
【第５回ブルボン花の輪運動2019】寄贈先小学校

№ 市町村 学校名 № 市町村 学校名

1 柏崎市 柏崎小学校 51 弥彦村 弥彦小学校

2 柏崎市 鯨波小学校 52 長岡市 下川西小学校

3 柏崎市 剣野小学校 53 長岡市 上川西小学校

4 柏崎市 荒浜小学校 54 長岡市 上通小学校

5 柏崎市 新道小学校 55 長岡市 信条小学校

6 柏崎市 大洲小学校 56 長岡市 大河津小学校

7 柏崎市 中通小学校 57 長岡市 福戸小学校

8 柏崎市 田尻小学校 58 長岡市 与板小学校

9 柏崎市 内郷小学校 59 長岡市 脇野町小学校

10 柏崎市 二田小学校 60 長岡市 和島小学校

11 柏崎市 日吉小学校 61 出雲崎町 出雲崎小学校

12 柏崎市 半田小学校 62 上越市 下黒川小学校

13 柏崎市 比角小学校 63 上越市 柿崎小学校

14 柏崎市 枇杷島小学校 64 上越市 上下浜小学校

15 柏崎市 米山小学校 65 上越市 大潟町小学校

16 柏崎市 北鯖石小学校 66 上越市 大島小学校

17 柏崎市 北条小学校 67 上越市 大瀁小学校

18 柏崎市 県立はまなす特別支援学校 68 上越市 直江津小学校

19 柏崎市 県立柏崎特別支援学校 69 上越市 八千浦小学校

20 刈羽村 刈羽小学校 70 上越市 明治小学校

21 新潟市秋葉区 結小学校 71 上越市 県立吉川高等特別支援学校

22 新潟市秋葉区 新関小学校 72 燕市 燕西小学校

23 新潟市秋葉区 新津第一小学校 73 新発田市 外ヶ輪小学校

24 新潟市秋葉区 新津第三小学校 74 新発田市 荒橋小学校

25 新潟市秋葉区 荻川小学校 75 新発田市 佐々木小学校

26 新潟市南区 茨曽根小学校 76 新発田市 七葉小学校

27 新潟市南区 臼井小学校 77 新発田市 中浦小学校

28 新潟市南区 月潟小学校 78 新発田市 東豊小学校

29 新潟市南区 根岸小学校 79 新発田市 二葉小学校

30 新潟市南区 庄瀬小学校 80 新発田市 本田小学校

31 新潟市南区 新飯田小学校 81 新発田市 県立新発田竹俣特別支援学校

32 新潟市南区 大通小学校 82 村上市 岩船小学校

33 新潟市南区 大鷲小学校 83 村上市 西神納小学校

34 新潟市南区 白根小学校 84 村上市 村上小学校

35 新潟市南区 味方小学校 85 村上市 村上南小学校

36 新潟市西区 坂井東小学校 86 村上市 平林小学校

37 新潟市西区 坂井輪小学校 87 村上市 保内小学校

38 新潟市西区 小瀬小学校 88 五泉市 橋田小学校

39 新潟市西区 西内野小学校 89 五泉市 五泉小学校

40 新潟市西区 大野小学校 90 五泉市 巣本小学校

41 新潟市西蒲区 越前小学校 91 五泉市 村松小学校

42 新潟市西蒲区 鎧郷小学校 92 五泉市 県立五泉特別支援学校

43 新潟市西蒲区 巻南小学校 93 鶴岡市 羽黒小学校

44 新潟市西蒲区 巻北小学校 94 鶴岡市 朝暘第一小学校

45 新潟市西蒲区 岩室小学校 95 鶴岡市 朝暘第五小学校

46 新潟市西蒲区 漆山小学校 96 鶴岡市 朝暘第二小学校

47 新潟市西蒲区 中之口西小学校 97 鶴岡市 朝暘第六小学校

48 新潟市西蒲区 中之口東小学校 98 鶴岡市 藤島小学校

49 新潟市西蒲区 和納小学校 99 鶴岡市 広瀬小学校

50 新潟市西蒲区 潟東小学校 100 鶴岡市 櫛引東小学校


