
愛望 桜栗 くろべ 好文 山統 中部 光 山

愛優 桜月 くろべアルプス 幸夢 山堂 チューリップ 飛翔 山川

青空 桜樹 黒部うな月 黒東 山王 月井 美扇 山側

青葉 桜泉 黒部宇奈月 黒室第一 山美 月桜 美湾夕陽の丘 山ざくら

あこし 桜扇 黒部宇奈月温泉 五光 山林 月の光 風香 山沿

あさひヶ丘 桜桃 黒部川 五星 清水 椿 ふるさと 山田

あさひの 桜奈月 黒部北 咲川 ジャパン 椿桜 北部 山っ子

ありそ東 桜栗月 黒部五幸 桜奈 俊英 鶴 萌華 やまなみ

生桜 桜流 くろべ桜 桜 純真 天樹 マウンテン 山なみ

五ツ星 荻ノ上 黒部桜井 さくら 松桜 桃桜 前沢 山の

いつもあいさつ 荻生野 黒部桜野 桜井宇奈月 新黒部 遠月 まきばの風 山辺

井奈 女川 黒部清水 桜井宇奈月名水の里 新伝 道徳的 愛夢 優子

井奈桜 お花 くろべ清流 桜井学園 新道 東南 三日市 優清

井山 おひさま 黒部清流 桜井清流 水麗 東部 みどり 友成

宇 温泉 黒部第一 桜井月 スマイル 東明 緑ヶ丘 結友

宇井 温泉第一 くろべだいいち 桜宇 星輝 東陽 緑が丘 夕日ヶ丘

上山 開花 黒部第二 桜丘 精彩 富新 緑野 結明導

宇桜 楷の木 黒部中部 桜ヶ丘 生水 富山 みどりの 湯桜

宇桜木 輝 黒部東部 さくらが月 清爽 トロッコ みどり野 豊か

うざくら 輝ヶ丘 くろべとうぶ 桜ヶ月 西部 トロッコ鉄道 みどりのおか 夢想

宇桜井 かがやきが丘 くろべ東部 桜木 清風 奈井 緑豊 百合

宇奈井 華月 黒部南部 桜峡谷 清流 中新川 南 夜桜

宇奈井月 花月 黒部西 桜津 精励 仲良し 宮野 夜桜月

うなお 過渡 黒部東 さくらづき セカンドオール なかよし 宮野が丘 善子

うなさく 観音 黒部北部 さくらな月 せせらぎ 奈桜 宮野之 よつば

宇奈桜 寛栗 黒部南 桜野 扇状黒部 南東 宮野山 緑山

宇奈月学園 北 黒部南山 桜の丘 千年桜 Ｎｏ．１ 宮の山 緑地

宇奈月桜井 峡谷 黒部名峰 桜ノ木 爽健 Ｎｏ．２ 未来 麗新

うなづきさくらい きょうこく 黒部山 さくらの郷 総合 南部 武蔵 黎明

うな月さくらい 煌 黒部やまの 桜の月 第一 二史 明桜 若鮎

宇若桜 銀河 黒部山部 桜東 第二 西 名水 若草

えがお ぐるっぺ 月光 桜山 太陽 花咲 名水宇奈月温泉 若栗

越月 楜 元気 山岳 たてやま 花田 名水南部 若桜

桜宇東部 くるみ 光輝 山紫 チェリー 東 名水の里 若月

桜華 黒桜 光咲 山植 知心 東黒部 名水東 若葉

桜花 黒月 広心 山水 地鉄本線 東桜井 明林 わくわく

桜欅 黒部 光成 山東 中央 東山 森里 若中桜荻宇

◆桜井・宇奈月統合中学校



あい鷹 大布施 高節 高志 水明 鷹施高志野 野鷹 宮野海

あいの風 大み田 黒高 こしうみ 水流 たかせこしの 野の花 未来

青空 大御田 黒べ 高志施 星歌 高田 野原 みらいの

あおの おつきさま 黒部 こしせ 清海 たかたか ハーバード 夢探野

青葉 音ノ木坂 くろべ 高志西 青春学園 鷹椿 白鷹 村高田

青海 海王 黒部石田 高志田 清真 鷹野 柱間 明興

アクア 海音 黒部泉 高志鷹 精進 高野 はな 明光

ありそ 海成 黒部うみの こしたか 清泉 たかの 花色 明親

ありそ西 海晴 黒部海 伍志鷹 西部 たか野 花丸 名水

生地 海生 黒部海部 越の海 せいぶ 高橋 はまかぜ めい水

いくじ 海聖 くろべ海浜 高志野国 清風 高峰野 浜辺 めいすい

生地名水 海西 黒部海峰 高志野施 清流 宝 晴海 名水生地

石田 海青 黒部北 高志野鷹施 清麗 たなか ひかり 名水自然

石田生地 海扇 くろべ高志 高志野鷹施名水の里 西和 千恵波 ひまわり 名水自然学園

いしの 海帝 黒部西部 高志広 施高 中央 ひらめき 名水第一

泉 海統 くろべ西部 五星 せせらぎ つがの木 飛立 名水西

泉ヶ丘 海堂 黒部第一 高施野 扇状地 椿 ふれあい 名水の里

泉の丘 海美 黒部第二 こたか 前進行 つばき ふる里 めいすいの里

泉の里 海富 黒部南部 才伸 奏羽 椿川 平和 名水光

五つ葉 海風 黒部西 魚の駅 総武 椿野 北西部 名水北部

五つぼし 海友 くろべにし さくら 聡明 帝光 北部 明星

五部 海耀 黒部東 爽やか 第二 田園 星野 明優

生村中央 海陽 黒部北部 さわやか 鷹生村中 天水 星ノ海 明友

歌施 海良 黒部北海 山海 第四 電田 星の空 やるきいっぱい

歌の翼 かがやきが海 黒部松原 潮風 体力 東海 まいの風 優心

海輝 学動 黒部南 しおかぜ たか 東部 前むき ゆうひヶ丘

海 翔高 黒部名水 しおのかぜ たか石 桃花 マリン 結鷹

海側 川下 くろべ名水 志施 鷹越 桃李 水里 ゆめいっぱい

海川 がんばった 黒の大 志鷹 鷹高 時定 美水 夢路

海沿 絆 慶真 施野 鷹高志 富良 水希 世一

海っ子 北 元気 志野鷹 たかこし 友の輪 水野 鷹空

海野 キトキト げんきにすごそう ジャパン たか高志 中新 水のくに 世羽

海の 木野 高鷹 俊英 たか高志野 なかしん 水の里 雷門

海野瀬 希望ノ浜 高央たじ 俊秀 鷹志 中新野 水野里 流星

海部 清鷹 高空鳥 純正 鷹志すこやか 中野 水辺 龍星

海辺 清水 光黒 城ノ内 鷹志望 なかよし 水山 龍宝

海辺の 煌 越里 親愛 鷹志野 ながれ みどり 領土

笑顔 きらめきの海 高志山 新志 たか志野 Ｎｏ．２ 緑川 緑彩

越中 輝楽来 高上 心星 たかしの Ｎｏ．１ 緑野 るんるん

えびす 金星 高施 新星 鷹志山 南部 みのり野 六星

緑海 黒川 光鳥 水湖 高圧 新川 美海 若葉

桜海 黒高施 光陽 水清 鷹清 西黒部 美波 わか葉

大岩 黒施 黒生 水青 高新 にじの 南 湧くわく泉の里

大鷹高志 黒西 黒室第一 水都 鷹施高志 野志鷹 水縹

◆鷹施・高志野統合中学校


