
都道府県 自治体／地域 国名 自治体

岩手県 九戸村 81.50% vs ブラジル - 45.40% ○

秋田県 琴丘町 106.40% vs ブラジル イセム 51.40% ○

秋田県 琴丘町 95.30% vs ブラジル イアカンガ 41.80% ○

香川県 寒川町 120.50% vs ブラジル アレアルバ 47.50% ○

秋田県 琴丘町 98.16% vs タイ バンブレイク 110.97% ●

滋賀県 新旭町 67.18% vs スロバキア ザノビカ 53.36% ○

島根県 宍道町 61.87% vs クロアチア マリ・ロシュニ 32.42% ○

岩手県 水沢市 55.37% vs スロバキア ニトラ 53.36% ○

秋田県 琴丘町 69.70% vs クロアチア マリ・ロシュニ 25.70% ○

滋賀県 新旭町 68.50% vs セルビア・モンテネグロ ガジン・ハン 86.60% ●

北海道 白老町 31.70% vs スロバキア セニカ 59.20% ●

岩手県 水沢市 50.20% vs スロバキア ニトラ 66.40% ●

滋賀県 新旭町 78.70% vs ポーランド シュワロクア 151.20% ●

秋田県 金浦町 88.50% vs クロアチア マリロシニュ 29.00% ○

鹿児島県 和泊町 60.70% vs ポーランド プショトコボ 23.20% ○

島根県 出雲市 77.20% vs
ポーランド
イスラエル

シェミアノヴィーツェ
クファル・サバ

ポ　24.5%
イ　13.8%

○

北海道 白老町 50.40% vs クロアチア シサク 38.60% ○

岩手県 水沢市 46.70% vs
セルビア・モンテネグロ

イスラエル
アレクサンドロヴァツ

ラ・アナナ
セ　56.4%
イ　24.0%

●
○

鹿児島県 和泊町 54.70% vs クロアチア マリロシニュ 不参加 ○

岩手県 石鳥谷町 68.37% vs クロアチア シサク 48.05% ○

北海道 白老町 56.15% vs クロアチア - 47.26% ○

秋田県 金浦町 82.72% vs セルビア・モンテネグロ ガジン・ハン 不参加 ○

福岡県 久留米市西国分校区 44.88% vs ルーマニア カラカル 76.00% ●

島根県 出雲市 52.15% vs イスラエル ペター・ティクバ 12.31% ○

鹿児島県 鹿児島市草牟田校区 33.80% vs セルビア ディミトロヴグラード 60.40% ●

広島県 広島県北広島町豊平地区 72.80% vs クロアチア メデュリン 15.60% ○

秋田県 東成瀬村 74.11% vs クロアチア メデュリン 33.20% ○

広島県 北広島町豊平地区 66.51% vs ルクセンブルク ブルグリンスター 17.00% ○

愛媛県 松山市潮見地区 36.30% vs セルビア ヴァルニャチュッカ 54.03% ●

秋田県 東成瀬村 85.20% vs クロアチア メデュリン 26.30% ○

広島県 北広島町豊平地区 74.80% vs セルビア ディミトロヴグラード 42.50% ○

広島県 北広島町豊平地区 62.00% vs スロバキア ノヴァ　ドゥブニツァ 21.40% ○

宮崎県 諸塚村 54.00% vs クロアチア オプチノ・メデュリン 28% ○

2011年 広島県 北広島町豊平地区 72.70% vs
クロアチア
ベネズエ

メデュリン
ラプエルトラクルズ

ク　31%
べ　報告なし

○

広島県 北広島町豊平地区 66.30% vs クロアチア オプチノ・メデュリン 31.90% ○

福岡県 久留米市大善寺安武地区 35.80% vs
スロバキア
米国

ノヴァ　ドゥブニツァ
オールドスマー

ス　25.8%
米　24.2%

○

福島県 会津坂下町 62.4% vs スロバキア ノヴァ　ドゥブニツァ 23.4% ○

富山県 南砺市 47.2% vs キューバ カマフアニ 38.0% ○

2014年 福島県 会津坂下町 65.8% vs セルビア コソフスカ・ミトロヴィツァ 41.0% ○

大分県 豊後大野市 51.2% vs クロアチア シサク 32.5% ○

鹿児島県 南大隅町 57.2% vs スロバキア ノヴァ　ドゥブニツァ 19.2% ○
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