
中部 萱町 6月5日 （月）
中部 新町 6月6日 （火）
中部 本町 6月7日 （水）
中部 一番西 6月11日 （日）
中部 蔵王南ヶ丘 6月11日 （日）
中部 三番組 6月11日 （日）
中部 四番組西 6月11日 （日）
中部 四番組南 6月11日 （日）
中部 四番組東 6月11日 （日）
童浦 吉胡台 6月12日 （月）
童浦 白谷 6月13日 （火）
童浦 吉胡 6月13日 （火）
童浦 波瀬・姫見台 6月14日 （水）
童浦 光崎 6月14日 （水）
童浦 浦 6月16日 （金）
童浦 浦 6月16日 （金）
童浦 片浜 6月17日 （土）
童浦 木綿台 6月17日 （土）
童浦 西浦 6月18日 （日）
童浦 片西 6月18日 （日）
衣笠 藤七原 6月19日 （月）
衣笠 加治 6月20日 （火）
衣笠 赤石 6月21日 （水）
大草 大草・大草団地 6月21日 （水）
南部 東久保・門前・鋪地 6月22日 （木）
南部 浅場・黒河・極楽 6月23日 （金）
衣笠 衣笠 6月24日 （土）
南部 原・藤尾 6月24日 （土）
衣笠 鎌田 6月25日 （日）
南部 グリーンタウン 6月25日 （日）
衣笠 八軒家 6月25日 （日）

校区 地区 日程



東部 豊島 6月26日 （月）
東部 豊島 6月27日 （火）
東部 豊島 6月28日 （水）
六連 百々 6月30日 （金）
六連 新浜 7月1日 （土）
六連 長上・久美原・浜田 7月1日 （土）
東部 御殿山 7月2日 （日）
東部 やぐま台 7月2日 （日）
東部 相川 7月2日 （日）
東部 谷熊 7月4日 （火）
神戸 漆田二区 7月8日 （土）
神戸 南町 7月8日 （土）
神戸 東赤石 7月9日 （日）
神戸 漆田一区 7月9日 （日）
神戸 志田 7月9日 （日）
神戸 希望が丘 7月9日 （日）
神戸 サンコート 7月12日 （水）
神戸 谷ノ口 7月13日 （木）
神戸 川岸 7月14日 （金）
神戸 新美 7月14日 （金）
神戸 青津 7月15日 （土）
神戸 漆田三区 7月16日 （日）
神戸 赤松 7月16日 （日）
神戸 東ヶ谷 7月18日 （火）
神戸 神戸市場 7月18日 （火）
野田 野田全部 7月27日 （木）
若戸 越戸 8月4日 （金）
高松 中村・西脇 8月4日 （金）
赤羽根 赤羽根西 8月5日 （土）
赤羽根 赤羽根東 8月5日 （土）
若戸 若見 8月5日 （土）
高松 新井・東脇・谷倉 8月5日 （土）
赤羽根 赤羽根中 8月6日 （日）
若戸 池尻 8月6日 （日）
高松 一色 8月6日 （日）
中部 蔵王東ヶ丘 8月8日 （火）
中部 一番東 8月8日 （火）
清田 高木 8月18日 （金）
福江 長沢 8月19日 （土）
清田 山田 8月19日 （土）
清田 折立 8月20日 （日）
福江 保美 8月20日 （日）
清田 古田 8月20日 （日）
福江 福江 8月21日 （月）
福江 向山 8月22日 （火）
福江 福江 8月23日 （水）
中山 中山 8月24日 （木）



泉 馬伏 8月26日 （土）
泉 宇津江 8月26日 （土）
中山 小中山 8月26日 （土）
泉 夕陽が浜 8月27日 （日）
泉 江比間 8月27日 （日）
泉 村松 8月28日 （月）
泉 八王子 8月29日 （火）
泉 伊川津 8月30日 （水）
泉 石神 9月1日 （金）

伊良湖 伊良湖 9月2日 （土）
亀山 亀山 9月2日 （土）
伊良湖 日出 9月3日 （日）
和地 和地・和地一色 9月4日 （月）
和地 土田 9月4日 （月）
堀切 堀切 9月5日 （火）
堀切 小塩津 9月5日 （火）
亀山 西山 9月6日 （水）


