
園名 性別 種類 サイズ／数量

体操服半ズボン 100㎝／2着

体操服長ズボン 100㎝／2着

体操服長袖 100㎝／1着

スモック 100㎝／1着・110㎝／1着・130㎝／2着

通園帽 2個

体操服半袖 100㎝／1着・110㎝／1着・120㎝／2着・130㎝／2着

体操服半ズボン 100㎝／1着・110㎝／2着・120㎝／2着・130㎝／2着

名札入れ 3個

制服 90㎝／1着・100㎝／1着

通園帽 1個

体操服半袖 110㎝／2着

体操服半ズボン 110㎝／3着・120㎝／3着

指定カバン 3個

スモック 90㎝／2着・100㎝／1着

制服 100㎝／1着・110㎝／1着・120㎝／1着

体操服半袖 90㎝／3着・120㎝／7着・130㎝／2着・140㎝／1着

体操服半ズボン 90㎝／3着・120㎝／6着・140㎝／3着・不明／2着

指定カバン 2個

制服時用スモック 120㎝／2着（ピンク・ブルー）

制服（上着） 120㎝／1着

リュックサック 1個

スモック 90㎝／1着

制服 120㎝／2着・不明／2着

通園帽 4個

体操服半袖 不明／1着

体操服半ズボン 不明／2着

指定カバン 3個

スモック 110㎝／2着・120㎝／3着

通園帽 4個

体操服半袖 120㎝／3着・125㎝／1着・130㎝／4着

体操服半ズボン 110㎝／1着・120㎝／5着・130㎝／5着

みつみ おどうぐばこ 1組

制服（Tシャツ）白 100㎝／1着・110㎝／1着・120㎝／1着・130㎝／1着

制服（Tシャツ）黒 130㎝／1着

制服（Tシャツ）水色 110㎝／1着・130㎝／1着

制服（Tシャツ）ピンク 120㎝／1着・130㎝／1着

スモック（ノースリーブ） 100㎝／1着・110㎝／1着

スモック（長袖） 100㎝／1着・110㎝／1着

制服（半袖） 110㎝／4着・120㎝／3着

制服（半ズボン） 110㎝／2着・120㎝／1着

制服（長ズボン） 110㎝／1着・120㎝／2着

帽子 1個
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学校名 性別 種類 サイズ／数量

男子 体操服半袖 S／1着・140㎝／1着

〃 体操服半ズボン S／1着・130㎝／1着

東 女子 通学帽 1個

体操服半袖 130㎝／1着・150㎝／1着

体操服半ズボン 130㎝／1着・140㎝／1着・150㎝／1着

女子 体操服半袖 150㎝／2着

〃 体操服半ズボン 170㎝／2着

体操服半袖 130㎝／2着

体操服半ズボン 130㎝／2着・140㎝／1着

赤白帽 1個

上履き（黄色） 23.5㎝／1組

上履き（青色） 22㎝／1組

さんすうセット 1組

女子 通学帽 3個

体操服半ズボン 120㎝／1着・150㎝／1着

女子 体操服半ズボン M／1着

女子 体操服半袖 S／1着・150㎝／1着

赤白帽 1個

上履き（黄色） 21㎝／1組・24㎝／1組

小学校

新井

青垣

黒井

進修

小川

和田



学校名 性別 種類 サイズ／数量

女子 ブレザー 155㎝／2着・165㎝／1着

〃 スカート（夏・冬） 63×53／各1着

〃 スカート（夏） 69×58／1着

〃 スカート（夏・冬） 69×53／各1着

〃 スカート（夏・冬） 72×56／各1着

〃 スカート L／1着

〃 ワッフルシャツ長袖 S／2着・M／7着

〃 ワッフルシャツ半袖 M／1着・L／2着・LL／2着

男子 ワッフルシャツ長袖 M／2着

〃 ワッフルシャツ半袖 M／2着

兼用 セーター S／1着・M／2着

女子 体操服長袖 M／1着

〃 体操服長ズボン M／1着

女子 ブレザー S／1着・M／1着・L／2着・LL／1着

〃 スカート L／1着・56×72／2着・66×53／1着・不明／8着

〃 リボン 3個

〃 ベスト S／1着・L／1着

男子 ブレザー S／1着

〃 制服ズボン S／2着・W70／1着・W79／2着

〃 ネクタイ 1個

〃 カッターシャツ 155㎝／1着・165㎝／1着・170㎝／2着

兼用 ポロシャツ M／3着・L／1着

女子 体操服長袖 S／1着

〃 体操服長ズボン S／1着

〃 体操服半ズボン S／2着

男子 体操服長袖 S／4着

〃 体操服長ズボン S／2着・150㎝／1着

〃 体操服半ズボン S／2着・M／2着

体操服長袖 S／2着

体操服半袖 S／3着

指定カバン 3個

男子 体育館シューズ 25.5㎝／1組

女子 ブレザー L／2着

〃 スカート 不明／2着

〃 カッターシャツ M／2着

〃 ポロシャツ 不明／2着

カーデガン 150～160㎝／1着

体操服ジャージ長袖 M／2着・L／1着

体操服ジャージ長ズボン M／3着

体操服半袖 L／3着

体操服半ズボン M／1着・L／1着

上履き 23.5㎝／1組

体育館シューズ 24㎝／1組

中学校

柏原

氷上

青垣



春日 体育館シューズ 24㎝／1組・不明／1組

男子 学ラン上 165㎝／1着

〃 学ラン下 W69／1着・W79／1着・W88／1着

〃 体操服長袖 M／2着

〃 体操服半ズボン M／2着

女子 制服上 155㎝／1着・165㎝／1着

〃 制服下（夏） W60／1着・W75／1着

〃 制服下（冬） W60／1着・W66／1着

〃 カッターシャツ半袖 145㎝／2着・150㎝／1着・155㎝／1着

男子 体育館シューズ 23.5㎝／1組

女子 ブレザー 不明／2着

〃 スカート W63／1着・不明／2着

〃 スカート（夏） W63／1着

〃 カッターシャツ 170㎝／2着

体操服長袖 M／1着・不明／4着

体操服長ズボン S／1着・L／1着

体操服半ズボン L／1着・不明／1着

女子 ブレザー L／2着

〃 スカート（夏・冬） 69×56／各1着

〃 スカート（夏・冬） 73×56／各1着

男子 ブレザー S／2着・M／1着

〃 ズボン（夏） W67／1着・W70／1着・W82／1着

〃 ズボン（冬） W67／1着・W70／1着・W82／1着

〃 カッターシャツ S／3着・M／3着・LL／2着

〃 ポロシャツ M／1着

〃 上履き 26㎝／1組

〃 体育館シューズ 26㎝／1組・28㎝／1組

山南

和田

市島



学校名 性別 種類 サイズ／数量

女子 ローファー 23.5㎝／1組

学校名 性別 種類 サイズ／数量

ランドセル（黒） 4個

ランドセル（ピンク） 2個

彫刻刀 9組

習字セット 1組

裁縫セット 1組

巾着袋 4枚

体操服袋 1枚

ねんど板・ケース・ヘラセット 1組

エプロン 1枚

ナップサック 1個

プールバック（音符柄） 1個

プールバック（クローバー柄） 1個

植木鉢・支柱 各2個

筆箱（花柄） 1個

高等学校

その他


