
№ 学校名 郵便番号 所在地

1 仙台市立木町通小学校 〒980-0801 仙台市青葉区木町通１－７－３６

2 仙台市立東六番丁小学校 〒980-0004 仙台市青葉区宮町１－２－１

3 仙台市立上杉山通小学校 〒980-0011 仙台市青葉区上杉１－１０－１

4 仙台市立通町小学校 〒981-0915 仙台市青葉区通町１－１－１

5 仙台市立八幡小学校 〒980-0871 仙台市青葉区八幡２－９－１

6 仙台市立北六番丁小学校 〒980-0004 仙台市青葉区宮町４－４－１７

7 仙台市立岩切小学校 〒983-0821 仙台市宮城野区岩切字今市東１－２

8 仙台市立東仙台小学校 〒983-0833 仙台市宮城野区東仙台５－２６－１

9 仙台市立小松島小学校 〒981-0905 仙台市青葉区小松島２－１－１

10 仙台市立国見小学校 〒981-0943 仙台市青葉区国見２－１６－１

11 仙台市立荒巻小学校 〒981-0965 仙台市青葉区荒巻神明町２１－１

12 仙台市立台原小学校 〒981-0911 仙台市青葉区台原５－１６－１

13 仙台市立旭丘小学校 〒981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘３－２７－１

14 仙台市立中山小学校 〒981-0952 仙台市青葉区中山１－６－１

15 仙台市立北仙台小学校 〒981-0923 仙台市青葉区東勝山３－６－１

16 仙台市立折立小学校 〒982-0261 仙台市青葉区折立４－２－１

17 仙台市立鶴谷小学校 〒983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷３－１７

18 仙台市立幸町小学校 〒983-0836 仙台市宮城野区幸町２－１９－１

19 仙台市立鶴谷東小学校 〒983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷６－２

20 仙台市立燕沢小学校 〒983-0822 仙台市宮城野区燕沢東３－８－１

21 仙台市立桜丘小学校 〒981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘８－１－１

22 仙台市立川平小学校 〒981-0954 仙台市青葉区川平３－３６－１

23 仙台市立枡江小学校 〒983-0837 仙台市宮城野区枡江１５－１

24 仙台市立幸町南小学校 〒983-0836 仙台市宮城野区幸町５－２－１

25 仙台市立広瀬小学校 〒989-3125 仙台市青葉区下愛子字二本松４０

26 仙台市立上愛子小学校 〒989-3124 仙台市青葉区上愛子字白沢１４

27 仙台市立作並小学校 〒989-3431 仙台市青葉区作並字北子原６

28 仙台市立大沢小学校 〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字長坂２１

29 仙台市立川前小学校 〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字赤坂１６

30 仙台市立大倉小学校 〒989-3213 仙台市青葉区大倉字墓前１

31 仙台市立吉成小学校 〒989-3205 仙台市青葉区吉成１－１２－２

32 仙台市立七北田小学校 〒981-3131 仙台市泉区七北田字東裏９０

33 仙台市立野村小学校 〒981-3124 仙台市泉区野村字東原前７

34 仙台市立根白石小学校 〒981-3221 仙台市泉区根白石字杉下前１５

35 仙台市立実沢小学校 〒981-3217 仙台市泉区実沢字一本橋２０

36 仙台市立福岡小学校 〒981-3225 仙台市泉区福岡字堰添１０

37 仙台市立黒松小学校 〒981-8006 仙台市泉区黒松３－１１－１

38 仙台市立南光台小学校 〒981-8003 仙台市泉区南光台７－１０－１

39 仙台市立将監小学校 〒981-3132 仙台市泉区将監３－１０－１

40 仙台市立向陽台小学校 〒981-3102 仙台市泉区向陽台５－６－１２

41 仙台市立将監西小学校 〒981-3132 仙台市泉区将監１０－２９－１
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42 仙台市立南光台東小学校 〒981-8001 仙台市泉区南光台東２－１６－１

43 仙台市立高森小学校 〒981-3203 仙台市泉区高森３－１

44 仙台市立松森小学校 〒981-3109 仙台市泉区鶴が丘２－２

45 仙台市立将監中央小学校 〒981-3132 仙台市泉区将監１０－３－１

46 仙台市立泉ケ丘小学校 〒981-3206 仙台市泉区明通４－１２－１

47 仙台市立加茂小学校 〒981-3122 仙台市泉区加茂４－３

48 仙台市立長命ケ丘小学校 〒981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘５－１４－１

49 仙台市立八乙女小学校 〒981-3111 仙台市泉区松森字不動１４８

50 仙台市立鶴が丘小学校 〒981-3109 仙台市泉区鶴が丘１－３５０

51 仙台市立寺岡小学校 〒981-3204 仙台市泉区寺岡２－１４－１

52 仙台市立南中山小学校 〒981-3213 仙台市泉区南中山２－２４－１４

53 仙台市立虹の丘小学校 〒981-8007 仙台市泉区虹の丘１－１０－１

54 仙台市立住吉台小学校 〒981-3223 仙台市泉区住吉台西４－１－１

55 仙台市立館小学校 〒981-3214 仙台市泉区館７－１－１７

56 仙台市立泉松陵小学校 〒981-3108 仙台市泉区松陵３－３５

57 仙台市立西山小学校 〒983-0823 仙台市宮城野区燕沢２－２３－１

58 仙台市立南吉成小学校 〒989-3204 仙台市青葉区南吉成５－１８－１

59 仙台市立高森東小学校 〒981-3203 仙台市泉区高森７－１－１

60 仙台市立栗生小学校 〒989-3122 仙台市青葉区栗生６－６－１

61 仙台市立北中山小学校 〒981-3215 仙台市泉区北中山２－２７－５

62 仙台市立桂小学校 〒981-3134 仙台市泉区桂３－１－１

63 仙台市立市名坂小学校 〒981-3117 仙台市泉区市名坂字高玉１

64 仙台市立愛子小学校 〒989-3124 仙台市青葉区上愛子字新宮前１

65 仙台市立錦ケ丘小学校 〒989-3123 仙台市青葉区錦ケ丘７－２８－１

66 大和町立吉岡小学校 〒981-3621 大和町吉岡字町裏３２

67 大和町立宮床小学校 〒981-3624 大和町宮床字四辻８５－６

68 大和町立吉田小学校 〒981-3625 大和町吉田字寺野東６２－１

69 大和町立鶴巣小学校 〒981-3417 大和町鶴巣北目大崎字岸１７２

70 大和町立落合小学校 〒981-3404 大和町落合相川字若木１６４－１

71 大和町立小野小学校 〒981-3622 大和町もみじヶ丘２－３

72 大郷町立大郷小学校 〒981-3521 大郷町中村字屋敷前９８

73 富谷市立富谷小学校 〒981-3311 富谷町富谷字狸屋敷８５

74 富谷市立富ケ丘小学校 〒981-3352 富谷町富ケ丘１－１７－３７

75 富谷市立東向陽台小学校 〒981-3332 富谷町明石台１－３７－１３

76 富谷市立あけの平小学校 〒981-3361 富谷町あけの平２－１８－１

77 富谷市立立日吉台小学校 〒981-3362 富谷町日吉台１－１３－１

78 富谷市立成田東小学校 〒981-3341 富谷町成田６－３６－１

79 富谷市立成田小学校 〒981-3341 富谷町成田３－１－１

80 富谷市立明石台小学校　 〒981-3332 富谷町明石台５－１５－１

81 大衡村立大衡小学校 〒981-3602 大衡村大衡字平林１３

82 私立仙台白百合学園小学校 〒981-3205 仙台市泉区紫山１－２－１

83 私立ホライゾン学園仙台小学校 〒981-3203 仙台市泉区高森４－２－５４０

84 国立宮城教育大学附属小学校 〒980-0011 仙台市青葉区上杉６－４－４

85 私立聖ドミニコ学院小学校 〒980-0874 仙台市青葉区角五郎２－２－１４
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