
［南区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

80001 南 戒光寺町 かいこうじちょう 九条弘道 九条 か
80002 南 上鳥羽麻ノ本 かみとばあさのもと 上鳥羽 洛南

80003 南 上鳥羽石橋町 かみとばいしばしちょう 上鳥羽 洛南

80004 南 上鳥羽岩ノ本町
かみとばいわのもと
ちょう 上鳥羽 洛南

80005 南 上鳥羽卯ノ花 かみとばうのはな 上鳥羽 洛南

80006 南 上鳥羽馬廻 かみとばうままわし 上鳥羽 洛南

80007 南 上鳥羽大溝 かみとばおおみぞ 上鳥羽 洛南

80008 南 上鳥羽大柳町
かみとばおおやなぎ
ちょう 上鳥羽 洛南

80009 南 上鳥羽戒光 かみとばかいこう 上鳥羽 洛南

80010 南 上鳥羽戒光町 かみとばかいこうちょう 上鳥羽 洛南

80011 南 上鳥羽金仏 かみとばかなぼとけ 上鳥羽 洛南

80012 南 上鳥羽上調子町
かみとばかみちょうし
ちょう 上鳥羽 洛南

80013 南 上鳥羽鴨田 かみとばかもんでん 上鳥羽 洛南

80014 南 上鳥羽唐戸町 かみとばからとちょう 上鳥羽 洛南

80015 南 上鳥羽川端町
かみとばかわばたちょ
う 上鳥羽 洛南

80016 南 上鳥羽勧進橋町
かみとばかんじんばし
ちょう 凌風小中 凌風小中

80017 南 上鳥羽北戒光町
かみとばきたかいこう
ちょう 上鳥羽 洛南

80018 南 上鳥羽北島田町
かみとばきたしまだちょ
う 上鳥羽 洛南

80019 南 上鳥羽北塔ノ本町
かみとばきたとうのもと
ちょう 上鳥羽 洛南

80020 南 上鳥羽北中ノ坪町
かみとばきたなかのつ
ぼちょう 上鳥羽 洛南

80021 南 上鳥羽北花名町
かみとばきたはなな
ちょう 上鳥羽 洛南

80022 南 上鳥羽北村山町
かみとばきたむらやま
ちょう 上鳥羽 洛南

80023 南 上鳥羽清井町 かみとばきよいちょう 上鳥羽 洛南

80024 南 上鳥羽尻切町 かみとばしりきりちょう 上鳥羽 洛南

80025 南 上鳥羽城ケ前町
かみとばしろがまえ
ちょう 上鳥羽 洛南

80026 南 上鳥羽菅田町 かみとばすがたちょう 上鳥羽 洛南

80027 南 上鳥羽大物町 かみとばだいもつちょう 上鳥羽 洛南

80028 南 上鳥羽高畠町
かみとばたかはたちょ
う 上鳥羽 洛南

80029 南 上鳥羽町田 かみとばちょうだ 上鳥羽 洛南

80030 南 上鳥羽角田町 かみとばつのだちょう 上鳥羽 洛南

80031 南 上鳥羽塔ノ本 かみとばとうのもと 上鳥羽 洛南

80032 南 上鳥羽塔ノ森梅ノ木
かみとばとうのもりうめ
のき 上鳥羽 洛南

80033 南 上鳥羽塔ノ森江川町
かみとばとうのもりえが
わちょう 上鳥羽 洛南

80034 南 上鳥羽塔ノ森上河原
かみとばとうのもりかみ
かわら 上鳥羽 洛南

80035 南 上鳥羽塔ノ森上開ノ内
かみとばとうのもりかみ
ひらきのうち 上鳥羽 洛南

80036 南 上鳥羽塔ノ森柴東町
かみとばとうのもりしば
ひがしちょう 上鳥羽 洛南

80037 南 上鳥羽塔ノ森下河原
かみとばとうのもりしも
かわら 上鳥羽 洛南

80038 南 上鳥羽塔ノ森下開ノ内
かみとばとうのもりしも
ひらきのうち 上鳥羽 洛南

80039 南 上鳥羽塔ノ森洲崎町
かみとばとうのもりすざ
きちょう 上鳥羽 洛南

80040 南 上鳥羽塔ノ森西河原町
かみとばとうのもりにし
がわらちょう 上鳥羽 洛南

80041 南 上鳥羽塔ノ森東向町
かみとばとうのもりひが
しむこうちょう 上鳥羽 洛南

80042 南 上鳥羽塔ノ森柳原
かみとばとうのもりやな
ぎはら 上鳥羽 洛南

80043 南 上鳥羽塔ノ森四ツ谷町
かみとばとうのもりよつ
やちょう 上鳥羽 洛南

80044 南 上鳥羽中河原 かみとばなかがわら 上鳥羽 洛南

80045 南 上鳥羽奈須野町 かみとばなすのちょう 上鳥羽 洛南

80046 南 上鳥羽鍋ケ淵町
かみとばなべがふち
ちょう 上鳥羽 洛南

80047 南 上鳥羽苗代町 かみとばなわしろちょう 上鳥羽 洛南

80048 南 上鳥羽西浦町 かみとばにしうらちょう 上鳥羽 洛南

上京区にも同名の

町あり
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80049 南 上鳥羽八王神町
かみとばはちおうじん
ちょう 上鳥羽 洛南 か

80050 南 上鳥羽花名 かみとばはなな 上鳥羽 洛南

80051 南 上鳥羽火打形町
かみとばひうちがた
ちょう 上鳥羽 洛南

80052 南 上鳥羽仏現寺町
かみとばぶつげんじ
ちょう 上鳥羽 洛南

80053 南 上鳥羽鉾立町 かみとばほこだてちょう 上鳥羽 洛南

80054 南 上鳥羽堀子町 かみとばほりこちょう 上鳥羽 洛南

80055 南 上鳥羽南唐戸町
かみとばみなみからと
ちょう 上鳥羽 洛南

80056 南 上鳥羽南島田町
かみとばみなみしまだ
ちょう 上鳥羽 洛南

80057 南 上鳥羽南塔ノ本町
かみとばみなみとうの
もとちょう 上鳥羽 洛南

80058 南 上鳥羽南中ノ坪町
かみとばみなみなかの
つぼちょう 上鳥羽 洛南

80059 南 上鳥羽南苗代町
かみとばみなみなわし
ろちょう 上鳥羽 洛南

80060 南 上鳥羽南花名町
かみとばみなみはなな
ちょう 上鳥羽 洛南

80061 南 上鳥羽南鉾立町
かみとばみなみほこだ
てちょう 上鳥羽 洛南

80062 南 上鳥羽南村山町
かみとばみなみむらや
まちょう 上鳥羽 洛南

80063 南 上鳥羽山ノ本町
かみとばやまのもとちょ
う 上鳥羽 洛南

80064 南 上鳥羽藁田 かみとばわらんでん 上鳥羽 洛南

80065 南 唐橋赤金町 からはしあかかねちょう 唐橋 八条

80066 南 唐橋芦辺町 からはしあしべちょう 唐橋 八条

80067 南 唐橋井園町 からはしいそのちょう 唐橋 八条

80068 南 唐橋大宮尻町
からはしおおみやじり
ちょう 唐橋 八条

80069 南 唐橋門脇町 からはしかどわきちょう 唐橋 八条

80070 南 唐橋川久保町 からはしかわくぼちょう 唐橋 八条

80071 南 唐橋経田町 からはしけいでんちょう 唐橋 八条

80072 南 唐橋西寺町 からはしさいじちょう 唐橋 八条

80073 南 唐橋高田町 からはしたかだちょう 唐橋 八条

80074 南 唐橋堂ノ前町
からはしどうのまえちょ
う 唐橋 八条

80075 南 唐橋西平垣町
からはしにしひらがき
ちょう 唐橋 八条

80076 南 唐橋花園町 からはしはなぞのちょう 唐橋 八条

80077 南 唐橋平垣町 からはしひらがきちょう 唐橋 八条

80078 南 唐橋琵琶町 からはしびわちょう 唐橋 八条

80079 南 唐橋南琵琶町
からはしみなみびわ
ちょう 唐橋 八条

80080 南 唐橋羅城門町
からはしらじょうもん
ちょう 唐橋 八条

80081 南 吉祥院池田町
きっしょういんいけだ
ちょう 祥栄 洛南 き

80082 南 吉祥院池田南町
きっしょういんいけだみ
なみちょう 祥栄 洛南

80083 南 吉祥院池ノ内町
きっしょういんいけのう
ちちょう 吉祥院 洛南

80084 南 吉祥院石原上川原町
きっしょういんいしはら
かみかわらちょう 祥栄 洛南

80085 南 吉祥院石原京道町
きっしょういんいしはら
きょうみちちょう 祥栄 洛南

80086 南 吉祥院石原町
きっしょういんいしはら
ちょう 祥栄 洛南

80087 南 吉祥院石原堂ノ後町
きっしょういんいしはら
どうのうしろちょう 祥栄 洛南

80088 南 吉祥院石原堂ノ後西町
きっしょういんいしはら
どうのうしろにしまち 祥栄 洛南

80089 南 吉祥院石原長田町
きっしょういんいしはら
ながたちょう 祥栄 洛南

80090 南 吉祥院石原西ノ開町
きっしょういんいしはら
にしのひらきちょう 祥栄 洛南

80091 南 吉祥院石原西町
きっしょういんいしはら
にしまち 祥栄 洛南

80092 南 吉祥院石原野上町
きっしょういんいしはら
のがみちょう 祥栄 洛南

80093 南 吉祥院石原橋裏
きっしょういんいしはら
はしうら 祥栄 洛南

80094 南 吉祥院石原橋上
きっしょういんいしはら
はしかみ 祥栄 洛南

80095 南 吉祥院石原東之口
きっしょういんいしはら
ひがしのくち 祥栄 洛南

80096 南 吉祥院石原開町
きっしょういんいしはら
ひらきまち 祥栄 洛南
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80097 南 吉祥院石原南
きっしょういんいしはら
みなみ 祥栄 洛南 き

80098 南 吉祥院石原南町
きっしょういんいしはら
みなみちょう 祥栄 洛南

80099 南 吉祥院石原葭縁
きっしょういんいしはら
よしべり 祥栄 洛南

80100 南 吉祥院石原割畑
きっしょういんいしはら
わりはた 祥栄 洛南

80101 南 吉祥院稲葉町
きっしょういんいなば
ちょう 祥栄 洛南

80102 南 吉祥院井ノ口町
きっしょういんいのくち
ちょう 吉祥院 洛南

80103 南 吉祥院内河原町
きっしょういんうちがわ
らちょう 祥豊 洛南

80104 南 吉祥院御池町
きっしょういんおいけ
ちょう 吉祥院 洛南

80105 南 吉祥院大河原町
きっしょういんおおかわ
らちょう 祥豊 洛南

80106 南 吉祥院落合町
きっしょういんおちあい
ちょう 吉祥院 洛南

80107 南 吉祥院春日町
きっしょういんかすが
ちょう 吉祥院 洛南

80108 南 吉祥院観音堂町
きっしょういんかんのん
どうちょう 祥栄 洛南

80109 南 吉祥院観音堂南町
きっしょういんかんのん
どうみなみちょう 祥栄 洛南

80110 国道171号線以北かつ西大路通以西 祥豊 洛南

上記以外（国道171号線以南，及び国道171号線以北かつ西大路通以東） 吉祥院 洛南

80112 南 吉祥院車道町
きっしょういんくるまみ
ちちょう 吉祥院 洛南

80113 南 吉祥院定成町
きっしょういんさだなり
ちょう 吉祥院 洛南

80114 南 吉祥院里ノ内町
きっしょういんさとのう
ちちょう 吉祥院 洛南

80115 南 吉祥院三ノ宮町
きっしょういんさんのみ
やちょう 祥豊 洛南

80116 南 吉祥院三ノ宮西町
きっしょういんさんのみ
やにしまち 祥豊 洛南

80117 南 吉祥院嶋笠井町
きっしょういんしまかさ
いちょう 祥栄 洛南

80118 南 吉祥院嶋樫山町
きっしょういんしまかた
ぎやまちょう 祥栄 洛南

80119 南 吉祥院嶋川原田町
きっしょういんしまかわ
らだちょう 祥栄 洛南

80120 南 吉祥院嶋高町
きっしょういんしまたか
まち 祥栄 洛南

80121 南 吉祥院嶋堤外
きっしょういんしまつつ
みそと 祥栄 洛南

80122 南 吉祥院嶋出在家町
きっしょういんしまでざ
いけちょう 祥栄 洛南

80123 南 吉祥院嶋堂ノ裏
きっしょういんしまどう
のうら 祥栄 洛南

80124 南 吉祥院嶋中ノ島
きっしょういんしまなか
のしま 祥栄 洛南

80125 南 吉祥院嶋西浦
きっしょういんしまにし
うら 祥栄 洛南

80126 南 吉祥院嶋野間詰町
きっしょういんしまのま
づめちょう 祥栄 洛南

80127 西大路通以東 吉祥院 洛南

西大路通以西 祥豊 洛南

80129 南 吉祥院新田壱ノ段町
きっしょういんしんでん
いちのだんちょう 祥豊 洛南

80130 南 吉祥院新田参ノ段町
きっしょういんしんでん
さんのだんちょう 祥豊 洛南

80131 南 吉祥院新田下ノ向町
きっしょういんしんでん
しものむかいちょう 祥豊 洛南

80132 南 吉祥院新田弐ノ段町
きっしょういんしんでん
にのだんちょう 祥豊 洛南

80133 南 吉祥院菅原町
きっしょういんすがはら
ちょう 吉祥院 洛南

80134 南 吉祥院砂ノ町
きっしょういんすなの
ちょう 吉祥院 洛南

80135 南 吉祥院高畑町
きっしょういんたかはた
ちょう 吉祥院 洛南

80136 南 吉祥院堤外
きっしょういんつつみ
そと

≪「吉祥院提外」と表記される場合あり≫ 祥豊 洛南

80137 南 吉祥院堤外町
きっしょういんつつみ
そとちょう 祥豊 洛南

80138 南 吉祥院中河原里北町
きっしょういんなかがわ
らさときたちょう 祥豊 洛南

80139 南 吉祥院中河原里西町
きっしょういんなかがわ
らさとにしちょう 祥豊 洛南

80140 南 吉祥院中河原里南町
きっしょういんなかがわ
らさとみなみちょう 祥豊 洛南

80141 南 吉祥院中河原西屋敷町
きっしょういんなかがわ
らにしやしきちょう 祥豊 洛南

80142 南 吉祥院中島町
きっしょういんなかじま
ちょう 祥豊 洛南

80143 南 吉祥院長田町
きっしょういんながた
ちょう 祥栄 洛南

80144 南 吉祥院仁木ノ森町
きっしょういんにきのも
りちょう 吉祥院 洛南

吉祥院九条町
きっしょういんくじょう
ちょう

南 吉祥院清水町
きっしょういんしみず
ちょう

南
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80145 南 吉祥院西浦町
きっしょういんにしうら
ちょう 吉祥院 洛南 き

80146 南 吉祥院西定成町
きっしょういんにしさだ
なりちょう 吉祥院 洛南

80147 南 吉祥院西ノ内町
きっしょういんにしのう
ちちょう 吉祥院 洛南

80148 南 吉祥院西ノ庄猪之馬場町
きっしょういんにしの
しょういのばばちょう 祥豊 洛南

80149 南 吉祥院西ノ庄黒之内
きっしょういんにしの
しょうくろのうち

≪「吉祥院西ノ庄黒ノ内町」と表記される場合あり≫ 祥豊 洛南

80150 南 吉祥院西ノ庄西浦町
きっしょういんにしの
しょうにしうらちょう 祥豊 洛南

80151 南 吉祥院西ノ庄西中町
きっしょういんにしの
しょうにしなかちょう 祥豊 洛南

80152 南 吉祥院西ノ庄東屋敷町
きっしょういんにしの
しょうひがしやしきちょ 祥豊 洛南

80153 南 吉祥院西ノ庄淵ノ西町
きっしょういんにしの
しょうふちのにしちょう 祥豊 洛南

80154 南 吉祥院西ノ庄向田町
きっしょういんにしの
しょうむかいだちょう 祥豊 洛南

80155 南 吉祥院西ノ庄門口町
きっしょういんにしの
しょうもんぐちちょう 祥豊 洛南

80156 南 吉祥院西ノ茶屋町
きっしょういんにしの
ちゃやちょう 吉祥院 洛南

80157 南 吉祥院這登中町
きっしょういんはいのぼ
りなかまち 吉祥院 洛南

80158 南 吉祥院這登西町
きっしょういんはいのぼ
りにしまち 吉祥院 洛南

80159 南 吉祥院這登東町
きっしょういんはいのぼ
りひがしまち 吉祥院 洛南

80160 南 吉祥院八反田町
きっしょういんはったん
だちょう 吉祥院 洛南

80161 南 吉祥院東浦町
きっしょういんひがしう
らちょう 吉祥院 洛南

80162 南 吉祥院東砂ノ町
きっしょういんひがしす
なのちょう 吉祥院 洛南

80163 南 吉祥院東前田町
きっしょういんひがしま
えだちょう 祥栄 洛南

80164 南 吉祥院船戸町
きっしょういんふなと
ちょう 吉祥院 洛南

80165 南 吉祥院前河原町
きっしょういんまえがわ
らちょう 祥豊 洛南

80166 南 吉祥院前田町
きっしょういんまえだ
ちょう 祥栄 洛南

80167 南 吉祥院蒔絵町
きっしょういんまきえ
ちょう 祥栄 洛南

80168 南 吉祥院蒔絵南町
きっしょういんまきえみ
なみちょう 祥栄 洛南

80169 南 吉祥院政所町
きっしょういんまんどこ
ろちょう 吉祥院 洛南

80170 南 吉祥院南落合町
きっしょういんみなみ
おちあいちょう 吉祥院 洛南

80171 南 吉祥院宮ノ西町
きっしょういんみやのに
しちょう 祥豊 洛南

80172 南 吉祥院宮ノ東町
きっしょういんみやの
ひがしちょう 祥豊 洛南

80173 南 吉祥院向田西町
きっしょういんむかいだ
にしちょう 祥豊 洛南

80174 南 吉祥院向田東町
きっしょういんむかいだ
ひがしちょう 祥豊 洛南

80175 南 吉祥院流作町
きっしょういんりゅうさく
ちょう 祥豊 洛南

80176 南 九条町 くじょうちょう 南大内 八条 く
80177 南 久世大築町 くぜおおつきちょう 大藪 久世

80178 南 久世大藪町 くぜおおやぶちょう 大藪 久世

80179 国道171号線以西 久世西 久世

国道171号線以東 大藪 久世

80181 国道171号線以北 久世西 久世

国道171号線以南 大藪 久世

80183 南 久世高田町 くぜたかだちょう 久世西 久世

80184 南 久世築山町 くぜつきやまちょう 大藪 久世

80185 国道171号線以西 久世西 久世

国道171号線以東 大藪 久世

80187 南 久世中久世町一丁目
くぜなかくぜいちちょう
め 久世西 久世

80188 南 久世中久世町二丁目 くぜなかくぜにちょうめ 久世西 久世

80189 南 久世中久世町三丁目
くぜなかくぜさんちょう
め 久世西 久世

80190 南 久世中久世町四丁目
くぜなかくぜよんちょう
め 久世西 久世

80191 南 久世中久世町五丁目 くぜなかくぜごちょうめ 久世西 久世

80192 南 久世中久町 くぜなかひさちょう 大藪 久世

くぜかわはらちょう

南 久世上久世町 くぜかみくぜちょう

南 久世川原町

南 久世殿城町 くぜとのしろちょう

4 ／6ページ



［南区］

No. 行政区 町名 読み仮名 備考 小学校区 中学校区

80193 南 久世東土川町
くぜひがしつちかわ
ちょう 大藪 久世 く

80194 南 境内町 けいないちょう 九条弘道 九条 け
80195 南 塩屋町 しおやちょう 九条弘道 九条 し
80196 南 大黒町 だいこくちょう 九条弘道 九条 た
80197 南 東寺町 とうじちょう 南大内 八条 と
80198 南 東寺東門前町

とうじひがしもんぜん
ちょう 九条弘道 九条

80199 南 西九条池ノ内町
にしくじょういけのうち
ちょう 九条弘道 九条 に

80200 南 西九条猪熊町
にしくじょういのくまちょ
う 九条弘道 九条

80201 南 西九条院町 にしくじょういんまち 九条弘道 九条

80202 南 西九条大国町
にしくじょうおおくに
ちょう 九条塔南 九条

80203 南 西九条開ケ町 にしくじょうかいがちょう 九条塔南 九条

80204 南 西九条戒光寺町
にしくじょうかいこうじ
ちょう 九条弘道 九条

80205 九条弘道 九条

凌風小中 凌風小中

80207 南 西九条唐戸町 にしくじょうからとちょう 九条塔南 九条

80208 南 西九条唐橋町
にしくじょうからはしちょ
う 九条弘道 九条

80209 南 西九条川原城町
にしくじょうかわらじょう
ちょう 九条弘道 九条

80210 南 西九条北ノ内町
にしくじょうきたのうち
ちょう

※下京区内は梅小路小・下京中 九条弘道 九条

80211 南 西九条御幸田町
にしくじょうごこうでん
ちょう 九条塔南 九条

80212 南 西九条小寺町 にしくじょうこでらちょう 九条弘道 九条

80213 南 西九条蔵王町 にしくじょうざおうちょう 九条弘道 九条

80214 南 西九条島町 にしくじょうしままち 九条弘道 九条

80215 南 西九条菅田町 にしくじょうすがたちょう 九条塔南 九条

80216 南 西九条高畠町
にしくじょうたかはた
ちょう 九条塔南 九条

80217 南 西九条寺ノ前町
にしくじょうてらのまえ
ちょう 九条弘道 九条

80218 南 西九条豊田町 にしくじょうとよだちょう 九条塔南 九条

80219 南 西九条鳥居口町
にしくじょうとりいぐち
ちょう 九条弘道 九条

80220 南 西九条南田町
にしくじょうなんでん
ちょう 九条塔南 九条

80221 南 西九条西蔵王町
にしくじょうにしざおう
ちょう 九条弘道 九条

80222 南 西九条西柳ノ内町
にしくじょうにしやなぎ
のうちちょう 九条塔南 九条

80223 南 西九条針小路町
にしくじょうはりこうじ
ちょう 九条弘道 九条

80224 南 西九条比永城町
にしくじょうひえいじょう
ちょう 九条塔南 九条

80225 南 西九条東御幸田町
にしくじょうひがしごこう
でんちょう 九条塔南 九条

80226 南 西九条東島町
にしくじょうひがししま
まち 九条弘道 九条

80227 南 西九条東比永城町
にしくじょうひがしひえ
いじょうちょう 九条塔南 九条

80228 南 西九条東柳ノ内町
にしくじょうひがしやな
ぎのうちちょう 九条弘道 九条

80229 南 西九条藤ノ木町
にしくじょうふじのき
ちょう 九条弘道 九条

80230 南 西九条仏現寺町
にしくじょうぶつげんじ
ちょう 九条弘道 九条

80232 南 西九条南小路町
にしくじょうみなみこうじ
ちょう 九条弘道 九条

80233 南 西九条森本町
にしくじょうもりもとちょ
う 九条塔南 九条

80234 南 西九条柳ノ内町
にしくじょうやなぎのう
ちちょう 九条弘道 九条

80236 南 西九条横町 にしくじょうよこまち 九条弘道 九条

80237 南 八条内田町 はちじょううちだちょう 南大内 八条 は
80238 南 八条町 はちじょうちょう 南大内 八条

80239 南 八条寺内町
はちじょうてらのうち
ちょう 南大内 八条

80240 南 八条坊門町 はちじょうぼうもんちょう ※下京区内は梅小路小・下京中 南大内 八条

番地等によって学校が異なりますので，教育委員会
調査課へお問合せください。（075-222-3772）
※予め番地・地図等をご確認のうえお問合せください。

南 西九条春日町
にしくじょうかすがちょ
う

中京区，下京区，伏見区

にも同名の町あり

上京区，中京区，東山区，

下京区にも同名の町あり
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80241 南 八条源町
はちじょうみなもとちょ
う 南大内 八条 は

80242 南 東九条明田町
ひがしくじょうあけた
ちょう 凌風小中 凌風小中 ひ

80243 南 東九条石田町
ひがしくじょういしだ
ちょう 凌風小中 凌風小中

80244 南 東九条宇賀辺町
ひがしくじょううかべ
ちょう 凌風小中 凌風小中

80245 南 東九条上御霊町
ひがしくじょうかみご
りょうちょう 凌風小中 凌風小中

80246 南 東九条上殿田町
ひがしくじょうかみとの
だちょう 凌風小中 凌風小中

80247 南 東九条烏丸町
ひがしくじょうからすま
ちょう 凌風小中 凌風小中

80248 南 東九条河西町
ひがしくじょうかわにし
ちょう 凌風小中 凌風小中

80249 南 東九条河辺町
ひがしくじょうかわべ
ちょう 凌風小中 凌風小中

80250 南 東九条北烏丸町
ひがしくじょうきたから
すまちょう 凌風小中 凌風小中

80251 南 東九条北河原町
ひがしくじょうきたかわ
らまち 凌風小中 凌風小中

80252 南 東九条北松ノ木町
ひがしくじょうきたまつ
のきちょう 凌風小中 凌風小中

80253 南 東九条下殿田町
ひがしくじょうしもとの
だちょう 凌風小中 凌風小中

南 東九条中御霊町
ひがしくじょうなかごりょ
うちょう 凌風小中 凌風小中

80255 南 東九条中殿田町
ひがしくじょうなかとの
だちょう 凌風小中 凌風小中

80256 南 東九条中札辻町
ひがしくじょうなかふだ
のつじちょう 凌風小中 凌風小中

80257 南 東九条西明田町
ひがしくじょうにしあけ
たちょう 凌風小中 凌風小中

80258 南 東九条西岩本町
ひがしくじょうにしいわ
もとちょう 凌風小中 凌風小中

80259 南 東九条西河辺町
ひがしくじょうにしかわ
べちょう 凌風小中 凌風小中

80260 南 東九条西御霊町
ひがしくじょうにしごりょ
うちょう 凌風小中 凌風小中

80261 南 東九条西山王町
ひがしくじょうにしさん
のうちょう 凌風小中 凌風小中

80262 南 東九条西札辻町
ひがしくじょうにしふだ
のつじちょう 凌風小中 凌風小中

80263 南 東九条西山町
ひがしくじょうにしやま
ちょう 凌風小中 凌風小中

80264 南 東九条東岩本町
ひがしくじょうひがしい
わもとちょう 凌風小中 凌風小中

80265 南 東九条東御霊町
ひがしくじょうひがしご
りょうちょう 凌風小中 凌風小中

80266 南 東九条東山王町
ひがしくじょうひがしさ
んのうちょう 凌風小中 凌風小中

80267 南 東九条東札辻町
ひがしくじょうひがしふ
だのつじちょう 凌風小中 凌風小中

80268 南 東九条東松ノ木町
ひがしくじょうひがしま
つのきちょう 凌風小中 凌風小中

80269 南 東九条松田町
ひがしくじょうまつだ
ちょう 凌風小中 凌風小中

80270 南 東九条南石田町
ひがしくじょうみなみい
しだちょう 凌風小中 凌風小中

80271 南 東九条南岩本町
ひがしくじょうみなみい
わもとちょう 凌風小中 凌風小中

80272 南 東九条南烏丸町
ひがしくじょうみなみか
らすまちょう 凌風小中 凌風小中

80273 南 東九条南河辺町
ひがしくじょうみなみか
わべちょう 凌風小中 凌風小中

80274 南 東九条南河原町
ひがしくじょうみなみか
わらまち 凌風小中 凌風小中

80275 南 東九条南山王町
ひがしくじょうみなみさ
んのうちょう 凌風小中 凌風小中

80276 南 東九条南松田町
ひがしくじょうみなみま
つだちょう 凌風小中 凌風小中

80277 南 東九条南松ノ木町
ひがしくじょうみなみま
つのきちょう 凌風小中 凌風小中

80278 南 東九条室町 ひがしくじょうむろまち 凌風小中 凌風小中

80279 南 東九条柳下町
ひがしくじょうやなぎの
したちょう 凌風小中 凌風小中

80280 南 古御旅町 ふるおたびちょう ※下京区内は梅小路小・下京中 九条弘道 九条 ふ
80281 南 四ツ塚町 よつづかちょう 南大内 八条 よ
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