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1 志村 志村第二 志村第四 志村坂下 北前野 4

2 志村第一 志村第二 志村第三 前野 富士見台 板橋第八 5

3 志村第二 志村 志村第一 志村第三 志村第四 前野 北前野 6

4 志村第三 志村第一 志村第二 志村第四 加賀 4

5 志村第四 志村 志村第二 志村第三 志村第六 志村坂下 5

6 志村第五 志村坂下 若木 紅梅 北野 徳丸 高島第二 高島第六 7

7 志村第六 志村第四 舟渡 蓮根 志村坂下 高島第六 5

8 前野 志村第一 志村第二 中台 富士見台 北前野 常盤台 6

9 中台 前野 北前野 若木 上板橋第四 常盤台 5

10 舟渡 志村第六 新河岸 蓮根 蓮根第二 4

11 新河岸 舟渡 蓮根第二 高島第一 3

12 富士見台 志村第一 前野 板橋第八 常盤台 4

13 蓮根 志村第六 舟渡 蓮根第二 高島第六 4

14 蓮根第二 舟渡 新河岸 蓮根 高島第一 高島第六 5

15 志村坂下 志村 志村第四 志村第五 志村第六 北前野 緑 若木 7

16 北前野 志村 志村第二 前野 中台 志村坂下 緑 若木 7

17 緑 志村坂下 北前野 若木 3

18 若木 志村第五 中台 志村坂下 北前野 緑 上板橋第四 徳丸 7

19 板橋第一 板橋第二 板橋第四 板橋第六 板橋第七 板橋第八 金沢 中根橋 加賀 8

20 板橋第二 板橋第一 板橋第四 板橋第七 3

21 板橋第四 板橋第一 板橋第二 金沢 3

22 板橋第五 板橋第六 板橋第七 板橋第十 3

23 板橋第六 板橋第一 板橋第五 板橋第七 板橋第十 中根橋 弥生 6

24 板橋第七 板橋第一 板橋第二 板橋第五 板橋第六 4

25 板橋第八 志村第一 富士見台 板橋第一 中根橋 加賀 常盤台 6

26 板橋第十 板橋第五 板橋第六 弥生 大谷口 向原 5
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27 金沢小 板橋第一 板橋第四 加賀 3

28 中根橋小 板橋第一 板橋第六 板橋第八 常盤台 弥生 5

29 加賀小 志村第三 板橋第一 板橋第八 金沢 4

30 上板橋小 上板橋第二 上板橋第四 常盤台 桜川 弥生 大谷口 6

31 上板橋第二小 上板橋 桜川 大谷口 向原 4

32 上板橋第四小 中台 若木 上板橋 常盤台 桜川 5

33 常盤台小 前野 中台 富士見台 板橋第八 中根橋 上板橋 上板橋第四 弥生 8

34 桜川小 上板橋 上板橋第二 上板橋第四 3

35 弥生小 板橋第六 板橋第十 中根橋 上板橋 常盤台 大谷口 6

36 大谷口小 板橋第十 上板橋 上板橋第二 弥生 向原 5

37 向原小 板橋第十 上板橋第二 大谷口 3

38 赤塚小 成増 赤塚新町 紅梅 成増ヶ丘 下赤塚 三園 高島第三 7

39 成増小 赤塚 赤塚新町 成増ヶ丘 3

40 赤塚新町小 赤塚 成増 下赤塚 3

41 紅梅小 志村第五 赤塚 北野 下赤塚 高島第二 高島第五 6

42 北野小 志村第五 紅梅 下赤塚 徳丸 4

43 成増ヶ丘小 赤塚 成増 三園 3

44 下赤塚小 赤塚 赤塚新町 紅梅 北野 4

45 徳丸小 志村第五 若木 北野 3

46 三園小 赤塚 成増ヶ丘 高島第一 高島第三 4

47 高島第一小 新河岸 蓮根第二 三園 高島第二 高島第三 高島第五 高島第六 7

48 高島第二小 志村第五 紅梅 高島第一 高島第五 高島第六 5

49 高島第三小 赤塚 三園 高島第一 高島第五 4

50 高島第五小 紅梅 高島第一 高島第二 高島第三 4

51 高島第六小 志村第五 志村第六 蓮根 蓮根第二 高島第一 高島第二 6


