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あおやぎちょう 青柳町 第４学区 かくがんじ 覚岸寺 京田地区
あかがわ 羽黒町赤川 （羽）広瀬地区 かたのりざわ 堅苔沢 豊浦地区
あつみ 温海 （温）第二地区 かちゅうしんまち 家中新町 第３学区
あつみがわ 温海川 （温）第三地区 かつらあらまた 桂荒俣 (櫛)山添地区
あぶらと 油戸 加茂地区 かなもりめ 羽黒町金森目 （羽）泉地区
あらいきょうでん 荒井京田 京田地区 かなや 金谷 黄金地区
あらかわ 羽黒町荒川 （羽）泉地区 かねざわ 金沢 加茂地区
あらさわ 荒沢 朝日大泉地区 かみしみず 上清水 大泉地区
あらまた 荒俣 （藤）渡前地区 かみたざわ 上田沢 朝日大泉地区
あらやしき 新屋敷 （藤）藤島地区 かみなかのめ 上中野目 （藤）東栄地区
あんたん 安丹 京田地区 かみながわ 上名川 （朝）名川地区

かみはたまち 上畑町 第３学区
いさごだに 砂谷 田川地区 かみふじしま 上藤島 （藤）藤島地区
いしのしんでん 羽黒町石野新田 （羽）広瀬地区 かみやまぞえ 上山添 (櫛)山添地区
いずみまち 泉町 第３学区 かみやまや 上山谷 黄金地区
いせはらまち 伊勢原町 第２学区 かも 加茂 加茂地区
いせよこうち 伊勢横内 斎地区 かりやのめ 羽黒町狩谷野目 （羽）広瀬地区
いたいがわ 板井川 (櫛)山添地区 がろうばやし 我老林 斎地区
いちのやま 羽黒町市野山 （羽）泉地区 かわしり 川尻 （藤）東栄地区
いなおい１ 稲生一丁目 第４学区 かわだい 羽黒町川代 （羽）泉地区
いなおい２ 稲生二丁目 第４学区 かわつら 羽黒町川行 （羽）泉地区
いのおか 井岡 大泉地区
いのまたしんでん 羽黒町猪俣新田 （羽）広瀬地区 きたきょうでん 北京田 京田地区
いまいずみ 今泉 加茂地区 きたちわらまち 北茅原町 第３学区
いらがわ 五十川 （温）第一地区 きのまた 木野俣 （温）第三地区

きりぞえまち 切添町 第５学区
うしろだ 羽黒町後田 （羽）広瀬地区
うままち 馬町 大山地区 くどう 工藤 （藤）東栄地区
うわのしんでん 羽黒町上野新田 （羽）広瀬地区 くまいで 熊出 （朝）熊出地区

くらさわ 倉沢 朝日大泉地区
えちごきょうでん 越後京田 （藤）藤島地区 くろかわ 黒川 (櫛)黒川地区
えっちゅうやま 越中山 （朝）東岩本地区 くろせ 羽黒町黒瀬 （羽）広瀬地区
えびじままち 海老島町 第１学区

こいわがわ 小岩川 （温）第四地区
おおあみ 大網 （朝）大網地区 こえさわ 越沢 （温）第三地区
おおあら 大荒 上郷地区 こきょうでん 小京田 栄地区
おおいわがわ 大岩川 （温）第二地区 こすがのだい 小菅野代 （温）第一地区
おおかわど 大川渡 （藤）藤島地区 ことぶき 寿 黄金地区
おおぐち 羽黒町大口 （羽）泉地区 こなかじま 小中島 （藤）八栄島地区

おおつかまち 大塚町 第６学区 こばと 小波渡 豊浦地区
おおつくえ 大机 田川地区 こまぎはらまち 小真木原町 第４学区
おおとり 大鳥 （朝）大鳥地区 こますかわ 羽黒町小増川 （羽）泉地区
おおにしまち 大西町 第６学区 こよどかわ 小淀川 大泉地区
おおばり 大針 （朝）大針地区
おおひろ 大広 上郷地区 さいとうがわら 斎藤川原 斎地区
おおやま 大山 大山地区 さかのした 坂野下 田川地区
おおやま１ 大山一丁目 大山地区 さかのした 羽黒町坂ノ下 （羽）泉地区
おおやま２ 大山二丁目 大山地区 さぎはた 鷺畑 （藤）東栄地区
おおやま３ 大山三丁目 大山地区 さくらしんまち 桜新町 第２学区
おおよどかわ 大淀川 大泉地区 さんこうちょう 三光町 第１学区
おかやま 岡山 大泉地区 さんぜ 三瀬 豊浦地区
おがわら 遠賀原 斎地区 さんぜんがり 三千刈 (櫛)山添地区
おぐに 小国 （温）第二地区 さんのうまち 山王町 第３学区
おさえぐち 羽黒町押口 （羽）広瀬地区
おなべ 小名部 （温）第四地区 しみずしんでん 清水新田 大泉地区
おものやま 面野山 西郷地区 しもがわ 下川 西郷地区
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しもこうや 下興屋 大山地区 ちょうようまち 朝暘町 第５学区
しもこなか 下小中 大山地区 ちわら 茅原 第３学区
しもしみず 下清水 大泉地区 ちわらまち 茅原町 第３学区
しもたざわ 下田沢 朝日大泉地区
しもなかのめ 下中野目 （藤）藤島地区 つじこうや 辻興屋 西郷地区
しもながわ 下名川 （朝）名川地区
しもやまぞえ 下山添 (櫛)山添地区 てらだ 寺田 大泉地区
じゅうもんじ 羽黒町十文字 （羽）泉地区
じょうなんまち 城南町 第１学区 どうがた 道形 第５学区
しょうふくじ 勝福寺 斎地区 どうがたまち 道形町 第５学区
じょうほくまち 城北町 第３学区 とうげ 羽黒町手向 （羽）手向地区
しょうりゅうじ 青龍寺 黄金地区 ときわぎ 常盤木 (櫛)山添地区
しょうれんじ 少連寺 田川地区 とざわ 戸沢 （温）第一地区
しょうわまち 昭和町 第２学区 とちや 栃屋 大山地区
しらやま 白山 大泉地区 との 羽黒町戸野 （羽）泉地区
しんかいまち 新海町 第６学区 とのじま 外内島 斎地区
しんさいぶ 新斎部 第６学区 とみざわ 羽黒町富沢 （羽）広瀬地区
しんめいちょう 神明町 第２学区 ともえ 友江 大山地区

ともえまち 友江町 大山地区
すえひろまち 末広町 第５学区 とよだ 豊田 京田地区
すがのだい 菅野代 （温）第三地区 とりいまち 鳥居町 第５学区
すながわ 砂川 （朝）本郷地区
すなだまち 砂田町 第６学区 なえづ 苗津 斎地区
すなづか 砂塚 （藤）渡前地区 なえづまち 苗津町 第２学区
すばしり 須走 （藤）藤島地区 なかきょうでん 中京田 栄地区

ながさき 長崎 西郷地区
せきがわ 関川 （温）第三地区 なかざと 羽黒町中里 （羽）泉地区
せきね 関根 田川地区 なかざわ 中沢 上郷地区
せんごくまち 千石町 第１学区 なかしみず 中清水 大泉地区
せんどう 羽黒町仙道 （羽）泉地区 なかだ 中田 (櫛)山添地区

なかだて 中楯 大山地区
そえがわ 添川 （藤）東栄地区 ながぬま 長沼 （藤）長沼地区
そめこうや 羽黒町染興屋 （羽）泉地区 なかのきょうでん 中野京田 京田地区

なかのしんでん 中野新田 （朝）東岩本地区

だいとうまち 大東町 第２学区 なかはし 中橋 黄金地区
だいはんだ 大半田 （藤）渡前地区 なかやま 中山 上郷地区
だいぶまち 大部町 第３学区 なめざわ 行沢 （朝）本郷地区
だいほうじ 大宝寺 第５学区
だいほうじまち 大宝寺町 第５学区 にいがた 新形 第３学区
たかさか 高坂 黄金地区 にいがたまち 新形町 第３学区
たかだ 高田 京田地区 にしあらや 西荒屋 (櫛)山添地区
たかでら 羽黒町高寺 （羽）広瀬地区 にしかたや 西片屋 (櫛)山添地区
たからだ１ 宝田一丁目 第３学区 にしきまち 錦町 第３学区
たからだ２ 宝田二丁目 第５学区 にしきょうでん 西京田 京田地区
たからだ３ 宝田三丁目 第５学区 にししんさいまち 西新斎町 第６学区
たからまち 宝町 第５学区 にしちわらまち 西茅原町 第３学区
たがわ 田川 田川地区 にしぬま 西沼 西郷地区
たきざわ 滝沢 黄金地区 にしめ 西目 上郷地区
たこいこうや 蛸井興屋 （藤）東栄地区
たしろ 田代 (櫛)黒川地区 ぬのめ 布目 大泉地区
たにさだ 谷定 黄金地区
たまがわ 羽黒町玉川 （羽）泉地区 ねずがせき 鼠ヶ関 （温）第四地区
たむぎまた 田麦俣 （朝）大網地区
たらのきだい 𣗄代 (櫛)黒川地区 のあらまち 羽黒町野荒町 （羽）泉地区

のぞみまち のぞみ町 第１学区
ちやすきょうでん 千安京田 西郷地区 のだ 羽黒町野田 （羽）泉地区
ちょうじゃまち 長者町 第１学区 のだのめ 野田目 （藤）藤島地区
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まつざわ 松沢 朝日大泉地区

ばばちょう 馬場町 第３学区 まつね 松根 (櫛)黒川地区
はやしざき 林崎 京田地区 まるおか 丸岡 (櫛)山添地区
ばらしんでん 茨新田 西郷地区 まわたり 馬渡 (櫛)黒川地区
はりま 播磨 栄地区 まわたりのうちしも 羽黒町馬渡ノ内下 （羽）広瀬地区
ばんでん 番田 第４学区

みさきまち 美咲町 第６学区
ひえ 日枝 第１学区 みずさわ 水沢 上郷地区
ひがしあらや 東荒屋 (櫛)山添地区 みずほ みずほ 上郷地区
ひがしいわもと 東岩本 （朝）東岩本地区 みちだまち 道田町 第６学区
ひがししんさいまち 東新斎町 第３学区 みつはし 羽黒町三ツ橋 （羽）広瀬地区
ひがしはらまち 東原町 第２学区 みどりまち みどり町 第６学区
ひがしほりこし 東堀越 （藤）東栄地区 みはらまち 美原町 第４学区
ひがしめ 東目 田川地区 みますしんでん 箕升新田 （藤）渡前地区
ひしづ 菱津 大山地区 みやざわ 宮沢 湯野浜地区
ひとかすみ 一霞 （温）第二地区 みわ 三和 （藤）藤島地区
ひので１ 日出一丁目 第２学区 みわまち 三和町 第１学区
ひので２ 日出二丁目 第２学区 みんでん 民田 黄金地区
ひよしまち 日吉町 第５学区
ひよりだまち 日和田町 第３学区 むつみまち 睦町 第１学区
ひらかた 平形 （藤）藤島地区
ひらた 平田 栄地区 もりかた 森片 大泉地区
ひるだ 羽黒町昼田 （羽）広瀬地区

やいろぎ 八色木 （藤）八栄島地区

ふくだ 福田 京田地区 やちこうや 谷地興屋 （藤）藤島地区
ふじおか 藤岡 （藤）藤島地区 やつこうや 八ツ興屋 斎地区
ふじさわ 藤沢 湯田川地区 やなぎだ 柳田 第４学区
ふじしま 藤島 （藤）藤島地区 やなくせ 柳久瀬 （藤）渡前地区
ふじしませきね 藤島関根 （藤）東栄地区 やばせ 矢馳 大泉地区
ふじなみ 藤浪 （藤）藤島地区 やびき 矢引 上郷地区
ふじのはな 藤の花 （藤）藤島地区 やまいらがわ 山五十川 （温）第一地区
ふたばちょう 双葉町 第１学区 やまだ 山田 大泉地区
ふみぞのまち 文園町 第１学区
ふるこおり 古郡 （藤）藤島地区 ゆあつみ 湯温海 （温）第二地区

ゆずりは 楪 （藤）東栄地区
へいきょうでん 平京田 京田地区 ゆたがわ 湯田川 湯田川地区
へいせいまち 平成町 大山地区 ゆのさわ 湯野沢 栄地区
へいそく 平足 （藤）東栄地区 ゆのはま 湯野浜 湯野浜地区

ゆのはま１ 湯野浜一丁目 湯野浜地区
ほうえい 豊栄 （藤）八栄島地区 ゆのはま２ 湯野浜二丁目 湯野浜地区
ほうとく 宝徳 （藤）渡前地区 ゆら 由良 豊浦地区
ほうや 宝谷 (櫛)黒川地区 ゆら１ 由良一丁目 豊浦地区
ほおだし 文下 第５学区 ゆら２ 由良二丁目 豊浦地区
ほそや 羽黒町細谷 （羽）広瀬地区 ゆら３ 由良三丁目 豊浦地区
ほなみまち ほなみ町 第２学区
ほんごう 本郷 （朝）本郷地区 ようこうまち 陽光町 第４学区
ほんちょう１ 本町一丁目 第２学区 よけいまち 余慶町 第３学区
ほんちょう２ 本町二丁目 第１学区 よどかわまち 淀川町 第６学区
ほんちょう３ 本町三丁目 第４学区 よばらず 無音 （藤）東栄地区
ほんでん 本田 栄地区

わかばまち 若葉町 第３学区
まきだい 槙代 （温）第二地区 わさだ 早田 （温）第四地区
まくのうち 幕野内 （藤）渡前地区 わたまえ 渡前 （藤）渡前地区
ますかわしんでん 羽黒町増川新田 （羽）泉地区 わながわ 和名川 （藤）渡前地区
まちや 羽黒町町屋 （羽）泉地区
まつお 羽黒町松尾 （羽）広瀬地区
まつがおか 羽黒町松ケ岡 （羽）広瀬地区
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