
千　手 四郎丸 豊　田 阪之上 新　町 宮内東 富曽亀
    町      名     町      名     町      名     町      名     町      名     町      名     町      名
南町１丁目　　　　 台町１丁目　　　　 住吉１丁目　　　　 大手通１丁目　　　 新町１丁目　　　　 宮内１丁目　　　　 新保１丁目　　　　
南町２丁目　　　　 台町２丁目　　　　 住吉２丁目　　　　 大手通２丁目　　　 新町２丁目　　　　 宮内２丁目　　　　 新保２丁目　　　　
南町３丁目　　　　 弓町１丁目　　　　 住吉３丁目　　　　 城内町１丁目　　　 新町３丁目　　　　 宮内３丁目　　　　 新保３丁目　　　　
柏町１丁目　　　　 弓町２丁目　　　　 末広１丁目　　　　 城内町２丁目　　　 東新町１丁目　　　 宮内４丁目　　　　 新保４丁目　　　　
柏町２丁目　　　　 四郎丸１丁目　　　 末広２丁目　　　　 城内町３丁目　　　 東新町２丁目　　　 宮内５丁目　　　　 新保５丁目　　　　
千歳１丁目　　　　 四郎丸２丁目　　　 末広３丁目　　　　 殿町１丁目　　　　 東新町３丁目　　　 宮内６丁目　　　　 新保町　　　　　　
千歳２丁目　　　　 四郎丸３丁目　　　 花園１丁目　　　　 殿町２丁目　　　　 東新町　　　　　　 宮内７丁目　　　　 美園１丁目　　　　
千歳３丁目　　　　 四郎丸４丁目　　　 花園２丁目　　　　 殿町３丁目　　　　 東栄１丁目　　　　 宮内８丁目　　　　 美園２丁目　　　　
宮原１丁目　　　　 四郎丸町　　　　　 花園３丁目　　　　 旭町１丁目　　　　 東栄２丁目　　　　 宮内町　　　　　　 豊１丁目　　　　　
宮原２丁目　　　　 学校町１丁目　　　 錦１丁目　　　　　 旭町２丁目　　　　 東栄３丁目　　　　 沢田１丁目　　　　 豊２丁目　　　　　
宮原３丁目　　　　 学校町２丁目　　　 錦２丁目　　　　　 東坂之上町１丁目　 琴平１丁目　　　　 沢田２丁目　　　　 堀金１丁目　　　　
幸町１丁目　　　　 学校町３丁目　　　 錦３丁目　　　　　 東坂之上町２丁目　 琴平２丁目　　　　 沢田３丁目　　　　 堀金２丁目　　　　
幸町２丁目　　　　 金房１丁目　　　　 曙１丁目　　　　　 東坂之上町３丁目　 琴平３丁目　　　　 笹崎１丁目　　　　 堀金３丁目　　　　
幸町３丁目　　　　 金房２丁目　　　　 曙２丁目　　　　　 坂之上町１丁目　　 西新町１丁目　　　 笹崎２丁目　　　　 堀金町　　　　　　
千手１丁目　　　　 金房３丁目　　　　 曙３丁目　　　　　 坂之上町２丁目　　 西新町２丁目　　　 笹崎３丁目　　　　 永田１丁目　　　　
千手２丁目　　　　 土合１丁目　　　　 豊田町　　　　　　 坂之上町３丁目　　 西新町　　　　　　 東宮内町　　　　　 永田２丁目　　　　
千手３丁目　　　　 土合２丁目　　　　 上条町　　　　　　 袋町１丁目　　　　 蔵王１丁目　　　　 曲新町１丁目　　　 永田３丁目　　　　
西千手１丁目　　　 土合３丁目　　　　 花園東１丁目　　　 袋町２丁目　　　　 蔵王２丁目　　　　 曲新町２丁目　　　 永田４丁目　　　　
西千手２丁目　　　 土合４丁目　　　　 花園東２丁目　　　 袋町３丁目　　　　 蔵王３丁目　　　　 曲新町３丁目　　　 永田町　　　　　　
西千手３丁目　　　 土合５丁目　　　　 花園南１丁目　　　 関東町　　　　　　 西蔵王１丁目　　　 曲新町　　　　　　 稲葉町　　　　　　
西千手町　　　　　 土合町　　　　　　 花園南２丁目　　　 表　町 西蔵王２丁目　　　 摂田屋１丁目　　　 小曽根町　　　　　
山田１丁目　　　　 前田１丁目　　　　 旭岡１丁目     町      名 西蔵王３丁目　　　 摂田屋２丁目　　　 亀貝町　　　　　　
山田２丁目　　　　 前田２丁目　　　　 旭岡２丁目 表町１丁目　　　　 東蔵王１丁目　　　 摂田屋３丁目　　　 富島町　　　　　　
山田３丁目　　　　 前田３丁目　　　　 大　島 表町２丁目　　　　 東蔵王２丁目　　　 摂田屋４丁目　　　 宮下町　　　　　　
草生津１丁目　　　 美沢１丁目　　　　     町      名 表町３丁目　　　　 東蔵王３丁目　　　 摂田屋５丁目　　　 新保６丁目
草生津２丁目　　　 美沢２丁目　　　　 大島本町１丁目　　 表町４丁目　　　　 蔵王町　　　　　　 摂田屋町　　　　　 稲保１丁目
草生津３丁目　　　 美沢３丁目　　　　 大島本町２丁目　　 本町１丁目　　　　 寿１丁目　　　　　 定明町　　　　　　 稲保２丁目
草生津町２丁目　　 美沢４丁目　　　　 大島本町３丁目　　 本町２丁目　　　　 寿２丁目　　　　　 豊詰町　　　　　　 稲保３丁目

川　崎 沖田１丁目 大島本町４丁目　　 本町３丁目　　　　 寿３丁目　　　　　 下条町　　　　　　 稲保４丁目
    町      名 沖田２丁目 大島本町５丁目　　 呉服町１丁目　　　 城岡１丁目　　　　 町田町　　　　　　 稲保南１丁目　　　　　
長町１丁目　　　　 沖田３丁目 大島新町１丁目　　 呉服町２丁目　　　 城岡２丁目　　　　 青木町　　　　　　 北富島
長町２丁目　　　　 栖　吉 大島新町２丁目　　 渡里町　　　　　　 城岡３丁目　　　　 横枕町　　　　　　 黒　条
稽古町　　　　　　     町      名 大島新町３丁目　　 上田町　　　　　　 城岡町　　　　　　 鷺巣町　　　　　　     町      名
福住１丁目　　　　 中沢１丁目　　　　 大島新町４丁目　　 船江町　　　　　　 北園町　　　　　　 竹町　　　　　　　 下々条１丁目　　　
福住２丁目　　　　 中沢２丁目　　　　 大島新町５丁目　　 柳原町　　　　　　 中　島 釜沢町　　　　　　 下々条２丁目　　　
福住３丁目　　　　 中沢３丁目　　　　 大島町　　　　　　 関　原     町      名 村松町　　　　　　 下々条３丁目　　　
東神田１丁目　　　 中沢４丁目　　　　 緑町１丁目　　　　     町      名 中島１丁目　　　　 宮内西 下々条４丁目　　　
東神田２丁目　　　 中沢町　　　　　　 緑町２丁目　　　　 関原町１丁目　　　 中島２丁目　　　　     町      名 下々条町　　　　　
東神田３丁目　　　 中貫町１丁目　　　 緑町３丁目　　　　 関原町２丁目　　　 中島３丁目　　　　 宮栄１丁目　　　　 原町１丁目　　　　
愛宕１丁目　　　　 中貫町２丁目　　　 岡村町　　　　　　 関原町３丁目　　　 中島４丁目　　　　 宮栄２丁目　　　　 原町２丁目　　　　
愛宕２丁目　　　　 中貫町３丁目　　　 向島町　　　　　　 関原町５丁目　　　 中島５丁目　　　　 宮栄３丁目　　　　 宝１丁目　　　　　
愛宕３丁目　　　　 若草町１丁目　　　 希望が丘 五反田町　　　　　 中島６丁目　　　　 要町１丁目　　　　 宝２丁目　　　　　
干場１丁目　　　　 若草町２丁目　　　     町      名 白鳥町　　　　　　 中島７丁目　　　　 要町２丁目　　　　 宝３丁目　　　　　
干場２丁目　　　　 若草町３丁目　　　 大山１丁目　　　　 高頭町　　　　　　 日赤町１丁目　　　 要町３丁目　　　　 宝４丁目　　　　　
地蔵１丁目　　　　 千代栄町　　　　　 大山２丁目　　　　 高寺町　　　　　　 日赤町２丁目　　　 三和１丁目　　　　 宝５丁目　　　　　
地蔵２丁目　　　　 悠久町　　　　　　 大山３丁目　　　　 雲出町　　　　　　 日赤町３丁目　　　 三和２丁目　　　　 中瀬１丁目　　　　
今朝白１丁目　　　 御山町　　　　　　 北山１丁目　　　　 西陵町 信濃１丁目　　　　 三和３丁目　　　　 中瀬２丁目　　　　
今朝白２丁目　　　 西片貝町　　　　　 北山２丁目　　　　 関原西町 信濃２丁目　　　　 三和町　　　　　　 東高見１丁目　　　
今朝白３丁目　　　 東片貝町　　　　　 北山３丁目　　　　 関原東町 春日１丁目　　　　 西宮内１丁目　　　 東高見２丁目　　　
川崎１丁目　　　　 成願寺町　　　　　 北山４丁目　　　　 関原南１丁目 春日２丁目　　　　 西宮内２丁目　　　 高見１丁目　　　　
川崎２丁目　　　　 栖吉町　　　　　　 北山町　　　　　　 関原南２丁目 水道町１丁目　　　 左近１丁目　　　　 高見２丁目　　　　
川崎３丁目　　　　 悠久町１丁目 下山１丁目　　　　 関原南３丁目 水道町２丁目　　　 左近２丁目　　　　 高見町　　　　　　
川崎４丁目　　　　 悠久町２丁目 下山２丁目　　　　 関原南４丁目 水道町３丁目　　　 左近３丁目　　　　 黒津町　　　　　　
川崎５丁目　　　　 悠久町３丁目 下山３丁目　　　　 関原南５丁目 水道町４丁目　　　 左近町　　　　　　 天神町　　　　　　
川崎６丁目　　　　 悠久町４丁目 下山４丁目　　　　 宮　本 水道町５丁目　　　 今井１丁目　　　　 十二潟町　　　　　
川崎町　　　　　　 下川西 下山５丁目　　　　     町      名 上中島町　　　　　 今井２丁目　　　　 川辺町　　　　　　

山　本     町      名 下山６丁目　　　　 宮本町１丁目　　　 神　田 今井３丁目　　　　 山　通
    町      名 三之宮町　　　　　 下山町　　　　　　 宮本町２丁目　　　     町      名 今井町　　　　　　     町      名
乙吉町　　　　　　 芹川町　　　　　　 希望が丘１丁目　　 宮本町３丁目　　　 神田町１丁目　　　 大宮町　　　　　　 大町１丁目　　　　
宮路町　　　　　　 上柳町　　　　　　 希望が丘２丁目　　 宮本町４丁目　　　 神田町２丁目　　　 平島１丁目　　　　 大町２丁目　　　　
麻生田町　　　　　 新開町　　　　　　 希望が丘３丁目　　 宮本堀之内町　　　 神田町３丁目　　　 平島２丁目　　　　 大町３丁目　　　　
浦瀬町　　　　　　 雁島町　　　　　　 希望が丘４丁目　　 宮本東方町　　　　 西神田町１丁目　　 平島３丁目　　　　 大町　　　　　　　
水穴町　　　　　　 花井町　　　　　　 希望が丘南５丁目　 青葉台１丁目　　　 西神田町２丁目　　 平島町　　　　　　 長倉町　　　　　　
加津保町　　　　　 成沢町　　　　　　 希望が丘南６丁目　 青葉台２丁目　　　 西神田町　　　　　 水梨町　　　　　　 鉢伏町　　　　　　
桂町　　　　　　　 川袋町　　　　　　 上川西 青葉台３丁目　　　 昭和１丁目　　　　 南陽１丁目　　　　 高畑町　　　　　　
亀崎町　　　　　　 李崎町　　　　　　     町      名 青葉台４丁目　　　 昭和２丁目　　　　 南陽２丁目　　　　 高町１丁目　　　　

新　組 脇川新田町　　　　 江陽１丁目　　　　 青葉台５丁目　　　 松葉１丁目　　　　 青山町　　　　　　 高町２丁目　　　　
    町      名 上川西 江陽２丁目　　　　 新陽１丁目　　　 松葉２丁目　　　　 前島町　　　　　　 高町３丁目　　　　
新組町　　　　　　     町      名 上野町　　　　　　 新陽２丁目 石内１丁目　　　　 青島町　　　　　　 高町４丁目　　　　
七軒町　　　　　　 三ツ郷屋１丁目　　 巻島町　　　　　　 陽光台１丁目 石内２丁目　　　　 上前島町　　　　　 柿町　　　　　　　
福井町　　　　　　 三ツ郷屋２丁目　　 堤町　　　　　　　 陽光台２丁目 泉１丁目　　　　　 青山新町 長倉１丁目
大黒町　　　　　　 三ツ郷屋町　　　　 槙山町　　　　　　 陽光台３丁目 泉２丁目　　　　　 上前島１丁目 長倉２丁目
福島町　　　　　　 小沢町　　　　　　 渡場町　　　　　　 陽光台４丁目 古川町　　　　　　 上前島２丁目 長倉３丁目
百束町　　　　　　 古正寺町　　　　　 槙下町　　　　　　 陽光台５丁目 福　戸 上前島３丁目 長倉４丁目
四ツ屋町　　　　　 寺島町　　　　　　 巻島１丁目　　　　 日　越     町      名 深　才 長倉南町
北陽１丁目 蓮潟１丁目　　　　 巻島２丁目　　　　     町      名 南新保町　　　　　     町      名 長倉西町
北陽２丁目 蓮潟２丁目　　　　 古正寺１丁目 喜多町　　　　　　 福道町　　　　　　 西津町　　　　　　 東大町 
新組南町 蓮潟３丁目　　　　 古正寺２丁目 七日町　　　　　　 福戸町　　　　　　 才津町　　　　　　 十日町

蓮潟４丁目　　　　 古正寺３丁目 福山町　　　　　　 大荒戸町　　　　　 勘兵町　　　　　　     町      名
蓮潟５丁目　　　　 千秋１丁目 石動町　　　　　　 高野町　　　　　　 福田町　　　　　　 片田町　　　　　　
蓮潟町　　　　　　 千秋２丁目 石動南町 王寺川 上富岡町　　　　　 十日町　　　　　　
宮関１丁目　　　　 千秋３丁目 南七日町     町      名 深沢町　　　　　　 高島町　　　　　　
宮関２丁目　　　　 千秋４丁目 大字日越　　　　　 王番田町　　　　　 親沢町　　　　　　 大川原町　　　　　
宮関３丁目　　　　 上除町　　　　　　 寺宝町　　　　　　 新産１丁目　　　　 六日市
宮関４丁目　　　　 上除町西１丁目　　 河根川町　　　　　 新産２丁目　　　　     町      名
宮関町　　　　　　 上除町西２丁目　　 大　積 新産３丁目　　　　 滝谷町　　　　　　
鉄工町１丁目　　　 宝地町　　　　　　     町      名 新産４丁目　　　　 六日市町　　　　　
鉄工町２丁目　　　 堺町　　　　　　　 大積町１丁目　　　 長峰町　　　　　　 三俵野町　　　　　
下柳１丁目　　　　 高瀬町　　　　　　 大積町２丁目　　　 藤橋１丁目 中潟町　　　　　　
下柳２丁目　　　　 雨池町　　　　　　 大積町３丁目　　　 藤橋２丁目 妙見町　　　　　　
下柳３丁目　　　　 矢島新田町　　　　 大積善間町　　　　 上富岡１丁目　　　 渡沢町　　　　　　
下柳町　　　　　　 原新田町　　　　　 大積三島谷町　　　 上富岡２丁目　　　
荻野１丁目　　　　 堺東町 大積折渡町　　　　 才津東町
荻野２丁目　　　　 大積熊上町　　　　 才津西町
荻野町　　　　　　 大積田代町　　　　 才津南町
藤沢１丁目　　　　 大積千本町　　　　 新産東町
藤沢２丁目　　　　 大積灰下町　　　　
藤沢町　　　　　　 大積高鳥町　　　　
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