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町丁・番地 小学校 中学校 町丁・番地 小学校 中学校 町丁・番地 小学校 中学校

旭  丘 大泉学園町 春日町

１丁目 旭　丘 旭　丘 １丁目 ４丁目

２丁目 旭　丘 旭　丘 1～ ２ 大　泉 大　泉 1～ ５ 練馬東 練馬東

旭　町 3～34 大泉北 大泉北 6～21 練　馬 練　馬

１丁目 ２丁目 22～25 練馬東 練馬東

１～32 光・四季の香 豊　渓 １～13 大　泉 大　泉 26～33 田柄二 練馬東

※　33 光・四季の香 豊渓・光丘一 14 大泉三 大泉西 34 練　馬 練　馬

34～42 光・四季の香 豊　渓 15～17 大　泉 大　泉 35 田柄二 練馬東

２丁目 旭　町 豊　渓 18～32 大泉三 大泉西 36～37 練　馬 練　馬

３丁目 旭　町 豊　渓 ３丁目 大泉三 大泉西 ５丁目

※旭町１丁目33番 ４丁目 大学園 大学園 1～29 春　日 練　馬

　　…22号  （光が丘第一中） ５丁目 ※　30 春日・練馬 練　馬

　　…その他（豊渓中） １～33 大泉緑 大学園 31～35 練　馬 練　馬

大泉町 34～41 大泉西 大泉西 ６丁目 練　馬 練　馬

１丁目 ６丁目 　　※春日町5丁目30番

1～40 八　坂 八　坂 １～11 大泉緑 大学園 …1号 （春日小）

41～43 大泉一 八　坂 12～31 大泉緑 大泉桜 …4号 ・5号（練馬小）

44～51 八　坂 八　坂 ７丁目

52～58 大泉一 八　坂 1～ ４ 大学園 大学園 上石神井

２丁目 5～26 大泉桜 大泉桜 １丁目 上石神 上石神

※1～ 2 泉新・大泉北 三原台・大泉北 ８丁目 ２丁目 上石神 上石神

3 大泉北 大泉北 1～ ４ 大学園 大学園 ３丁目

4～19 橋　戸 三原台 5～36 大泉桜 大泉桜 　1～ ４ 石神井 上石神

20～22 大泉一 八　坂 ９丁目 大泉桜 大泉桜 5～ ６ 石神井 石神南

23～27 橋　戸 三原台 7～33 石神井 上石神

28 橋　戸 八　坂 春日町 34～37 上石北 上石神

29～48 大泉一 八　坂 １丁目 練馬東 練馬東 ４丁目

49～63 橋　戸 八　坂 ２丁目 1～ ７ 上石神 上石神

３丁目 １～14 練馬東 練馬東 8 上石北 上石神

1～20 大泉一 大泉北 15～31 田柄二 練馬東 9～20 上石神 上石神

21～23 大泉一 八　坂 ３丁目 21 上石北 上石神

24～32 大泉一 大泉北 1～ ２ 練馬東 練馬東 22～31 上石神 上石神

33～40 大泉一 大学園 3～14 春　日 練　馬 ※　32

４丁目 15～26 練馬東 練馬東

1～37 大泉北 大泉北 27～29 春　日 練　馬 　　   ※上石神井4丁目32番

38～49 大学園 大学園 30～33 練馬東 練馬東 　　　　　…11号・22号・35号

５丁目 大泉北 大泉北 34～35 練　馬 練　馬 　　　　　 (上石神小・上石神中)

６丁目 大泉北 大泉北 　　　　　…7～10号

17～22号（大泉北小・大泉北中） 　　　　   (石神西小・石神西中)

その他 （泉新小・三原台中）

1～4号・9～10号(大泉北小・大泉北中) 上石神井

その他　　(泉新小・三原台小) 南町 上石神 上石神
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