
校名応募一覧（あいうえお順）校名のみ

№ 学校名 ふりがな № 学校名 ふりがな

１ 菖桜川 あおせ 31 かめぇ かめえ

２ 暁 あかつき 32 楓菖 かやめ

３ 明穂 あきほ 33 気合い きあい

４ 青鹿 あざか 34 木の枝 きのえだ

５ 紫陽花 あじさい 35 希望 きぼう

６ 歩流 ある 36 希望ヶ丘 きぼうがおか

７ 礎 いしずえ 37 旧増穂新富士川町 きゅうますほしんふじかわちょう

８ 美しの川 うつくしのかわ 38 峡南 きょうなん

９ 恵秋 えいしゅう 39 峡南北 きょうなんきた

１０ 桜華 おうか 40 峡南北富士川 きょうなんきたふじかわ

１１ 桜花 おうか 41 甲州 こうしゅう

１２ 大空 おおぞら 42 交秢 こうりょう

１３ 大富 おおとみ 43 克己 こっき

１４ 大法師 おおぼし 44 混合 こんごう

１５ 大ぼし おおぼし 45 最勝寺 さいしょうじ

１６ 大法師咲良 おおぼしさくら 46 さくら さくら

１７ 桜柚 おず 47 桜 さくら

１８ 桜羽 おとは 48 桜空 さくら

１９ 甲斐清流 かいせいりゅう 49 桜ヶ丘 さくらがおか

２０ 開鷹 かいよう（かいおう） 50 桜川 さくらがわ

２１ 花月 かげつ 51 桜の郷 さくらのさと

２２ 鰍川 かじかわ 52 桜山 さくらやま

２３ かじ穂 かじほ 53 里山 さとやま

２４ 鰍穂 かじほ 54 桜菖 さやめ

２５ かじます かじます 55 桜柚 さゆ

２６ 鰍増 かじます 56 山王 さんのう

２７ 鰍増川 かじますがわ 57 雫 しずく

２８ 鰍水 かずみ 58 秋恵 しゅうけい

２９ 神中 かみなか 59 鰍穂 しゅうほ

３０ 神山 かみやま 60 鰍穂合同 しゅうほごうどう



校名応募一覧（あいうえお順）校名のみ

№ 学校名 ふりがな № 学校名 ふりがな

61 翔青 しょうせい 91 戸川 とがわ

62 新 しん 92 十椚 とぬぎ

63 新型Fuji しんがたふじ 93 利根 とね

64 信高 しんこう 94 利根川 とねがわ

65 新富士川 しんふじかわ 95 利根川増穂 とねがわますほ

66 新増穂 しんますほ 96 仲良し なかよし

67 新柚 しんゆず 97 なかよし増穂と鰍沢 なかよしますほとかじかざわ

68 鈴星 すずほし 98 長屋 なや

69 青鹿 せいか 99 希 のぞみ

70 青舂 せいしゅう 100 ハーバード はーばーど

71 青舂 せいしょう 101 光り ひかり

72 清翔 せいしょう 102 日向 ひなた

73 晴天 せいてん 103 日の出 ひので

74 清流 せいりゅう 104 富沢 ふざわ

75 青鹿 せいろく 105 ふじ ふじ

76 誠百合 せゆり 106 富士 ふじ

77 窓外緑 そうがいりょく 107 ふじかわ ふじかわ

78 奏隆 そうりゅう 108 富士川 ふじかわ

79 空見 そらみ 109 Fujikawa ふじかわ

80 第２章増穂 だいにしょうますほ 110 FUJIKAWA ふじかわ

81 第二増穂 だいにますほ 111 富士川かがやき ふじかわかがやき

82 ダイヤモンド だいやもんど 112 富士川学園 ふじかわがくえん

83 ダイヤモンド☆富士川 だいやもんどふじかわ 113 富士川北 ふじかわきた

84 太陽 たいよう 114 富士川組 ふじかわぐみ

85 鷹座巣 たかざす 115 富士川合同 ふじかわごうどう

86 田野中 たのなか 116 富士川五中 ふじかわごゆう

87 中央 ちゅうおう 117 富士川さくら ふじかわさくら

88 舂原 つきはら 118 富士川桜 ふじかわさくら

89 翼 つばさ 119 富士川清音 ふじかわせいおん

90 天司 てんじ 120 富士川清翔 ふじかわせいしょう



校名応募一覧（あいうえお順）校名のみ

№ 学校名 ふりがな № 学校名 ふりがな

121 富士川青翠 ふじかわせいすい 151 増穂鰍沢合同 ますほかじかざわごうどう

122 富士川清流 ふじかわせいりゅう 152 増穂第二 ますほだいに

123 富士川瀬音 ふじかわせおと 153 緑ヶ丘 みどりがおか

124 富士川中央 ふじかわちゅうおう 154 南 みなみ

125 富士川町公立 ふじかわちょうこうりつ 155 南巨摩 みなみこま

126 富士川町立 ふじかわちょうりつ 156 南富士 みなみふじ

127 富士川西 ふじかわにし 157 美山 みやま

128 富士川町清嶺 ふじかわまちせいれん 158 明解 めいかい

129 富士川みらい ふじかわみらい 159 桃葡 ももぶ

130 富士川ゆずの里 ふじかわゆずのさと 160 もりもり富士川 もりもりふじかわ

131 富士桜 ふじざくら 161 山 やま

132 富士沢 ふじさわ 162 山中 やまなか

133 富士田 ふじた 163 山梨 やまなし

134 富士第一 ふじだいいち 164 山梨県富士川町公立 やまなしけんふじかわちょうこうりつ

135 富士中 ふじなか 165 山梨富士 やまなしふじ

136 富士の介 ふじのすけ 166 山並み やまなみ

137 富士密 ふじみつ 167 山富士 やまふじ

138 富士山 ふじやま 168 ゆず ゆず

139 富士リバーサイド ふじりばーさいど 169 柚香 ゆずか

140 富鷹 ふよう 170 ゆず川 ゆずかわ

141 穂川 ほがわ 171 柚子川 ゆずかわ

142 穂沢 ほざわ 172 柚川 ゆずかわ

143 穂希 ほまれ 173 柚子皮（川） ゆずかわ

144 楓菖 ほんじ 174 ゆず沢 ゆずさわ

145 増鰍 まかじ 175 ゆずにゃん ゆずにゃん

146 本気ケ沢 まじかざわ 176 ゆずの里 ゆずのさと

147 増鰍 ますかじ 177 柚ノ山 ゆずのやま

148 増沢 ますざわ 178 ゆずりは ゆずりは

149 増鰍 ますしゅう 179 豊かな緑 ゆたかなみどり

150 増穂（改） ますほかい 180 よっちゃばれ よっちゃばれ
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181 立夏 りっか

182 立春 りっしゅん

183 リバー富士川 りばーふじかわ

184 梨宝富士川 りほうふじかわ

185 龍我 りゅうが

186 緑鳩 りょくきゅう

187 緑青 りょくせい

ふりがなのなかった校名

№ 学校名 ふりがな

188 鰍沢未来

189 富士川元気

190 富清美

191 柚大美

192 清水

193 鰍富士

194 梨柚

195 清水

196 桜葉

197 明咲

198 梨川

199 桜川

200 柚美

201 風和日樹


