
 (有)ケイ・コーポレーション宮原店 

上尾市小学校学区一覧表 

字･町名 地番･丁目  小学校 

宮本町   上尾小学校 

仲町 一丁目､二丁目 

愛宕 一丁目､二丁目､三丁目  

栄町   

日の出 一丁目 

本町 一丁目 3番～8番､二丁目 5番～10番､15 番 

上町 一丁目､二丁目 中央小学校 

本町 一丁目 1･2･9･10 番､二丁目 1～4･11･12 番 

柏座 一丁目 1～4番､本町三丁目､四丁目 1～9番 

緑丘 一丁目､二丁目､三丁目 

原新町   

大字中妻 443～445  

向山 (532 番地を除き全て大谷小)36～38､100～112､114､

183～194､214～218､315～350､353～397､399～400､

402～421､423､425～429､431～443､445～446､448～

475､477～531､533～563､565～566､582～600 

大谷小学校 

大谷本郷 689～700､705～707､710～712､722～731､1087～1100 

壱丁目 487～533､568 

今泉 256～258-1､258-3～258-6､258-10～258-999､260､

301～304､591～603-1､604-1､604-4､606～609 

川 1～199､229～230､237､238-1､238-4～259-1､259-3～

273､290～329､342～最後､※川 88-1､88-3､89-3､

90-1､90-8､96-2､96-5､96-6､122､131-2､132-1､133～

164､169-2､170-1､188､189､192 は願い出により今泉小

学校にも通学できる。 

  (西中前の三角地)､西宮下 506､507(飛地､第四区画整

理地内)､地頭方全域 

向山 向山 1～35､39～99､113､115～182､195～213､219～



314､351～352､398､401､422､424､430､444､447､476､

564､567～581､601～最後 

大谷本郷 1～688､701～704､708～709､713～721､732～1086､

1101～最後、堤崎全域､中新井全域､戸崎全域(戸崎団

地は大宮市に区域外就学可) 

川 330～341 

平方 1～3295､3911～3942､3947､3949～3958､3959-2～

3960-1､3960-4～3985-2､3986～4132-1､4132-3～

4132-999､4144-1､4145～最後 

平方小学校 

  上野全域､平方領領家全域､上野本郷全域､西貝塚全

域､西上尾第二団地 2街区 22～39 号棟 

浅間台 一丁目､二丁目､三丁目(15･23･24 番地を除く)､四丁目､

中分一丁目､二丁目､三丁目､四丁目､五丁目､六丁目 

大石小学校 

藤波 一丁目､二丁目､三丁目､四丁目 

小泉 9～39(35-146～-148､-153､-167､～-171､-177～180

除く)52､63､84～147､257～1002､1004～1011 

  沖ノ上全域◎浅間台三丁目 15･23･24 番地は、富士見

小(弁財に接する北側) 

原市団地 3 街区､4 街区､5 街区(栗橋線北側)､五番町､原市中三

丁目 

原市小学校 

原市 319～971､1001～1003､1006～1155､1169～1188､1231

～1254､1257､1275～1276､1278～1298､1301､1307～

1308､1313～1315-1､1315-3～1315-4､1316-1､1316-5

～1316-999､1323-1､-3､-4､1324-1､※1231～1254､

1278～1298､1313～1315-1､1315-3～1315-4､1316-1､

1316-5～1316-999､1324-1 は願い出により東町小学

校にも通学できる。1441～2981､2983～2998､3007～

3023､3037～3038､3046～3067､3070～3081､3083～

3100､3104～3109､3111～3113､3115～3119､3121～

3122､3126～3375､3420～3433､3445～3911 

上 310～316､420～729､730-1～743(しらこばと団地除く)､

792～814､1013～1057､1072～1373､1376､1378～

1747､1748-2～1749､1750-2～1777､1781～1801､1803

～1804､1806～1829､1835～1839､1841-2～1848-1､

1849～1859､1861～1864､※上 741-1 は､しらこばと団

地と同地番あり注意､※しらこばと団地は､すべて芝川

上平小学校 



小学校 

久保 275～279､284､292～307､310～450､458～最後 

西門前 314～326､329～462､464-2～465､469～471､477～

591､594～598､607～608､619-1～619-4､636～638､

730～785､787～最後 

南 6～49､53-3～220､222～244､515～524､561～564､566

～587､590～595､598～600 

菅谷 1～330､332～341､344､833～852-1､852-3～853､

856-2～921､1354～1361､菅谷一丁目1～82､88～最後 

平塚 2169～2443､2445～最後､※2169～2443､2445～2486､

2499～2567 は､願い出により東小学校にも通学でき

る。平塚一丁目､二丁目 

春日 一丁目､二丁目 富士見小学校 

柏座 一丁目(5～最後)､二丁目､三丁目､四丁目 

谷津 二丁目(ソフィア除く) 

富士見 二丁目 

浅間台 三丁目 15･23･24 番地 

弁財 一丁目､二丁目､ 

  ※柏座一丁目 1～4は､東口側で中央小､※谷津二丁

目 1番 1号ソフィアは､鴨川小 

原市 2982､2999～3006､3024～3036､3039～3045､3068～

3069､3082､3101～3103､3110､3114､3120､3123～3125 

尾山台小学校 

瓦葺 1～296､364～460､472～1184､1254～1264､1267～

1336､1339～1399､1401､1405､1450～1454､2455～

2456､2459-2～2778､(499､2501～2517､2521､2525～

2528､2632～2633 を除く…瓦葺小)､2780～2785 

尾山台団地 5 街区 

本町 二丁目13･14番(根貝戸団地)､四丁目10･11番(根貝戸

団地)､五丁目､六丁目 1～6-9､6-12～7-7､7-10～最後

(東団地は芝川小)､※本町五丁目 1～7番地は､願い出

により中央小学校にも通学できる 

東小学校 

上尾宿 全域 

上尾村 1～401､476～616､762､778～785､836､958､(762､778～



785 は字吉田前･東中東側周辺に有り)､960～1611､

1613～最後､※762､778～785(東町小学校区に同地番

あり注意…上尾村字二ツ宮前福祉会館東側周辺) 

原市 1422-6､1422-7､1422-21､1422-34～1422-43 

西門前 786(飛地) 

南 565(飛地)は､中越紙器(株) 

平塚 846-1､846-6､846-10､848-1､848-4､853-1､853-8～

854-1､855～861-1､861-3､861-5～2168､2444､

※846-1､846-6､846-10､848-1､848-4､853-1､853-8､

853-9､854-1､855～861-1､861-3～1174 は願い出によ

り､東町小学校にも通学できる｡ 

西上尾第一団地 3 街区 大石南小学校 

今泉 352･357･361(三井サニータウン) 

畔吉 全域 

領家 全域 

小敷谷 304～336､527～528､842～853､858-2､858-3､858-6～

858-10､858-12､858-14～860､863～879､880-4～965､

968～最後､※880-4 以降は三井サニータウン､858 はメ

イプルタウン､※メイプルタウン以外の 858 は平方北小

の学区 

西上尾第二団地 1 街区 22 号棟～36号棟､2 街区 1号棟～21号棟 平方東小学校 

小敷谷 1～199､207～216､220～223､254～281､693～712､715

～719､790～816 

原市団地 1 街区､2 街区､原市 1～318､3376～3419､3434～3444､

3912～最後 

原市南小学校 

瓦葺 1192～1253､1265～1266､1337～1338､1400､1402～

1404､1406～1449､1455～1768､1775-1～1776-2 

谷津 一丁目､二丁目 1 番 1号(ソフィアのみ) 鴨川小学校 

富士見 一丁目 

西宮下 一丁目､二丁目､四丁目 

別所町   

西宮下 三丁目 



しらこばと団地 全域 芝川小学校 

上 ～309､317～419､1778～1780､1802､1830～1834､1840 

久保 1～274､280～283､285～291､308～309 

西門前 1～313､327～328､592､593､599～606､609～618､

619-5～635､639～729 

南 50～53-2､221､588～589､596～597､601～最後 

緑丘 四丁目､五丁目 

本町 六丁目 6-10～6-11､7-8～7-9(東団地) 

上尾村 402～475(東団地)､1612(飛び地) 

錦町 全域 

尾山台団地 1 街区､2 街区､3 街区､4 街区 瓦葺小学校 

瓦葺 297～363､461～471､1769～1774､1776-3～2454､2457

～2459-1､2499､2501～2517､2521､2525～2528､2632

～2633､2779､2786～最後 

西上尾第一団地 2 街区 今泉小学校 

小敷谷 817～841､880-3(商店街) 

壱丁目 1～486 

今泉 1～255､258-2､258-7～258-9､259､261-1～300､305～

351､353～356､358～360､362～364､603-2～603､

604-2～604-3､604-5～605､961 

向山 532(六建ニュータウン) 

川 200～228､231～236､238-2～238-3､259-2､274～289 

西上尾第一団地 1 街区 西小学校 

今泉 365～590、一丁目 

小泉 1～8､35-146～-148､-153､35-167～35-171､35-177～

35-180､64～83､148～256、小泉一丁目 

日の出 二丁目､三丁目､四丁目 東町小学校 

東町 一丁目､二丁目､三丁目 

上尾下 全域 

原市 972～1000､1004～1005､1156～1168､1189～1230､



 

1255～1256､1258～1274､1277､1299～1300､1302～

1306､1309～1312､1315-2､1315-5～1315-999､

1316-2､-3､-4､1317～1322､1323-2､1323-5～

1323-999､1324-2～1422-5､1422-8～1422-20､

1422-22～1422-33､1422-44～1440 

平塚 1～845､846-2～-5､-7～-9､-11～-999､848-2～-3､

848-5～852､853-2～-7､854-2～-999､861-2､-4 

上尾村 617～835､837～957､959､※762､778～785(東小学区

「字吉田前」に同地番あり注意･字二ツ宮前福祉会館東

側三門歯科医院周辺) 

西上尾第二団地 1 街区 1～21 号棟､3 街区 平方北小学校 

平方 3296～3910､3943～3946､3948､3959-1､3960-2､

3985-3～-999､4132-2､4133～4143､4144-2～

4144-999 

小敷谷 200～206､217～219､224～253､282～303､337～526､

529～692､713～714､720～789､854～857､858-1､-4､

-5､858-11､-13､861～862､966～967､※858 でメイプル

タウンは大石南小学校 

中妻 一丁目､二丁目､三丁目､四丁目､五丁目 大石北小学校 

井戸木 一丁目､二丁目､三丁目､四丁目 

泉台 一丁目､二丁目､三丁目 

小泉 1003､1067～1319 

中妻 441 

上 744～791､815～1012､1058～1071､1374～1375､1377､

1848-2､1860､1865～最後 

上平北小学校 

久保 451～457 

西門前 463～464-1､466～468､472～476､南 245～514､525～

560 

菅谷 331､342～343､345～832､852-2､854～856-1､922～

1353､1362～最後､菅谷一丁目 83～87､二丁目､三丁

目､四丁目､五丁目､六丁目 

須ヶ谷 全域 

須ヶ谷 一丁目､二丁目､三丁目､四丁目 


