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あ 青田 20 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4水 に 西平井 8 月・木 金 1・3金 2・4金 1・3土

A 青田 20 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4三 Ni 西平井 8 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第1・第3六

い 市野谷 5 月・木 水 1・3水 2・3水 1・3土 西平井一～三丁目 8 月・木 金 1・3金 弟2・第4五 1・3水

I 市野谷 5 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3六 西平井一～三丁目 8 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第1・第3三

う 後平井 5 月・木 水 1・3水 ２・4水 １・3土 西深井 28 水・土 火 1・3火 2・4火 2・4木

U 后平井 5 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3六 西深井 28 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第2・第4四

え 江戸川台西１～４丁目 23 水・土 月 1・3月 2・4月 2・4火 西松ヶ丘１丁目 6 月・木 金 1・3金 2・4金 1・3火

E 江户川台西１～４丁目 23 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第2・第4二 西松丘１丁目 6 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第1・第3二

江戸川台東１丁目 24 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3木 の 野々下 1丁目 5 月・木 水 1・3水 2・4水 1・3土

江户川台东１丁目 24 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3四 No 野野下 1丁目 5 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3六

江戸川台東２～４丁目 27 水・土 火 1・3火 2・4火 1・3木 野々下２～６丁目 14 火・金 水 1・3水　 2・4水 1・3月

江戸川台东２～４丁目 27 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第1・第3四 野野下２～６丁目 14 二・五 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3一

お 大畔 18 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4月 ひ 東初石１～２丁目 12 火・金 月 1・3月 2・4月 1・3木

O 大畔 18 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4一 Hi 东初石１～２丁目 12 二・五 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3四

おおたかの森北一～三丁目 31 火・金 木 1・3木 2・4木 1・3水 東初石３～４丁目 13 火・金 月 1・3月 2・4月 2・4土

大鹰之森北一～三丁目 31 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第1・第3三 东初石３～４丁目 13 二・五 一 弟1・第3一 第2・第4一 第2・第4六

おおたかの森西一～二丁目 32 月・木 水 1・3水 2・4水 1・3土 東深井A（※１） 30 水・土 火 1・3火 2・4火 1・3水

大鹰之森西一～二丁目 32 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3六 东深井A（※１） 30 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第1・第3三

おおたかの森西三～四丁目 33 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4月 東深井B（※２） 29 水・土 火 1・3火 2・4火 2・4金

大鹰之森西三～四丁目 33 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4一 东深井B（※２） 29 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第2・第4五

おおたかの森東一～四丁目 31 火・金 木 1・3木 2・4木 1・3水 平方 28 水・土 火 1・3火 2・4火 1・3金

大鹰之森东一～四丁目 31 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第1・第3三 平方 28 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第1・第3五

おおたかの森南一丁目 34 二・五 木 1・3木 2・4木 1・3土 平方村新田 28 水・土 火 1・3火 2・4火 2・4木

大鹰之森南一丁目 34 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第1・第3六 平方村新田 28 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第2・第4四

おおたかの森南二～三丁目 32 月・木 水 1・3水 2・4水 1・3土 （大字）鰭ヶ崎 9 月・木 金 1・3金 2・4金 2・4木

大鹰之森南二～三丁目 32 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3六 （大字）鳍崎 9 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第2・第4四

思井・思井１丁目 4 月・木 水 1・3水 2・4水 2・4金 鰭ヶ崎二丁目 9 月・木 金 1・3金 d2・4金 2・4水

思井・思井１丁目 4 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第2・第4五 鰭崎二丁目 9 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第2・第4三

か （大字）加・加１～６丁目 26 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3金 ふ 深井新田 28 水・土 火 1・3火 2・4火 2・4木

Ka （大字）加・加１～６丁目 26 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3五 Hu 深井新田 28 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第2・第4四

上貝塚 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火 富士見台・富士見台１～２丁目 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火

上贝塚 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二 富士见台・富士见台１～２丁目 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二

上新宿 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火 古間木 4 月・木 水 1・3水 2・4水 2・4金

上新宿 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二 古间木 4 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第2・第4五

上新宿新田 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火 へ 平和台１～５丁目 27 水・土 火 1・3火 2・4火 1・3木

上新宿新田 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二 He 平和台１～５丁目 27 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第1・第3四

き 木 15 火・金 水 1・3水 2・4水 2・4木 ま 前ヶ崎 10 月・木 金 1・3金 2・4金 1・3土

Ki 木 15 二・五 三 第1・第3三 第2・第4三 第2・第4四 Ma 前崎 10 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第1・第3六

北 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火 前平井 5 月・木 水 1・3水 2・4水 1・3土

北 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二 前平井 5 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3六

桐ヶ谷 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火 松ヶ丘１～２丁目 7 月・木 金 1・3金 2・4金 2・4火

桐谷 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二 松丘１～２丁目 7 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第2・第4二

こ こうのす台 29 水・土 火 1・3火 2・4火 1・3金 松ヶ丘３～４丁目 6 月・木 金 1・3金 2・4金 1・3火

Ko 鴻巣台 29 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第1・第3五 松丘３～４丁目 6 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第1・第3二

駒木 19 火・金 木 1・3木 2・4木 1・3水 松ヶ丘５～６丁目 3 月・木 水 1・3水 2・4水 2・4火

驹木 19 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第1・第3三 松丘５～６丁目 3 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第2・第4二

駒木台 20 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4水 み 美田 20 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4水

驹木台 20 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4三 Mi 美田 20 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4三

小屋 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火 南 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火

小屋 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二 南 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二

し 芝崎 4 月・木 水 1・3水 2・4水 2・4金 南流山１丁目 17 火・金 木 1・3木 2・4木 1・3月

Shi 芝崎 4 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第2・第4五 南流山１丁目 17 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第1・第3一

下花輪 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火 南流山２～３丁目 18 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4月

下花轮 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二 南流山２～３丁目 18 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4一

た 谷 22 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3火 南流山４～５丁目 14 火・金 水 1・3水 2・4水 1・3月

Ta 谷 22 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3二 南流山４～５丁目 14 二・五 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3一

な 中 4 月・木 水 1・3水 2・4水 2・4金 南流山６丁目 18 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4月

Na 中 4 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第2・第4五 南流山６丁目 18 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4一

長崎１～２丁目 16 火・金 水 1・3水 2・4水 1・3土 南流山７～８丁目 15 火・金 水 1・3水 2・4水 2・4木

长崎１～２丁目 16 二・五 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3六 南流山７～８丁目 15 二・五 三 第1・第3三 第2・第4三 第2・第4四

中野久木 25 水・土 月 1・3月 2・4月 2・4木 美原１～４丁目 28 水・土 火 1・3火 2・4火 2・4木

中野久木 25 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第2・第4四 美原１～４丁目 28 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第2・第4四

（大字）流山 14 火・金 水 1・3水 2・4水 1・3月 宮園１～３丁目 4 月・木 水 1・3水 2・4水 2・4金

（大字）流山 14 二・五 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3一 宮園１～３丁目 4 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第2・第4五

流山１～４丁目 27 水・土 火 1・3火 2・4火 1・3木 三輪野山・三輪野山１～５丁目 26 水・土 月 1・3月 2・4月 1・3金

流山１～４丁目 27 三・六 二 第1・第3二 第2・第4二 第1・第3四 三轮野山・三轮野山１～５丁目 26 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第1・第3五

流山５～９丁目 1 月・木 火 1・3火 2・4火 1・3水 む 向小金１丁目 10 月・木 金 1・3金 2・4金 1・3土

流山５～９丁目 1 一・四 二 第1・第3二 第2・第4二 第1・第3三 Mu 向小金１丁目 10 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第1・第3六

名都借 2 月・木 水 1・3水 2・4水 1・3火 向小金２～４丁目 11 月・木 金 1・3金 2・4金 2・4土

名都借 2 一・四 三 第1・第3三 第2・第4三 第1・第3二 向小金２～４丁目 11 一・四 五 第1・第3五 第2・第4五 第2・第4六

に 西初石１～２丁目 23 水・土 月 1・3月 2・4月 2・4火 わ 若葉台 18 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4月

Ni 西初石１～２丁目 23 三・六 一 第1・第3一 第2・第4一 第2・第4二 Wa 若叶台 18 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4一

西初石３～５丁目 18 火・金 木 1・3木 2・4木 2・4月

西初石３～５丁目 18 二・五 四 第1・第3四 第2・第4四 第2・第4一

※１　東深井Aは、東深井B以外の地区です。

※１　东深井A是、东深井B以外的地区

※２　東深井Bは、大橋団地、オークタウン江戸川台、小田急江戸川台団地、星和江戸川台、TBSやよい団地、トーメン第３江戸川台、東急団地、中ノ坪、東深井みどり台、東深井こもれび各地区です。

※２　东深井B是、大桥团地、橡树城江戸川台、小田急江戸川台团地、星和江戸川台、TBS弥生团地、东棉第３江戸川台、东急团地、中之坪、东深井绿地台、东深井阳光城各地区。
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