2016 年长宁区公办小学对口入学地域分配表
序
号

1

2

3

4

5

校名

招生地块

华山路：800 弄-1136 弄（双号）
、1389 弄-1531 号（单号）
昭化东路：58 号、59 号、60 号-200 弄（双号）
、65 弄-209 号（单号）
镇宁路：9 号、55 号
江五小学
延安西路：487 弄-691 弄（单号）
、900-1030（双号）
（昭化东路校 江苏路：759-835（单号）
、720-876（双号）
区）
曹家堰路全部
泰安路：50 号-120 弄（双号）
湖南路：421-581（单号）
兴国路：228-360（双号）
华阳路：20 弄-298 弄（单、双号）
长宁支路：210 弄-333 弄（单、双号）
万航渡路： 1254 弄-1589 号（单、双号）
江五小学
凯旋路：10 弄-200 号（双号）
万航渡路、长宁支路、汇
（华阳路校区）
汇川路：300 弄-476 弄（双号）
川路这三处中凡属本区
长宁路：350 号-988 号（双号）
、339 号-547 号（单号）
旧区改造征收范围的不
安西路：8 号-20 弄（双号）
、23 弄-39 号（单号）
属于本校招生地块，学区
江苏北路：69 号-119 号（单号）
、88 号-100 号（双号）
长宁路：88 号、234 弄
江五小学
（长宁路校区） 长宁支路：125 弄-191 号（单号）
长宁支路：160 弄（双号）

愚一小学

愚一小学
（向红分校）

镇宁路：111 号（王子晶品）233（荣轩）
、255-545（单号）
万航渡路：564 号
武定西路：1201-1395
愚园路：96-320 弄、718-750（双号）
、838 弄、888 号（畅园）
、
495 弄、443 弄、581 弄、699-909（单号）
、792 号、788 号
（1、2、6 号）
江苏路：237-601（单号）
、46-328（双号）
东诸安浜路：260 弄、234 弄、224 弄、180 弄、158 弄、118 弄、
103 弄、94 弄、91 弄、75 弄、165 弄、57 号-67 号、
166 号、223 号、231 号
延安西路：502-688（双号）
、548 弄（60 支弄）
、688 弄（华敏世纪）

延安西路：1446 弄-1672 弄（双号）
、1435 弄-1547 弄（单号）
定西路：385-825（单号）
、380-798（双号）
法三小学

新华路：500-726（双号）
、519-755（单号）
凯旋路：1010-1596（双号）
杨宅路：
（凯旋路以东：杨宅路 2 号、40 弄、97 号）

7

复旦小学

统筹安排。

宣化路：41-299（单号）52-268（双号）
愚园路：993-1423（单号）
、986-1396（双号）
安西路：325-383（单号）
、260-500（双号）
定西路：1310-1564（双号）

法华镇路：635 弄起

6

备注

安顺路：77 弄-139 弄（单号）
种德桥路：
（延安西路以南：种德桥路 1 号-92 号）
兴国路：370-408（双号）

镇宁路405 弄174-182 号、镇
宁路465 弄153 号、155 号、
157 支弄、159 支弄179 号、
177 号、175 号、173 号、171
号、169 号、167 号、165
号这些地段中凡属本区旧
区改造征收范围的由学区
统筹安排。

序
号

校名

8

开元小学

9

开元学校
（小学部）

10

安顺路小学

11

长宁路小学

12

玉屏南路小学

招生地块
华山路：1164-1690（双号）
、1533-1645（单号）
番禺路：2-586（双号）
、1-619（单号）
淮海中路：1936-2068（双号）
淮海西路：2-720 号
法华镇路：2-588（双号）
、1-555（单号）
幸福路：2-300（双号）
、1-441（单号）
新华路：2-448（双号）
、1-485（单号）
平武路：2-150（双号）
、1-175（单号）
泰安路：53-141（单号）
香花桥路：全部
延安西路：1146-1396（双号）
云阳路：全部
延安西路：889 弄-1399 弄（单号）
昭化路：25-351（单号）
、60 弄-520（双号）
、555 弄
武夷路：1-373（单号）
、594 号、2-350（双号）
利西路：24-280
安化路：1-393（单号）
、20-302（双号）
西诸安浜：405 弄、425 弄、435 弄、465 弄、475 弄、501 号、503 号
安西路：641 号、648-676
江苏路江苏路：470-520（双号）
武夷路：401-589（单号）
、416-472（双号）
安化路：390-568（双号）
、395 号-567 号（单号）
长宁路：969 弄
汇川路：10 弄、18 号、88 弄（凯欣豪园）
定西路：969-1525（单号）
、906-1240（双号）
三泾北宅：1-39 号
虹桥路：885 号-1392 号
延安西路：1740 弄-1930 弄（双号）
宋园路：1-108
伊犁路：2 号-110 弄、134 弄、146 弄、190 弄
黄金城道：99 弄、潘家塔、姚虹路虹四村
中山西路：934-1432（双号）
、945-1251（单号）
中山西路何家角全部、中山西路中华新村全部、中山西路长顺路全部
安顺路：134-358（双号）
、158-389 号（单号）
纺大教工宿舍（延安西路 1882 号、延安西路 1930 弄、杨宅路 181 弄）
凯旋路：1383 号
万航渡路：2032 弄-2616 弄
长宁路：1120 弄、1135-2197
中山西路：85-187（单号）
、189 弄、340-450（双号）
、483 号
遵义路：555-820 号
玉屏南路：110-476（双号）
天山三村：全部
云雾山路：2-27 号
遵义路：390 弄-412 弄、435 弄、533 号、543 号
友谊新村：1-7 号
玉屏南路：1-207 号（单号）
、41 弄、113 弄、345 弄、375 号、309 号、
329 号、377 号、379 号
天山路：1726 弄 1-11 号、938 弄、1878 弄-1922 弄
中山西路：640 号（双号）-652 弄 3 号、669 弄-753 号
娄山关路：764 弄、810 弄
武夷路：651-741（单号）
、656-790（双号）

备注

序
号

校名

13

古北路小学

14

建青实验学校
小学部

15

天一小学

16

天二小学

17

长宁实验小学

招生地块
天山路：680 弄、700 弄、750 弄-840 弄 （双号）
古北路：4-186 号（双号）
、8 弄、62 弄、69 弄、76 弄、108 弄、
181 弄、124 弄、136 弄、211 弄-250 弄、371 弄-373 弄
娄山关路：811 弄-827 号（单号）
、850 弄、969 弄、999 弄
云雾山路：221 弄、551 弄
玉屏南路：496 弄、498 弄、510 弄-618 弄、537-731 弄
天山四村全部
锦屏路全部
天山支路全部
芙蓉江路 555 弄（新天地河滨花园）
古北嘉年华庭（黄金城道 258、259 号）
古北瑞仕花园（黄金城道 500 弄）
华丽家族古北花园（黄金城道 555 弄）
古北国际花园（黄金城道 600 弄）
金色贝拉维（黄金城道 619 号）
古北强生花园（黄金城道 717 弄）
古北国际广场（富贵东道 229 弄）
中央花园（伊犁南路 500 弄）
古北玛瑙园（玛瑙路 58 弄）
民航公寓（金珠路 50 号）
御翠豪庭（黄金城道 688 弄）
金秀苑（姚虹路 619 弄）
天山路：1761 弄-1869 弄（单号）
、1753 号、1755 号、1757 号
延安西路：2067 号-2299 号（单号）
、2055 弄、2029 弄
仙霞路：15 弄（1 号-7 号）
、28 号（丽晶大厦）
、133 弄、137 弄
中山西路：666 号-926 号（双号）
、800 弄、680 弄、678 弄
紫云西路：28 弄（1 号-12 号）
、26-90（双号）
、89 号
联建新村（全部）
天山二村：6 号-53 号、58 号-70 号、110 号-150 号
娄山关路：440、450、460、470（弄）
遵义路；8 号-382 号（双号）
兴义路：1 号-99 号
遵义南路：1 号-88 号
紫云路：53 号、61 号、118 弄
天山路： 665 弄 28 号、30 号，671 号-681 号（单号）
、
751 弄-789 弄（单号）
仙霞路：415-475（单号）
、295 弄、297 弄、350 号
茅台路：191 号、200 弄、230-500 弄
古北路：530-570 弄（双号）
、429 号-585 号（单号）
、
对外贸易学院（古北路 620 号）
娄山关路：425 弄、445 弄（1 号-29 号）
芙蓉江路：77-276 弄
水城路：386、388、408、414、450、468、680、720、728 弄
新渔东路：11-35 号、60 号
天山五村：全部
天山二村：101-107 号
仙霞路：577 弄、579 弄
安龙路：698 弄-960 弄（双）
水城路：445 弄-511 弄（单）
新渔东路：279 弄、289 弄
茅台路：575 弄-665 弄（单）
、600 弄

备注

序
号

校名

18

威宁小学

19

新虹桥小学

20

适存小学

21

绿苑小学

22

哈密路小学

招生地块
芙蓉江路：388 弄
仙霞路：663-1331（单）
水城路：669-883 号（单）
天山路：177、198、202、209、288、338 弄（3 号、5 号）衡辰公寓、
461、475、585 弄
哈密路：342、398、428、432 号、438、500 弄、
威宁路：291、339、358、511 弄（天山怡景苑）
、458 弄（天山华庭）
茅台路：690-1111 号
安龙路：687-1032（单）
新渔东路：455 弄、456 弄、550 弄
双流路 ：54 号、188 弄
虹古路：8 弄-555 弄
水城路：21 弄、40 弄、45 弄、47 弄
虹桥路：1674 弄-1980 弄
虹梅路：3818 弄、3800 弄、3888 弄、3896 弄、3900 弄
仙霞路：430 弄-1388 弄（双号）
芙蓉江路：62 弄、64 弄
淮阴路：496 弄、518 弄、575 弄、599 弄
清溪路：555 弄、601 弄、688 弄、770 弄
水城南路：16 弄-348 弄、荣华东道、荣华西道
古北路：1398 弄、1000 弄
虹许路：841 号、951 弄、971 弄、975 弄、1109 弄
延安西路：2932 弄、2799 弄
安龙路：465 弄、518 弄
北虹路：555 弄、518 弄
黄金城道：777 弄
北虹路：1000 弄、1185 弄
北渔路：115 弄 125 弄 135 弄、116 弄、120 弄、128 弄
剑河路：404 弄、408 弄、409 弄、414 弄、419 弄、528 弄、602 弄、
417 号、421 号、423 号
平塘路：408 弄、424 弄、456 弄、415 弄
泉口路：109 弄、128 弄、180 弄、185 弄
甘溪路：100 弄
仙霞西路：300 弄
北渔路：82 弄（宜嘉坊）
天山西路：199 弄、207 号、211 号
新泾二村、新泾三村
淞虹路：828 弄、800 弄、805 弄、735 弄、715 弄、685 弄、650 弄
仙霞西路：501 弄、621 弄、635 弄、500 弄、630 弄、700 弄、715 弄
福泉路：398 弄、390 弄、385 弄、258 弄、255 弄
甘溪路：205 号、207 号、368 弄
泉口路：225 弄
程桥一村、哈密路 2038 号、虹桥路 2349 号、程桥二村、程家桥路 80 弄
虹井路：888 弄（嘉利豪园）、839 弄（新旺朝公寓）889 号（西郊柏
盛苑）
、2388 号（皇朝别墅）
虹桥路：2222 弄、2239 号、2279 号、2285 号、2290 号、2328 弄、
2384 号、2386 号、2388 号、2398 号、2409 号、2419 号、
2461 号
虹梅路：3887 弄（君悦花园）
剑河路：688 弄、711 弄、780 弄、888 号、896 弄、998 弄、2001 弄
哈密路：758 弄、780 弄、1100 弄、1332 弄、1680 号、1705 号、
1713 号（108 医院）
、1719 号、1800 弄、1801 弄、1896 弄、

备注

序
号

校名

23

北二小学

24

北三小学

25

虹桥机场小学

招生地块
1940 弄、1945 弄、1999 弄、2004 弄
青溪路：62 号-555 弄、龙溪路全部
天山路：88 弄（河风丽景）
长宁路：2879 号、3027 号、3141 号、3229 弄
哈密路：11 弄、31 弄、41 弄、61 弄、100 弄
北翟路：25 弄、105 弄、115 弄、366 号
北大街：19 号、31 弄、
西大街：71 弄
蒲松北路全部
北渔路：28 弄（长宁馥邦）
天山西路：80 弄
新泾一村（54 号-226 号）
剑河路：200 号、230 号、260 号
山家宅：1-5 号
金钟路：68 弄（剑河家苑）
、340 弄
平塘路：100 弄、222 弄
清池路：200 弄
新渔路：142 号、150 弄、250 弄、280 弄、300 弄、400 弄
街面房：双号：142 号-340 号
天山西路：350 弄、351 弄、385 弄、445 弄、450 弄
街面房：单号：343 号-451 号、双号：332 号-496 号
金钟路：255 弄、333 弄、428 弄、500 弄
街面房：单号：243 号-251 号、双号：318 号-510 号
清池路：110 弄、街面房 102 号、88 号
街面房：双号：74 号-218 号
平塘路：165 弄、175 弄、185 弄
街面房：单号：51 号-389 号、双号：110 号-298 号
淞虹路：128 弄、488 弄
街面房：双号：250 号-282 号
北翟路：街面房：单号：485 号-785 号、980 弄
双号：772 号-780 号
西陶浜路 28 弄（北平家园）
定威路：28 弄
广顺路：32 弄
福泉路：120 弄、123 弄
协和路：699 弄
机场新村、上航新村
虹桥路 2550 号
沪青平公路 18 弄

福泉路：435 弄、450 弄、495 弄、550 弄
淞虹路：855 弄、905 弄、1005 弄
剑河路：599 弄
平塘路：700 弄
中泾路：18 弄
26 西郊学校小学部 金浜路：50 号、100 号、101 号、105 弄、188 弄
新泾路：120 弄
协和路：68 号、251 号、323 号（长宁区 338 街坊保障性住房）
、
333 弄、334 弄
仙霞西路：77 弄、885 弄、888 弄
虹桥路：2489 弄（满庭芳）

备注

2016 年 3 月 31 日

