
義務教育課
　※参加チーム数　５９０チーム　(参加児童数　１７７０人) R3.7.8更新

No. 教育事務所 学校名 チーム名

1 大河原教育事務所 白石市立白石第一小学校 AAR

2 大河原教育事務所 白石市立白石第一小学校 ケケケのカラス

3 大河原教育事務所 白石市立白石第一小学校 トリプルM

4 大河原教育事務所 白石市立白石第二小学校 白二小KHT

5 大河原教育事務所 白石市立白石第二小学校 白二小SNS

6 大河原教育事務所 白石市立越河小学校 ずんぽもち

7 大河原教育事務所 白石市立越河小学校 チップとデール

8 大河原教育事務所 白石市立大平小学校 チーム大平AAM

9 大河原教育事務所 白石市立大鷹沢小学校 大鷹沢６年トリオ

10 大河原教育事務所 白石市立大鷹沢小学校 大鷹沢MOK

11 大河原教育事務所 白石市立白川小学校 MYS

12 大河原教育事務所 白石市立白川小学校 XLY.

13 大河原教育事務所 白石市立白川小学校 リトルナイトメア

14 大河原教育事務所 白石市立深谷小学校 深谷っ子

15 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 ５の２男子チーム

16 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 ＡＩＴ

17 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 ＡＭＡ

18 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 KMR探偵

19 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 ＭＹＲリング

20 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 No Name

21 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 ＯＫＡ ＹＡ ＳＡＩチーム

22 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 RSY姉妹

23 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 アップル

24 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 コンプラNAS

25 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 ちくわの穴のこげめ

26 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 トマトヘッドぺこぱ

27 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 ミスターばんそうこう桜２

28 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 三つ子☆流星群

29 大河原教育事務所 角田市立角田小学校 日の丸弁当

30 大河原教育事務所 角田市立桜小学校 ＭＭＲ

31 大河原教育事務所 角田市立桜小学校 桜ボーイズ

32 大河原教育事務所 角田市立桜小学校 桜もち組

33 大河原教育事務所 角田市立北郷小学校 TMK

34 大河原教育事務所 角田市立北郷小学校 ひまわり

35 大河原教育事務所 角田市立西根小学校 チーム　たまごやき

36 大河原教育事務所 角田市立西根小学校 チーム　バイオリン

37 大河原教育事務所 角田市立横倉小学校 チーム板黒

38 大河原教育事務所 蔵王町立宮小学校 RTM

39 大河原教育事務所 蔵王町立宮小学校 あんぱんまんぱんぱん

40 大河原教育事務所 蔵王町立宮小学校 算数人

41 大河原教育事務所 蔵王町立宮小学校 落ちた後には上る以外に道は無し

42 大河原教育事務所 蔵王町立永野小学校 紅

43 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 ３１５０
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44 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 ７５

45 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 KTN

46 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 N.S.Y

47 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 RED

48 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 SA.KU.RA

49 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 うきうき

50 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 さくらばな

51 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 さくらもち

52 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 スルメイカ

53 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 ヤシの実

54 大河原教育事務所 大河原町立大河原小学校 三日月

55 大河原教育事務所 大河原町立金ケ瀬小学校 サイダー

56 大河原教育事務所 大河原町立金ケ瀬小学校 たけのこの里派

57 大河原教育事務所 大河原町立金ケ瀬小学校 バリカン

58 大河原教育事務所 大河原町立金ケ瀬小学校 フラペチーノ

59 大河原教育事務所 大河原町立金ケ瀬小学校 夏はガリガリ君派

60 大河原教育事務所 大河原町立金ケ瀬小学校 黒龍天

61 大河原教育事務所 大河原町立金ケ瀬小学校 仁紀とゆかいな仲間たち

62 大河原教育事務所 大河原町立金ケ瀬小学校 夢はコンビニバイト

63 大河原教育事務所 大河原町立大河原南小学校 Moon

64 大河原教育事務所 大河原町立大河原南小学校 Strawberry

65 大河原教育事務所 大河原町立大河原南小学校 Taiga3

66 大河原教育事務所 大河原町立大河原南小学校 算数大好き2組ガールズ

67 大河原教育事務所 大河原町立大河原南小学校 算数大好きガールズ

68 大河原教育事務所 大河原町立大河原南小学校 算数大好きマン

69 大河原教育事務所 大河原町立大河原南小学校 成長したタピオカ

70 大河原教育事務所 村田町立村田第二小学校 ピッグフレンド

71 大河原教育事務所 村田町立村田第二小学校 モンキーSSK

72 大河原教育事務所 村田町立村田小学校 cybernetics-CR2

73 大河原教育事務所 柴田町立槻木小学校 MNC　NEXT

74 大河原教育事務所 柴田町立槻木小学校 ハイテンション！！

75 大河原教育事務所 柴田町立槻木小学校 ぼくらきのこの里

76 大河原教育事務所 柴田町立槻木小学校 算協

77 大河原教育事務所 柴田町立槻木小学校 算数は知っている

78 大河原教育事務所 柴田町立柴田小学校 AZクラン

79 大河原教育事務所 柴田町立柴田小学校 マッシュルーム

80 大河原教育事務所 柴田町立柴田小学校 柴小ファイターズ

81 大河原教育事務所 柴田町立柴田小学校 文房具戦士

82 大河原教育事務所 柴田町立船迫小学校 FSG

83 大河原教育事務所 柴田町立船迫小学校 あさり

84 大河原教育事務所 柴田町立船迫小学校 めんとり

85 大河原教育事務所 柴田町立船迫小学校 船迫RTH

86 大河原教育事務所 柴田町立船迫小学校 恋は優しい桃色。

87 大河原教育事務所 柴田町立東船岡小学校 ANIMAL.Z

88 大河原教育事務所 柴田町立東船岡小学校 teamharry

89 大河原教育事務所 柴田町立東船岡小学校 WITH  YOU
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90 大河原教育事務所 柴田町立東船岡小学校 チーム「あの行」

91 大河原教育事務所 川崎町立富岡小学校 チームＡＡＫ

92 大河原教育事務所 丸森町立丸森小学校 ＭＹＳ

93 大河原教育事務所 丸森町立丸森小学校 ＳＨＵ

94 大河原教育事務所 丸森町立丸森小学校 ＴＳＫ

95 大河原教育事務所 丸森町立丸森小学校 丸小チャレンジャー

96 大河原教育事務所 丸森町立丸森小学校 丸小バスターズ

97 大河原教育事務所 丸森町立丸森小学校 丸小ヒマラヤファイターズ

98 大河原教育事務所 丸森町立金山小学校 金っこクラブ

99 大河原教育事務所 丸森町立筆甫小学校 筆甫小6年

100 大河原教育事務所 丸森町立舘矢間小学校 High sky

101 大河原教育事務所 丸森町立舘矢間小学校 MATHチーム

102 大河原教育事務所 丸森町立舘矢間小学校 YWY

103 大河原教育事務所 丸森町立舘矢間小学校 シロップ同盟


104 大河原教育事務所 丸森町立舘矢間小学校 バナナドラゴン

105 大河原教育事務所 丸森町立舘矢間小学校 奇跡

106 仙台教育事務所 塩竈市立第一小学校 AIS

107 仙台教育事務所 塩竈市立第一小学校 THE・３T

108 仙台教育事務所 塩竈市立第一小学校 一小　S・W・K！

109 仙台教育事務所 塩竈市立第一小学校 一小算チャレ隊

110 仙台教育事務所 塩竈市立第二小学校 ３SANｓ

111 仙台教育事務所 塩竈市立第二小学校 チームTKG

112 仙台教育事務所 塩竈市立第二小学校 二小I （アイ）チーム

113 仙台教育事務所 塩竈市立月見ヶ丘小学校 3zy

114 仙台教育事務所 塩竈市立月見ヶ丘小学校 S・H・I

115 仙台教育事務所 塩竈市立月見ヶ丘小学校 SMG

116 仙台教育事務所 塩竈市立月見ヶ丘小学校 スーパーワンダフルチーム

117 仙台教育事務所 塩竈市立月見ヶ丘小学校 トリプル藤

118 仙台教育事務所 塩竈市立月見ヶ丘小学校 ヒノノニトン

119 仙台教育事務所 塩竈市立月見ヶ丘小学校 算数がんばり隊

120 仙台教育事務所 塩竈市立月見ヶ丘小学校 算数大好き軍団

121 仙台教育事務所 塩竃市立杉の入小学校 MYA

122 仙台教育事務所 塩竈市立杉の入小学校 R.H.T.

123 仙台教育事務所 塩竈市立杉の入小学校 ストロベリー

124 仙台教育事務所 塩竈市立杉の入小学校 チームR.K.D

125 仙台教育事務所 塩竈市立杉の入小学校 チキンラーメンのひよこ

126 仙台教育事務所 塩竈市立玉川小学校 ハイキュー！！

127 仙台教育事務所 塩竈市立玉川小学校 山田の山ダ

128 仙台教育事務所 名取市立増田小学校 Enjoy勢

129 仙台教育事務所 名取市立増田小学校 I love 佐紀子

130 仙台教育事務所 名取市立増田小学校 Team K.Y.T

131 仙台教育事務所 名取市立増田小学校 株式会社ATR

132 仙台教育事務所 名取市立増田小学校 算数探偵YMY

133 仙台教育事務所 名取市立愛島小学校 ＲＭ２

134 仙台教育事務所 名取市立愛島小学校 テコリ

135 仙台教育事務所 名取市立館腰小学校 Nexus
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136 仙台教育事務所 名取市立館腰小学校 うさぴんチーム

137 仙台教育事務所 名取市立館腰小学校 ジェニクラム

138 仙台教育事務所 名取市立館腰小学校 ネクステージ

139 仙台教育事務所 名取市立館腰小学校 五年生軍団

140 仙台教育事務所 名取市立下増田小学校 ABURIKARUBIS

141 仙台教育事務所 名取市立下増田小学校 AIY5531

142 仙台教育事務所 名取市立下増田小学校 math strong

143 仙台教育事務所 名取市立下増田小学校 Ｓ．Ｋ．Ｔ

144 仙台教育事務所 名取市立下増田小学校 SSO604

145 仙台教育事務所 名取市立下増田小学校 ジョキジョキ Hasami

146 仙台教育事務所 名取市立不二が丘小学校 nekohamu's

147 仙台教育事務所 名取市立増田西小学校 ５年算組

148 仙台教育事務所 名取市立増田西小学校 MARSチーム

149 仙台教育事務所 名取市立増田西小学校 MATHNISHI   ANGELS

150 仙台教育事務所 名取市立増田西小学校 Tree's   Act  2

151 仙台教育事務所 名取市立増田西小学校 おいなり算

152 仙台教育事務所 名取市立ゆりが丘小学校 I can do it !

153 仙台教育事務所 名取市立ゆりが丘小学校 Lily

154 仙台教育事務所 名取市立ゆりが丘小学校 チームＡ

155 仙台教育事務所 名取市立ゆりが丘小学校 ラッキーズ

156 仙台教育事務所 名取市立ゆりが丘小学校 幸福

157 仙台教育事務所 名取市立相互台小学校 アニマルチーム

158 仙台教育事務所 名取市立相互台小学校 算数イーグルス

159 仙台教育事務所 名取市立那智が丘小学校 考える人々

160 仙台教育事務所 名取市立那智が丘小学校 頭脳集団ナッチー

161 仙台教育事務所 多賀城市立多賀城東小学校 ナゾ肉

162 仙台教育事務所 多賀城市立多賀城東小学校 Summer Project

163 仙台教育事務所 多賀城市立山王小学校 KYH

164 仙台教育事務所 多賀城市立山王小学校 sky

165 仙台教育事務所 多賀城市立山王小学校 SSSトリオ

166 仙台教育事務所 多賀城市立山王小学校 アニマルピーポー

167 仙台教育事務所 多賀城市立山王小学校 ギャラクシーズ

168 仙台教育事務所 多賀城市立山王小学校 めざせ頂点

169 仙台教育事務所 多賀城市立城南小学校 ３チャレ

170 仙台教育事務所 多賀城市立城南小学校 Fanta

171 仙台教育事務所 多賀城市立城南小学校 ＭＳＫ

172 仙台教育事務所 多賀城市立城南小学校 ホワイト３Ｋ６（スリーケーシックス）

173 仙台教育事務所 多賀城市立城南小学校 公文

174 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼小学校 いちにいさん

175 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼小学校 イルカ

176 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼小学校 とまとぐみ

177 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼小学校 トリプルＫ

178 仙台教育事務所 岩沼市立玉浦小学校 チームWSS

179 仙台教育事務所 岩沼市立玉浦小学校 チームY＆S

180 仙台教育事務所 岩沼市立玉浦小学校 トトロ軍

181 仙台教育事務所 岩沼市立玉浦小学校 ワンパンマン
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182 仙台教育事務所 岩沼市立玉浦小学校 月と川と島

183 仙台教育事務所 岩沼市立玉浦小学校 三匹のヒヨコ

184 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼西小学校 Mｉｗ

185 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼西小学校 ＮＡＳＡ（ナサ）

186 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼西小学校 Ｑ＆Ａ

187 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼西小学校 team算数組

188 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼西小学校 算チャレ女子軍団

189 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼西小学校 算数王におれ達はなる

190 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼西小学校 仲良し３人チーム

191 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼南小学校 ARY

192 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼南小学校 ISN

193 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼南小学校 SKS

194 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼南小学校 Ｔｅａｍ　ＹＲＨ

195 仙台教育事務所 岩沼市立岩沼南小学校 岩沼卍會

196 仙台教育事務所 富谷市立富谷小学校 ＲＣＫ

197 仙台教育事務所 富谷市立富谷小学校 あおイレブン

198 仙台教育事務所 富谷市立富谷小学校 はちみつ

199 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 5年生チーム

200 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 C・H・Fチーム

201 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 HNS

202 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 HSR

203 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 S.A.H

204 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 SYC

205 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 TMY

206 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 TSH

207 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 サブキシ団

208 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 さんすう

209 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 ラッシーインパクト

210 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 算数の神CR

211 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 算数やろうぜ！！

212 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 算数依存症

213 仙台教育事務所 富谷市立富ケ丘小学校 富３　SFA

214 仙台教育事務所 富谷市立あけの平小学校 TSK

215 仙台教育事務所 富谷市立あけの平小学校 あけ小トリオ

216 仙台教育事務所 富谷市立あけの平小学校 MAX

217 仙台教育事務所 富谷市立成田東小学校 チームここゆのの

218 仙台教育事務所 富谷市立成田東小学校 ブタといのししとペンギン

219 仙台教育事務所 富谷市立成田東小学校 春のてら

220 仙台教育事務所 亘理町立亘理小学校 ７IRO（なないろ）

221 仙台教育事務所 亘理町立亘理小学校 K・K・Y　わたり

222 仙台教育事務所 亘理町立亘理小学校 ピノとゆかいな仲間たち

223 仙台教育事務所 亘理町立亘理小学校 ブランコ旅行

224 仙台教育事務所 亘理町立吉田小学校 チームK

225 仙台教育事務所 亘理町立吉田小学校 神

226 仙台教育事務所 亘理町立長瀞小学校 ナガトローズ

227 仙台教育事務所 亘理町立逢隈小学校 カフェラテ



No. 教育事務所 学校名 チーム名

228 仙台教育事務所 亘理町立逢隈小学校 逢隈メガネオールスターズ

229 仙台教育事務所 亘理町立逢隈小学校 身長高い組

230 仙台教育事務所 山元町立坂元小学校 将来の夢は、カブト虫

231 仙台教育事務所 山元町立坂元小学校 ゴリラ同好会

232 仙台教育事務所 山元町立坂元小学校 カラメル

233 仙台教育事務所 山元町立山下第二小学校 ２×３＝６

234 仙台教育事務所 山元町立山下第二小学校 ポジティブ３

235 仙台教育事務所 松島町立松島第一小学校 MFES

236 仙台教育事務所 松島町立松島第一小学校 TMF

237 仙台教育事務所 松島町立松島第一小学校 ぺんぎん組

238 仙台教育事務所 松島町立松島第一小学校 ポジティブバナナピーポーズ

239 仙台教育事務所 松島町立松島第一小学校 マーストバスターズ

240 仙台教育事務所 松島町立松島第一小学校 やきとりフラミンゴ

241 仙台教育事務所 松島町立松島第一小学校 ラプラス

242 仙台教育事務所 松島町立松島第一小学校 松島一小FDK

243 仙台教育事務所 松島町立松島第二小学校 ２８（トゥー　エイト）

244 仙台教育事務所 松島町立松島第二小学校 KOKAGE

245 仙台教育事務所 松島町立松島第二小学校 のじゃじゃもじゃじゃ改

246 仙台教育事務所 七ヶ浜町立亦楽小学校 ３姉妹

247 仙台教育事務所 七ヶ浜町立亦楽小学校 ＭＩＹ　アパタイト

248 仙台教育事務所 七ヶ浜町立亦楽小学校 TORIO  Math 

249 仙台教育事務所 七ヶ浜町立亦楽小学校 猫

250 仙台教育事務所 七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 COTTON CANDY

251 仙台教育事務所 七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 Shining

252 仙台教育事務所 七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 Yoruba

253 仙台教育事務所 七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 スノー

254 仙台教育事務所 七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 松小パイナップル

255 仙台教育事務所 七ヶ浜町立松ヶ浜小学校 食べ物軍団

256 仙台教育事務所 利府町立利府小学校 ＹＵ！

257 仙台教育事務所 利府町立利府小学校 RHR

258 仙台教育事務所 利府町立利府小学校 S.H.E

259 仙台教育事務所 利府町立利府小学校 SF

260 仙台教育事務所 利府町立利府小学校 くるみK

261 仙台教育事務所 利府町立利府小学校 横田の海

262 仙台教育事務所 利府町立利府小学校 えんぴつ

263 仙台教育事務所 利府町立利府第二小学校 チーム利府二小

264 仙台教育事務所 利府町立利府第三小学校 Happy　Tappy　ASA

265 仙台教育事務所 利府町立利府第三小学校 チーム三小

266 仙台教育事務所 利府町立利府第三小学校 梨丸君

267 仙台教育事務所 利府町立しらかし台小学校 Grab the Victory

268 仙台教育事務所 利府町立しらかし台小学校 アルティメットバトルクライ

269 仙台教育事務所 利府町立しらかし台小学校 しらかし算数　トリプルズ

270 仙台教育事務所 利府町立しらかし台小学校 ノクターン

271 仙台教育事務所 利府町立しらかし台小学校 算チャレ　トリプルスター

272 仙台教育事務所 利府町立青山小学校 ＨＲＭチーム

273 仙台教育事務所 利府町立青山小学校 Ｕ3



No. 教育事務所 学校名 チーム名

274 仙台教育事務所 利府町立青山小学校 チームとんがり

275 仙台教育事務所 利府町立青山小学校　 チーム青山

276 仙台教育事務所 利府町立青山小学校 ちぎきポメトイプー

277 仙台教育事務所 利府町立青山小学校 ハルレンジャー

278 仙台教育事務所 利府町立青山小学校 むーにーず

279 仙台教育事務所 利府町立青山小学校 電光石火

280 仙台教育事務所 利府町立青山小学校 虹のそら

281 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＩＨＨ

282 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＩＵＫ

283 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＫＴＳ

284 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＭＡＳＡＲＩＮ・ＹＴＫ

285 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＭＫＳトリオ

286 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＭＴＲ

287 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＲＨＩ

288 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＲＭＡ

289 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＲＯＹＡＬＳＴＡＲ

290 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＳＨＩ

291 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＳＭＩＬＥ

292 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小ＴＫＲ

293 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小おにぎり

294 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小たかしゅう

295 仙台教育事務所 利府町立菅谷台小学校 菅小バニラモナカ

296 仙台教育事務所 大和町立吉岡小学校 KET

297 仙台教育事務所 大和町立吉岡小学校 オールワンハンドレッド

298 仙台教育事務所 大和町立吉岡小学校 やればできる！

299 仙台教育事務所 大和町立吉岡小学校 吉岡

300 仙台教育事務所 大和町立吉田小学校 サンシャイン

301 仙台教育事務所 大和町立落合小学校 あかり

302 仙台教育事務所 大和町立落合小学校 チンパンジートリオ

303 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 ３　OSUSHI！

304 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 ASI

305 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 Moomin

306 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 NHR・YK

307 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 SST

308 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 SZK

309 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 カケトク

310 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 ちゃちゃ

311 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 ブタ子チーム

312 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 めざせナンバー１

313 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 ランチ１１２

314 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 天才になりたかった

315 仙台教育事務所 大和町立小野小学校 野球少年３人組

316 北部教育事務所 大崎市立古川第一小学校 Math　３人組

317 北部教育事務所 大崎市立古川第一小学校 Ｎ.Ｓ.Ｋ　we　can　do　it.

318 北部教育事務所 大崎市立古川第一小学校 SKS

319 北部教育事務所 大崎市立古川第一小学校 チャレンジ
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320 北部教育事務所 大崎市立古川第一小学校 仲良し３人組

321 北部教育事務所 大崎市立古川第一小学校 天下無双

322 北部教育事務所 大崎市立古川第一小学校 白梅

323 北部教育事務所 大崎市立古川第二小学校 GODトリオ

324 北部教育事務所 大崎市立古川第二小学校 すばらトリオ

325 北部教育事務所 大崎市立古川第二小学校 トリプルサンダーズ

326 北部教育事務所 大崎市立古川第二小学校 トリプルチーズバーガー

327 北部教育事務所 大崎市立古川第二小学校 三本ノ矢のような人達

328 北部教育事務所 大崎市立古川第二小学校 虹

329 北部教育事務所 大崎市立敷玉小学校 チーム敷玉

330 北部教育事務所 大崎市立松山小学校 TKG

331 北部教育事務所 大崎市立松山小学校 アンパン　食パン　カレーパン

332 北部教育事務所 大崎市立松山小学校 カンナムスタイル

333 北部教育事務所 大崎市立松山小学校 ラケット

334 北部教育事務所 大崎市立松山小学校 レモン

335 北部教育事務所 大崎市立三本木小学校 四千頭身

336 北部教育事務所 大崎市立三本木小学校 パフューム

337 北部教育事務所 大崎市立鹿島台小学校 ＹＳ²

338 北部教育事務所 大崎市立鳴子小学校 チームチャレンジ

339 北部教育事務所 大崎市立鳴子小学校 仲良し組

340 北部教育事務所 大崎市立川渡小学校 アスタリスク

341 北部教育事務所 大崎市立鬼首小学校 チームイレギュラー

342 北部教育事務所 大崎市立田尻小学校 DK

343 北部教育事務所 大崎市立田尻小学校 クローバー

344 北部教育事務所 大崎市立田尻小学校 田尻イーグルス

345 北部教育事務所 大崎市立田尻小学校 田尻の天才

346 北部教育事務所 大崎市立田尻小学校 未来の清少納言３

347 北部教育事務所 大崎市立沼部小学校 にたまご（y）

348 北部教育事務所 大崎市立沼部小学校 ゆでたまご（x）

349 北部教育事務所 大崎市立岩出山小学校 @.uchiragyarudaze卍っ！

350 北部教育事務所 大崎市立岩出山小学校 the storongest elementary school students

351 北部教育事務所 大崎市立岩出山小学校 チーム岩小

352 北部教育事務所 大崎市立岩出山小学校 熱分解

353 北部教育事務所 大崎市立岩出山小学校 野球大好きトリオ参戦

354 北部教育事務所 大崎市立岩出山小学校 Three girls is genius

355 北部教育事務所 大崎市立古川第三小学校 MHS

356 北部教育事務所 大崎市立古川第三小学校 MRM

357 北部教育事務所 大崎市立古川第三小学校 RHI 

358 北部教育事務所 大崎市立古川第三小学校 おとうふ

359 北部教育事務所 大崎市立古川第三小学校 プログラム

360 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小A

361 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小B

362 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小C

363 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小D

364 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小E

365 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小F
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366 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小G

367 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小H

368 北部教育事務所 大崎市立古川第四小学校 四小Ｉ

369 北部教育事務所 大崎市立古川第五小学校 MAPIANⅡ

370 北部教育事務所 大崎市立古川第五小学校 popian

371 北部教育事務所 大崎市立古川第五小学校 SKY  2nd

372 北部教育事務所 大崎市立古川第五小学校 チーム３（スリー）

373 北部教育事務所 大崎市立古川第五小学校 チャレンジチーム

374 北部教育事務所 大崎市立古川第五小学校 絆

375 北部教育事務所 大崎市立古川第五小学校 O・K・S

376 北部教育事務所 色麻町立色麻小学校 ドラゴン椿「改」

377 北部教育事務所 加美町立中新田小学校 THE・ギョウザ

378 北部教育事務所 加美町立中新田小学校 THE・しょうろんぽう

379 北部教育事務所 加美町立中新田小学校 THE・チャーハン

380 北部教育事務所 加美町立中新田小学校 THE⭐︎シュウマイ

381 北部教育事務所 加美町立中新田小学校 中小５年２組チーム

382 北部教育事務所 加美町立広原小学校 ピクミン　３

383 北部教育事務所 加美町立広原小学校 ポテト

384 北部教育事務所 加美町立宮崎小学校 チームコンドル

385 北部教育事務所 加美町立宮崎小学校 宮小！ＴＲＣ

386 北部教育事務所 加美町立宮崎小学校 宮小魂応援団

387 北部教育事務所 涌谷町立涌谷第一小学校 TEAM．涌一小

388 北部教育事務所 涌谷町立涌谷第一小学校 チームJAPAN

389 北部教育事務所 涌谷町立涌谷第一小学校 推し最＆高

390 北部教育事務所 美里町立小牛田小学校 全力！YDKボーイズ

391 北部教育事務所 美里町立不動堂小学校 BTN

392 北部教育事務所 美里町立不動堂小学校 KOKORO

393 北部教育事務所 美里町立不動堂小学校 ホークス

394 北部教育事務所 美里町立北浦小学校 がんばれるーや

395 北部教育事務所 美里町立北浦小学校 がんばれるーや２

396 北部教育事務所 美里町立南郷小学校 MKE

397 北部教育事務所 美里町立南郷小学校 WSK

398 北部教育事務所 美里町立南郷小学校 YSS

399 北部教育事務所 美里町立南郷小学校 めあみ

400 北部教育事務所 美里町立南郷小学校 飛べゴリラ

401 北部教育事務所 栗原市立築館小学校 IQ200チーム

402 北部教育事務所 栗原市立築館小学校 チームカービィ

403 北部教育事務所 栗原市立築館小学校 築小6の2チーム

404 北部教育事務所 栗原市立宮野小学校 3Y

405 北部教育事務所 栗原市立宮野小学校 S・I・G

406 北部教育事務所 栗原市立志波姫小学校 I love math

407 北部教育事務所 栗原市立志波姫小学校 ハチミツレモン

408 北部教育事務所 栗原市立高清水小学校 ｓａｍｕｒａｉ高清水

409 北部教育事務所 栗原市立高清水小学校 TKG

410 北部教育事務所 栗原市立高清水小学校 高清水IAK

411 北部教育事務所 栗原市立瀬峰小学校 Semineななみん"s



No. 教育事務所 学校名 チーム名

412 北部教育事務所 栗原市立瀬峰小学校 自称・天才の一味

413 北部教育事務所 栗原市立瀬峰小学校 瀬峰ゆかり

414 北部教育事務所 栗原市立若柳小学校 だんご３姉妹

415 北部教育事務所 栗原市立若柳小学校 なんでもよき

416 北部教育事務所 栗原市立若柳小学校 暗黒ゾンビのステップ

417 北部教育事務所 栗原市立若柳小学校 最強サル軍団

418 北部教育事務所 栗原市立栗駒小学校 K.S.N

419 北部教育事務所 栗原市立栗駒小学校 Ｙ・Ｍ・Ｎ

420 北部教育事務所 栗原市立栗駒南小学校 黒スニーカーズ

421 北部教育事務所 栗原市立一迫小学校 official一迫dism

422 東部教育事務所 石巻市立石巻小学校 Ｏ・Ｋ・Ｍ

423 東部教育事務所 石巻市立石巻小学校 Ｙ・Ｓ・Ｕ

424 東部教育事務所 石巻市立石巻小学校 金海胆（きんうに）

425 東部教育事務所 石巻市立湊小学校 チームKMN

426 東部教育事務所 石巻市立湊小学校 チームＳＣＳ

427 東部教育事務所 石巻市立湊小学校 チームＴＨＨ

428 東部教育事務所 石巻市立釜小学校 アンパンマン号

429 東部教育事務所 石巻市立釜小学校 ハニワ

430 東部教育事務所 石巻市立釜小学校 ふなっしーＡＹＲ

431 東部教育事務所 石巻市立釜小学校 マンデビラ

432 東部教育事務所 石巻市立山下小学校 山小６の１

433 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 Aチーム

434 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 HOP  STEP  JUMP！

435 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 MAY

436 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 MDJが算チャレに挑戦してみた

437 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 MYM

438 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 N・Y・K

439 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 Nチーム

440 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 YYKABBB

441 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 しばちゃんDAYS

442 東部教育事務所 石巻市立蛇田小学校 優勝し隊

443 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 ２０２１ＹＫＴ

444 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 VS6

445 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 インフィニティ－

446 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 こんがり肉

447 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 すりょう

448 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 チーム上二区

449 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 ハラスカ

450 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 わかば

451 東部教育事務所 石巻市立向陽小学校 算数マン

452 東部教育事務所 石巻市立飯野川小学校 GMN

453 東部教育事務所 石巻市立飯野川小学校 TEAM　AINOYA

454 東部教育事務所 石巻市立須江小学校 須江計算ズ

455 東部教育事務所 石巻市立前谷地小学校 前谷チーム

456 東部教育事務所 石巻市立和渕小学校 いちごバナナシェーク

457 東部教育事務所 石巻市立和渕小学校 スリーカウント



No. 教育事務所 学校名 チーム名

458 東部教育事務所 石巻市立和渕小学校 神

459 東部教育事務所 石巻市立中津山第二小学校 桃☆生

460 東部教育事務所 石巻市立鮎川小学校 あきぴろーず

461 東部教育事務所 石巻市立大原小学校 TEAM  AWA

462 東部教育事務所 石巻市立万石浦小学校 KRS

463 東部教育事務所 石巻市立万石浦小学校 STS

464 東部教育事務所 石巻市立万石浦小学校 YKT

465 東部教育事務所 石巻市立万石浦小学校 チョコをちょこっとちょうだい

466 東部教育事務所 石巻市立万石浦小学校 音楽部

467 東部教育事務所 石巻市立万石浦小学校 三色団子

468 東部教育事務所 石巻市立万石浦小学校 万小チーム

469 東部教育事務所 石巻市立大街道小学校 9頭身のカービィー

470 東部教育事務所 石巻市立大街道小学校 チーム　天才zyo

471 東部教育事務所 石巻市立大街道小学校 仲良しMAY

472 東部教育事務所 登米市立佐沼小学校 MYS

473 東部教育事務所 登米市立佐沼小学校 SNM

474 東部教育事務所 登米市立佐沼小学校 SRS

475 東部教育事務所 登米市立佐沼小学校 プッチンプリン

476 東部教育事務所 登米市立北方小学校 №１　Ｍ・Ｈ・Ｓ

477 東部教育事務所 登米市立北方小学校 アップル100％

478 東部教育事務所 登米市立北方小学校 算数の神器

479 東部教育事務所 登米市立北方小学校 調味料　さとう

480 東部教育事務所 登米市立登米小学校 とよまジーニアス

481 東部教育事務所 登米市立米谷小学校 しるし－ズ！

482 東部教育事務所 登米市立石森小学校 Kohanaちゃん

483 東部教育事務所 登米市立石森小学校 ハリー

484 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 EMA

485 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 Pickles

486 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 STKG

487 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 TNT

488 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 YYS

489 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 あひるのしょう

490 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 いちりんそう

491 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 加賀野

492 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 加賀野SMS

493 東部教育事務所 登米市立加賀野小学校 九九

494 東部教育事務所 登米市立豊里小学校 GARIBEN魂

495 東部教育事務所 登米市立中津山小学校 水道水

496 東部教育事務所 登米市立米岡小学校 おな３（スリー）

497 東部教育事務所 登米市立米岡小学校 チー牛トリオ

498 東部教育事務所 登米市立米岡小学校 算数最弱トリオ

499 東部教育事務所 登米市立米岡小学校 千葉３人

500 東部教育事務所 登米市立米山東小学校 Ｓ・Ｍ・Ｊ

501 東部教育事務所 登米市立米山東小学校 ＳＣ５

502 東部教育事務所 登米市立米山東小学校 ＳＣ５・２号

503 東部教育事務所 登米市立米山東小学校 チームＳＳＡ



No. 教育事務所 学校名 チーム名

504 東部教育事務所 登米市立石越小学校 Certainly  win

505 東部教育事務所 登米市立石越小学校 Enjoy

506 東部教育事務所 登米市立石越小学校 カンナムスタイル

507 東部教育事務所 登米市立石越小学校 たけのこの里

508 東部教育事務所 登米市立西郷小学校 ヨシノボリ郷

509 東部教育事務所 登米市立西郷小学校 西郷っ子チーム

510 東部教育事務所 登米市立東郷小学校 Ｒ２－Ｕ

511 東部教育事務所 登米市立東郷小学校 スターライト

512 東部教育事務所 登米市立上沼小学校 ＵＷＡＮＵＭＡ

513 東部教育事務所 登米市立上沼小学校 ガンバルンバ

514 東部教育事務所 登米市立新田小学校 RYH

515 東部教育事務所 登米市立新田小学校 スピードスター

516 東部教育事務所 東松島市立矢本東小学校 Red flower

517 東部教育事務所 東松島市立矢本東小学校 Stars

518 東部教育事務所 東松島市立矢本東小学校 TRUST

519 東部教育事務所 東松島市立矢本東小学校 えのき

520 東部教育事務所 東松島市立矢本東小学校 コロナを許すな！！

521 東部教育事務所 東松島市立矢本東小学校 タスキスリーシスターズ

522 東部教育事務所 東松島市立矢本東小学校 ハリネズミ

523 東部教育事務所 東松島市立矢本東小学校 三数

524 東部教育事務所 東松島市立赤井南小学校 2525😊

525 東部教育事務所 東松島市立赤井南小学校 ３人の凡人

526 東部教育事務所 東松島市立赤井南小学校 HIGAMATSU2021

527 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 Kチーム

528 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 SAK

529 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 おもちチーム

530 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 スマイルズ

531 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 トミカの勢い

532 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 ひなチーム

533 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 ベースボールＴＨＫ

534 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 やっててよかったＫＵＭＯＮしきバゴーン！！

535 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 九九マスター

536 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 算チャレ！！6年生

537 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 西チーム

538 東部教育事務所 東松島市立矢本西小学校 矢本チッピーズ

539 東部教育事務所 東松島市立鳴瀬桜華小学校 HTH

540 東部教育事務所 東松島市立鳴瀬桜華小学校 ディズニーeggワールド

541 東部教育事務所 東松島市立鳴瀬桜華小学校 最強三人組2021

542 東部教育事務所 東松島市立宮野森小学校 みやのもりっこ

543 東部教育事務所 女川町立女川小学校 MzIQゼミ

544 東部教育事務所 女川町立女川小学校 THA

545 東部教育事務所 女川町立女川小学校 うみねこ

546 東部教育事務所 女川町立女川小学校 チームTAY

547 東部教育事務所 女川町立女川小学校 女川

548 気仙沼教育事務所 気仙沼市立気仙沼小学校 算数がんばり隊

549 気仙沼教育事務所 気仙沼市立九条小学校 テディベア
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550 気仙沼教育事務所 気仙沼市立九条小学校 やればできる

551 気仙沼教育事務所 気仙沼市立九条小学校 九条ファイヤーアタック

552 気仙沼教育事務所 気仙沼市立九条小学校 問題を解き進め！！暴走機関車トーマス

553 気仙沼教育事務所 気仙沼市立松岩小学校 あべんじゃーズ

554 気仙沼教育事務所 気仙沼市立松岩小学校 かしわもち

555 気仙沼教育事務所 気仙沼市立松岩小学校 ガリガリ君ソーダ味

556 気仙沼教育事務所 気仙沼市立松岩小学校 サマーズチャレンジ

557 気仙沼教育事務所 気仙沼市立松岩小学校 シュークリーム

558 気仙沼教育事務所 気仙沼市立松岩小学校 雑草

559 気仙沼教育事務所 気仙沼市立松岩小学校 三びきの小鳥

560 気仙沼教育事務所 気仙沼市立新城小学校 新城小学校Ａチーム

561 気仙沼教育事務所 気仙沼市立新城小学校 新城小学校Ｂチーム

562 気仙沼教育事務所 気仙沼市立月立小学校 月立WK

563 気仙沼教育事務所 気仙沼市立大島小学校 島っこ三銃士

564 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 ＡＭＹビクトリーズ

565 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 SRY

566 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 TSUYA

567 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 YKI

568 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 YRY

569 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 あか

570 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 さ★し★み

571 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 チームＳＮＴ

572 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 算チャレ’Ｓ

573 気仙沼教育事務所 気仙沼市立津谷小学校 津谷っ子チーム

574 気仙沼教育事務所 気仙沼市立小泉小学校 チーム小泉

575 気仙沼教育事務所 気仙沼市立小泉小学校 小泉MKS

576 気仙沼教育事務所 気仙沼市立大谷小学校 OHYA・SoroｰB

577 気仙沼教育事務所 気仙沼市立大谷小学校 大谷KYY

578 気仙沼教育事務所 気仙沼市立中井小学校 算数大好きトリオ

579 気仙沼教育事務所 南三陸町立志津川小学校 算数大好き！志小っ子

580 気仙沼教育事務所 南三陸町立戸倉小学校 MRS

581 気仙沼教育事務所 南三陸町立戸倉小学校 SGS

582 気仙沼教育事務所 南三陸町立戸倉小学校 ウェーブ

583 気仙沼教育事務所 南三陸町立戸倉小学校 スノー

584 気仙沼教育事務所 南三陸町立戸倉小学校 トリプルS

585 気仙沼教育事務所 南三陸町立入谷小学校 Ａスリー

586 気仙沼教育事務所 南三陸町立入谷小学校 ビードロ玉チーム

587 気仙沼教育事務所 南三陸町立入谷小学校 白玉もっちーズ

588 気仙沼教育事務所 南三陸町立名足小学校 3Dチーム

589 気仙沼教育事務所 南三陸町立名足小学校 OTMチーム

590 気仙沼教育事務所 南三陸町立名足小学校 海の子チーム


