
町名別学校区一覧

町名 字名 小学校区 中学校区 町名 字名 小学校区 中学校区 町名 字名 小学校区 中学校区

あ 旭ケ丘町 山の手 旭丘小 旭中 か 柏井町 公園通 東栄小・旭丘小 東中 P.2 に 旭小 旭中

長洞 東中 弥栄 東栄小 旭小 旭中

旭ヶ丘 白鳳小 西中 瑞鳳小 西中

森 三郷小 東中 ね 東栄小 東中

濁池 旭中 三郷小 東中 は 白鳳小 西中

東栄小 東中 き 北原山町 六田池 旭小・旭丘小 旭中・東中 P.3 本地原小 旭中

旭前町 北 城山小・白鳳小 旭中・西中 P.1 平池浦 東中 P.3 ひ 渋川小 西中

西新田 白鳳小 西中 陀摩屋敷 旭丘小 東大久手町 一丁目 旭丘小 東中

新田洞 城山小 旭中 鳴湫 旭小・旭丘小 P.4 二丁目 東栄小

一丁目 大久保見 旭小・東栄小 P.4 三丁目

二丁目 旭小 東中 四丁目

三丁目 白鳳小 西中 本地原小 旭中 三郷小 東中

四丁目 さ 白鳳小 西中 東大道町 原田 旭小・旭丘小 旭中 P.6

五丁目 城山小 旭中 三郷町 栄 東栄小 東中 山の内 旭小

六丁目 白鳳小 西中 中井田 三郷小 曽我廻間 旭中・東中 P.7

新居町 木の本 城山小 旭中 陶栄 東栄小・三郷小 P.4 瑞鳳小 西中

山の田 富丘 三郷小 城山小 旭中

西浦 角田 東栄小・三郷小 P.4 白鳳小 西中

明才切 城山小・旭丘小 P.1 し 渋川小 西中 本地原小 旭中

寺田 P.1 下井町 前の上 旭小・三郷小 東中 P.5 み 本地原小 旭中

上の田 P.1 下井 P.5 本地原小 旭中

今池下 P.1 刎内 P.5 本地原小 旭中

五反田 旭小・城山小 P.1 渋川小 西中 本地原小 旭中

下切戸 旭丘小 瑞鳳小 西中 南原山町 南原山 旭小 東中

諏訪南 城前町 茅池 城山小 旭中 赤土 旭小・東栄小・三郷小 P.7

い 三郷小 東中 砂川 石原 旭小・三郷小 P.7

稲葉町 一丁目 旭小 旭中 上大道 旭小 P.6 む 向町 一丁目 旭小 旭中

二丁目 一丁目 城山小 二丁目

三丁目 二丁目 三丁目 旭小・城山小 P.8

四丁目 旭中・東中 P.2 三丁目 四丁目 P.8

五丁目 東中 四丁目 よ 瑞鳳小 西中

白鳳小 西中 城山小 旭中

う 上の山町 山畑 本地原小 旭中 せ 三郷小 東中

間口 旭小・本地原小 P.2 と 東栄小 東中

お 大字新居 東栄小・城山小・旭丘小 旭中・東中 P.2 東名西町 一丁目 白鳳小 西中

旭丘小 東中 二丁目 渋川小

瑞鳳小 西中 な 本地原小 旭中

城山町全域

瀬戸川町全域

東栄町全域

長坂町全域

旭台全域

井田町全域

印場元町全域

大久手町全域

大塚町全域

渋川町全域

緑町全域

南栄町全域

南新町全域

南本地ケ原町全域

吉岡町全域

庄中町全域

庄南町全域

北本地ケ原町全域

東印場町全域

東三郷町全域

東山町全域

平子町全域

平子ケ丘町全域

桜ケ丘町全域

北山町全域

東本地ケ原町全域

霞ケ丘町全域

狩宿新町全域

狩宿町全域

西大道町全域

西の野町全域

西山町全域

根の鼻町全域

白鳳町全域

晴丘町全域

※　町名設定等により変更が生じる場合があります。
※　網掛けは地番別詳細を確認してください。


