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1 川上小 川上 川上町314-4 099-244-8393

2 〃 川上第二 川上町322 099-243-1710

3 吉野小 吉野 吉野町2445 099-244-6845

4 〃 吉野第二 吉野町3046-3 099-243-4466

5 〃 吉野第三 吉野町2677-1 099-243-1120

6 吉野東小 吉野東 吉野町5203 099-243-9771

7 〃 吉野東第二 吉野町6060-3 099-244-3121

8 〃 吉野東第三 吉野町6060-3 099-244-0087

9 大明丘小 大明丘 大明丘一丁目5-20 099-244-3770

10 坂元小 坂元 玉里団地三丁目45-1 099-220-7826

11 〃 坂元第二 玉里団地三丁目45-1 099-803-0964

12 坂元台小 坂元台 西坂元町58-2 099-248-3346

13 〃 坂元台第二 西坂元町58-2 099-248-2506

14 清水小 清水 清水町8-15 099-248-1326

15 〃 清水第二 春日町9-12 099-248-4649

16 大龍小 大龍 大竜町11-44 099-248-1320

17 山下小 山下 西千石町15-5 099-227-2748

18 草牟田小 草牟田 城山二丁目3-1 099-226-6356

19 原良小 原良 永吉一丁目14-16 099-259-3832

20 〃 原良第二 原良三丁目5-8 099-803-2934

21 明和小 明和 明和二丁目1-1 099-281-2013

22 〃 明和第二 明和二丁目1-1 099-803-5350

23 武岡小 武岡 武岡二丁目30-1 099-281-6348

24 〃 武岡第二 武岡二丁目30-1 099-282-1881

25 武岡台小 武岡台 武岡五丁目37-2 099-281-3757

26 西田小 西田 薬師二丁目36-11（1階） 099-285-5403

27 〃 西田第二 薬師二丁目36-11（2階） 099-251-8171

28 武小 武 武一丁目35-31（1階） 099-254-9462

29 〃 武第二 武一丁目35-31（1階） 099-255-2265

30 田上小 田上 田上五丁目11-14 099-255-6336

31 〃 田上第二 田上五丁目12-1 099-258-3761

32 西陵小 西陵 西陵三丁目33-15 099-281-2136

33 〃 西陵第二 西陵三丁目33-15 099-281-2166

34 広木小 広木 広木一丁目1-80 099-275-5353

35 〃 広木第二 広木一丁目4-1 099-265-2605

36 中洲小 中洲 上之園町28-1 099-206-8650

37 荒田小 荒田 荒田一丁目30-27 099-206-0166

38 八幡小 八幡 下荒田三丁目25-1 099-254-9477

39 〃 八幡第二 下荒田三丁目25-1 099-258-9621

40 中郡小 中郡 郡元二丁目4-6 099-254-4918

41 紫原小 紫原 紫原二丁目24-2(1階) 099-259-1335

42 〃 紫原第二 紫原二丁目24-2(2階) 099-259-1337

43 西紫原小 西紫原 紫原三丁目50-18(1階) 099-285-6550

44 〃 西紫原第二 紫原三丁目50-18(2階) 099-285-3810

45 鴨池小 鴨池 真砂本町59-28 099-206-1110

46 〃 鴨池第二 真砂本町59-28 099-803-3936

47 南小 南 東郡元町13-22 099-803-1145

48 宇宿小 宇宿 宇宿四丁目29-16 099-265-5584

49 向陽小 向陽 向陽一丁目14-1 099-265-3135

50 〃 向陽第二 向陽一丁目14-1 099-803-3384

51 伊敷小 伊敷 伊敷五丁目19-1 099-229-1870

52 花野小 花野 花野光ヶ丘二丁目2-16 099-228-0491

53 〃 花野第二 花野光ヶ丘一丁目1-1 099-228-0265

54 西伊敷小 西伊敷 西伊敷四丁目12-1 099-228-6488

55 伊敷台小 伊敷台 伊敷台五丁目20-20 099-229-5160

56 〃 伊敷台第二 伊敷台四丁目20-1 099-220-6020

57 玉江小 玉江 下伊敷一丁目35-1 099-220-5721

58 〃 玉江第二 下伊敷一丁目35-1 099-228-2882

59 〃 玉江第三 下伊敷一丁目35-1 099-803-6942

60 〃 玉江第四 下伊敷一丁目35-1 099-803-1175
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61 小山田小 小山田 小山田町9398 099-238-2177

62 犬迫小 犬迫 犬迫町5745 099-238-0051

63 皆与志小 皆与志 皆与志町4351 099-238-2004

64 東桜島小 東桜島 東桜島町17 099-221-2700

65 谷山小 谷山 谷山中央一丁目4389-ハ（1階） 099-267-6523

66 〃 谷山円明庵 谷山中央一丁目5027-3 099-269-3669

67 〃 谷山第三 谷山中央一丁目4389-ハ（2階） 099-260-0131

68 西谷山小 西谷山 上福元町6464-1 099-267-5616

69 〃 西谷山第二 上福元町6464-1 099-803-2374

70 東谷山小 東谷山 魚見町123-1 099-268-6700

71 〃 東谷山第二 東谷山二丁目21-24 099-269-8882

72 和田小 和田 和田一丁目33-26 099-267-4134

73 錦江台小 錦江台 下福元町9236-5 099-261-9668

74 〃 錦江台第二 錦江台一丁目70-1 099-262-2248

75 福平小 福平 下福元町8019-4 099-262-3190

76 〃 福平第二 平川町819-3 099-803-4063

77 錫山小 錫山 下福元町11528-7 099-263-2831

78 中山小 中山 中山二丁目34-1 099-264-3415

79 〃 中山第二 中山二丁目34-1 099-264-3480

80 〃 中山第三 中山二丁目32-21 099-268-3141

81 〃 中山第四 中山二丁目34-1 099-808-0006

82 桜丘西小 桜丘西 桜ヶ丘二丁目30-17 099-264-2164

83 〃 桜丘西第二 桜ヶ丘二丁目35 099-264-7717

84 桜丘東小 桜丘東 桜ヶ丘六丁目13-1F 099-275-2614

85 〃 桜丘東第二 桜ヶ丘六丁目13-2F 099-264-3220

86 星峯西小 星峯西 星ヶ峯四丁目9-1 099-264-0006

87 〃 星峯西第二 星ヶ峯四丁目9-1 099-275-4110

88 〃 星峯西第三 星ヶ峯四丁目9-1 099-803-6935

89 星峯東小 星峯東 星ヶ峯一丁目42-1 099-264-0645

90 宮川小 宮川 皇徳寺台四丁目11-1 099-275-2642

91 〃 宮川第二 皇徳寺台四丁目26-1 099-803-1136

92 皇徳寺小 皇徳寺 皇徳寺台一丁目18-3 099-275-0350

93 〃 皇徳寺第二 皇徳寺台二丁目50-1 099-803-1092

94 平川小 平川 平川町4375 099-803-3971

95 吉田小 吉田 西佐多町789-2 099-295-2603

96 本名小 本名 本名町2738-1 099-294-3662

97 宮小 宮 宮之浦町932-1 099-294-2777

98 本城小 本城 本城町1696 099-294-1152

99 牟礼岡小 牟礼岡 牟礼岡一丁目3-2 099-294-8905

100 桜洲小 桜洲 桜島小池町55 099-293-2434

101 桜峰小 桜峰 桜島松浦町355 099-293-3676

102 瀬々串小 瀬々串 喜入瀬々串町3500 099-347-0081

103 中名小 中名 喜入中名町976 099-345-0112

104 喜入小 喜入 喜入町6993 099-345-1223

105 前之浜小 前之浜 喜入前之浜町7076-2 099-343-0074

106 生見小 生見 喜入生見町1365 099-343-0081

107 松元小 松元 上谷口町987-1 099-278-0660

108 春山小 春山 春山町1820-7 099-278-0085

109 〃 春山第二 春山町1824-2 099-803-3867

110 石谷小 石谷 石谷町1385-2 099-278-1145

111 郡山小 郡山 郡山町2519-5 099-298-4010

112 南方小 南方 川田町1415 099-298-7044

113 花尾 花尾 花尾町170 099-298-7811


