
24年度　実績表

種類

4月02日 瀬谷区 三ツ境小学校 兎
4月03日 戸塚区 東品濃小学校 その他
4月03日 港北区 下田小学校 兎
4月06日 磯子区 杉田小学校 兎
4月09日 鶴見区 旭小学校 鶏
4月10日 都筑区 川和東小学校 兎
4月13日 鶴見区 鶴見小学校 兎
4月16日 戸塚区 秋葉小学校 鶏
4月16日 都筑区 山田小学校 兎
4月17日 中区 間門小学校 烏骨鶏
4月17日 鶴見区 鶴見小学校 鶏
4月23日 青葉区 みたけ台小学校 兎
4月23日 都筑区 山田小学校 兎
4月24日 都筑区 山田小学校 兎
4月27日 戸塚区 東品濃小学校 その他
5月01日 磯子区 森東小学校 モルモット
5月07日 都筑区 山田小学校 兎
5月07日 泉区 中田小学校 兎
5月08日 戸塚区 秋葉小学校 鶏
5月09日 中区 北方小学校 その他
5月11日 泉区 中田小学校 兎
5月14日 都筑区 都田小学校 兎
5月22日 鶴見区 寺尾小学校 鶏
5月23日 磯子区 滝頭小学校 その他
5月29日 南区 井土ヶ谷小学校 兎
5月29日 鶴見区 馬場小学校 兎
5月30日 南区 六ツ川小学校 兎
5月30日 戸塚区 柏尾小学校 兎
5月31日 都筑区 北山田小学校 兎
6月04日 戸塚区 南舞岡小学校 その他
6月06日 戸塚区 品濃小学校 鶏
6月06日 旭区 今宿南小学校 兎
6月07日 港南区 日下小学校 兎
6月08日 磯子区 洋光台第四小学校 その他
6月10日 港南区 日限山小学校 兎
6月12日 青葉区 さつきが丘小学校 その他
6月19日 港南区 港南台第一小学校 兎
6月20日 都筑区 山田小学校 兎
6月25日 港南区 港南台第一小学校 兎
6月26日 中区 立野小学校 モルモット
6月26日 磯子区 洋光台第三小学校 その他
7月02日 港南区 吉原小学校 兎
7月06日 栄区 桜井小学校 兎
7月10日 都筑区 北山田小学校 兎
7月12日 金沢区 六浦南小学校 兎
7月13日 瀬谷区 瀬谷第二小学校 兎
7月15日 青葉区 市が尾小学校 兎
7月16日 鶴見区 駒岡小学校 兎
7月19日 旭区 俣野小学校 兎
7月24日 青葉区 もえぎ野小学校 兎
7月27日 都筑区 山田小学校 兎
7月28日 港南区 下永谷小学校 兎
7月30日 港南区 港南台第二小学校 兎
7月30日 戸塚区 小雀小学校 兎
7月31日 鶴見区 入船小学校 兎
7月31日 鶴見区 平安小学校 モルモット
7月31日 都筑区 山田小学校 兎
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8月01日 港北区 日吉台小学校 兎
8月03日 旭区 今宿南小学校 兎
8月03日 都筑区 山田小学校 兎
8月04日 戸塚区 俣野小学校 兎
8月06日 港北区 新吉田第二小学校 その他
8月06日 戸塚区 境木小学校 鶏
8月07日 鶴見区 旭小学校 鶏
8月10日 鶴見区 平安小学校 モルモット
8月17日 神奈川区 神大寺小学校 兎
8月18日 港北区 師岡小学校 モルモット
8月20日 磯子区 浜小学校 兎
8月23日 神奈川区 子安小学校 兎
8月23日 旭区 川井小学校 兎
8月24日 旭区 北綱島小学校 兎
8月27日 栄区 桂台小学校 鶏
8月30日 鶴見区 上寺尾小学校 兎
8月31日 鶴見区 市場小学校 兎
8月31日 都筑区 都田西小学校 兎
9月05日 鶴見区 新鶴見小学校 兎
9月05日 港北区 高田小学校 兎
9月06日 緑区 霧が丘小学校 兎
9月06日 港南区 日限山小学校 兎
9月07日 戸塚区 川上北小学校 その他
9月11日 瀬谷区 瀬谷小学校 兎
9月18日 鶴見区 平安小学校 モルモット
9月18日 港南区 港南台第二小学校 兎
9月25日 都筑区 つづきの丘小学校 兎
9月29日 旭区 中尾小学校 兎
10月01日 金沢区 小田小学校 その他
10月02日 旭区 中尾小学校 兎
10月02日 保土ヶ谷区 藤塚小学校 鶏
10月04日 泉区 いちょう小学校 兎
10月04日 戸塚区 平安台小学校 鶏
10月09日 青葉区 嶮山小学校 インコ
10月09日 鶴見区 平安小学校 モルモット
10月10日 南区 大岡小学校 モルモット
10月10日 港北区 篠原西小学校 兎
10月11日 金沢区 瀬ケ崎小学校 兎
10月11日 都筑区 南山田小学校 兎
10月12日 栄区 上郷小学校 兎
10月12日 青葉区 田奈小学校 鶏
10月15日 南区 六ツ川小学校 鶏
10月18日 青葉区 恩田小学校 兎
10月19日 港北区 太尾小学校 モルモット
10月23日 港北区 大豆戸小学校 兎
10月24日 戸塚区 上矢部小学校 兎
10月26日 青葉区 嶮山小学校 ハムスター
10月28日 保土ヶ谷区 上菅田小学校 兎
11月01日 青葉区 恩田小学校 兎
11月02日 鶴見区 平安小学校 モルモット
11月02日 保土ヶ谷区 上菅田小学校 兎
11月05日 旭区 万騎が原小学校 兎
11月05日 鶴見区 平安小学校 モルモット
11月06日 中区 本町小学校 鶏
11月08日 青葉区 さつきが丘小学校 兎
11月12日 戸塚区 俣野小学校 鶏
11月12日 旭区 万騎が原小学校 兎
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11月14日 戸塚区 川上北小学校 ひよこ
11月14日 青葉区 さつきが丘小学校 兎
11月16日 都筑区 茅ヶ崎東小学校 兎
11月19日 鶴見区 末吉小学校 兎
11月19日 神奈川区 青木小学校 兎
11月20日 保土ヶ谷区 笹山小学校 兎
11月20日 鶴見区 鶴見小学校 鶏
11月20日 緑区 長津田第二小学校 兎
11月21日 都筑区 川和小学校 鶏
11月26日 保土ヶ谷区 藤塚小学校 鶏
11月26日 青葉区 市ヶ尾小学校 その他
11月27日 都筑区 茅ヶ崎台小学校 烏骨鶏
11月27日 緑区 新治小学校 兎
11月28日 泉区 上飯田小学校 兎
11月29日 青葉区 恩田小学校 兎
12月03日 中区 本牧小学校 兎
12月03日 泉区 西が丘小学校 兎
12月03日 鶴見区 末吉小学校 兎
12月05日 瀬谷区 相沢小学校 兎
12月07日 南区 藤の木小学校 兎
12月07日 青葉区 鴨志田小学校 兎
12月10日 西区 浅間台小学校 モルモット
12月18日 鶴見区 寺尾小学校 鶏
12月19日 港北区 菊名小学校 兎
12月25日 栄区 本郷小学校 烏骨鶏
12月25日 南区 大岡小学校 兎
12月27日 中区 本牧小学校 兎
1月04日 栄区 笠間小学校 鶏
1月07日 泉区 いずみ野小学校 鶏
1月07日 神奈川区 大口台小学校 兎
1月07日 戸塚区 東戸塚小学校 兎
1月07日 青葉区 すすき野小学校 インコ
1月08日 神奈川区 羽沢小学校 兎
1月09日 保土ヶ谷区 藤塚小学校 その他
1月09日 金沢区 並木中央v 兎
1月11日 港南区 芹が谷小学校 兎
1月11日 都筑区 茅ヶ崎東小学校 兎
1月15日 金沢区 能見台小学校 鶏
1月18日 青葉区 美しが丘小学校 兎
1月18日 栄区 桂台v 鶏
1月25日 鶴見区 平安小学校 モルモット
1月25日 磯子区 滝頭小学校 その他
1月27日 青葉区 美しが丘小学校 兎
1月28日 戸塚区 境木小学校 鶏
1月28日 保土ヶ谷区 上菅田小学校 兎
1月28日 中区 北方小学校 鶏
1月30日 瀬谷区 阿久和小学校 兎
1月30日 戸塚区 川上小学校 兎
2月01日 鶴見区 下野谷小学校 兎
2月07日 青葉区 みたけ台小学校 兎
2月08日 鶴見区 平安小学校 その他
2月08日 港北区 太尾小学校 モルモット
2月12日 泉区 緑園東小学校 兎
2月14日 西区 戸部小学校 鶏
2月18日 戸塚区 鳥が丘小学校 兎
2月18日 瀬谷区 上瀬谷小学校 兎
2月18日 磯子区 洋光台第一小学校 兎
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2月19日 中区 大鳥小学校 兎
2月19日 保土ヶ谷区 くぬぎ台小学校 兎
2月22日 神奈川区 池上小学校 鶏
2月22日 西区 平沼小学校 モルモット
2月25日 瀬谷区 原小学校 鶏
2月25日 港北区 駒林小学校 兎
2月26日 戸塚区 鳥が丘小学校 兎
3月01日 南区 永田台小学校 兎
3月01日 泉区 伊勢山小学校 兎
3月04日 戸塚区 境木小学校 烏骨鶏
3月04日 港北区 綱島東小学校 兎
3月06日 青葉区 美しが丘小学校 兎
3月07日 南区 六ツ川小学校 兎
3月11日 青葉区 美しが丘小学校 兎
3月11日 都筑区 茅ヶ崎東小学校 兎
3月11日 泉区 西が丘小学校 兎
3月13日 磯子区 滝頭小学校 兎
3月15日 青葉区 美しが丘小学校 兎
3月18日 青葉区 恩田小学校 兎
3月21日 泉区 飯田北小学校 その他
3月22日 港南区 芹が谷小学校 鶏
3月25日 栄区 桂台小学校 鶏
3月27日 都筑区 東山田小学校 兎
3月28日 金沢区 並木中央小学校 兎
3月29日 中区 間門小学校 烏骨鶏
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