
単位ＰＴＡ会長＆学校長名簿一覧

く 平成 2年度 平成 3年度 平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度 平成 8年度 平成 9年度 平成10年度

会長 福山 摩理子 渡辺　孝子 高橋　玲子 渡辺　文美 穴田 佳代子 中山　千里 藤田　純子 鈴木 志津子 阿部　郁子

園長 牧野　陽子 大宮　幸雄 大宮　幸雄 大宮　幸雄 小山　京子 小山　京子 坂本　美弥 坂本　美弥 栗原　　閧

会長 山口　恵子 篠田　康子 瀬川 真紀子 田中 恵理子 片山　美香 升井　純子 辻　　理恵 坂巻　和子 小倉ゆかり

園長 喜多　常志 喜多　常志 喜多　常志 棟方　文彦 棟方　文彦 棟方　文彦 橋本　章夫 橋本　章夫 村本　孝征

会長 坪田　敏雄 奥村　　正 奥村　　正 染谷　　茂 三戸　一成 染谷　　茂 山本　一彦 山本　一彦 坪田　　満

校長 平　　　　積 平　　　　積 平原　敏則 平原　敏則 平原　敏則 中野　洋一 中野　洋一 田中　　　怜 田中　　　怜

会長 長峯　　隆 近藤　光夫 近藤　光夫 近藤　光夫 近藤　光夫 近藤　光夫 高橋　龍雄 高橋　龍雄 中西　章人

校長 北原　正武 北原　正武 北原　正武 木村　俊明 木村　俊明 木村　俊明 谷　　　　勲 谷　　　　勲 谷　　　　勲

会長 長岡　　勉 佐々木 光一 佐々木 隆範 浅田　武夫 浅田　武夫 浅田　武夫 浅田　武夫 浅田　武夫 松本　直樹

校長 村元　正人 工藤　　稔 工藤　　稔 岩崎 新一郎 岩崎 新一郎 岩崎 新一郎 高橋　　淳 高橋　　淳 山本 惣四郎

会長 松谷　清勝 近藤　　優 近藤　　優 近藤　　優 末田　義治 保木　茂実 中島　正晴 中島　正晴 中島　正晴

校長 安達　正敏 安達　正敏 池田　　修 池田　　修 伊藤　善彬 伊藤　善彬 伊藤　善彬 真柄　　徹 真柄　　徹

会長 松宮　國彦 松宮　國彦 鈴木　利勝 鈴木　利勝 鈴木　利勝 松本　英利 松本　英利 松本　英利 加藤　邦男

校長 喜多　浩一 喜多　浩一 喜多　浩一 及川　一哉 及川　一哉 佐々木良夫 佐々木良夫 滑川　浩一 滑川　浩一

会長 村上　静紀 村上　静紀 村上　静紀 谷田佳司明 谷田佳司明 谷田佳司明 谷田佳司明 谷田佳司明 谷田佳司明

校長 清水　徳雄 清水　徳雄 清水　徳雄 清水　徳雄 佐藤　　誠 佐藤　　誠 中西　映喜 中西　映喜 中西　映喜

会長 大木　勝巳 三輪　隆昭 三輪　隆昭 越智　俊博 越智　俊博 越智　俊博 古賀　清敬 古賀　清敬 古賀　清敬

校長 佐藤　英雄 佐藤　英雄 浜辺　満博 浜辺　満博 浜辺　満博 中村喜四郎 中村喜四郎 中畑　　洋 中畑　　洋

会長 小牧　豊治 小牧　豊治 池田　光司 池田　光司 池田　光司 池田　光司 杉吉　　貢 千葉久美子 千葉久美子

校長 池田　　修 池田　　修 嵐　　幸法 嵐　　幸法 笹森　　宏 笹森　　宏 笹森　　宏 真柳　義一 真柳　義一

会長 越智　隆夫 越智　隆夫 越智　隆夫 相馬　　毅 相馬　　毅 相馬　　毅 相馬　　毅 阿部　繁光 阿部　繁光

校長 五十嵐宏明 五十嵐宏明 五十嵐宏明 野村　俊彦 野村　俊彦 野村　俊彦 新野　道夫 新野　道夫 五田　捷雄

会長 飛沢　健次 飛沢　健次 飛沢　健次 名塩　省造 武田　　寛 武田　　寛 武田　　寛 武田　　寛 山崎　　博

校長 小木　義巳 小木　義巳 小木　義巳 横浜　良克 横浜　良克 横浜　良克 坂野　健次 坂野　健次 坂野　健次

会長 水橋　雅三 水橋　雅三 小路　義文 小路　義文 小野　　訓 小野　　訓 小野　　訓 佐々木　司 佐々木　司

校長 宇賀塚信義 宇賀塚信義 宇賀塚信義 本多　俊博 本多　俊博 木村　啓介 木村　啓介 山本　公彦 山本　公彦

会長 沢田　俊一 沢田　俊一 沢田　俊一 沢田　俊一 武井　忠興 武井　忠興 武井　忠興 清川　政信 棟方　祐一

校長 宇高　昌平 宇高　昌平 笹森　　宏 笹森　　宏 北村　利彦 浜崎　松吉 浜崎　松吉 福田　重三 福田　重三

会長 中嶋　亮子 中嶋　亮子 佐藤　範行 佐藤　範行 佐藤　範行 塩崎　圭子 塩崎　圭子 塩崎　圭子 鳴海　政秀

校長 佐藤　和幸 佐藤　和幸 大舘　貞夫 大舘　貞夫 佐藤　　　貢 佐藤　　　貢 梅田　文徳 佐藤　孝雄 佐藤　孝雄

会長 田舘　笑子 田舘　笑子 奥野　六雄 山本　智美 土屋喜一郎 山本　智美 三好　孝至 三好　孝至 小松原浩美

校長 杉本　幸一 真鍋　達也 真鍋　達也 真鍋　達也 木村　啓介 小関　克夫 小関　克夫 小関　克夫 一関　庶路

会長 永井　勅巳 八尋　　勝 藤岡　幸雄 藤岡　幸雄 市川　正孝 市川　正孝 市川　正孝 髙柳　快健 髙柳　快健

校長 小笠原　清 小笠原　清 佐々木良夫 佐々木良夫 佐々木良夫 町田厚三郎 町田厚三郎 町田厚三郎 諸留　嘉治

会長 佐藤　昭禅 佐藤　昭禅 森　　輝男 森　　輝男 森　　輝男 森　　輝男 新沼　美明 新沼　美明 吉田　順一

校長 今井　　孝 広田　　晃 広田　　晃 佐藤　明人 佐藤　明人 神谷　　淳 神谷　　淳 神谷　　淳 上ノ山　徹

会長 向　　　博 向　　　博 向　　　博 向　　　博 水口　一雄 水口　一雄 水口　一雄 水口　一雄 菅野　良雄

校長 田中　　潤 田中　　潤 田中　　潤 伊藤　　實 伊藤　　實 滑川　　浩 滑川　　浩 犬飼　　満 犬飼　　満

会長 浅野　輝雄 浅野　輝雄 浅野　輝雄 浅野　輝雄 下田　良藏 下田　良藏 下田　良藏 下田　良藏 下田　良藏

校長 山際　勝士 鎌田　　薫 鎌田　　薫 田中　浩二 田中　浩二 小泉　隆儀 小泉　隆儀 熊井　高司 熊井　高司

会長 須磨　征史 須磨　征史 須磨　征史 木村　正信 上田　勝子 朝倉　幹雄 朝倉　幹雄 伊藤　洋子 伊藤　洋子

校長 野崎　　貢 野崎　　貢 島内　雄造 島内　雄造 佐藤　　功 佐藤　　功 松原　博通 松原　博通 斎藤　　索

会長 武田　富由 武田　富由 武田　富由 片山　正晴 片山　正晴 片山　正晴 前野　康弘 前野　康弘 前野　康弘

校長 関根　甚一 丹波　利達 丹波　利達 丹波　利達 石田　省子 石田　省子 甫木　芳明 甫木　芳明 岡田　祐一

会長 ★ 長峯　　隆 長峯　　隆 長峯　　隆 長峯　　隆 成澤　和男 成澤　和男 成澤　和男 成澤　和男

校長 ★ 南部　　亨 南部　　亨 南部　　亨 大井　浩誌 大井　浩誌 玉手　昌義 玉手　昌義 玉手　昌義

会長 佐藤　和義 佐藤　和義 佐藤　和義 松谷　清勝 山田　　肇 山田　　肇 高柳　快健 市川　正孝 市川　正孝

校長 相内　　勲 斉藤　道博 斎藤　道博 館　　昭治 館　　昭治 新山　正志 新山　正志 新山　正志 三輪　　望

会長 今井　　博 坂上　一義 坂上　一義 小牧　豊治 小牧　豊治 三浦　敬博 池田　光司 青木　一徳 青木　一徳

校長 古田　敏彦 古田　敏彦 水戸　弘一 水戸　弘一 山崎　　高 山崎　　高 山崎　　高 山崎　　高 森　　　剛

会長 高橋　昌之 浦澤　司朗 浦澤　司朗 八尋　　勝 飛澤　健次 飛澤　健次 名塩　省造 小笠原　紳 武田　　寛

校長 芦崎　佳一 蓑輪　忠明 蓑輪　忠明 平間　吉春 豊島　猛夫 豊島　猛夫 大和田　満 大和田　満 大和田　満

会長 高橋　　徹 長岡　　勉 長岡　　勉 長岡　　勉 浅野　輝雄 浅野　輝雄 鈴木　利勝 鈴木　利勝 増田　正浩

校長 柳田　正義 小助川　豊 小助川　豊 北川　裕之 北川　裕之 尾崎　勝美 尾崎　勝美 尾崎　勝美 興梠隆太郎

会長 中村　　孝 中村　　孝 中村　　孝 中村　　孝 村上　静紀 村上　静紀 越智　隆夫 越智　隆夫 越智　隆夫

校長 岩渕　弘義 岩渕　弘義 佐藤　信行 佐藤　信行 佐藤　信行 佐藤　信行 上村　恒夫 上村　恒夫 中村　義隆

会長 西正　義孝 西正　義孝 西正　義孝 工藤　和男 諸橋　祐一 佐藤　範行 佐藤　範行 佐藤　範行 村上　勝志

校長 阿部　俊昭 阿部　俊昭 中村　勝二 中村　勝二 中村　勝二 川合　利明 川合　利明 白崎　秀年 鎌田　絋昭

会長 宮口　博幸 宮口　博幸 宮口　博幸 平山　三城 佐々木貞則 佐々木貞則 長峯　　隆 長峯　　隆 大西一二三

校長 千葉　幸治 佐藤　達也 武市　尚政 武市　尚政 植村　　稔 植村　　稔 植村　　稔 今村　詮郎 今村　詮郎

会長 竹下　文夫 竹下　文夫 竹下　文夫 及川　信正 及川　信正 及川　信正 森　　輝男 小林　敬子 小林　敬子

校長 小林　義佑 小林　義佑 高橋　一雄 高橋　一雄 近藤　　靖 近藤　　靖 近藤　　靖 長島　昭栄 長島　昭栄
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単位ＰＴＡ会長＆学校長名簿一覧

平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

会長 中村　　頼子　　鍋島　　富子 澤田　　直子 中里　　喜義 中里　　喜義 漆川　　美和 漆川　　美和 山村　美奈子 松沢　知可子 丹内 まどか

園長 栗原　　　閧 栗原　　　閧 阿戸　ヒデ子 阿戸　ヒデ子 阿戸　ヒデ子 阿戸　ヒデ子 廣島　美智子 廣島　美智子 廣島　美智子 廣島 美智子

会長 上野　ゆかり 中谷　　明美 磯田　ひろみ 野口　　桂子 福島　志津恵 難波　　亜樹 鎌倉　真智栄 越前　　尚美 亀田　　彰子 林田　　里香

園長 村本　　孝征 村本　　孝征 大越　　孝彌 大越　　孝彌 大越　　孝彌 安斉　　敏夫 安斉　　敏夫 近藤　　誠二 近藤　　誠二 近藤　　誠二

会長 坪田　　　満 坪田　　　満 滝口　　収司 滝口　　収司 岡本　　恭二 岡本　　恭二 岡本　　恭二 岡本　　恭二 生駒　　吉行 生駒　　吉行

校長 大山　　典夫 大山　　典夫 本内　　明廣 本内　　明廣 本内　　明廣 岡本　　　清 岡本　　　清 岡本　　　清 後藤　　力也 後藤　　力也

会長 中西　　章人 中西　　章人 岩田　　正利 出町　　秀史 片倉　　正浩 片倉　　正浩 片倉　　正浩 岩岡　　誠一 岩岡　　誠一 山田　　　潔

校長 工藤　　清司 工藤　　清司 工藤　　清司 高井　　昌章 高井　　昌章 高井　　昌章 益村　　　豊 益村　　　豊 益村　　　豊 長尾 幹一郎

会長 松本　　直樹 松本　　直樹 池本　　　勉 池本　　　勉 池本　　　勉 池本　　　勉 松本　　直樹 上田　　満人 上田　　満人 漆川　　美和

校長 山本惣四郎 山本惣四郎 山本惣四郎 武田　　裕二 武田　　裕二 武田　　裕二 武田　　裕二 高山　　賢吉 高山　　賢吉 高山　　賢吉

会長 石藤　　政昭 石藤　　政昭 石藤　　政昭 石藤　　政昭 齋木　　　功 大坪　　弘人 大坪　　弘人 大坪　　弘人 大坪　　弘人 伊藤　　泰文

校長 志村　　周次 志村　　周次 志村　　周次 岡崎　　邦宏 岡崎　　邦宏 岡崎　　邦宏 金山　　喜之 金山　　喜之 金山　　喜之 萩中　　俊治

会長 加藤　　邦男 志賀　　弘一 松本　　英利 沖野　　義章 庄司　　　満 庄司　　　満 庄司　　　満 眞田　　照美 平塚　　良明 藤田　　信広

校長 中山　　　勉 中山　　　勉 寺島　　世史 寺島　　世史 寺島　　世史 寺島　　世史 井上　　　耿 井上　　　耿 井上　　　耿 松村　　　諭

会長 谷田佳司明 見山　　喜計 見山　　喜計 見山　　喜計 見山　　喜計 山口　　一鎬 山口　　一鎬 佐川　　　準 佐川　　　準 遠藤　　友彦

校長 勝﨑　　久雄 勝﨑　　久雄 赤坂　　龍志 赤坂　　龍志 赤坂　　龍志 廣瀬　　惠子 廣瀬　　惠子 廣瀬　　惠子 廣瀬　　惠子 廣瀬　　惠子

会長 古賀　　清敬 櫻田　　浩美 櫻田　　浩美 櫻田　　浩美 和田　　一仁 和田　　一仁 和田　　一仁 和田　　一仁 和田　　一仁 手塚　　秀彦

校長 岡崎　　邦宏 岡崎　　邦宏 岡崎　　邦宏 鈴木　　晶夫 鈴木　　晶夫 鈴木　　晶夫 藤田　　英博 藤田　　英博 藤田　　英博 藤田　　英博

会長 丸亀　　孝行 丸亀　　孝行 丸亀　　孝行 鈴木　　博子 鈴木　　博子 笹川　　伸之 笹川　　伸之 笹川　　伸之 笹川　　伸之 笹川　　伸之

校長 齋藤　　信義 齋藤　　信義 紺野　忠一郎 紺野　忠一郎 西野　　勝則 西野　　勝則 西野　　勝則 飯塚　　泰久 飯塚　　泰久 飯塚　　泰久

会長 阿部　　繁光 阿部　　繁光 阿部　　繁光 鶴岡　　功裕 鶴岡　　功裕 鶴岡　　功裕 鶴岡　　功裕 鶴岡　　功裕 伊藤　めぐみ 森　　　清次

校長 五田　捷雄　 表　　　孝光 表　　　孝光 表　　　孝光 小野寺　一男 小野寺　一男 小野寺　一男 小野寺　一男 水戸　　　譲 水戸　　　譲

会長 山崎　　　博 前田　　恵子 前田　　恵子 高井　　　聡 高井　　　聡 瀬尾　　昌彦 瀬尾　　昌彦 瀬尾　　昌彦 山本　　　正 山本　　　正

校長 金田　　憲一 金田　　憲一 金田　　憲一 松山　　　泰 松山　　　泰 松山　　　泰 松村　　憲治 松村　　憲治 松村　　憲治 大江　　則夫

会長 佐々木　　司 佐々木　　司 佐々木　　司 溝口　流美子 溝口　流美子 溝口　流美子 村田　　圭吾 村田　　圭吾 村田　　圭吾 丸谷　　淳二

校長 佐々木　道男 佐々木　道男 佐々木　道男 布見　　　忠 布見　　　忠 布見　　　忠 西本　　文男 西本　　文男 上田　　強志 上田　　強志

会長 棟方　　祐一 棟方　　祐一 棟方　　祐一 棟方　　祐一 堀越　留美子 堀越　留美子 澤田　　　稔 佐々木　広幸 豊間根　一雄 奥山　　　清

校長 福田　　重三 前田　　　洋 前田　　　洋 太田　　一雄 太田　　一雄 太田　　一雄 園部　　真人 園部　　真人 園部　　真人 園部　　真人

会長 鳴海　　政秀 鳴海　　政秀 鳴海　　政秀 濱本　　幸恵 池田　　則子 大澤　　　稔 柿崎　　博幸 田中　　一也 田中　　一也 田中　　一也

校長 佐藤　　孝雄 浅井　　忠弘 浅井　　忠弘 浅井　　忠弘 猪狩　　秀一 猪狩　　秀一 猪狩　　秀一 佐藤　　愼一 佐藤　　愼一 佐藤　　愼一

会長 小松原　浩実 小松原　浩実 小松原　浩実 小松原 浩実 小松原 浩実 万代　　英樹 万代　　英樹 万代　　英樹 万代　　英樹 金井　　誠司

校長 一関　　庶路 一関　　庶路 了寛　　紀明 了寛　　紀明 了寛　　紀明 西　　　博志 西　　　博志 西　　　博志 西　　　博志 益村　　　豊

会長 髙柳　　快健 髙柳　　快健 白井　基久二 森田　　圭三 森田　　圭三 森田　　圭三 森田　　圭三 阿部　　英明 阿部　　英明 本間　　知幸

校長 諸留　　嘉治 安藤　　　衹 安藤　　　衹 笠原　　俊夫 笠原　　俊夫 笠原　　俊夫 大江　　則夫 大江　　則夫 大江　　則夫 加藤　　正幸

会長 古田　　順一 古田　　順一 内藤　多寿子 松浦　　尚樹 松浦　　尚樹 松浦　　尚樹 松浦　　尚樹 松浦　　尚樹 松浦　　尚樹 松浦　　尚樹

校長 上ノ山　　徹 伊藤　　紘一 伊藤　　紘一 伊藤　　紘一 伊藤　　紘一 伊藤　　紘一 船山　　　純 船山　　　純 船山　　　純 西　　　博志

会長 菅野　　良雄 小山田　正二 小山田　正二 齋藤　　章夫 齋藤　　章夫 齋藤　　章夫 齋藤　　章夫 齋藤　　章夫 能代　麻左典 能代 麻左典

校長 紙　　　信寛 紙　　　信寛 金山　　喜之 金山　　喜之 金山　　喜之 金山　　喜之 伊藤　　博司 伊藤　　博司 伊藤　　博司 伊藤　　博司

会長 穴田　佳代子 穴田　佳代子 酒井　　勝幸 酒井　　勝幸 酒井　　勝幸 酒井　　勝幸 酒井　　勝幸 酒井　　勝幸 石井　　康志 石井　　康志

校長 幸谷　　斌秀 幸谷　　斌秀 伊藤　吉四郎 伊藤　吉四郎 伊藤　吉四郎 伊藤　吉四郎 遠藤　　美通 遠藤　　美通 遠藤　　美通 高田　 章夫

会長 伊藤　　洋子 伊藤　　洋子 斉藤　　春美 工藤　　　眞 岩松　　玲子 阿部　　まみ 阿部　　まみ 飯島　　則勝 飯島　　則勝 飯島　　則勝

校長 斎藤　　　索 斎藤　　　索 津田　　周明 津田　　周明 津田　　周明 寺嶋　　文憲 寺嶋　　文憲 寺嶋　　文憲 寺嶋　　文憲 櫻井　　　要

会長 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨 伊藤　　　馨

校長 岡田　　祐一 岡田　　祐一 岡田　　祐一 佐藤　　正矩 佐藤　　正矩 佐藤　　正矩 佐藤　　正矩 大越　　孝彌 大越　　孝彌 佐藤　　克己

会長 平方　　隆明 平方　　隆明 上田　　芳生 上田　　芳生 上田　　芳生 塚本　　　智 塚本　　　智 塚本　　　智 仙場　　義久 仙場　　義久

校長 玉手　　昌義 玉手　　昌義 山本　　和博 山本　　和博 山本　　和博 山本　　和博 山本　　和博 安斉　　敏夫 安斉　　敏夫 船山　　　純

会長 市川　　政孝 古賀　　清敬 古賀　　清敬 古賀　　清敬 中嶋　　　優 中嶋　　　優 中嶋　　　優 中嶋　　　優 澤本　　　彰 伊藤　　伸二

校長 三輪　　　望 佐藤　冨貴男 佐藤　冨貴男 本間　　良夫 本間　　良夫 本間　　良夫 本間　　良夫 森　　　　　昇 森　　　　　昇 森　　　　　昇

会長 中島　　正晴 大平　　洋一 大平　　洋一 松本　　浩一 松本　　浩一 中原　　義晴 中原　　義晴 中原　　義晴 田中　俊一郎 田中 俊一郎

校長 森　　　　　剛 加納　　正樹 加納　　正樹 加納　　正樹 加納　　正樹 細川　貢四朗 細川　貢四朗 佐藤　　哲夫 佐藤　　哲夫 佐藤　　哲夫

会長 武田　　　寛 武田　　　寛 高橋　　恒男 高橋　　恒男 高橋　　恒男 高井　　　聡 高井　　　聡 高井　　　聡 森田　　圭三 森田　　圭三

校長 長沼　　祐三 長沼　　祐三 長沼　　祐三 本間　　英宏 本間　　英宏 本間　　英宏 工藤　　　隆 工藤　　　隆 工藤　　　隆 石谷　　正美

会長 松本　　英利 松本　　英利 藤田　　良則 加藤　　邦男 松本　　英利 松本　　英利 池本　　　勉 池本　　　勉 池本　　　勉 栗林　　久樹

校長 興梠　隆太郎 興梠　隆太郎 菊池　　勝将 菊池　　勝将 菊池　　勝将 菊池　　勝将 坪井　　一男 坪井　　一男 坪井　　一男 坪井　　一男

会長 大泉　　吉男 大泉　　吉男 大泉　　吉男 相馬　　　毅 阿倍　　繁光 阿倍　　繁光 小川　　　悟 小川　　　悟 滝口　　収司 川内　　浩子

校長 中村　　義隆 中村　　義隆 北原　　敬文 北原　　敬文 北原　　敬文 佐藤　　哲夫 佐藤　　哲夫 豊田　　裕而 豊田　　裕而 豊田　　裕而

会長 村上　　勝志 村上　　勝志 村上　　勝志 村上　　勝志 三浦　　正文 土本　　武広 大澤　　　稔 大澤　　　稔 大澤　　　稔 川島　　清志

校長 鎌田　　紘明 鎌田　　紘明 佐藤　　　信 佐藤　　　信 佐藤　　　信 佐藤　　　信 高橋　　　宏 高橋　　　宏 高橋　　　宏 工藤　　　隆

会長 成澤　　和男 成澤　　和男 成澤　　和男 井上　　義彦 井上　　義彦 井上　　義彦 奈良　　　了 奈良　　　了 杉山　　佳司 杉山　　佳司

校長 熊谷　　　勲 熊谷　　　勲 福田　　賢治 福田　　賢治 福田　　賢治 山村 日下部　憲一 日下部　憲一 谷　　　直人 谷　　　直人

会長 清川　　政信 清川　　政信 高橋　　雅彦 高橋　　雅彦 棟方　　祐一 棟方　　祐一 棟方　　祐一 澤田　　　稔 齋藤　　章夫 豊間根 一雄

校長 長島　　昭栄 本間　眞智子 本間　眞智子 本間　眞智子 川村　　　章 川村　　　章 川村　　　章 川村　　　章 長山　　　浩 長山　　　浩

園・校　名

東橋幼

きくすいも
とまち幼

南白石小

菊水小

上白石小

白石小

東橋小

本郷小

本通小

東札幌小

南郷小

北白石小

西白石小

北都小

東白石小

大谷地小

北郷小

川北小

東川下小

幌東小

東米里
小・中

平和通小

米里小

柏丘中

米里中

北都中

日章中

北白石中

幌東中

白石中

東白石中


