
制服おゆずりdeおわたし事業

中郷中学校制服管理表
管理番号 サイズ 備考

中中1 制服 男 学ラン ボタン別添え

中中2 制服 男 ズボン

中中3 制服 女 ポロシャツ 160 汚れあり

中中4 制服 女 ポロシャツ 160 汚れあり

中中5 制服 女 ポロシャツ M 汚れあり

中中6 制服 女 夏用スカート 75

中中7 制服 女 夏用スカート 63

中中8 制服 女 冬用スカート 63

中中9 制服 女 夏用セーラー服（半袖） 170A

中中10 制服 女 夏用セーラー服（長袖） 165A

中中11 制服 女 夏用セーラー服（長袖） 170A

中中12 制服 女 冬用セーラー服 165A リボン付き

中中13 制服 男 学ラン 170A ボタン付き、校章あり

中中14 制服 男 長袖シャツ M

中中15 制服 男 長袖シャツ M タグに名前あり

中中16 制服 男 半袖シャツ M タグに名前あり

中中17 制服 男 半袖シャツ M

中中18 制服 男 冬用ズボン 76

中中19 制服 男 夏用ズボン 76

中中20 制服 男 冬用ズボン 91 裾上げあり

中中21 制服 男 夏用ズボン 96 裾上げあり

中中22 制服 男 冬用ズボン 96 裾上げあり

中中23 制服 男 冬用ズボン 67

中中24 制服 男 学ラン 160A
校章あり、ボタン別添え、はがれあ
り

中中25 制服 女 冬用セーラー服 　13号 リボンあり

中中26 制服 女 夏用セーラー服（長袖）　13号 リボンあり

中中27 制服 女 冬用スカート

中中28 制服 女 夏用スカート

中中29 制服 女 冬用セーラー服 11号

中中30 制服 女 夏用セーラー服（半袖） 170A 左裾に汚れあり

中中31 制服 女 夏用セーラー服（長袖） 170A 未使用

中中32 制服

中中33 制服

中中34 制服

中中35 制服

品名



制服おゆずりdeおわたし事業

黒石中学校制服管理表
管理番号 サイズ 備考

黒中1 制服 男 夏用ズボン 88

黒中2 制服 男 ポロシャツ XL 汚れあり

黒中3 制服 男 ポロシャツ XL 汚れあり

黒中4 制服

黒中5 制服

黒中6 制服

黒中7 制服

黒中8 制服

黒中9 制服

黒中10 制服

黒中11 制服

黒中12 制服

黒中13 制服

黒中14 制服

黒中15 制服

黒中16 制服

黒中17 制服

黒中18 制服

黒中19 制服

黒中20 制服

黒中21 制服

黒中22 制服

黒中23 制服

黒中24 制服

黒中25 制服

黒中26 制服

黒中27 制服

黒中28 制服

黒中29 制服

黒中30 制服

黒中31 制服

黒中32 制服

黒中33 制服

黒中34 制服

黒中35 制服

黒中36 制服

品名



制服おゆずりdeおわたし事業

管理番号 サイズ 備考

高校１ 東奥義塾 女 夏スカート リボンあり

高校2 東奥義塾 女 冬スカート リボンあり

高校3 東奥義塾 女 ジャケット

高校4 弘前工業 女 ベスト 175A

高校5 弘前工業 女 夏服上 LL

高校6 弘前工業 女 スカート 　75×56

高校7 弘前工業 女 半袖ワイシャツ 175A

高校8 弘前工業 女 半袖ワイシャツ 175A

高校9 弘前中央 女 ベスト 160

高校10 弘前中央 女 ジャケット 160A

高校11 弘前中央 女 夏用スカート 69

高校12 弘前中央 女 冬用スカート 69

高校13 弘前中央 女 セーター AL

高校14 弘前中央 女 半袖ブラウス BM リボンあり

高校15 弘前南 女 ジャケット W1 ネクタイあり、丈直しあり

高校16 弘前南 女 ベスト 155A

高校17 弘前南 女 冬用スカート 63

高校18 旧浪岡 男 ズボン 76 校章あり

高校19 聖愛 男 学ラン M
ボタン別添え、内ポケット名前刺繍
あり

高校20 聖愛 男 夏用ズボン 79
裾直しあり、後ろポケット名前刺繍
あり

高校21 聖愛 男 冬用ズボン 79
裾直しあり、後ろポケット名前刺繍
あり

高校22 弘前工業 女 半袖ワイシャツ 165

高校23 弘前工業 女 長袖ワイシャツ 165

高校24 弘前工業 女 長袖ワイシャツ 165

高校25 弘前工業 女 ベスト 9号

高校26 弘前工業 女 ジャケット 11号 ネクタイ付き

高校27 弘前工業 女 冬用スカート 69

高校28 弘前工業 女 夏用スカート 66

高校29 弘前工業 女 半袖ブラウス M

高校30 弘前工業 女 半袖ブラウス M

高校31 弘前工業 女 半袖ワイシャツ 165

高校32 弘前実業 女 ジャケット 11号
ネクタイあり（名前あり）、袖にほつれ
あり、カビ表記あり

高校33 弘前実業 女 ベスト 11B カビ表記あり

高校34 弘前実業 女 冬用スカート

高校35 弘前南 女 ジャケット 9号
内ポケット名前刺繡あり、胸ポケッ
トにほつれあり

高校36 弘前南 女 ベスト 9号

高校37 尾上総合 男 ジャケット

高校38 尾上総合 男 ズボン 82

高校39 弘前南 女 ジャケット 11号 袖にすれあり

高校40 弘前南 女 ベスト 170A

高校41 弘前南 女 ベスト 11号

高校42 弘前南 女 ベスト 9号

高校制服管理表
品名



高校43 弘前南 女 ベスト 13号 ポケットほつれあり、汚れあり

高校44 聖愛 男 学ラン M
名前刺繡あり、袖ボタンなし、左袖ほつ
れあり

高校45 聖愛 男 ズボン 62 前部分に汚れあり、名前刺繡あり

高校46 弘前中央 男 ジャケット 180A ネクタイあり、名前あり

高校47 不明 男 冬用ズボン 88 青チェック柄

高校48 不明 男 夏用ズボン 82 青チェック柄

高校49

高校50


