かすみがうら市立志士庫小学校
神栖市立植松小学校
神栖市立波崎西小学校
北茨城市立大津小学校
古河市立駒羽根小学校
古河市立八俣小学校
古河市立諸川小学校
古河市立古河第一小学校
古河市立古河第三小学校
古河市立古河第七小学校
古河市立古河第二小学校
古河市立古河第四小学校
古河市立古河第六小学校
古河市立下大野小学校
古河市立釈迦小学校
古河市立仁連小学校
古河市立中央小学校
古河市立名崎小学校
古河市立西牛谷小学校
境町立境小学校
境町立猿島小学校
境町立静小学校
潮来市立日の出小学校
下妻市立大形小学校
常総市立石下小学校

常総市立岡田小学校
常総市立絹西小学校
常総市立水海道小学校
小美玉市立小川小学校
小美玉市立羽鳥小学校
小美玉市立橘小学校
小美玉市立堅倉小学校
大子町立下野宮小学校
高萩市立秋山小学校
高萩市立高萩小学校
筑西市嘉田生崎小学校
筑西市立伊讃小学校
筑西市立川島小学校
筑西市立下館小学校
筑西市立新治小学校
筑西市立関城西小学校
筑西市立竹島小学校
つくば市吾妻小学校
つくば市大曽根小学校
つくば市立茎崎第一小学校
つくば市立今鹿島小学校
つくば市立菅間小学校
つくば市立谷田部小学校
つくば市立手代木南小学校
つくば市立並木小学校
つくば市立沼崎小学校
つくば市立東小学校
つくばみらい市立小絹小学校
つくばみらい市立谷井田小学校
土浦市立土浦小学校
土浦市立土浦第二小学校
土浦市立東小学校
土浦市立都和南小学校
取手市立稲小学校
取手市立白山小学校
取手市立戸頭西小学校
取手市立戸頭東小学校
取手市立取手小学校
取手市立藤代小学校
取手市立吉田小学校
那珂市立菅谷東小学校
行方市立麻生小学校

坂東市立飯島小学校
坂東市立岩井第一小学校
坂東市立岩井第二小学校
坂東市立生子菅小学校
常陸太田市立太田小学校
日立市立会瀬小学校
日立市立油縄子小学校
日立市立大久保小学校
日立市立大沼小学校
日立市立櫛形小学校
日立市立助川小学校
日立市立仲町小学校
日立市立日高小学校
日立市立水木小学校
日立市立豊浦小学校
ひたちなか市立市毛小学校
ひたちなか市立高野小学校
ひたちなか市立那珂湊第一小学校
ひたちなか市立東石川小学校
水戸市立赤塚小学校
水戸市立内原小学校
水戸市立梅が丘小学校
水戸市立鯉渕小学校
水戸市立五軒小学校
水戸市立酒門小学校
水戸市立三の丸小学校
水戸市立千波小学校
水戸市立見川小学校
水戸市立緑岡小学校
八千代町立安静小学校
八千代町立川西小学校
八千代町立西豊田小学校
結城市立城西小学校
結城市立城南小学校
結城市立山川小学校
結城市立結城小学校
結城市立結城西小学校
龍ヶ崎市立長戸小学校
龍ヶ崎市立馴馬台小学校
龍ヶ崎市立龍ヶ崎小学校
私立リリーベール小学校

栃木県
国立宇都宮大学教育学部附属小学校
足利市立御厨小学校
足利市立北郷小学校
足利市立毛野小学校
足利市立けやき小学校
足利市立筑波小学校
足利市立山前小学校
市貝町立小貝中央小学校
岩舟町立岩舟小学校
宇都宮市立今泉小学校
宇都宮市立岡本小学校
宇都宮市立上戸祭小学校
宇都宮市立五代小学校
宇都宮市立昭和小学校
宇都宮市立姿川第一小学校
宇都宮市立姿川第二小学校
宇都宮市立雀宮南小学校
宇都宮市立宝木小学校
宇都宮市立戸祭小学校
宇都宮市立錦小学校
宇都宮市立西小学校
宇都宮市立西原小学校
宇都宮市立東小学校
宇都宮市立富士見小学校
宇都宮市立明保小学校
宇都宮市立簗瀬小学校
宇都宮市立豊郷南小学校
宇都宮市立豊郷中央小学校
宇都宮市立横川西小学校
大田原市立石上小学校
大田原市立市野沢小学校
大田原市立大田原小学校

大田原市立川西小学校
大田原市立柴塚小学校
大田原市立西原小学校
小山市立旭小学校
小山市立大谷北小学校
小山市立大谷東小学校
小山市立小山城南小学校
小山市立小山城東小学校
小山市立小山第一小学校
小山市立小山第三小学校
小山市立小山第二小学校
小山市立延島小学校
小山市立羽川小学校
小山市立梁小学校
小山市立福良小学校
小山市立間々田小学校
小山市立間々田東小学校
小山市立若木小学校
鹿沼市立石川小学校
鹿沼市立北小学校
鹿沼市立中央小学校
鹿沼市立東小学校
上三川町立上三川小学校
佐野市立佐野小学校
佐野市立田沼小学校
佐野市立旗川小学校
下野市立緑小学校
下野市立吉田東小学校
壬生町立安塚小学校
壬生町立睦小学校
壬生町立壬生小学校
高根沢町立阿久津小学校

高根沢町立中央小学校
栃木市立合戦場小学校
栃木市立栃木中央小学校
栃木市立藤岡小学校
那珂川町立馬頭小学校
那須烏山市立荒川小学校
那須烏山市立烏山小学校
那須塩原市立青木小学校
那須塩原市立穴沢小学校
那須塩原市立稲村小学校
那須塩原市立塩原小学校
那須塩原市立関谷小学校
那須塩原市立槻沢小学校
那須塩原市立東小学校
日光市立今市第二小学校
日光市立川治小学校
日光市立小百小学校
日光市立今市第三小学校
日光市立日光小学校
野木町立新橋小学校
野木町立南赤塚小学校
芳賀町立芳賀東小学校
真岡市立真岡西小学校
真岡市立真岡東小学校
真岡市立山前南小学校
益子町立益子小学校
益子町立七井小学校
益子町立益子西小学校
矢板市立片岡小学校
矢板市立矢板小学校
私立作新学院小学部

群馬県
国立群馬大学教育学部附属小学校
安中市立安中小学校
安中市立磯部小学校
安中市立原市小学校
伊勢崎市立北小学校
伊勢崎市立北第二小学校
伊勢崎市立三郷小学校
伊勢崎市立宮郷小学校
伊勢崎市立茂呂小学校
板倉町立西小学校
邑楽町立長柄小学校
邑楽町立中野東小学校
大泉町立北小学校
大泉町立西小学校
太田市立生品小学校
太田市立太田小学校
太田市立太田東小学校
太田市立太田原小学校
太田市立木崎小学校
太田市立九合小学校
太田市立休泊小学校
太田市立中央小学校
太田市立韮川小学校
太田市立韮川西小学校
太田市立南小学校
片品村立片品北小学校
片品村立片品小学校
桐生市立相生小学校
桐生市立天沼小学校
草津町立草津小学校
渋川市立三原田小学校
渋川市立渋川北小学校

渋川市立渋川西小学校
渋川市立渋川南小学校
渋川市立古巻小学校
下仁田町立下仁田小学校
昭和村立東小学校
榛東村立北小学校
榛東村立南小学校
高崎市立北小学校
高崎市立国府小学校
高崎市立城東小学校
高崎市立新高尾小学校
高崎市立新町第一小学校
高崎市立中央小学校
高崎市立堤ヶ岡小学校
高崎市立寺尾小学校
高崎市立中川小学校
高崎市立長野小学校
高崎市立西小学校
高崎市立浜尻小学校
高崎市立東小学校
高崎市立東部小学校
高崎市立六郷小学校
館林市立第三小学校
館林市立第二小学校
館林市立第六小学校
館林市立美園小学校
上野村立上野小学校
玉村町立玉村小学校
玉村町立南小学校
嬬恋村立東小学校
富岡市立一ノ宮小学校
富岡市立高瀬小学校 前橋市立城南小学校

中之条町立第三小学校
中之条町立中之条小学校
中之条町立第三小学校
長野原町立北軽井沢小学校
長野原町立中央小学校
沼田市立沼田東小学校
東吾妻町立原町小学校
藤岡市立鬼石北小学校
藤岡市立美九里東小学校
前橋市立荒子小学校
前橋市立荒牧小学校
前橋市立岩神小学校
前橋市立大利根小学校
前橋市立中央小学校
前橋市立東小学校
前橋市立広瀬小学校
前橋市立細井小学校
前橋市立元総社小学校
前橋市立元総社南小学校
前橋市立桃井小学校
前橋市立若宮小学校
みどり市立笠懸小学校
みどり市立南小学校
みなかみ町立新巻小学校
みなかみ町立須川小学校
みなかみ町立猿ヶ京小学校
みなかみ町立新治小学校
みなかみ町立水上小学校
みなかみ町立桃野小学校
吉岡町立明治小学校
私立ぐんま国際アカデミー初等部

埼玉県
国立埼玉大学教育学部付属小学校
上尾市立上尾小学校
上尾市立上平北小学校
上尾市立上平小学校
上尾市立大石北小学校
上尾市立大石小学校
上尾市立大石南小学校
上尾市立鴨川小学校
上尾市立芝川小学校
上尾市立中央小学校
上尾市立西小学校
上尾市立原市小学校
上尾市立東小学校
上尾市立東町小学校
上尾市立平方北小学校
上尾市立平方小学校
上尾市立富士見小学校
朝霞市立朝霞第二小学校
朝霞市立朝霞第五小学校
朝霞市立朝霞第一小学校
朝霞市立朝霞第九小学校
朝霞市立朝霞第三小学校
朝霞市立朝霞第十小学校
朝霞市立朝霞第七小学校
朝霞市立朝霞第八小学校
朝霞市立朝霞第四小学校
朝霞市立朝霞第六小学校
入間市立扇小学校
入間市立金子小学校
入間市立黒須小学校
入間市立狭山小学校
入間市立新久小学校
入間市立西武小学校
入間市立高倉小学校
入間市立豊岡小学校
入間市立東金子小学校
入間市立東町小学校
入間市立藤沢北小学校
入間市立藤沢東小学校
入間市立仏子小学校
入間市立宮寺小学校
上里町立七本木小学校
小鹿野町立小鹿野小学校
小鹿野町立倉尾小学校
小鹿野町立三田川小学校
小川町立小川小学校
小川町立八和田小学校
桶川市立朝日小学校
桶川市立桶川北小学校
桶川市立桶川西小学校
桶川市立桶川東小学校
桶川市立桶川南小学校
桶川市立加納小学校
桶川市立日出谷小学校
越生町立越生小学校
春日部市立上沖小学校
春日部市立内枚小学校
春日部市立粕壁小学校
春日部市立桜川小学校
春日部市立武里小学校
春日部市立立野小学校
春日部市立豊春小学校
春日部市立宝珠花小学校
春日部市立備後小学校
春日部市立武里小学校
春日部市立武里西小学校
春日部市立藤塚小学校
春日部市立緑小学校
春日部市立南桜井小学校
春日部市立八木崎小学校
春日部市立豊野小学校
加須市立高柳小学校
加須市立大越小学校
加須市立大利根東小学校
加須市立加須小学校
加須市立騎西小学校
加須市立三俣小学校
加須市立田ヶ谷小学校
加須市立樋遣川小学校
加須市立原道小学校
加須市立水深小学校
加須市立北川辺東小学校
神川町立青柳小学校
神川町立丹荘小学校
上里町立上里東小学校
上里町立神保原小学校
川口市立青木北小学校
川口市立青木中央小学校
川口市立朝日西小学校
川口市立安行小学校
川口市立安行東小学校
川口市立飯塚小学校
川口市立飯仲小学校
川口市立上青木小学校
川口市立上青木南小学校
川口市立神根小学校
川口市立元郷小学校
川口市立元郷南小学校
川口市立桜町小学校
川口市立差間小学校
川口市立在家小学校
川口市立幸町小学校
川口市立里小学校
川口市立芝中央小学校
川口市立芝樋ノ爪小学校
川口市立芝富士小学校
川口市立十二月田小学校
川口市立慈林小学校
川口市立新郷小学校
川口市立新郷南小学校
川口市立戸塚小学校
川口市立戸塚北小学校
川口市立戸塚東小学校
川口市立戸塚南小学校
川口市立仲町小学校
川口市立並木小学校
川口市立根岸小学校
川口市立鳩ヶ谷小学校
川口市立東領家小学校
川口市立舟戸小学校
川口市立本町小学校
川口市立前川小学校
川口市立前川東小学校
川口市立南小学校
川口市立柳崎小学校
川口市立領家小学校
川越市立泉小学校
川越市立今成小学校
川越市立上戸小学校
川越市立牛子小学校
川越市立大塚小学校
川越市立霞ヶ関北小学校
川越市立霞ヶ関西小学校
川越市立霞ヶ関東小学校
川越市立霞ヶ関南小学校
川越市立川越小学校
川越市立川越第一小学校
川越市立川越西小学校
川越市立新宿小学校
川越市立仙波小学校
川越市立大東西小学校
川越市立大東東小学校
川越市立高階北小学校
川越市立高階小学校
川越市立高階西小学校
川越市立高階南小学校
川越市立中央小学校
川越市立月越小学校
川越市立名細小学校
川越市立広谷小学校
川越市立古谷小学校
川越市立南古谷小学校
川越市立武蔵野小学校
川越市立山田小学校
川越市立芳野小学校
川島町立伊草小学校
川島町立三保谷小学校
川島町立中山小学校
川島町立八ツ保小学校
北本市立石戸小学校
北本市立北小学校
北本市立中丸小学校
北本市立西小学校
北本市立東小学校
北本市立南小学校
行田市立泉小学校
行田市立埼玉小学校
行田市立桜ヶ丘小学校
行田市立中央小学校
行田市立西小学校
行田市立東小学校
行田市立南河原小学校
久喜市立青毛小学校
久喜市立上内小学校
久喜市立江面第一小学校
久喜市立太田小学校
久喜市立栢間小学校
久喜市立清久小学校
久喜市立久喜北小学校
久喜市立久喜小学校
久喜市立久喜東小学校
久喜市立栗橋小学校
久喜市立桜田小学校
久喜市立三箇小学校
久喜市立砂原小学校
久喜市立東鷲宮小学校
久喜市立本町小学校
久喜市立鷲宮小学校
熊谷市立妻沼小学校
熊谷市立石原小学校
熊谷市立太田小学校
熊谷市立大幡小学校
熊谷市立籠原小学校
熊谷市立熊谷西小学校
熊谷市立熊谷東小学校
熊谷市立熊谷南小学校

狭山市立柏原小学校

熊谷市立江南南小学校
熊谷市立桜木小学校
熊谷市立新堀小学校
熊谷市立長井小学校
熊谷市立中条小学校
熊谷市立奈良小学校
熊谷市立成田小学校
熊谷市立久下小学校
熊谷市立別府小学校
熊谷市立星宮小学校
熊谷市立妻沼南小学校
毛呂山町立泉野小学校
毛呂山町立光山小学校
毛呂山町立毛呂山小学校
鴻巣市立大芦小学校
鴻巣市立高野台小学校
鴻巣市立西小学校
鴻巣市立松伏小学校
鴻巣市立赤見台第二小学校
鴻巣市立鴻巣北小学校
鴻巣市立鴻巣中央小学校
鴻巣市立鴻巣東小学校
鴻巣市立鴻巣南小学校
鴻巣市立常北小学校
鴻巣市立常光小学校
鴻巣市立田間宮小学校
鴻巣市立吹上小学校
鴻巣市立松原小学校
鴻巣市立箕田小学校
越谷市立大沢小学校
越谷市立大袋北小学校
越谷市立大間野小学校
越谷市立荻島小学校
越谷市立川柳小学校
越谷市立北越谷小学校
越谷市立越ヶ谷小学校
越谷市立鷺後小学校
越谷市立桜井小学校
越谷市立千間台小学校
越谷市立大相模小学校
越谷市立立川柳小学校
越谷市立出羽小学校
越谷市立花田小学校
越谷市立東越谷小学校
越谷市立平方小学校
越谷市立南越谷小学校
越谷市立弥栄小学校
さいたま市立岩槻小学校
さいたま市立新和小学校
さいたま市立上大崎小学校
さいたま市立上落合小学校
さいたま市立上小小学校
さいたま市立植竹小学校
さいたま市立馬宮東小学校
さいたま市立海老沼小学校
さいたま市立植水学校
さいたま市立浦和大里小学校
さいたま市立浦和別所小学校
さいたま市立栄和小学校
さいたま市立尾間木小学校
さいたま市立大久保小学校
さいたま市立大久保東小学校
さいたま市立大砂土小学校
さいたま市立太田小学校
さいたま市立大成小学校
さいたま市立大牧小学校
さいたま市立大宮北小学校
さいたま市立大宮小学校
さいたま市立大宮西小学校
さいたま市立大宮東小学校
さいたま市立大宮別所小学校
さいたま市立大宮南小学校
さいたま市立大谷場小学校
さいたま市立片柳小学校
さいたま市立河合小学校
さいたま市立木崎小学校
さいたま市立岸町小学校
さいたま市立北浦和小学校
さいたま市立栄小学校
さいたま市立桜木小学校
さいたま市立指扇北小学校
さいたま市立指扇小学校
さいたま市立三室小学校
さいたま市立慈恩寺小学校
さいたま市立芝川小学校
さいたま市立芝原小学校
さいたま市立島小学校
さいたま市立下落合小学校
さいたま市立城北小学校
さいたま市立新開小学校
さいたま市立善前小学校
さいたま市立大砂土小学校
さいたま市立大砂土東小学校
さいたま市立大東小学校
さいたま市立大戸小学校
さいたま市立大門小学校
さいたま市立高砂小学校
さいたま市立谷田小学校
さいたま市立辻小学校
さいたま市立辻南小学校
さいたま市立土合小学校
さいたま市立常盤小学校
さいたま市立つばさ小学校
さいたま市立常盤北小学校
さいたま市立中尾小学校
さいたま市立中島小学校
さいたま市立仲町小学校
さいたま市立仲本小学校
さいたま市立西浦和小学校
さいたま市立西原小学校
さいたま市立日進北小学校
さいたま市立日進小学校
さいたま市立沼影小学校
さいたま市立野田小学校
さいたま市立蓮沼小学校
さいたま市立八幡小学校
さいたま市立針ヶ谷小学校
さいたま市立春野小学校
さいたま市立東岩槻小学校
さいたま市立東大成小学校
さいたま市立文蔵小学校
さいたま市立本太小学校
さいたま市立道祖土小学校
さいたま市立南浦和小学校
さいたま市立見沼小学校
さいたま市立三橋小学校
さいたま市立宮原小学校
さいたま市立宮前小学校
さいたま市立与野西北小学校
さいたま市立和土小学校
坂戸市市立勝呂小学校
坂戸市立浅羽野小学校
坂戸市立泉小学校
坂戸市立上谷小学校
坂戸市立片柳小学校
坂戸市立北坂戸小学校
坂戸市立坂戸小学校
坂戸市立城山小学校
坂戸市立千代田小学校
坂戸市立南小学校
幸手市立上高野小学校
幸手市立行幸小学校
幸手市立さかえ小学校
幸手市立長倉小学校
幸手市立吉田小学校
狭山市立入間川小学校
狭山市立入間川東小学校
狭山市立入間小学校
狭山市立入間野小学校
狭山市立奥富小学校

狭山市立笹井小学校
狭山市立狭山台小学校
狭山市立山王小学校
狭山市立新狭山小学校
狭山市立広瀬小学校
狭山市立富士見小学校
狭山市立堀兼小学校
狭山市立水富小学校
狭山市立南小学校
志木市立志木小学校
志木市立志木第三小学校
志木市立志木第二小学校
志木市立志木第四小学校
志木市立宗岡小学校
白岡町立西小学校
白岡町立南小学校
白岡町立菁莪小学校
杉戸町立杉戸小学校
杉戸町立高野台小学校
草加市立青柳小学校
草加市立新田小学校
草加市立瀬崎小学校
草加市立草加小学校
草加市立高砂小学校
草加市立谷塚小学校
草加市立西町小学校
草加市立花栗南小学校
草加市立両新田小学校
ときがわ町立玉川小学校
秩父市立南小学校
秩父市立荒川西小学校
秩父市立尾田蒔小学校
秩父市立影森小学校
秩父市立高篠小学校
秩父市立秩父第一小学校
秩父市立西小学校
秩父市立花の木小学校
秩父市立原谷小学校
秩父市立光岩小学校
秩父市立久那小学校
秩父市立吉田小学校
鶴ヶ島市立栄小学校
鶴ヶ島市立新町小学校
鶴ヶ島市立杉下小学校
鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校

鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校

鶴ヶ島市立長久保小学校
鶴ヶ島市立藤小学校
鶴ヶ島市立南小学校
所沢市立安松小学校
所沢市立泉小学校
所沢市立上新井小学校
所沢市立牛沼小学校
所沢市立北秋津小学校
所沢市立北小学校
所沢市立北中小学校
所沢市立北野小学校
所沢市立清進小学校
所沢市立三ヶ島小学校
所沢市立伸栄小学校
所沢市立椿峰小学校
所沢市立所沢小学校
所沢市立富岡小学校
所沢市立中新井小学校
所沢市立中富小学校
所沢市立並木小学校
所沢市立西富小学校
所沢市立林小学校
所沢市立美原小学校
所沢市立松井小学校
所沢市立南小学校
所沢市立宮前小学校
所沢市立明峰小学校
所沢市立安松小学校
所沢市立柳瀬小学校
所沢市立山口小学校
所沢市立若狭小学校
所沢市立若松小学校
戸田市立笹目東小学校
戸田市立新曽北小学校
戸田市立新曽小学校
戸田市立戸田第一小学校
戸田市立戸田第二小学校
戸田市立戸田東小学校
戸田市立戸田南小学校
戸田市立美女木小学校
長瀞町立長瀞第一小学校
新座市立池田小学校
新座市立大和田小学校
新座市立栗原小学校
新座市立栄小学校
新座市立新開小学校
新座市立新座小学校
新座市立新堀小学校
新座市立第四小学校
新座市立東北小学校
新座市立新座小学校
新座市立野火止小学校
新座市立東野小学校
蓮田市立黒浜小学校
蓮田市立黒浜南小学校
蓮田市立蓮田中央小学校
蓮田市立蓮田南小学校
蓮田市立平野小学校
鳩山町立今宿小学校
鳩山町立鳩山小学校
羽生市立井泉小学校
羽生市立須影小学校
羽生市立手子林小学校
羽生市立羽生北小学校
羽生市立羽生南小学校
羽生市立三田ヶ谷小学校
飯能市立加治小学校
飯能市立精明小学校
飯能市立名栗小学校
飯能市立原市場小学校
飯能市立飯能第一小学校
飯能市立美杉台小学校
飯能市立富士見小学校
飯能市立南高麗小学校
東松山市立青鳥小学校
東松山市立市の川小学校
東松山市立唐子小学校
東松山市立新宿小学校
東松山市立新明小学校
東松山市立高坂小学校
東松山市立野本小学校
東松山市立松山第一小学校
東松山市立松山第二小学校
美里町立東児玉小学校
美里町立松久小学校
日高市立高麗小学校
日高市立高麗川小学校
日高市立高根小学校
日高市立高萩北小学校
日高市立高萩小学校
日高市立武蔵台小学校
深谷市立八基小学校
深谷市立上柴西小学校
深谷市立上柴東小学校
深谷市立岡部小学校
深谷市立岡部西小学校
深谷市立川本南小学校
深谷市立川本北小学校
深谷市立桜ヶ丘小学校
深谷市立常盤小学校
深谷市立花園小学校
深谷市立榛沢小学校
深谷市立幡羅小学校
深谷市立深谷小学校
深谷市立深谷西小学校
深谷市立藤沢小学校
深谷市立豊里小学校
富士見市立勝瀬小学校
富士見市立諏訪小学校
富士見市立関沢小学校
富士見市立つるせ台小学校
富士見市立針ヶ谷小学校
富士見市立ふじみ野小学校
富士見市立水谷小学校
富士見市立みずほ台小学校
富士見市立南畑小学校
ふじみ野市立上野台小学校
ふじみ野市立大井小学校
ふじみ野市立駒西小学校
ふじみ野市立さぎの森小学校
ふじみ野市立三角小学校
ふじみ野市立鶴ヶ丘小学校
ふじみ野市立西小学校
ふじみ野市立東原小学校
ふじみ野市立福岡小学校
ふじみ野市立元福岡小学校
本庄市立旭小学校
本庄市立金屋小学校
本庄市立北泉小学校
本庄市立共和小学校
本庄市立児玉小学校
本庄市立中央小学校
本庄市立本庄西小学校
本庄市立本庄東小学校
本庄市立本庄南小学校
松伏町立金杉小学校
松伏町立松伏小学校
三郷市立後谷小学校
三郷市立桜小学校
三郷市立高州小学校
三郷市立丹後小学校
三郷市立彦郷小学校
三郷市立彦成小学校
三郷市立吹上小学校
三郷市立前谷小学校
三郷市立瑞木小学校
三郷市立八木郷小学校
美里町立松久小学校
皆野町立三沢小学校
皆野町立皆野小学校
宮代町立須賀小学校
宮代町立東小学校
三芳町立上富小学校
三芳町立唐沢小学校
三芳町立竹間沢小学校
三芳町立三芳小学校
三芳町立藤久保小学校
毛呂山町立川角小学校
毛呂山町立泉野小学校
毛呂山町立毛呂山小学校
八潮市立八條小学校
八潮市立大原小学校
八潮市立潮止小学校
八潮市立中川小学校
八潮市立八幡小学校
八潮市立柳之宮小学校
横瀬町立横瀬小学校
吉川市立関小学校
吉川市立中曽根小学校
吉川町立栄小学校
吉見町立西が丘小学校
吉見町立西小学校
寄居町立折原小学校
寄居町立桜沢小学校
寄居町立鉢形小学校
寄居町立寄居小学校
寄居町立用土小学校
嵐山町立志賀小学校
嵐山町立菅谷小学校
嵐山町立七郷小学校
和光市立北原小学校
和光市立白子小学校
和光市立新倉小学校
和光市立第五小学校
和光市立第四小学校
和光市立広沢小学校
和光市立本町小学校
蕨市立中央東小学校
蕨市立北小学校
蕨市立中央東小学校
蕨市立塚越小学校
蕨市立南小学校
私立浦和ルーテル学院小学校
開智学園総合部開智小学校
私立さとえ学園小学校
私立西武学園文理小学校

私立コロンビアインターナショナルスクール小学部

千葉県
国立千葉大学教育学部附属小学校
旭市立飯岡小学校
旭市立共和小学校
旭市立三川小学校
旭市立中央小学校
旭市立干潟小学校
旭市立富浦小学校
我孫子市立我孫子第一小学校
我孫子市立我孫子第二小学校
我孫子市立湖北台東小学校
我孫子市立第四小学校
我孫子市立並木小学校
我孫子市立根戸小学校
我孫子市立湖北台西小学校
市川市立市川小学校
市川市立大野小学校
市川市立大和田小学校
市川市立国府台小学校
市川市立塩焼小学校
市川市立新浜小学校
市川市立菅野小学校
市川市立大柏小学校
市川市立大洲小学校
市川市立中国分小学校
市川市立八幡小学校
市川市立富貴島小学校
市川市立富美浜小学校
市川市立南行徳小学校
市川市立南新浜小学校
市川市立宮田小学校
市原市立有秋東小学校
市原市立有秋南小学校
市原市立五井小学校
市原市立白金小学校
市原市立水の江小学校
市原市立養老小学校
浦安市立入船南小学校
浦安市立高洲小学校
浦安市立高洲北小学校
浦安市立富岡小学校
浦安市立豊岡小学校
浦安市立東小学校
浦安市立日の出小学校
浦安市立美浜南小学校
浦安市立舞浜小学校
浦安市立見明川小学校
大網白里町立増穂小学校
大多喜町立西畑小学校
御宿町立御宿小学校
御宿町立岩和田小学校
柏市立柏第五小学校
柏市立柏第一小学校
柏市立柏第三小学校
柏市立柏第二小学校
柏市立柏第七小学校
柏市立柏第四小学校
柏市立十余二小学校
柏市立土南部小学校
柏市立富勢東小学校
柏市立中原小学校
柏市立名戸ヶ谷小学校
柏市立西原小学校
柏市立花野井小学校
柏市立松葉第二小学校
香取市立北佐原小学校
香取市立府馬小学校
鎌ヶ谷市立西部小学校

鎌ヶ谷市立南部小学校
鴨川市立鴨川小学校
鴨川市立東条小学校
木更津市立第二小学校
九十九里町立豊海小学校
栄町立安食小学校
栄町立安食台小学校
佐倉市立間野台小学校
佐倉市立青菅小学校
佐倉市立臼井小学校
佐倉市立山王小学校
佐倉市立白銀小学校
佐倉市立染井野小学校
佐倉市立根郷小学校
佐倉市立南志津小学校
酒々井町立酒々井小学校
芝山町立芝山小学校
白井市立大山口小学校
白井市立清水口小学校
匝瑳市立椿海小学校
匝瑳市立八日市場中央小学校
館山市立九重小学校
館山市立館山小学校
館山市立北条小学校
千葉市立泉谷小学校
千葉市立稲丘小学校
千葉市立打瀬小学校
千葉市立扇田小学校
千葉市立大椎小学校
千葉市立大森小学校
千葉市立金沢小学校
千葉市立草野小学校
千葉市立検見川小学校
千葉市立作新小学校
千葉市立さつきが丘西小学校
千葉市立仁戸名小学校
千葉市立千草台小学校
千葉市立千城台東小学校
千葉市立土気南小学校
千葉市立生浜小学校
千葉市立西の谷小学校
千葉市立星久喜小学校
千葉市立本町小学校
千葉市立幕張東小学校
千葉市立みつわ台南小学校
千葉市立緑町小学校
千葉市立都小学校
千葉市立宮崎小学校
銚子市立海上小学校
長生村立一松小学校
東金市立城西小学校
東金市立東小学校
富里市立富里南小学校
富里市立日吉台小学校
流山市立流山北小学校
流山市立江戸川台小学校
流山市立流山小学校
流山市立西初石小学校
流山市立東小学校
流山市立鰭ヶ崎小学校
流山市立南流山小学校
流山市立八木南小学校
習志野市立秋津小学校
習志野市立谷津小学校
習志野市立東習志野小学校
習志野市立屋敷小学校

成田市立神宮寺小学校
成田市立成田小学校
野田市立岩木小学校
野田市立川間小学校
野田市立清水台小学校
野田市立中央小学校
野田市立南部小学校
野田市立二川小学校
野田市立二ツ塚小学校
船橋市立飯山満南小学校
船橋市立葛飾小学校
船橋市立金杉台小学校
船橋市立三山小学校
船橋市立大穴北小学校
船橋市立高郷小学校
船橋市立高根東小学校
船橋市立七林小学校
船橋市立習志野台第一小学校
船橋市立習志野台第二小学校
船橋市立二宮小学校
船橋市立北条小学校
船橋市立法典小学校
船橋市立法典東小学校
船橋市立前原小学校
船橋市立峰台小学校
船橋市立八木が谷小学校
松戸市立上本郷小学校
松戸市立馬橋北小学校
松戸市立馬橋小学校
松戸市立大橋小学校
松戸市立柿ノ木台小学校
松戸市立寒風台小学校
松戸市立北部小学校
松戸市立栗ヶ沢小学校
松戸市立小金小学校
松戸市立相模台小学校
松戸市立新松戸西小学校
松戸市立新松戸南小学校
松戸市立高木小学校
松戸市立常盤平第二小学校
松戸市立中部小学校
松戸市立八ヶ崎小学校
松戸市立牧野原小学校
松戸市立松飛台第二小学校
松戸市立矢切小学校
南房総市立和田小学校
茂原市立茂原小学校
茂原市立萩原小学校
八街市立実住小学校
八千代市立勝田台小学校
八千代市立新木戸小学校
八千代市立村上北小学校
八千代市立村上小学校
八千代市立八千代台小学校
山武市立南郷小学校
四街道市立栗山小学校
四街道市立中央小学校
四街道市立南小学校
四街道市立山梨小学校
私立暁星国際小学校
私立国府台女子学院小学校
私立昭和学院小学校
私立聖徳大学附属小学校
私立千葉日本大学第一小学校
私立成田高等学校附属小学校
私立日出学園小学校

神奈川県
国立横浜国立大学教育人間科
学部附属横浜小学校
国立横浜国立大学教育人間科
学部附属鎌倉小学校
愛川町立半原小学校
厚木市立厚木小学校
厚木市立厚木第二小学校
厚木市立依知小学校
厚木市立依知南小学校
厚木市立毛利台小学校
厚木市立清水小学校
厚木市立小鮎小学校
厚木市立緑ヶ丘小学校
厚木市立南毛利小学校
厚木市立妻田小学校
綾瀬市立土棚小学校
綾瀬市立天台小学校
伊勢原市立成瀬小学校
伊勢原市立比々多小学校
海老名市立社家小学校
大磯町立大磯小学校
大井町立相和小学校
小田原市立芦子小学校
小田原市立大窪小学校
小田原市立片浦小学校
小田原市立国府津小学校
小田原市立桜井小学校
小田原市立三の丸小学校
小田原市立下府中小学校
小田原市立富水小学校
小田原市立東富水小学校
小田原市立富士見小学校
小田原市立町田小学校
小田原市立矢作小学校
小田原市立豊川小学校
開成町立開成小学校
鎌倉市立御成小学校
鎌倉市立小坂小学校
鎌倉市立腰越小学校
鎌倉市立腰塚小学校
鎌倉市立関谷小学校
鎌倉市立第一小学校
鎌倉市立第二小学校
鎌倉市立玉縄小学校
鎌倉市立西鎌倉小学校
川崎市立麻生小学校
川崎市立生田小学校
川崎市立東生田小学校
川崎市立稲田小学校
川崎市立上作延小学校
川崎市立小倉小学校
川崎市立梶ヶ谷小学校
川崎市立川崎小学校
川崎市立子母口小学校
川崎市立鷺沼小学校
川崎市立下小田中小学校
川崎市立下河原小学校
川崎市立下平間小学校
川崎市立末長小学校
川崎市立菅生小学校
川崎市立大師小学校
川崎市立高津小学校
川崎市立玉川小学校
川崎市立中央王禅寺小学校
川崎市立長沢小学校
川崎市立中野島小学校
川崎市立西梶谷小学校
川崎市立西丸子小学校
川崎市立西御幸小学校
川崎市立野川小学校
川崎市立登戸小学校
川崎市立東小倉小学校
川崎市立東柿生小学校
川崎市立東住吉小学校
川崎市立東高津小学校
川崎市立東門前小学校
川崎市立久本小学校
川崎市立富士見台小学校
川崎市立南河原小学校
川崎市立南百合丘小学校
川崎市立宮崎小学校
川崎市立向小学校
相模原市立旭小学校
相模原市立上鶴間小学校
相模原市立上溝小学校
相模原市立大沢小学校
相模原市立川尻小学校
相模原市立共和小学校
相模原市立清新小学校
相模原市立くぬぎ台小学校
相模原市立田名北小学校
相模原市立谷口台小学校
相模原市立中央小学校
相模原市立鶴園小学校
相模原市立鶴の台小学校
相模原市立中野小学校
相模原市立橋本小学校
相模原市立広田小学校
相模原市立広陵小学校
相模原市立富士見小学校
相模原市立星が丘小学校
相模原市立もえぎ台小学校
相模原市立弥栄小学校
相模原市立横山小学校

相模原市立若松小学校
座間市立相模が丘小学校
座間市立座間小学校
座間市立立野台小学校
逗子市立池子小学校
逗子市立小坪小学校
逗子市立逗子小学校
茅ヶ崎市立円蔵小学校
茅ヶ崎市立小和田小学校
茅ヶ崎市立香川小学校
茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校
茅ヶ崎市立浜須賀小学校
茅ヶ崎市立東海岸小学校
茅ヶ崎市立松浪小学校
中井町立中村小学校
二宮町立一色小学校
秦野市立北小学校
秦野市立渋沢小学校
秦野市立大根小学校
秦野市立東小学校
秦野市立本町小学校
葉山町立一色小学校
葉山町立長柄小学校
平塚市立旭小学校
平塚市立崇善小学校
平塚市立土屋小学校
平塚市立なでしこ小学校
平塚市立八幡小学校
平塚市立花木小学校
平塚市立富士見小学校
藤沢市立秋葉台小学校
藤沢市立片瀬小学校
藤沢市立鵠洋小学校
藤沢市立善行小学校
藤沢市立高砂小学校
藤沢市立滝の沢小学校
藤沢市立辻堂小学校
藤沢市立富士見台小学校
藤沢市立六会小学校
松田町立松田小学校
三浦市立山甲陽小学校
南足柄市立岩原小学校
大和市立北大和小学校
大和市立草柳小学校
大和市立中央林間小学校
大和市立西鶴間小学校
大和市立深見小学校
大和市立緑野小学校
大和市立南林間小学校
大和市立柳橋小学校
横須賀市立公郷小学校
横須賀市立荻野小学校
横須賀市立追浜小学校
横須賀市立神明小学校
横須賀市立衣笠小学校
横須賀市立高坂小学校
横須賀市立鷹取小学校
横須賀市立鶴久保小学校
横須賀市立明浜小学校
横須賀市立豊島小学校
横浜市立間門小学校
横浜市立青木小学校
横浜市立青葉台小学校
横浜市立旭小学校
横浜市立浅間台小学校
横浜市立飯田北小学校
横浜市立伊勢山小学校
横浜市立稲荷台小学校
横浜市立いぶき野小学校
横浜市立入船小学校
横浜市立岩崎小学校
横浜市立上寺尾小学校
横浜市立上星川小学校
横浜市立荏田東第一小学校

横浜市立大岡小学校
横浜市立榎が丘小学校

横浜市立大口台小学校
横浜市立折本小学校
横浜市立柏尾小学校
横浜市立釜利谷小学校
横浜市立釜利谷南小学校
横浜市立神橋小学校
横浜市立鴨志田第一小学校
横浜市立鴨志田南小学校
横浜市立川島小学校
横浜市立川和小学校
横浜市立菊名小学校
横浜市立岸谷小学校
横浜市立北方小学校
横浜市立希望ヶ丘小学校
横浜市立霧が丘小学校
横浜市立汲沢小学校
横浜市立元石川小学校
横浜市立港南台第二小学校
横浜市立駒林小学校
横浜市立子安小学校
横浜市立小山台小学校
横浜市立斉藤分小学校
横浜市立左近山第一小学校
横浜市立さちが丘小学校
横浜市立幸ヶ谷小学校
横浜市立三ツ境小学校
横浜市立山王台小学校
横浜市立潮田小学校
横浜市立市沢小学校
横浜市立品濃小学校

横浜市立篠原小学校
横浜市立下永谷小学校
横浜市立下田小学校
横浜市立下郷小学校
横浜市立十日市場小学校
横浜市立小雀小学校
横浜市立庄戸小学校
横浜市立白根小学校
横浜市立白幡小学校
横浜市立新田小学校
横浜市立新橋小学校
横浜市立すずかけ小学校
横浜市立すすき野小学校
横浜市立瀬ヶ崎小学校
横浜市立瀬戸ヶ谷小学校
横浜市立芹ヶ谷南小学校
横浜市立高田小学校
横浜市立竹山小学校
横浜市立立野小学校
横浜市立つづきの丘小学校
横浜市立つつじヶ丘小学校
横浜市立綱島小学校
横浜市立常盤台小学校
横浜市立戸塚小学校
横浜市立帷子小学校
横浜市立富岡小学校
横浜市立豊岡小学校
横浜市立豊田小学校
横浜市立鳥が丘小学校
横浜市立中川小学校
横浜市立中川西小学校
横浜市立中沢小学校
横浜市立中丸小学校
横浜市立中村小学校
横浜市立中山小学校
横浜市立名瀬小学校
横浜市立奈良の丘小学校
横浜市立西柴小学校
横浜市立二谷小学校
横浜市立根岸小学校
横浜市立能見台小学校
横浜市立羽沢小学校
横浜市立東市ヶ尾小学校
横浜市立東品濃小学校
横浜市立東台小学校
横浜市立東戸塚小学校
横浜市立東本郷小学校
横浜市立東山田小学校
横浜市立美しが丘小学校
横浜市立日下小学校
横浜市立日野南小学校
横浜市立日向山小学校
横浜市立屏風浦小学校
横浜市立日吉台小学校
横浜市立平沼小学校
横浜市立平安小学校
横浜市立藤が丘小学校
横浜市立藤塚小学校
横浜市立藤の木小学校
横浜市立文庫小学校
横浜市立平安小学校
横浜市立別所小学校
横浜市立星川小学校
横浜市立保土ヶ谷小学校
横浜市立本牧小学校
横浜市立本町小学校
横浜市立丸山台小学校
横浜市立万騎が原小学校
横浜市立みたけ台小学校
横浜市立緑園東小学校
横浜市立港北小学校
横浜市立南山田小学校
横浜市立南瀬谷小学校
横浜市立峯小学校
横浜市立三保小学校
横浜市立宮谷小学校
横浜市立師岡小学校
横浜市立山下小学校
横浜市立山田小学校
横浜市立矢向小学校
横浜市立洋光台第二小学校
横浜市立吉原小学校
横浜市立六ツ川小学校
私立大西学園小学校
私立鎌倉女子大学初等部
私立関東学院小学校
私立関東学院六浦小学校
私立函嶺白百合学園小学校
私立相模女子大学小学部
私立湘南学園小学校
私立湘南白百合学園小学校
私立精華小学校
私立聖セシリア小学校
私立清泉小学校
私立聖マリア小学校
私立聖ヨゼフ学園小学校
私立洗足学園大学附属小学校
私立捜真小学校
私立桐蔭学園小学部
私立平和学園小学校
私立森村学園初等部
私立横須賀学院小学校
私立横浜三育小学校
横濱中華學院

東京都
国立お茶の水女子大学附属小学校
国立筑波大学附属小学校
国立東京学芸大学附属大泉小学校
国立東京学芸大学附属小金井小学校
国立東京学芸大学附属世田谷小学校
国立東京学芸大学附属竹早小学校
昭島市立拝島第一小学校
昭島市立拝島第三小学校
昭島市立共成小学校
昭島市立玉川小学校
昭島市立つつじが丘北小学校
昭島市立中神小学校
昭島市立東小学校
あきる野市立秋多小学校
あきる野市立五日市小学校
あきる野市立多西小学校
あきる野市立南秋留小学校
足立区立弥生小学校
足立区立青井小学校
足立区立足立入谷小学校
足立区立綾瀬小学校
足立区立伊興小学校
足立区立梅島第一小学校
足立区立江北小学校
足立区立北三谷小学校
足立区立五反野小学校
足立区立桜花小学校
足立区立皿沼小学校
足立区立鹿浜第一小学校
足立区立関原小学校
足立区立千寿小学校
足立区立千寿第八小学校
足立区立千寿本町小学校
足立区立竹の塚小学校
足立区立辰沼小学校
足立区立中川小学校
足立区立西新井小学校
足立区立西新井第一小学校
足立区立花畑西小学校
足立区立花保小学校
足立区立東伊興小学校
足立区立東加平小学校
足立区立東栗原小学校
足立区立東渕江小学校
足立区立弘道第一小学校
足立区立渕江小学校
足立区立渕江第一小学校
足立区立古千谷小学校
足立区立本木小学校
荒川区立赤土小学校
荒川区立汐入小学校
荒川区立瑞光小学校
荒川区立第二瑞光小学校
板橋区立赤塚小学校
板橋区立赤塚新町小学校
板橋区立板橋第五小学校
板橋区立板橋第一小学校
板橋区立板橋第七小学校
板橋区立板橋第四小学校
板橋区立板橋第四小学校
板橋区立上板橋第二小学校
板橋区立上板橋第四小学校
板橋区立加賀小学校
板橋区立上板橋小学校
板橋区立北野小学校
板橋区立北前野小学校
板橋区立桜川小学校
板橋区立三園小学校
板橋区立志村小学校
板橋区立志村第五小学校
板橋区立志村第四小学校
板橋区立志村第六小学校
板橋区立下赤坂小学校
板橋区立下赤塚小学校
板橋区立大谷口小学校
板橋区立高島第三小学校
板橋区立高島第二小学校
板橋区立高島第六小学校
板橋区立常盤台小学校
板橋区立徳丸小学校
板橋区立中台小学校
板橋区立成増ヶ丘小学校
板橋区立富士見台小学校
板橋区立紅梅小学校
板橋区立緑小学校
板橋区立向原小学校
板橋区立弥生小学校
板橋区立若木小学校
稲城市立稲城第一小学校
稲城市立稲城第三小学校
稲城市立稲城第四小学校
稲城市立稲城第六小学校
江戸川区立一之江小学校
江戸川区立一之江第二小学校
江戸川区立大杉第二小学校
江戸川区立葛西小学校
江戸川区立清新第一小学校
江戸川区立小岩小学校
江戸川区立小松川第二小学校
江戸川区立鹿骨東小学校
江戸川区立下鎌田西小学校
江戸川区立下小岩第二小学校
江戸川区立瑞江小学校
江戸川区立第五葛西小学校
江戸川区立第七葛西小学校
江戸川区立第二葛西小学校
江戸川区立中小岩小学校
江戸川区立西葛西小学校
江戸川区立西小岩小学校
江戸川区立西小松川小学校
江戸川区立春江小学校
江戸川区立平井西小学校
江戸川区立船越第二小学校
江戸川区立松江小学校
江戸川区立松本小学校
江戸川区立南葛西第三小学校
江戸川区立南小岩小学校
青梅市立霞台小学校
青梅市立河辺小学校
青梅市立第一小学校
青梅市立第三小学校
青梅市立第七小学校
青梅市立第二小学校
青梅市立若草小学校
大田区立赤松小学校
大田区立入新井第一小学校
大田区立入新井第二小学校
大田区立池上第二小学校
大田区立池雪小学校
大田区立馬込小学校
大田区立馬込第三小学校 
大田区立馬込第二小学校
大田区立梅田小学校
大田区立大森第五小学校
大田区立大森第一小学校
大田区立大森第三小学校
大田区立大森第四小学校
大田区立おなづか小学校
大田区立蒲田小学校
大田区立清水窪小学校
大田区立山王小学校
大田区立洗足池小学校
大田区立高畑小学校
大田区立多摩川小学校
大田区立調布大塚小学校
大田区立田園調布小学校
大田区立徳持小学校
大田区立中萩中小学校
大田区立仲六郷小学校
大田区立萩中小学校
大田区立羽田小学校
大田区立東糀谷小学校
大田区立東調布第一小学校
大田区立東六郷小学校
大田区立久原小学校
大田区立開桜小学校
大田区立松仙小学校
大田区立道塚小学校
大田区立南小学校
大田区立矢口東小学校
大田区立雪谷小学校
大田区立六郷小学校
小笠原村立小笠原小学校
葛飾区立上小松小学校
葛飾区立亀青小学校
葛飾区立北野小学校
葛飾区立こすげ小学校
葛飾区立小松南小学校
葛飾区立末広小学校
葛飾区立住吉小学校
葛飾区立高砂小学校
葛飾区立花の木小学校
葛飾区立東綾瀬小学校
葛飾区立東金町小学校
葛飾区立東水元小学校
葛飾区立本田小学校
葛飾区立松上小学校
葛飾区立道上小学校
葛飾区立南綾瀬小学校
葛飾区立よつぎ小学校
北区立王子小学校
北区立赤羽小学校
北区立稲田小学校
北区立梅木小学校
北区立王子第五小学校
北区立王子第三小学校
北区立王子第二小学校
北区立神谷小学校
北区立北ノ台小学校
北区立桐ヶ丘郷小学校
北区立清水小学校
北区立十条台小学校
北区立滝野川小学校
北区立滝野川第一小学校
北区立滝野川第五小学校
北区立滝野川第七小学校
北区立滝野川第四小学校
北区立なでしこ小学校
北区立八幡小学校
北区立東十条小学校
北区立柳田小学校
清瀬市立清瀬小学校
清瀬市立清瀬第十小学校
清瀬市立清瀬第四小学校
清瀬市立清瀬第六小学校
清瀬市立芝山小学校
国立市立国立第二小学校
国立市立国立第四小学校
江東区立浅間堅川小学校
江東区立枝川小学校
江東区立大島南央小学校
江東区立数矢小学校
江東区立川南小学校
江東区立越中島小学校
江東区立砂町小学校
江東区立第一大島小学校
江東区立第一亀戸小学校
江東区立第七砂町小学校
江東区立第二辰巳小学校
江東区立第六砂町小学校
江東区立豊洲北小学校
江東区立東砂小学校
江東区立南砂小学校
江東区立明治小学校
江東区立元加賀小学校
江東区立臨海小学校
小金井市立小金井第一小学校
小金井市立小金井第三小学校
小金井市立前原小学校
小金井市立緑小学校
国分寺市立第一小学校
国分寺市立第五小学校
国分寺市立第七小学校
国分寺市立第二小学校
国分寺市立第八小学校
小平市立学園東小学校
小平市立小平第五小学校

小平市立小平第一小学校
小平市立小平第九小学校
小平市立小平第十一小学校
小平市立小平第十五小学校
小平市立小平第十小学校
小平市立小平第十二小学校
小平市立小平第十四小学校
小平市立小平第七小学校
小平市立小平第二小学校
小平市立小平第八小学校
狛江市立狛江第一小学校
狛江市立狛江第五小学校
狛江市立狛江第三小学校
狛江市立緑野小学校
狛江市立和泉小学校
品川区立上神明小学校
品川区立大井第一小学校
品川区立御殿山小学校
品川区立京陽小学校
品川区立清水台小学校
品川区立鮫浜小学校
品川区立城南小学校
品川区立鈴ヶ森小学校
品川区立第三日野小学校
品川区立第二延山小学校
品川区立台場小学校
品川区立第四日野小学校
品川区立立会小学校
品川区立旗台小学校
品川区立芳水小学校
渋谷区立上原小学校
渋谷区立加計塚小学校
渋谷区立神南小学校
渋谷区立笹塚小学校
渋谷区立猿楽小学校
渋谷区立常磐松小学校
渋谷区立神宮前小学校
渋谷区立富谷小学校
渋谷区立長谷戸小学校
渋谷区立西原小学校
渋谷区立幡代小学校
渋谷区立鳩森小学校
渋谷区立広尾小学校
渋谷区立本町東小学校
渋谷区立山谷小学校
渋谷区立代々木小学校
新宿区立愛日小学校
新宿区立市谷小学校
新宿区立牛込仲之小学校
新宿区立牛込仲小学校
新宿区立落合第一小学校
新宿区立落合第三小学校
新宿区立落合第四小学校
新宿区立落合第六小学校
新宿区立柏木小学校
新宿区立津久戸小学校
新宿区立天神小学校
新宿区立戸塚第一小学校
新宿区立戸塚第二小学校
新宿区立富久小学校
新宿区立戸山小学校
新宿区立西新宿小学校
新宿区立四谷第五小学校
新宿区立淀橋第四小学校
新宿区立早稲田小学校
瑞穂町立瑞穂第一小学校
瑞穂町立瑞穂第三小学校
杉並区立天沼小学校
杉並区立和泉小学校
杉並区立馬橋小学校
杉並区立荻窪小学校
杉並区立沓掛小学校
杉並区立三谷小学校
杉並区立新泉小学校
杉並区立杉並天沼小学校
杉並区立杉並第九小学校
杉並区立杉並第十小学校
杉並区立杉並第二小学校
杉並区立杉並第八小学校
杉並区立杉並第四小学校
杉並区立杉並第六小学校
杉並区立高井戸小学校
杉並区立高井戸第三小学校
杉並区立高井戸東小学校
杉並区立西田小学校
杉並区立八成小学校
杉並区立東田小学校
杉並区立方南小学校
杉並区立堀之内小学校
杉並区立桃井第五小学校
杉並区立桃井第三小学校
杉並区立四宮小学校
杉並区立和泉小学校
杉並区立和田小学校
墨田区立菊川小学校
墨田区立言間小学校
墨田区立隅田小学校
墨田区立第二寺島小学校
墨田区立立花吾嬬の森小学校
墨田区立中和小学校
墨田区立業平小学校
墨田区立緑小学校
墨田区立両国小学校
世田谷区立赤堤小学校
世田谷区立明正小学校
世田谷区立芦花小学校
世田谷区立池之上小学校
世田谷区立上北沢小学校
世田谷区立烏山小学校
世田谷区立給田小学校
世田谷区立経堂小学校
世田谷区立弦巻小学校
世田谷区立駒沢小学校
世田谷区立駒繋小学校
世田谷区立桜丘小学校
世田谷区立桜小学校
世田谷区立桜町小学校
世田谷区立笹原小学校
世田谷区立三軒茶屋小学校
世田谷区立瀬田小学校
世田谷区立祖師谷小学校
世田谷区立代沢小学校
世田谷区立代田小学校
世田谷区立多聞小学校
世田谷区立千歳小学校
世田谷区立塚戸小学校
世田谷区立等々力小学校
世田谷区立中里小学校
世田谷区立中丸小学校
世田谷区立八幡山小学校
世田谷区立東大原小学校
世田谷区立東玉川小学校
世田谷区立東深沢小学校
世田谷区立二子玉川小学校
世田谷区立深沢小学校
世田谷区立松丘小学校
世田谷区立松原小学校
世田谷区立守山小学校
世田谷区立明正小学校
世田谷区立山崎小学校
世田谷区立山野小学校
世田谷区立用賀小学校
台東区立千束小学校
台東区立浅草小学校
台東区立金竜小学校
台東区立金曽木小学校
台東区立蔵前小学校
台東区立黒門小学校
台東区立忍岡小学校
台東区立大正小学校
台東区立台東育英小学校
台東区立谷中小学校
台東区立田原小学校
台東区立根岸小学校
台東区立東浅草小学校
台東区立東泉小学校
台東区立平成小学校
台東区立松葉小学校
立川市立柏小学校
立川市立けやき台小学校
立川市立幸小学校
立川市立新生小学校
立川市立第一小学校
立川市立第九小学校
立川市立第十小学校
立川市立第六小学校
立川市立若葉小学校
多摩市立北豊ヶ丘小学校
多摩市立多摩第二小学校
多摩市立聖ヶ丘小学校
多摩市立南豊ヶ丘小学校
中央区立有馬小学校
中央区立京橋築地小学校
中央区立阪本小学校
中央区立泰明小学校
中央区立月島第三小学校
中央区立佃島小学校
中央区立常盤小学校
中央区立日本橋小学校
中央区立久松小学校
調布市立上ノ原小学校
調布市立第一小学校
調布市立第三小学校
調布市立第二小学校
調布市立滝坂小学校
調布市立調和小学校
調布市立飛田給小学校
調布市立布田小学校
調布市立富士見台小学校
調布市立若葉小学校
千代田区立和泉小学校
千代田区立お茶の水小学校
千代田区立九段小学校
千代田区立麹町小学校
千代田区立昌平小学校
千代田区立千代田小学校
千代田区立番町小学校
千代田区立富士見小学校
豊島区立仰高小学校
豊島区立池袋小学校
豊島区立池袋第一小学校
豊島区立池袋第三小学校
豊島区立要小学校
豊島区立椎名町小学校
豊島区立清和小学校
豊島区立千早小学校
豊島区立高松小学校
豊島区立高南小学校
豊島区立長崎小学校
豊島区立文成小学校
豊島区立朋有小学校
豊島区立南池袋小学校
豊島区立目白小学校
豊島区立桃花小学校
中野区立新井小学校
中野区立上鷺宮小学校
中野区立江原小学校
中野区立江古田小学校
中野区立北原小学校
中野区立鷺宮小学校
中野区立白桜小学校
中野区立多田小学校
中野区立塔山小学校
中野区立中野神明小学校
中野区立中野本郷小学校
中野区立西中野小学校
中野区立平和の森小学校
中野区立丸山小学校
中野区立向台小学校
中野区立武蔵台小学校
中野区立桃園小学校
中野区立桃園第二小学校
中野区立桃花小学校
西東京市立栄小学校
西東京市立田無小学校
西東京市立谷戸小学校
西東京市立中原小学校
西東京市立東伏見小学校

西東京市立保谷小学校
西東京市立保谷第二小学校
西東京市立碧山小学校
西東京市立向台小学校
西東京市立柳沢小学校
練馬区立旭町小学校
練馬区立旭丘小学校
練馬区立泉新小学校
練馬区立上石神井北小学校
練馬区立上石神井小学校
練馬区立大泉学園小学校
練馬区立大泉学園緑小学校
練馬区立大泉小学校
練馬区立大泉第一小学校
練馬区立大泉第三小学校
練馬区立大泉第二小学校
練馬区立大泉第四小学校
練馬区立大泉第六小学校
練馬区立大泉西小学校
練馬区立開進第一小学校
練馬区立開進第三小学校
練馬区立開進第二小学校
練馬区立開進第四小学校
練馬区立上石神井北小学校
練馬区立上石神井小学校
練馬区立北原小学校
練馬区立北町小学校
練馬区立小竹小学校
練馬区立下石神井小学校
練馬区立石神井小学校
練馬区立石神井西小学校
練馬区立石神井東小学校
練馬区立関町北小学校
練馬区立関町小学校
練馬区立第二小学校
練馬区立田柄小学校
練馬区立田柄第二小学校
練馬区立谷原小学校
練馬区立仲町小学校

練馬区立中村西小学校
練馬区立中村小学校

練馬区立練馬小学校
練馬区立橋戸小学校
練馬区立早宮小学校
練馬区立光が丘四季の香小学校
練馬区立光が丘夏の雲小学校
練馬区立光が丘春の風小学校
練馬区立光和小学校
練馬区立富士見台小学校
練馬区立南田中小学校
練馬区立南町小学校
練馬区立豊王東小学校
練馬区立豊渓小学校
練馬区立豊玉小学校
練馬区立豊玉南小学校
八王子市立秋葉台小学校
八王子市立浅川小学校
八王子市立宇津木台小学校
八王子市立片倉台小学校
八王子市立椚田小学校
八王子市立小宮小学校
八王子市立散田小学校
八王子市立城山小学校
八王子市立第一小学校
八王子市立第七小学校
八王子市立第二小学校
八王子市立第四小学校
八王子市立第六小学校
八王子市立高嶺小学校
八王子市立陶鎔小学校
八王子市立中山小学校
八王子市立弐分方小学校
八王子市立東浅川小学校
八王子市立緑ヶ丘小学校
八王子市立みなみ野小学校
八王子市立元木小学校
八王子市立元八王子小学校
八王子市立元八王子東小学校
八王子市立由井第一小学校
八王子市立由木中央小学校
八王子市立横山第一小学校
八王子市立横山第二小学校
羽村市立羽村西小学校
羽村市立富士見小学校
羽村市立羽村東小学校
羽村市立武蔵野小学校
東久留米市立第一小学校
東久留米市立第九小学校
東久留米市立第三小学校
東久留米市立第十小学校
東久留米市立第七小学校
東久留米市立第二小学校
東久留米市立第六小学校
東久留米市立南町小学校
東村山市立秋津小学校
東村山市立秋津東小学校
東村山市立北山小学校
東村山市立久米川小学校
東村山市立久米川東小学校
東村山市立大岱小学校
東村山市立萩山小学校
東村山市立東萩山小学校
東村山市立富士見小学校
東村山市立南台小学校
東大和市立第一小学校
東大和市立第三小学校
東大和市立第七小学校
東大和市立第六小学校
日野市立滝合小学校
日野市立日野第五小学校
日野市立日野第二小学校
日野市立平山小学校
日の出町立本宿小学校
府中市立府中第九小学校
府中市立府中第三小学校
府中市立府中第二小学校
府中市立府中第六小学校
府中市立本宿小学校
府中市立四谷小学校
福生市立福生第一小学校
福生市立福生第三小学校
文京区立青柳小学校
文京区立大塚小学校
文京区立駕籠町小学校
文京区立金富小学校
文京区立窪町小学校
文京区立小日向台町小学校
文京区立駒本小学校
文京区立昭和小学校
文京区立関口台町小学校
文京区立千駄木小学校
文京区立礫川小学校
文京区立根津小学校
文京区立林町小学校
文京区立本郷小学校
文京区立誠之小学校
文京区立柳町小学校
文京区立湯島小学校
文京区立指ヶ谷小学校
町田市立大蔵小学校
町田市立小川小学校
町田市立小山田南小学校
町田市立木曽境川小学校
町田市立忠生第一小学校
町田市立忠生第三小学校
町田市立つくし野小学校
町田市立鶴川第一小学校
町田市立鶴川第二小学校
町田市立藤の台小学校
町田市立町田第一小学校
町田市立町田第二小学校
町田市立町田第五小学校
町田市立町田第六小学校
町田市立南第三小学校
三鷹市立井口小学校
三鷹市立北野小学校
三鷹市立第五小学校
三鷹市立第一小学校
三鷹市立第二小学校
三鷹市立第三小学校
三鷹市立第四小学校
三鷹市立羽沢小学校
港区立青南小学校
港区立青山小学校
港区立赤坂小学校
港区立赤羽小学校
港区立麻布小学校
港区立御成門小学校
港区立笄小学校
港区立港南小学校
港区立芝小学校
港区立白金小学校
港区立高輪台小学校
三宅村立三宅小学校
武蔵野市立井之頭小学校
武蔵野市立第一小学校
武蔵野市立第五小学校
武蔵野市立第三小学校
武蔵野市立第四小学校
武蔵野市立本宿小学校
武蔵村山市立第九小学校
武蔵村山市立第二小学校
武蔵村山市立第三小学校
武蔵村山市立第十小学校
目黒区立大岡山小学校
目黒区立五本木小学校
目黒区立駒場小学校
目黒区立下目黒小学校
目黒区立鷹番小学校
目黒区立田道小学校
目黒区立中根小学校
目黒区立中目黒小学校
目黒区立八雲小学校
目黒区立東根小学校
目黒区立東山小学校
目黒区立不動小学校
目黒区立緑ヶ丘小学校
目黒区立宮前小学校
青山学院初等部
私立小野学園小学校
私立川村小学校
私立暁星小学校
私立国立音楽大学附属小学校
私立国立学園小学校
私立国本小学校
私立啓明学園初等学校
私立光塩女子学院初等科
私立晃華学園小学校
私立自由学園初等部
私立淑徳小学校
私立昭和女子大学附属昭和小学校
私立白百合学園小学校
私立聖学院小学校
私立成蹊学園小学校
私立成城学園初等学校
私立聖徳学園小学校
私立聖ドミニコ学園小学校
私立星美学園小学校
私立清明学園小学校
私立玉川学園小学校
私立東京三育小学校
私立東京創価小学校
私立東京中華学校
私立新渡戸文化小学校
私立東星学園小学校
私立東京都市大学付属小学校
私立トキワ松学園小学校
私立東洋英和女学院小学部
私立文教大学附属小学校
私立宝仙学園小学校
私立武蔵野学園小学校
私立武蔵野東小学校
私立明星学園小学校
私立明星小学校
私立目黒星美学園小学校
私立立教小学校
私立和光学園小学校

山梨県
市川三郷町立市川小学校
上野原市立西小学校
大月市立大月東小学校
北杜市立泉小学校
北杜市立小渕沢小学校
北杜市立高根清里小学校
甲府市立大国小学校
甲府市立春日小学校
甲府市立国母小学校

甲府市立大里小学校
中央市立三村小学校
都留市立宝小学校
都留市立谷村第一小学校
西桂町立西桂小学校
韮崎市立韮崎小学校
早川町立早川南小学校
富士河口湖町立河口小学校
富士河口湖町立小立小学校

富士河口湖町立船津小学校
富士吉田市立下吉田第二小学校
富士吉田市立吉田小学校
山中湖村立東小学校
山梨市立三富小学校
山梨市立山梨小学校
私立山梨学院大学附属小学校

長野県
国立信州大学教育学部附属長野小学校
国立信州大学教育学部附属松本小学校
飯田市立伊賀良小学校
飯田市立上村小学校
飯田市立追手町小学校
飯田市立下久堅小学校
飯田市立浜井場小学校
飯山市立飯山小学校
岡谷市立長地小学校
軽井沢町立軽井沢中部小学校
軽井沢町立東部小学校

川上村立川上第二小学校
木祖村立木祖小学校
坂城町立坂城小学校
佐久市立本牧小学校
小布施町立栗が丘小学校
須坂市立須坂小学校
諏訪市立城南小学校
諏訪市立高島小学校
千曲市立屋代小学校
東御市立田中小学校
中野市立中野小学校

長野市立山王小学校
長野市立塩崎小学校
長野市立松代小学校
楢川村立楢川小学校
松川町立松川中央小学校
松本市立開智小学校
松本市立明善小学校
松本市立芳川小学校
丸子町立丸子中央小学校
山ノ内町立東小学校

岐阜県
国立岐阜大学教育学部附属小学校
揖斐川町立小島小学校
大垣市立赤坂小学校
大垣市立静里小学校
各務原市立中央小学校
岐阜市立長良西小学校
岐阜市立本郷小学校

白川町立黒川小学校
瑞浪市立瑞浪小学校
多治見市立精華小学校
多治見市立養正小学校
土岐市立泉西小学校
中津川市立坂本小学校
中津川市立西小学校

八百津町立八百津小学校
羽島市立足近小学校
飛騨市立神岡小学校
美濃加茂市立古井小学校
私立岐阜聖徳学園大学附属小学校

静岡県

伊東市立旭小学校
国立静岡大学教育学部附属静岡小学校

伊東市立宇佐美小学校
伊東市立西小学校
伊東市立南小学校
磐田市立青城小学校
磐田市立磐田中部小学校
掛川市立横須賀小学校
河津町立河津東小学校
御殿場市立原里小学校
静岡市立中島小学校
静岡市立中田小学校
島田市立島田第一小学校
下田市立稲生沢小学校
下田市立下田小学校

沼津市立浮島小学校
沼津市立第二小学校
沼津市立門池小学校
浜松市立蒲小学校
浜松市立東小学校
浜松市立芳川小学校
浜松市立与進小学校
浜松市立竜禅寺小学校
東伊豆町立熱川小学校
東伊豆町稲取小学校
袋井市立浅羽南小学校
袋井市立山名小学校
藤枝市立葉梨小学校
富士市立青葉台小学校

富士市立岩松小学校
富士市立元吉原小学校
富士市立富士第一小学校
富士市立吉原小学校
富士宮市立大宮小学校
富士宮市立大富士小学校
富士宮市立富士見小学校
三島市立北小学校
三島市立西小学校
森町立三倉小学校
私立加藤学園暁秀初等学校
私立東海大学附属小学校
私立常葉学園大学教育学部附属橘小学校

愛知県
国立愛知教育大学附属岡崎小学校
愛西市立北河田小学校
愛西市立永和小学校
一宮市立開明小学校
稲沢市立稲沢西小学校
岡崎市立羽根小学校
岡崎市立六ツ美北部小学校
春日井市立小野小学校
春日井市立春日井小学校
春日井市立坂下小学校
春日井市立松原小学校
刈谷市立東刈谷小学校
清須市立新川小学校
江南市立草井小学校
江南市立古知野東小学校
江南市立門弟山小学校
小牧市立小牧小学校
小牧市立桃ヶ丘小学校
瀬戸市立陶原小学校
瀬戸市立長根小学校
高浜市立吉浜小学校
知多市立つつじが丘小学校

知立市立知立南小学校
東海市立緑陽小学校
常滑市立西浦北小学校
豊川市立中部小学校
豊田市立伊保小学校
豊田市立前山小学校
豊橋市立鷹丘小学校
名古屋市立旭丘小学校
名古屋市立荒子小学校
名古屋市立飯田小学校
名古屋市立植田小学校
名古屋市立上名古屋小学校
名古屋市立上野小学校
名古屋市立御園小学校
名古屋市立香流小学校
名古屋市立汐路小学校
名古屋市立白鳥小学校
名古屋市立杉村小学校
名古屋市立滝川小学校
名古屋市立田代小学校
名古屋市立豊岡小学校
名古屋市立名城小学校

名古屋市立春岡小学校
名古屋市立東桜小学校
名古屋市立平和が丘小学校
名古屋市立蓬来小学校
名古屋市立牧野小学校
名古屋市立正色小学校
名古屋市立山田小学校
名古屋市立陽明小学校
名古屋市立六郷北小学校
西尾市立西尾小学校
西尾市立八ツ面小学校
西尾市立花ノ木小学校
日進市立北小学校
日進市立南小学校
東浦町片葩小学校
東郷町立高嶺小学校
扶桑町立柏森小学校
碧南市立大浜小学校
碧南市立棚尾小学校
私立椙山女学園大学附属小学校

三重県
伊勢市立修道小学校
伊勢市立明倫小学校
亀山市立加太小学校
亀山市立野登小学校

志摩市立鵜方小学校
志摩市立立神小学校
志摩市立和具小学校
鳥羽市立鳥羽小学校

四日市市立高花平小学校
私立暁小学校

滋賀県
愛荘町立愛知川小学校
大津市立瀬田南小学校

大津市立平野小学校
栗東市立治田小学校

甲賀市立第一小学校

京都府
国立京都教育大学附属京都小学校
宇治市立大久保小学校
宇治市立御蔵山小学校
京丹後市立網野小学校
京都市立葵小学校
京都市立市原野小学校
京都市立宇多野小学校
京都市立音羽小学校

京都市立川岡小学校
京都市立朱雀第八小学校
京都市立朱雀第四小学校
京都市立七条第三小学校
京都市立西陣中央小学校
京都市立伏見板橋小学校
京都市立松尾小学校
京都市立室町小学校

京都市立明徳小学校
京都市立桃山小学校
城陽市立青谷小学校
城陽市立久世小学校
私立京都聖母学院小学校
私立ノートルダム学院小学校

大阪府
池田市立呉服小学校
池田市立秦野小学校
茨木市立大池小学校
大阪市立大宮西小学校
大阪市立阪南小学校
大阪市立三先小学校
大阪市立住吉小学校
大阪市立玉造小学校
大阪市立常盤小学校
大阪市立友渕小学校
大阪市立南港光小学校
大阪市立東粉浜小学校
大阪市立堀川小学校
大阪市立森之宮小学校
大阪市立豊新小学校
大阪市立四貫島小学校

貝塚市立葛城小学校
柏原市立柏原小学校
堺市新金岡本小学校
堺市立鳳小学校
堺市立浜寺東小学校
吹田市立青山台小学校
吹田市立佐井寺小学校
吹田市立吹田第一小学校
吹田市立高野台小学校
吹田市立藤白台小学校
高槻市立阿武山小学校
高槻市立北大冠小学校
高槻市立高槻小学校
豊中市立庄内小学校
豊中市立大池小学校

寝屋川市立神田小学校
羽曳野市立羽曳ヶ丘小学校
東大阪市立荒川小学校
東大阪市立西堤小学校
枚方市立樟葉西小学校
枚方市立樟葉南小学校
枚方市立明倫小学校
藤井寺市立藤井寺南小学校
箕面市西南小学校
箕面市立豊川南小学校
私立追手門学院小学校
私立城星学園小学校
私立帝塚山小学校

兵庫県
国立神戸大学附属明石小学校
明石市立人丸小学校
芦屋市立朝日ヶ丘小学校
芦屋市立山手小学校
尼崎市立浜田小学校
尼崎市立武庫庄小学校
市川町立甘地小学校
加古川市立八幡小学校
神戸市立泉谷小学校
神戸市立御影北小学校
神戸市立霞ヶ丘小学校

神戸市立神陵台小学校
神戸市立小部東小学校
神戸市立だいち小学校
神戸市立高倉台小学校
神戸市立福住小学校
神戸市立星和台小学校
神戸市立本山第一小学校
神戸市立本山第二小学校
神戸市立明親小学校
宝塚市立逆瀬台小学校
たつの市立小宅小学校

豊岡市立豊岡小学校
西宮市立上ヶ原小学校
西宮市立瓦木小学校
西宮市立甲陽園小学校
西宮市立神原小学校
姫路市立旭陽小学校
三田市立学園小学校
私立須磨浦小学校
私立雲雀丘学園小学校

奈良県
葛城市立新庄小学校
橿原市立耳成小学校

奈良市立あやめ池小学校
三郷町立三郷北小学校

私立近畿大学附属小学校

和歌山県
国立和歌山大学教育学部附属小学校 紀の川市立田中小学校 和歌山市立雑賀小学校

島根県
浜田市立松原小学校 益田市立益田小学校

広島県
国立広島大学附属小学校
国立広島大学附属東雲小学校
尾道市立山波小学校

三次市立三次小学校
竹原市立竹原小学校
広島市立安小学校

広島市立井口小学校
府中町立府中東小学校
私立福山暁の星小学校

愛媛県
国立愛媛大学教育学部附属小学校 八幡浜市立松蔭小学校

高知県
高知市立横浜新町小学校 佐川町立黒岩小学校 私立高知小学校

福岡県
国立福岡教育大学附属久留米小学校
糸島市立加布里小学校

福岡市立香椎東小学校
福岡市立長丘小学校

私立福岡海星女子学院附属小学校

佐賀県
国立佐賀大学文化教育学部附属小学校 佐賀市立赤松小学校 鳥栖市立旭小学校

長崎県
国立佐賀大学文化教育学部附属小学校 佐賀市立赤松小学校 鳥栖市立旭小学校

沖縄県
国立琉球大学教育学部附属小学校
石垣市立登野城小学校
浦添市立宮城小学校
浦添市立浦城小学校
うるま市立宮森小学校
沖縄市立越来小学校
沖縄市立中の町小学校

沖縄市立山内小学校
宜野湾市立大謝名小学校
宜野湾市立普天間第二小学校
名護市立大宮小学校
名護市立名護小学校
名護市立東江小学校
那覇市立大道小学校

那覇市立城西小学校
那覇市立天妃小学校
西原町立坂田小学校
宮古島市立平良第一小学校
豊見城市立豊見城小学校
私立沖縄カトリック小学校
私立海星小学校

徳島県
鳴門市立板東小学校

山口県
国立山口大学教育学部附属光小学校 周南市立勝間小学校

新潟県
国立新潟大学教育学部附属新潟小学校
国立新潟大学教育学部附属長岡小学校
国立上越教育大学附属小学校
阿賀野市立山手小学校
柏崎市立二田小学校
加茂市立七谷小学校
五泉市立村松小学校
魚沼市立小出小学校
三条市立一ノ木戸小学校
三条市立三条小学校
十日町市立田沢小学校
燕市立分水小学校

燕市立燕西小学校
長岡市立上小国小学校
長岡市立越路西小学校
長岡市立千手小学校
長岡市立栃尾南小学校
長岡市立宮内小学校
新潟市立大野小学校
新潟市立鏡淵小学校
新潟市立巻北小学校
新潟市立笹口小学校
新潟市立小針小学校
新津市立第二小学校

南魚沼市立赤石小学校
南魚沼市立北辰小学校
南魚沼市立上関小学校
南魚沼市立塩沢小学校
南魚沼市立中之島小学校
南魚沼市立六日町小学校
村上市立村上南小学校
村上市立大川谷小学校
湯沢町立三国小学校
湯沢町立湯沢小学校

 富山県
射水市立新湊小学校 富山市立新庄小学校 富山市立太田小学校

石川県
国立金沢大学附属小学校
小松市立第一小学校

珠洲市立正院小学校
七尾市立中島小学校

私立北陸学院小学校

福井県
国立福井大学教育地域科学部附属小学校 鯖江市立進徳小学校 鯖江市立中河小学校


