
令和４年６月１日現在

学年 人数
1 四国中央市 高文珠山緑の少年団 金生第二小学校 昭和61年12月1日 全 129
2 川滝小学校緑の少年団 川滝小学校 昭和55年4月1日 全 21
3 松柏緑の少年団 松柏小学校 平成2年2月2日 全 451
4 寒川小学校緑の少年団 寒川小学校 昭和60年5月17日 全 263
5 土居小学校緑の少年団 土居小学校 平成3年12月14日 全 180

新宮小学校 平成20年7月1日 全
新宮中学校 昭和60年5月1日 全

7 新居浜市 大生院小学校緑の少年団 大生院小学校 平成21年11月1日 全 237
8 西条市 橘小学校緑の少年団 橘小学校 平成5年10月31日 全 86
9 小松小学校緑の少年団 小松小学校 昭和55年4月1日 4～6 54
10 石根小緑の少年団 石根小学校 昭和56年4月1日 5･6 37
11 庄内緑の少年隊 庄内小学校 昭和62年11月19日 5 11
12 徳田小緑の少年団 徳田小学校 平成15年11月1日 全 38
13 田滝小緑の少年隊 田滝小学校 平成13年9月1日 全 12
14 新規 周布小緑の少年団 周布小学校 令和３年 全 155
15 今治市 吹揚小学校緑の少年団 吹揚小学校 平成27年10月1日 5･6 16
16 常盤緑の少年団 常盤小学校 平成8年9月1日 5･6 20
17 今治市立花緑の少年団 立花小学校 平成3年9月1日 5･6 16
18 今治市桜井緑の少年団 桜井小学校 昭和51年9月1日 5･6 138
19 富田小学校緑の少年団 富田小学校 昭和51年5月1日 5･6 574
20 日高緑の少年団 日高小学校 平成3年9月19日 5･6 17
21 乃万小学校緑の少年団 乃万小学校 平成2年7月1日 5･6 19
22 今治市国分小学校緑の少年団 国分小学校 平成6年9月16日 全 224
23 朝倉緑の少年団 朝倉小学校 昭和48年5月31日 全 167
24 鴨部小学校緑の少年団 鴨部小学校 平成9年5月2日 全 89
25 九和小緑の少年団 九和小学校 平成6年6月1日 3～6 71
26 波方小学校緑の少年団 波方小学校 平成19年4月8日 5･6 229
27 大西小緑の少年団 大西小学校 昭和49年11月1日 5･6 18
28 亀岡小学校緑の少年団 亀岡小学校 平成19年4月1日 全 40
29 吉海小学校緑の少年団 吉海小学校 昭和59年5月1日 5･6 64
30 宮窪緑の少年団 宮窪小学校 昭和52年10月1日 5･6 5
31 伯方小学校緑の少年団 伯方小学校 昭和55年4月1日 5･6 10
32 上浦緑の少年団 上浦小学校 昭和59年7月30日 4～6 32
33 別宮小学校緑の少年団 別宮小学校 平成29年4月1日 5･6 8
34 鳥生緑の少年団 鳥生小学校 平成29年4月1日 5･6 18
35 近見小学校緑の少年団 近見小学校 平成29年4月1日 5･6 104
36 今治市立清水小学校緑の少年団 清水小学校 平成29年4月1日 全 376
37 波止浜緑の少年団 波止浜小学校 平成29年4月1日 4～6 298
38 菊間小学校緑の少年団 菊間小学校 平成29年4月1日 5･6 39
39 大三島緑の少年団 大三島小学校 平成29年4月1日 全 69
40 上島町 上島町魚島緑の少年団 魚島小・中学校 平成19年4月1日 小･中全 4
41 上島町弓削小緑の少年団 弓削小学校 平成19年4月1日 4～6 42
42 上島町生名小緑の少年団 生名小学校 平成19年4月1日 全 31
43 上島町岩城小学校緑の少年団 岩城小学校 平成19年4月1日 全 84
44 松山市 味酒小学校緑の少年団 味酒小学校 平成20年5月20日 全 798
45 東雲小学校緑の少年団 東雲小学校 平成21年5月27日 全 372
46 湯築小学校緑の少年団 湯築小学校 平成22年4月8日 5･6 23
47 河中緑の少年隊 日浦小学校 平成元年11月8日 全 43
48 坂本緑の少年団 坂本小学校 昭和56年10月28日 5 56
49 双葉小学校緑の少年隊 双葉小学校 平成20年9月1日 全・特別支援 638
50 姫山小学校緑の少年団 姫山小学校 平成20年9月1日 全 525
51 立岩緑の少年団 立岩小学校 昭和60年5月1日 全 15
52 正岡小学校緑の少年団 正岡小学校 平成24年5月1日 全 57
53 北条小学校みどりの少年団 北条小学校 平成10年1月30日 全 435
54 日浦緑の少年団 日浦中学校 昭和56年3月3日 全 21
55 愛大附属緑の少年団 愛大附属特別支援学校 平成19年3月1日 小･中全 35
56 難波小学校緑の少年団 難波小学校 令和元年6月1日 全 52
57 東温市 上林ささゆり緑の少年隊 上林小学校 昭和53年12月18日 3～6 17
58 西谷緑の少年隊 西谷小学校 昭和54年1月31日 全 29
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59 伊予市 北山崎小学校緑の少年隊 北山崎小学校 平成19年11月22日 全 230
60 中山小学校緑の少年隊 中山小学校 昭和62年11月25日 全 46
61 佐礼谷小学校緑の少年隊 佐礼谷小学校 昭和56年4月1日 全 11
62 下灘小学校緑の少年団 下灘小学校 昭和58年12月1日 全 31
63 由並小学校緑の少年団 由並小学校 昭和58年11月11日 全 42
64 港南中学校みどりの少年隊 港南中学校 昭和50年4月1日 全 47
65 伊予中緑の少年隊 伊予中学校 昭和57年5月1日 全 197
66 双海中学校緑の少年団 双海中学校 昭和63年10月1日 全 65
67 砥部町 麻生小緑の少年団 麻生小学校 昭和60年10月30日 全 436
68 宮内小緑の少年隊 宮内小学校 昭和59年9月12日 全 332
69 砥部小学校緑の少年団 砥部小学校 昭和58年11月21日 全 247
70 広田小学校緑の少年団 広田小学校 平成29年4月1日 全 24
71 久万 明神小緑の少年隊 明神小学校 平成10年10月1日 全 10
72 高原町 久万小緑の少年隊 久万小学校 平成12年11月13日 全 139
73 畑野川緑の少年隊 畑野川小学校 平成12年10月2日 全 26
74 直瀬緑の少年隊 直瀬小学校 平成11年2月26日 全 14
75 父二峰緑の少年隊 父二峰小学校 平成12年2月28日 全 21
76 面河小緑の少年団 面河小学校 平成18年4月9日 全 7
77 仕七川小緑の少年団 仕七川小学校 平成19年11月14日 全 10
78 美川小緑の少年団 美川小学校 平成14年4月1日 全 9
79 久万中学校緑の少年団 久万中学校 平成11年4月1日 全 35
80 美川中緑の少年隊 美川中学校 平成元年11月10日 全 27
81 大洲市 肱川小緑の少年隊 肱川小学校 平成26年12月16日 全 81
82 肱川緑の少年団 肱川中学校 平成20年1月1日 全 44
83 大洲東中学校緑の少年団 大洲東中学校 平成28年4月1日 全 43
84 大洲南中学校緑の少年団 大洲南中学校 平成28年4月1日 全 215
85 平野中緑の少年団 平野中学校 令和2年5月19日 全 38
86 新規 平野小学校緑の少年団 大洲市立平野小学校 令和3年5月7日 全 72
87 内子町 立川小緑の少年団 立川小学校 平成19年1月9日 全 20
88 八幡浜市 神山小学校緑の少年団 神山小学校 平成26年6月13日 5･6 24
89 千丈小学校緑の少年団 千丈小学校 平成25年5月2日 5･6 28
90 日土小学校緑の少年団 日土小学校 昭和62年4月1日 5･6 33
91 喜須来小緑の少年団 喜須来小学校 平成20年4月8日 4 27
92 伊方町 伊方小緑の少年隊 伊方小学校 平成9年10月1日 4～6 78
93 九町小学校緑の少年隊 九町小学校 平成20年4月1日 全 38
94 三机小学校緑の少年隊 三机小学校 平成22年7月15日 全 21
95 瀬戸中学校緑の少年団 瀬戸中学校 平成25年10月8日 全 28
96 三崎小緑の少年隊 三崎小学校 平成6年4月1日 全 49
97 伊方中学校緑の少年隊 伊方中学校 平成19年6月8日 全 93
98 三崎中学校緑の少年隊 三崎中学校 平成9年4月1日 全 21
99 西予市 田之筋緑の少年団 田之筋小学校・田之筋地区 昭和58年3月19日 全 58
100 野村小学校緑の少年隊 野村小学校 平成12年4月1日 5 49
101 明浜小緑の少年団 明浜小学校 平成27年4月1日 全 89
102 三瓶小学校緑の少年団 三瓶小学校 昭和61年8月30日 全 182
103 皆田小緑の少年団 皆田小学校 　 全 73
104 城川中学校緑の少年団 城川中学校 平成13年4月2日 全 39
105 新規 惣川小緑の少年団 惣川小学校 令和3年4月1日 2～3,5～6 7
106 宇和島市 成妙緑の少年団 成妙小学校 昭和61年4月1日 全 38
107 清満緑の少年隊 清満小学校 昭和57年12月7日 全 45

108 松野町 森の国緑の少年団
松野西小学校
松野東小学校

平成30年4月1日 4 27

109 鬼北町 愛治緑の少年団 愛治小学校 昭和57年3月4日 3～6 11
110 日吉みどりの少年団 日吉小学校 昭和55年4月1日 全 25
111 三島小・戸祇の子緑の少年団 三島小学校 令和2年4月1日 全 38
112 愛南町 篠南緑の少年隊 篠山小･中学校 昭和53年11月18日 小･中全 18

合計 － 11,349

参考：全国の緑の少年団数（R４年１月１日現在）
3,122 団
320,189 人

参考：全国の緑の少年団数（R３年１月１日現在）
3,168 団
323,348 人


