板橋区立小学校

学校別通学区域一覧

学 校 名
1

（平成29年8月1日現在）

通 学 区 域

志村小学校 志村一丁目１３番から３５番まで

2 志村第一小学校 泉町

宮本町

志村二丁目

大原町２０番から３８番まで・４４番から４６番まで

3 志村第二小学校 小豆沢一丁目２番から１６番まで

前野町三丁目３７番

小豆沢二丁目１２番から１９番まで

大原町１番から１９番まで・３９番から４３番まで

4 志村第三小学校 清水町

志村三丁目１番から１１番まで・１５番

志村一丁目１番から１２番まで

前野町三丁目４６番から５３番まで

前野町四丁目５９番から６３番まで

蓮沼町１番から８３番まで

5 志村第四小学校 小豆沢一丁目１番・１７番から２３番まで
小豆沢三丁目

小豆沢四丁目

小豆沢二丁目１番から１１番まで・２０番から３６番まで

東坂下一丁目

6 志村第五小学校 西台一丁目１番・４番から６番まで・１０番から５２番まで

西台二丁目 西台三丁目

若木三丁目２１番・２３番・２５番・２７番・２９番・３１番

7 志村第六小学校 坂下一丁目２７番・２９番から３３番まで
東坂下二丁目

8

坂下二丁目

坂下三丁目１番から５番まで・２２番

蓮根二丁目１番から２７番まで・３１番

前野小学校 前野町二丁目１番から１５番まで・１９番から３５番まで・３７番から４８番まで
前野町三丁目１番から３６番まで・３８番から４５番まで

前野町四丁目１番から９番まで・１８番・１９番・２１番・２２番

前野町五丁目１番から６番まで・１４番・１５番・３１番・３２番
前野町六丁目８番・９番・１６番から１９番まで・２８番から６４番まで

9

中台小学校 前野町二丁目１６番から１８番まで 前野町六丁目１番から７番まで・１０番から１５番まで・２０番から２７番まで
中台一丁目１番から４１番まで・４９番から５６番まで 中台二丁目１０番・１１番 常盤台三丁目２４番から３２番まで
常盤台四丁目

10 舟渡小学校 舟渡一丁目

舟渡二丁目

舟渡三丁目

舟渡四丁目

11 新河岸小学校 高島平八丁目１８番から２３番まで・２５番から３２番まで

新河岸一丁目

新河岸二丁目

新河岸三丁目１番

12 富士見台小学校 前野町一丁目

前野町二丁目３６番

富士見町２８番から３１番まで・３４番から３９番まで

13 蓮根小学校 坂下三丁目６番から２１番まで・２３番から３７番まで

蓮根二丁目２８番から３０番まで

蓮根三丁目１番から１３番まで

14 蓮根第二小学校 高島平九丁目２番から１３番まで・２４番から４７番まで

蓮根三丁目１４番から２８番まで

15 志村坂下小学校 坂下一丁目１番から２６番まで・２８番・３４番から４１番まで

蓮根一丁目

志村三丁目１７番から３２番まで

相生町５番から２６番まで

16 北前野小学校 前野町四丁目１０番から１７番まで・２０番・２３番から５８番まで
志村三丁目１２番から１４番まで・１６番

相生町１番から４番まで

前野町五丁目７番から１３番まで・１６番から３０番まで・３３番から５６番まで

中台二丁目１番から９番まで・２１番から２４番まで・３４番から４２番まで

17

緑小学校

中台二丁目２５番から３３番まで・４３番・４４番

中台三丁目２３番から２７番まで

18 若木小学校 西台一丁目２番・３番・７番から９番まで 若木一丁目 若木二丁目
若木三丁目１番から２０番まで・２２番・２４番・２６番・２８番・３０番
中台一丁目４２番から４８番まで

中台二丁目１２番から２０番まで 中台三丁目１番から２２番まで

19 板橋第一小学校 大山東町２５番・２８番・３４番から５５番まで

氷川町

栄町３５番・３６番

仲宿２７番から２９番まで・３１番から３６番まで・４１番から６０番まで・６３番・６４番

20 板橋第二小学校 大山東町１番から１１番まで・１４番・２６番・２７番・２９番から３３番まで
板橋二丁目１番から３８番まで・４３番から６９番まで

21 板橋第四小学校 板橋一丁目
板橋四丁目

板橋二丁目３９番から４２番まで

仲宿６１番・６２番・６５番

板橋三丁目１番から43番まで

加賀一丁目１番から２番まで

22 板橋第五小学校 中丸町

南町

23 板橋第六小学校 大山町

大山金井町４７番から５６番まで

大山東町２０番・５６番から６０番まで

仲町１番から３番まで・１３番から２４番まで

幸町１番から１０番まで

24 板橋第七小学校 熊野町

大山金井町１番から４６番まで

25 板橋第八小学校 大和町

双葉町１４番・１５番・２７番から４７番まで

大山西町１番から４番まで

大山東町１２番・１３番・１５番から１９番まで・２１番から２４番まで
富士見町１番から２７番まで・３２番・３３番
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26 板橋第十小学校 幸町１１番から６６番まで

大山西町５番から７１番まで

大谷口一丁目

大谷口二丁目

大谷口上町１番から１１番まで・１６番から５５番まで・５８番から７１番まで

27 金沢小学校 板橋三丁目４４番から６５番まで

加賀一丁目３番から２３番まで

加賀二丁目１番から２０番まで

仲宿１番から２６番まで・３０番・３７番から４０番まで

28 中根橋小学校 中板橋

栄町１番から３４番まで

双葉町１番から１３番まで・１６番から２６番まで

29 加賀小学校 稲荷台

本町

30 上板橋小学校 東山町

南常盤台一丁目４番から１９番まで・３３番から３９番まで

加賀二丁目２１番

東新町一丁目５０番から５３番まで

31
32

上板橋第二小学校

上板橋第四小学校

東新町二丁目１番から７番まで

小茂根一丁目

小茂根二丁目

小茂根四丁目

小茂根五丁目１番から７番まで

小茂根三丁目１番から６番まで・１０番から１７番まで

南常盤台二丁目１８番から２７番まで
上板橋一丁目

東新町一丁目１番から２０番まで

上板橋二丁目

上板橋三丁目

33 常盤台小学校 常盤台一丁目１番から６８番まで

常盤台二丁目

常盤台三丁目１番から２３番まで

南常盤台一丁目１番から３番まで・２０番から３２番まで・４０番

34 桜川小学校 東新町一丁目２１番から４９番まで
桜川三丁目

35 弥生小学校 弥生町

南常盤台二丁目５番から１４番まで

南常盤台二丁目１番から４番まで・１５番から１７番まで

東新町二丁目８番から６０番まで

小茂根三丁目７番から９番まで

桜川一丁目

桜川二丁目

小茂根五丁目８番から１９番まで

仲町４番から１２番まで・２５番から４６番まで

36 大谷口小学校 大谷口北町

大谷口上町１２番から１５番まで・５６番・５７番・７２番から９１番まで

37 向原小学校 向原一丁目

向原二丁目

向原三丁目

38 赤塚小学校 赤塚二丁目３１番から４１番まで

赤塚三丁目１番から１５番まで・３１番・３２番

赤塚四丁目１番から４番まで・７番から１２番まで・１７番

赤塚五丁目

赤塚六丁目７番から９番まで・１８番から３１番まで・３５番から４０番まで
赤塚七丁目１９番・２２番・２３番・２５番から２８番まで

39 成増小学校 赤塚新町三丁目１７番から２８番まで・３０番
40 赤塚新町小学校 赤塚新町二丁目１１番から１７番まで
41 紅梅小学校 四葉一丁目

四葉二丁目

赤塚八丁目

成増一丁目

成増二丁目

赤塚新町三丁目１番から１６番まで・２９番・３１番から３６番まで

徳丸五丁目５番から３９番まで

徳丸七丁目４番から１９番まで

大門

徳丸六丁目６番から５５番まで

徳丸八丁目１番から１７番まで・２１番から２６番まで

42 北野小学校 徳丸二丁目３番から７番まで・９番から１７番まで・２０番から２６番まで・３０番・３１番
徳丸五丁目１番から４番まで

徳丸三丁目

徳丸四丁目

赤塚四丁目５番・６番・１３番から１６番まで

成増三丁目

徳丸六丁目１番から５番まで

43 成増ヶ丘小学校 赤塚三丁目１６番から３０番まで・３３番から４１番まで

成増四丁目１番から２０番まで・２２番から２６番まで・２９番から３１番まで

44 下赤塚小学校 赤塚一丁目

赤塚二丁目１番から３０番まで

赤塚六丁目１番から６番まで・１０番から１７番まで・３２番から３４番まで

赤塚七丁目１番から１８番まで・２０番・２１番・２４番

45 徳丸小学校 西台四丁目

徳丸一丁目

47 高島第一小学校 高島平七丁目

赤塚新町一丁目

赤塚新町二丁目１番から１０番まで

徳丸二丁目１番・２番・８番・１８番・１９番・２７番から２９番まで

46 三園小学校 赤塚四丁目１８番から３９番まで
三園一丁目

成増五丁目１番から１５番まで

成増四丁目２１番・２７番・２８番・３２番から４０番まで

成増五丁目１６番から２４番まで

三園二丁目
高島平八丁目１番から１７番まで・２４番・３３番

高島平九丁目１４番から２３番まで・４８番

新河岸三丁目２番から１６番まで

48 高島第二小学校 高島平二丁目

高島平三丁目１３番

徳丸七丁目１番から３番まで・２０番から２７番まで

徳丸八丁目１８番から２０番まで

49 高島第三小学校 高島平四丁目

高島平五丁目

高島平六丁目

50 高島第五小学校 高島平三丁目１番から１２番まで
51 高島第六小学校 高島平一丁目

高島平九丁目１番

