
住所別通学区域一覧

字・町名 地　番　・　丁　目 区 小学校 中学校

中　沢 全 (緑区) 広陵小 中沢中

長　竹 全 (緑区) 串川小 串川中

中　野  1～66の2 (緑区) 中野小 中野中

 66の3～22 根小屋小 串川中

 66の23～2,027の12 中野小 中野中

名　倉 全 (緑区) 藤野小 藤野中

並　木 １丁目～３丁目 (中央区) 並木小 弥栄中

４丁目 青葉小

西大沼 １丁目～３丁目 (南区) 大野台小 大野台中

４丁目 大沼小

５丁目 双葉小 麻溝台中

西橋本 １丁目、２丁目 (緑区) 橋本小 旭中

３丁目 1番～ 5番

　〃　 6番～11番 二本松小 相原中

　〃　12番～23番 橋本小 旭中

４丁目 二本松小 相原中

５丁目 1番～ 7番 当麻田小

　〃　 8番・ 9番 相原小

二本松 １丁目、２丁目 (緑区) 二本松小 内出中

３丁目 1番 1号～14号 相原小 相原中

　〃　 1番15号～35号 二本松小 内出中

　〃　 1番36号～50号・ 2番 相原小 相原中

　〃　 3番～19番 二本松小 内出中

　〃　20番 1号～ 9号 相原小 相原中

　〃　20番10号～19号 二本松小 内出中

　〃　20番20号 相原小 相原中

　〃　21番～23番 二本松小 内出中

　〃　24番 1号～ 5号 相原小 相原中

　〃　24番 6号～10号 二本松小 内出中

　〃　24番11号 相原小 相原中

　〃　25番～50番 二本松小 内出中

４丁目 相原小 相原中

根小屋  1～1,923 (緑区) 根小屋小 串川中

 1,924～1,936 串川小

 1,937～1,957 根小屋小

 1,958～1,974 串川小

 1,975～1,976 根小屋小

 1,977～2,228 串川小

 2,229～2,478 根小屋小

 2,479 串川小

 2,480～2,483 根小屋小

 2,484～2,518の1 串川小

 2,518の2～2,522 根小屋小

＊地番・丁目が網掛けされている地区は指定変更許可区域を含む地区



住所別通学区域一覧

字・町名 地　番　・　丁　目 区 小学校 中学校

根小屋  2,523～2,543の1 (緑区) 串川小 串川中

 2,543の2～2,595 根小屋小

 2,596の1～2,596の36 串川小

 2,596の37～3,027 根小屋小

＊地番・丁目が網掛けされている地区は指定変更許可区域を含む地区



住所別通学区域一覧

字・町名 地　番　・　丁　目 区 小学校 中学校

橋　本 １丁目、２丁目 (緑区) 橋本小 旭中

３丁目、４丁目 宮上小

５丁目、６丁目 旭小

７丁目 1番～16番 相原中

　〃　17番 当麻田小

８丁目 1番～13番 旭小

　〃　14番～24番 当麻田小

　〃　25番～31番 旭小

橋本台 １丁目 1番～24番 (緑区) 橋本小 旭中

　〃　25番 九沢小 大沢中

　〃　26番 橋本小 旭中

　〃　27番 九沢小 大沢中

　〃　28番～34番 橋本小 旭中

２丁目

３丁目 1番

　〃　 2番・ 3番 二本松小 内出中

　〃　 4番・ 5番 橋本小 旭中

　〃　 6番～18番 二本松小 内出中

４丁目

葉山島 全 (緑区) 湘南小 相模丘中

原　宿 全 (緑区) 川尻小 相模丘中

原宿南 全 (緑区) 川尻小 相模丘中

東大沼 １丁目 1番～16番 (南区) 大野小 大野台中

　〃　17番・18番 若松小 大野南中

　〃　19番・20番 大野小 大野台中

２丁目、３丁目 大沼小 大野南中

４丁目 1番～14番 麻溝台中

　〃　15番～24番 双葉小

東橋本 全 (緑区) 宮上小 旭中

東淵野辺 １丁目～４丁目 (中央区) 淵野辺東小 共和中

５丁目 1番～ 3番 共和小

　〃　 4番～17番 淵野辺東小

　〃　18番～21番 共和小

　〃　22番～31番 淵野辺東小

東林間 １丁目、２丁目 (南区) 鶴の台小 新町中

３丁目 東林小 東林中

４丁目 1番～37番 くぬぎ台小 上鶴間中

　〃　38番～41番 東林小 東林中

　〃　42番 くぬぎ台小 上鶴間中

　〃　43番・44番 東林小 東林中

５丁目 くぬぎ台小 上鶴間中

６丁目 1番～20番 4号

　〃　20番 5号～14号 上鶴間小 東林中

＊地番・丁目が網掛けされている地区は指定変更許可区域を含む地区



住所別通学区域一覧

字・町名 地　番　・　丁　目 区 小学校 中学校

東林間 ６丁目20番15号～22号 (南区) くぬぎ台小 上鶴間中

　〃　21番 1号～29号 上鶴間小 東林中

　〃　21番30号～37号 くぬぎ台小 上鶴間中

　〃　22番～23番13号 上鶴間小 東林中

　〃　23番14号～31号・24番～26番 3号 くぬぎ台小 上鶴間中

　〃　26番 4号～19号 上鶴間小 東林中

　〃　26番20号～29号・27番 くぬぎ台小 上鶴間中

７丁目、８丁目 上鶴間小 東林中

光が丘 １丁目 (中央区) 並木小 弥栄中

２丁目 1番～17番

　〃　18番～34番 光が丘小

３丁目 緑が丘中

氷川町 全 (中央区) 向陽小 小山中

日　連 全 (緑区) 藤野小 藤野中

広　田 全 (緑区) 広田小 相模丘中

富士見 １丁目 1番～ 3番 (中央区) 中央小 中央中

　〃　 5番・ 6番・ 8番 富士見小

２丁目～５丁目

６丁目 中央小

双　葉 １丁目 (南区) 双葉小 麻溝台中

２丁目 桜台小 相模台中

淵野辺 １丁目 (中央区) 淵野辺小 大野北中

２丁目 1番～ 4番・5番8号 大野北小

　〃　 5番11号～62号・6番 淵野辺小

　〃　 7番～34番 大野北小

３丁目 淵野辺小

４丁目 1番～ 9番

　〃　10番 大野北小

　〃　11番～39番 淵野辺小

５丁目 1番～ 9番

　〃　10番 1号～12号 淵野辺東小 共和中

　〃　10番13号～19号 淵野辺小 大野北中

　〃　10番20号～48号・11番 淵野辺東小 共和中

淵野辺本町 １丁目、２丁目 (中央区) 大野北小 大野北中

３丁目 1番～28番 淵野辺小

　〃　29番～36番 大野北小

　〃　37番～40番 淵野辺小

４丁目 1番～11番 淵野辺東小 共和中

　〃　12番・13番 淵野辺小 大野北中

　〃　14番～39番 淵野辺東小 共和中

５丁目 1番～ 3番 淵野辺小 大野北中

　〃　 4番～43番 淵野辺東小 共和中

　〃　44番 淵野辺小 大野北中

＊地番・丁目が網掛けされている地区は指定変更許可区域を含む地区



住所別通学区域一覧

字・町名 地　番　・　丁　目 区 小学校 中学校

文　京 １丁目 1番～ 9番 (南区) 若松小 大野南中

　〃　10番・11番 谷口台小

　〃　12番～15番 若松小

　〃　16番～22番 谷口台小

２丁目

星が丘 全 (中央区) 星が丘小 上溝中

＊地番・丁目が網掛けされている地区は指定変更許可区域を含む地区


