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青柳町 4学区 健楽園 下小中しもこなか 大山 鶴岡西 ぬ 布目 大泉 かたりあい
油戸 加茂 鶴岡西 下清水 大泉 かたりあい の のぞみ町 1学区 健楽園
荒井京田 京田 永寿荘 城南町 1学区 健楽園 馬場町 3学区 つくし
安丹 京田 永寿荘 勝福寺 斎 なえづ 林崎はやしざき 京田 永寿荘
砂谷いさごだに 田川 つくし 城北町 3学区 つくし 播磨はりま 栄 永寿荘
泉町 3学区 つくし 青龍寺 黄金 なえづ 茨新田ばらしんでん 西郷 鶴岡西
伊勢原町 2学区 なえづ 少連寺 田川 つくし 番田ばんでん 4学区 健楽園
伊勢横内 斎 なえづ 昭和町 2学区 なえづ 日枝ひえ 1学区 健楽園
稲生一・二丁目 4学区 健楽園 白山 大泉 かたりあい 東新斎町 3学区 つくし

東原町 2学区 なえづ
東目 田川 つくし

神明町 2学区 なえづ 菱津ひしづ 大山 鶴岡西
末広町 5学区 永寿荘 日出一・二丁目 2学区 なえづ
砂田町 6学区 かたりあい 日和田町 3学区 つくし
関根 田川 つくし 日吉町 5学区 永寿荘

今泉 加茂 鶴岡西 千石町 1学区 健楽園 平田 栄 永寿荘
大東町 2学区 なえづ 福田 京田 永寿荘
大部町 3学区 つくし 藤沢 湯田川 つくし

え 海老島町 1学区 健楽園 大宝寺町 5学区 永寿荘 双葉町 1学区 健楽園
大荒おおあら 上郷 かたりあい 高坂 黄金 なえづ 文園町 1学区 健楽園
大塚町 6学区 かたりあい 高田 京田 永寿荘 平京田 京田 永寿荘
大机おおつくえ 田川 つくし 宝田一丁目 3学区 つくし 平成町 大山 鶴岡西
大西町 6学区 かたりあい 宝田二・三丁目 5学区 永寿荘 文下ほうだし 5学区 永寿荘
大広 上郷 かたりあい 宝町 5学区 永寿荘 ほなみ町 2学区 なえづ
大山 大山 鶴岡西 田川 田川 つくし 本町一丁目 2学区 なえづ
大淀川 大泉 かたりあい 滝沢 黄金 なえづ 本町二丁目 1学区 健楽園
岡山 大泉 かたりあい 谷定 黄金 なえづ 本町三丁目 4学区 健楽園
遠賀原おがわら 斎 なえづ 千安京田 西郷 鶴岡西 本田 栄 永寿荘
面野山おものやま 西郷 鶴岡西 長者町 1学区 健楽園 美咲町 6学区 かたりあい
覚岸寺かくがんじ 京田 永寿荘 朝暘町 5学区 永寿荘 水沢 上郷 かたりあい
堅苔沢 小堅 かたりあい つ 辻興屋 西郷 鶴岡西 みずほ 上郷 かたりあい
家中新町 3学区 つくし て 寺田 大泉 かたりあい 道田町 6学区 かたりあい
金谷かなや 黄金 なえづ 道形 5学区 永寿荘 みどり町 6学区 かたりあい
金沢かねざわ 加茂 鶴岡西 栃屋とちや 大山 鶴岡西 美原町 4学区 健楽園
上清水 大泉 かたりあい 外内島とのじま 斎 なえづ 宮沢 湯野浜 鶴岡西
上畑町 3学区 つくし 友江 大山 鶴岡西 三和町 1学区 健楽園
上山谷かみやまや 黄金 なえづ 友江町 大山 鶴岡西 民田 黄金 なえづ
加茂 加茂 鶴岡西 豊田 京田 永寿荘 む 睦町 1学区 健楽園
我老林がろうばやし 斎 なえづ 鳥居町 5学区 永寿荘 も 森片もりかた 大泉 かたりあい
北京田 京田 永寿荘 苗津 斎 なえづ 八ツ興屋 斎 なえづ
北茅原町 3学区 つくし 苗津町 2学区 なえづ
切添町 5学区 永寿荘 中京田 栄 永寿荘
小京田 栄 永寿荘 中沢 上郷 かたりあい 矢馳やばせ 大泉 かたりあい
寿 黄金 なえづ 中清水 大泉 かたりあい 矢引 上郷 かたりあい
小波渡こばと 小堅 かたりあい 中楯 大山 鶴岡西 山田 大泉 かたりあい
小真木原町 4学区 健楽園 中野京田 京田 永寿荘 湯田川 湯田川 つくし
小淀川 6学区 かたりあい 中橋 黄金 なえづ 湯野沢 栄 永寿荘
斎藤川原 斎 なえづ 中山 上郷 かたりあい 湯野浜 湯野浜 鶴岡西
坂野下 田川 つくし 長崎 西郷 鶴岡西 由良 由良 かたりあい
桜新町 2学区 なえづ 新形町 3学区 つくし 陽光町 4学区 健楽園
三光町 1学区 健楽園 錦町 3学区 つくし 余慶町 3学区 つくし
三瀬 豊浦 かたりあい 西京田 京田 永寿荘 淀川町 6学区 かたりあい
山王町 3学区 つくし 西新斎町 6学区 かたりあい わ 若葉町 3学区 つくし
清水新田 大泉 かたりあい 西茅原町 3学区 つくし
下川 西郷 鶴岡西 西沼 西郷 鶴岡西

下興屋 大山 鶴岡西 西目 上郷 かたりあい
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