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1 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 芦畑 ｱｼﾊﾞﾀ
2 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 飛鳥山 ｱｽｶﾔﾏ
3 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 井ノ口 ｲｸﾞﾁ
4 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 生駒田 ｲｺﾏﾀﾞ
5 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 石立 ｲｼﾀﾃ
6 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 一ノ谷口 ｲﾁﾉﾀﾆｸﾞﾁ
7 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 一本杉 ｲﾂﾎﾟﾝｽｷﾞ
8 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 井山 ｲﾔﾏ
9 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 巖山 ｲﾜｵｻﾞﾝ
10 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 牛鍬谷 ｳｼｸﾞﾜﾀﾞﾆ
11 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 薄鋤 ｳｽｽﾞｷ
12 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 打上り ｳﾁｱｶﾞﾘ
13 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 鰻尾 ｳﾅｷﾞｵ
14 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 姥田 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾞ
15 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 姥ケ谷 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ
16 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 梅ノ久保 ｳﾒﾉｸﾎﾞ
17 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 江ノ口 ｴｸﾞﾁ
18 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 榎佐古 ｴﾉｷｻｺ
19 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 烏帽子 ｴﾎﾞｼ
20 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大井田 ｵｵｲﾀﾞ
21 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大上 ｵｵｳｴ
22 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大畝 ｵｵｳﾈ
23 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大柿嶺 ｵｵｶﾞｷﾘﾖｳ
24 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 扇迫下 ｵｵｷﾞｻｺｼﾓ
25 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
26 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大サコ ｵｵｻｺ
27 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大峠フモト ｵｵﾄｳﾌﾓﾄ
28 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大成 ｵｵﾅﾛ
29 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大挾間 ｵｵﾊｻﾞﾏ
30 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大林 ｵｵﾊﾞﾔｼ
31 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大平 ｵｵﾋﾗ
32 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
33 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 岡﨑 ｵｶｻﾞｷ
34 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 岡田 ｵｶﾀﾞ
36 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 萩畝 ｵｷﾞｾ
35 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 沖島 ｵｷﾉｼﾏ
37 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 奥屋敷 ｵｸﾔｼｷ
38 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 於貞ケ谷 ｵﾃｲｶﾞﾀﾆ
39 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 折畝 ｵﾘｾ
40 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 柿木谷 ｶｷﾉｷﾀﾞﾆ
41 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 影ノ平 ｶｹﾞﾉﾋﾗ
42 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 影薮 ｶｹﾞﾔﾌﾞ
43 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 樫ノ木森 ｶｼﾉｷﾓﾘ
44 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 頭田 ｶｼﾗﾀﾞ
45 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 霞ケ岡 ｶｽﾐｶﾞｵｶ
46 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 片路 ｶﾀﾁﾞ
47 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 桂木ノ本 ｶﾂﾗｷﾞﾉﾓﾄ
48 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 金ケ﨑 ｶﾅｶﾞｻｷ
49 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 上ノ島 ｶﾐﾉｼﾏ
50 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 神谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
51 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 上丸ノ下 ｶﾐﾏﾙﾉｼﾀ
216 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 上横川 ｶﾐﾖｺｶﾞﾜ
52 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川添 ｶﾜｿﾞｴ
215 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川西 ｶﾜﾆｼ
53 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川ノ上 ｶﾜﾉｶﾐ
54 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 観音ダバ ｶﾝﾉﾝﾀﾞﾊﾞ
55 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 艦原 ｶﾝﾊﾞﾗ
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56 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 艦原山 ｶﾝﾊﾞﾗﾔﾏ
57 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 雉子谷 ｷｼﾞﾀﾞﾆ
58 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 北瀬 ｷﾀｾﾞ
59 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 霧ケ岡 ｷﾘｶﾞｵｶ
60 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 桐木谷 ｷﾘﾉｷﾀﾞﾆ
61 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 桐木谷東 ｷﾘﾉｷﾀﾞﾆﾋｶﾞｼ
62 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 桐木谷向 ｷﾘﾉｷﾀﾞﾆﾑｺｳ
63 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 草ケ峠 ｸｻｶﾞﾄｳ
64 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 鯨田 ｸﾁﾞﾗﾀﾞ
65 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 国頭 ｸﾆﾄｳ
66 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 檪木 ｸﾇｷﾞﾉｷ
67 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 窪添 ｸﾎﾞｿﾞｴ
68 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 熊ノ山 ｸﾏﾉﾔﾏ
69 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 黒添 ｸﾛｿﾞｴ
70 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 鯉窪 ｺｲｸﾎﾞ
71 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 小畝 ｺｳﾈ
72 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 越角 ｺｴｶﾄﾞ
73 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 杭木原 ｺｵｷﾞﾊﾞﾗ
74 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ コブ谷 ｺﾌﾞﾀﾆ
75 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 胡麻尻 ｺﾞﾏｼﾞﾘ
76 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 榊原 ｻｶｷﾊﾞﾗ
77 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 榊原山 ｻｶｷﾊﾞﾗﾔﾏ
78 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 桜サコ ｻｸﾗｻﾞｺ
79 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 桜ノ久保 ｻｸﾗﾉｸﾎﾞ
80 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ サコノ庵 ｻｺﾉｱﾝ
214 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 笹野 ｻｻﾉ
81 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 磊石 ｻｻﾞﾚｲｼ
82 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 貞沢 ｻﾀﾞｻﾜ
83 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 實俊 ｻﾈﾄｼ
84 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 猿滝ノ畝 ｻﾙﾉﾀｷｾ
85 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 猴 ｻﾙﾏﾜｼ
86 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 三社森 ｻﾝｼﾔﾉﾓﾘ
87 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 三室山 ｻﾝﾎﾟｳｻﾞﾝ
88 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 志折 ｼｵﾘ
89 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 糸竹ケ谷 ｼﾁｸｶﾞﾀﾆ
90 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 芝田 ｼﾊﾞﾀ
91 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 下井川 ｼﾓｲｶﾞﾜ
92 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 下夫領 ｼﾓﾌﾞﾘﾖｳ
217 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 下横川 ｼﾓﾖｺｶﾞﾜ
98 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 麝香ケ谷 ｼﾞﾔｺｳｶﾞﾀﾆ
99 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 上金谷 ｼﾞﾖｳｷﾝﾀﾞﾆ
93 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 昌蒲 ｼﾖｳﾌﾞ
96 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 白ヲサコ ｼﾛｵｻｺ
97 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 新改 ｼﾝｶｲ
100 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 杉ナリ ｽｷﾞﾅﾘ
101 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 杉ノ谷 ｽｷﾞﾉﾀﾆ
102 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 杉ノ森 ｽｷﾞﾉﾓﾘ
103 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 砂出森 ｽﾅﾃﾞﾓﾘ
107 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 銭神石 ｾﾞﾆｶﾞﾐｲｼ
108 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 銭神石谷 ｾﾞﾆｶﾞﾐｲｼﾀﾞﾆ
104 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 泉花生 ｾﾝｶｾｲ
105 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 泉花山 ｾﾝｶﾔﾏ
106 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 櫕峯﨑 ｾﾝﾎﾟｳｻﾞｷ
110 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 象ケ畝 ｿﾞｳｶﾞｾ
109 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 総良サコ ｿﾛｻﾞｺ
124 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 台ノ前 ﾀﾞｲﾉﾏｴ
111 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 髙添 ﾀｶｿﾞｴ
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112 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 滝坪畝子 ﾀｷﾂﾎﾞｳﾈｺ
113 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 滝ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
114 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 滝ノ西 ﾀｷﾉﾆｼ
115 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 岳ノ元 ﾀｷﾉﾓﾄ
116 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 滝ノ山 ﾀｷﾉﾔﾏ
117 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 立花 ﾀﾁﾊﾞﾅ
118 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 立目口 ﾀﾁﾒｸﾞﾁ
119 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 立石 ﾀﾃｲｼ
120 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
121 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 谷奥 ﾀﾆﾉｵｸ
122 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 田ノ島頭 ﾀﾉｼﾏｶﾞｼﾗ
125 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 駄場 ﾀﾞﾊﾞ
218 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ  ﾀﾙ
123 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 端田越 ﾀﾝﾀﾞｺﾞｴ
126 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 竹生山 ﾁｸﾌﾞﾔﾏ
127 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 長者ノダバ ﾁﾖｳｼﾞﾔｶﾞﾀﾞﾊﾞ
128 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 長者ナロ ﾁﾖｳｼﾞﾔｶﾞﾅﾛ
129 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 千代亀 ﾁﾖｷﾞ
130 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 突出シ ﾂｷﾀﾞｼ
131 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 土取場 ﾂﾁﾄﾘﾊﾞ
132 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 鼓ケ胴 ﾂﾂﾞﾐｶﾞﾄﾞｳ
133 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 堤外 ﾂﾂﾐｿﾄ
135 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 出口 ﾃﾞｸﾞﾁ
134 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 寺前山 ﾃﾗﾏｴﾔﾏ
138 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 土居 ﾄﾞｲ
136 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 通り林 ﾄｳﾘﾊﾞﾔｼ
137 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 富岡 ﾄﾐｵｶ
139 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中ケ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
140 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
141 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中洲賀 ﾅｶｽｶ
143 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 長田 ﾅｶﾞﾀ
142 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中谷 ﾅｶﾀﾞﾆ
144 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
145 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 長廻 ﾅｶﾞﾏﾜｼ
146 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 鳴子畝 ﾅﾙｺｾ
147 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ ナロガ谷 ﾅﾛｶﾞﾀﾆ
148 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 縄付谷 ﾅﾜﾂｷﾀﾞﾆ
149 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
150 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
151 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 西ノ平 ﾆｼﾉﾋﾗ
152 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 西峯出口 ﾆｼﾐﾈﾃﾞｸﾞﾁ
153 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ ニノ又口 ﾆﾉﾏﾀｸﾞﾁ
154 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 登ル尾 ﾉﾎﾞﾙｵ
155 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 秤岩 ﾊｶﾘｲﾜ
156 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 萩畦 ﾊｷﾞｱｾﾞ
157 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 白雲山 ﾊｸｳﾝｻﾞﾝ
94 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 白水元 ﾊｸｽｲｹﾞﾝ
95 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 白水山 ﾊｸｽｲｻﾞﾝ
158 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 端ケ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
159 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 蜂ノ巣 ﾊﾁﾉｽ
160 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 鳩ケ峠 ﾊﾄｶﾞﾄｳ
161 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 花繁 ﾊﾅｼｹﾞ
162 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 花繁南路 ﾊﾅｼｹﾞﾅﾝﾛ
163 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 日浦 ﾋｳﾗ
164 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 檜裏山 ﾋｳﾗﾔﾏ
165 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 東嶋 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ
166 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 引地 ﾋｷﾁ
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167 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 檜尾 ﾋﾉｷｵ
168 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 日ノ平 ﾋﾉﾋﾗ
169 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 瓢丹葛 ﾋﾖｳﾀﾝｸｽﾞ
170 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 平岩 ﾋﾗｲﾜ
171 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 弘場ノ森 ﾋﾛﾊﾞﾉﾓﾘ
172 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 深切 ﾌｶｷﾞﾘ
173 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 福岡 ﾌｸｵｶ
174 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 藤ノ本 ﾌｼﾞﾉﾓﾄ
175 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 藤ノ森 ﾌｼﾞﾉﾓﾘ
176 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 舩田 ﾌﾅﾀﾞ
213 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 夫領 ﾌﾞﾘｮｳ
177 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 古庵 ﾌﾙｱﾝ
212 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 古川 ﾌﾙｶﾜ
178 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 古川下モノヨリ ﾌﾙｶﾜｼﾓﾉﾖﾘ
179 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 古田 ﾌﾙﾀ
180 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 古屋 ﾌﾙﾔ
181 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 蛇巣 ﾍﾋﾞﾉｽ
182 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 朴ケ谷 ﾎｳｶﾞﾀﾆ
183 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宝司田 ﾎｳｼﾃﾞﾝ
184 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 時鳥子峰 ﾎﾄﾄｷﾞｽｶﾞﾐﾈ
185 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 堀リ ﾎﾘ
186 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 松島 ﾏﾂｼﾏ
187 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 道 ﾏﾜﾘﾐﾁ
188 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 水木森 ﾐｽﾞｷﾉﾓﾘ
189 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 水廻 ﾐｽﾞﾏﾜﾘ
190 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 三ツ森 ﾐﾂｶﾞﾓﾘ
191 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 三森 ﾐﾂﾓﾘ
192 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
193 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宮ノ北 ﾐﾔﾉｷﾀ
194 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
195 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
196 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 明神 ﾐﾖｳｼﾞﾝ
197 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 明神向 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾉﾑｺｳ
198 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 向ヲ ﾑｺｳ
199 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 明学岩 ﾒﾖｳｶﾞｸｲﾜ
200 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 持尻田 ﾓﾁｼﾞﾘﾀ
201 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 休松 ﾔｽﾐﾏﾂ
202 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 柳川原 ﾔﾅｷﾞｶﾜﾗ
203 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 柳成 ﾔﾅｷﾞﾅﾛ
204 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 柳挾間 ﾔﾅｷﾞﾊｻﾞﾏ
205 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 山吹山 ﾔﾏﾌﾞｷﾔﾏ
206 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 行廣 ﾕｷﾋﾛ
207 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 揚梅谷 ﾖｳﾊﾞｲｻﾞﾝ
208 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 横山 ﾖｺﾔﾏ
209 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 鎧田 ﾖﾛｲﾀﾞ
210 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 冷泉谷 ﾚｲｾﾝﾀﾞﾆ
211 101 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 連峯山 ﾚﾝﾎﾟｳｻﾞﾝ
221 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 青木原 ｱｵｷﾞﾊﾞﾗ
222 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 赤冗ゲ ｱｶﾊｹﾞ
223 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 芦谷 ｱｼﾀﾞﾆ
224 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 阿世美 ｱｾﾋﾞ
225 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 井口 ｲｸﾞﾁ
226 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 池窪 ｲｹｸﾎﾞ
227 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 池田 ｲｹﾀﾞ
228 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 神母ノ沖 ｲｹﾞﾉｵｷ
229 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 神母ノ許 ｲｹﾞﾉﾓﾄ
293 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 伊才野 ｲｻｲﾉ
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230 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 石渕 ｲｼﾌﾞﾁ
231 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 豕ケ市 ｲﾉｺｶﾞｲﾁ
232 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
233 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 岡嶋 ｵｶｼﾞﾏ
234 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 奥百々川 ｵｸﾄﾄｶﾞﾜ
235 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 奥ノ庵 ｵｸﾉｱﾝ
294 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 落合 ｵﾁｱｲ
236 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 本モ屋敷 ｵﾓﾔｼｷ
237 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 楓ケ成 ｶｴﾃﾞｶﾞﾅﾛ
238 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 影地 ｶｹﾞﾉﾁﾞ
239 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 柏原 ｶｼﾜﾊﾞﾗ
240 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 勝襲所 ｶｿｳｼﾖ
296 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 上依包 ｶﾐﾖﾘｶﾈ
241 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川岡添 ｶﾜｵｶｿﾞｴ
242 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川成 ｶﾜﾅﾛ
243 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川原田 ｶﾜﾗﾀﾞ
244 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 木屋ケ谷 ｷﾔｶﾞﾀﾆ
248 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 郷ノ奥 ｺﾞｳﾉｵｸ
245 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 幸兵衛ケ端 ｺｳﾍﾞｴﾉﾊﾅ
246 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 此端 ｺﾉﾊﾅ
247 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 巳家ケ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾆ
249 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 立 ｻｽﾀﾃ
250 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 三本楠 ｻﾝﾎﾞﾝｸｽ
251 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 椎尾 ｼｲｵ
252 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 枝折 ｼｵﾘ
253 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 下向 ｼﾓﾑｺｳ
295 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 下依包 ｼﾓﾖﾘｶﾈ
254 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 下モ里道 ｼﾓﾘﾐﾁ
256 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 次郎ケ谷 ｼﾞﾛｳｶﾞﾀﾆ
255 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 新田 ｼﾝﾀ
257 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 滝ノ峯 ﾀｷﾉﾐﾈ
258 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 立目 ﾀﾁﾒ
259 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 駄場 ﾀﾞﾊﾞ
260 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 地蔵ノ本 ﾁﾞｿﾞｳﾉﾓﾄ
261 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 寺畑 ﾃﾗﾊﾀ
267 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
263 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 百々川 ﾄﾄﾞｶﾜ
264 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 轟口 ﾄﾄﾞﾛｷｸﾞﾁ
265 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 飛吉チ ﾄﾋﾞｷﾁ
266 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 鳥居ノ元 ﾄﾘｲﾉﾓﾄ
268 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中奥 ﾅｶｵｸ
269 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中川原 ﾅｶｶﾞﾊﾗ
275 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 長佐故 ﾅｶﾞｻｺ
270 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中塚 ﾅｶﾂﾞｶ
271 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中長田 ﾅｶﾅｶﾞﾀ
272 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中ノ内 ﾅｶﾉｳﾁ
273 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中奥 ﾅｶﾉｵｸ
274 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
276 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 西百々川 ﾆｼﾄﾄｶﾞﾜ
277 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 西ノ沖 ﾆｼﾉｵｷ
278 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 西ノ崎 ﾆｼﾉｻﾞｷ
279 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 深ケ渕 ﾌｶｶﾞﾌﾞﾁ
280 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ フルツク ﾌﾙﾂｸ
281 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
282 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 朴ノ川山 ﾎｳﾉｶﾜﾔﾏ
284 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 防六 ﾎﾞｳﾛｸ
283 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
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285 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 又川 ﾏﾀｶﾞﾜ
286 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 光弘 ﾐﾂﾋﾛ
287 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宮ノ脇 ﾐﾔﾉﾜｷ
288 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 役知 ﾔｸﾁ
289 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 休場 ﾔｽﾊﾞ
290 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 柳ノ元 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
291 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 湯ノ谷 ﾕﾉﾀﾆ
292 102 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 和田 ﾜﾀﾞ
299 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 有ノ木瀬 ｱﾘﾉｷｾ
300 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 安徳庵 ｱﾝﾄｸｱﾝ
301 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 池ケ佐近 ｲｹｶﾞｻｺﾝ
302 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 池川サコ ｲｹｶﾞﾜｻｺ
303 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 神母谷 ｲｹﾞﾉﾀﾆ
304 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 石川詰 ｲｼｶﾜﾂﾞﾒ
305 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 石建 ｲｼﾀﾃ
306 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 猪伏 ｲﾌﾞｾ
307 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ ウシロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
308 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 畝端 ｳﾈﾊﾞﾅ
309 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 榎本 ｴﾉｷﾉﾓﾄ
310 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 烏帽子田 ｴﾎﾞｼﾀﾞ
311 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
371 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大窪 ｵｵｸﾎﾞ
312 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大谷 ｵｵﾀﾆ
313 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ
314 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 奥大谷 ｵｸｵｵﾀﾆ
373 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 遅越 ｵｿｺﾞｴ
315 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 遅谷 ｵｿﾀﾞﾆ
316 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ ヲモ屋敷 ｵﾓﾔｼｷ
317 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 影檜生 ｶｹﾞﾋｿ
318 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 楮ケ谷 ｶｼﾞｶﾞﾀﾆ
319 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 楫ケサコ ｶｼﾞｹｻｺ
320 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 上ノ久保 ｶﾐﾉｸﾎﾞ
321 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川北 ｶﾜｷﾀ
322 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
323 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川添 ｶﾜｿﾞｴ
324 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 川ノ上ヱ ｶﾜﾉｳｴ
325 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 楠ノ木本 ｸｽﾉｷﾉﾓﾄ
326 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 楠ノ前 ｸｽﾉﾏｴ
327 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 楠ノ前 ｸｽﾉﾏｴ
372 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 楠ノ本 ｸｽﾉﾓﾄ
328 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 靴田 ｸﾂﾀﾞ
329 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 首永 ｸﾋﾞﾅｶﾞ
375 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 首永 ｸﾋﾞﾅｶﾞ
330 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 己屋敷 ｺﾔｼｷ
331 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 権田ケ成 ｺﾞﾝﾀﾞｶﾞﾅﾛ
332 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 坂北 ｻｶｷﾀ
333 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 坂本 ｻｶﾓﾄ
334 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 左近坊 ｻｺﾝﾎﾞ
335 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 左近坊越 ｻｺﾝﾎﾞｺﾞｴ
336 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 芝﨑 ｼﾊﾞｻｷ
337 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 下モ谷 ｼﾓﾀﾞﾆ
338 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 下駄場 ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
339 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 城ケ成 ｼﾞﾖｳｶﾞﾅﾛ
340 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 神宮寺 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ
341 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 外田 ｿﾄﾀﾞ
342 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 髙瀬 ﾀｶｾ
343 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
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344 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 竹ノ端 ﾀｹﾉﾊﾅ
345 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 立石 ﾀﾃｲｼ
346 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 寺尾 ﾃﾗｵ
374 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 寺尾 ﾃﾗｵ
347 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 天神前 ﾃﾝｼﾞﾝﾏｴ
348 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 砥石ケ谷 ﾄｲｼｶﾞﾀﾆ
349 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 通尻 ﾄｳﾘｼﾞﾘ
350 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中窪 ﾅｶｸﾎﾞ
351 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中嶋 ﾅｶｼﾞﾏ
369 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中嶋 ﾅｶｼﾞﾏ
352 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 長田 ﾅｶﾞﾀ
370 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 中ノ嶋 ﾅｶﾉｼﾏ
379 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 桧生 ﾋｿ
353 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 檜生口 ﾋｿｸﾞﾁ
376 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 日ノ川 ﾋﾉｶﾜ
354 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 日ノ川口 ﾋﾉｶﾞﾜｸﾞﾁ
355 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 樋ノ口 ﾋﾉｸﾁ
356 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 日ノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
357 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 平田 ﾋﾗﾀ
377 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 平野 ﾋﾗﾉ
358 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 枇杷ケ谷 ﾋﾞﾜｶﾞﾀﾆ
360 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 又ノ口 ﾏﾀﾉｸﾁ
361 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 松ケ立 ﾏﾂｶﾞﾀﾃ
378 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 道ノ川 ﾐﾁﾉｶﾜ
362 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 南平田 ﾐﾅﾐﾋﾗﾀ
363 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宮ノ沖 ﾐﾔﾉｵｷ
364 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
365 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 宮ノ元 ﾐﾔﾉﾓﾄ
359 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 本屋敷 ﾓﾄﾔｼｷ
366 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 山下 ﾔﾏｼﾀ
367 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 山添 ﾔﾏｿﾞｴ
368 103 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ 山根 ﾔﾏﾈ
382 132 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 妙見町 ﾐﾖｳｹﾝﾏﾁ
385 201 安和 ｱﾜ 穴神 ｱﾅｶﾞﾐ
386 201 安和 ｱﾜ 神母 ｲｹﾞ
387 201 安和 ｱﾜ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
388 201 安和 ｱﾜ 板野 ｲﾀﾉ
389 201 安和 ｱﾜ イノハナ ｲﾉﾊﾅ
390 201 安和 ｱﾜ 植竹 ｳｴﾀｹ
391 201 安和 ｱﾜ 宇津尻 ｳﾂｼﾞﾘ
392 201 安和 ｱﾜ 馬地 ｳﾏｼﾞ
393 201 安和 ｱﾜ 梅ケ谷 ｳﾒｶﾞﾀﾆ
394 201 安和 ｱﾜ 大神山 ｵｵｶﾐﾔﾏ
395 201 安和 ｱﾜ 大奈路 ｵｵﾅﾛ
396 201 安和 ｱﾜ 大畑 ｵｵﾊﾞﾀ
397 201 安和 ｱﾜ 大松 ｵｵﾏﾂ
398 201 安和 ｱﾜ 岡 ｵｶ
399 201 安和 ｱﾜ 岡在家 ｵｶｻﾞｲｴ
493 201 安和 ｱﾜ 沖 ｵｷ
400 201 安和 ｱﾜ 萩曽 ｵｷﾞｿ
401 201 安和 ｱﾜ 尾竹 ｵﾀｹ
402 201 安和 ｱﾜ 柿ノ木 ｶｷﾉｷ
403 201 安和 ｱﾜ 影地 ｶｹﾞﾁ
404 201 安和 ｱﾜ 柏木 ｶｼﾜｷﾞ
405 201 安和 ｱﾜ 竈ケ窪 ｶﾏｶﾞｸﾎﾞ
406 201 安和 ｱﾜ 亀ノ久保 ｶﾒﾉｸﾎﾞ
407 201 安和 ｱﾜ 川尻 ｶﾜｼﾞﾘ
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408 201 安和 ｱﾜ 北浜林 ｷﾀﾊﾏﾊﾞﾔｼ
409 201 安和 ｱﾜ 北古川地 ｷﾀﾌﾙｶﾜﾁﾞ
410 201 安和 ｱﾜ 久保宇津 ｸﾎﾞｳﾂﾞ
411 201 安和 ｱﾜ 車地 ｸﾙﾏｼﾞ
412 201 安和 ｱﾜ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
413 201 安和 ｱﾜ 小岩 ｺｲﾜ
414 201 安和 ｱﾜ 小岡 ｺｵｶ
415 201 安和 ｱﾜ 小﨑 ｺｻｷ
416 201 安和 ｱﾜ 越足 ｺｼｱｼ
417 201 安和 ｱﾜ 越下 ｺｼｼﾞﾀ
418 201 安和 ｱﾜ 小島 ｺｼﾞﾏ
419 201 安和 ｱﾜ 小段 ｺﾀﾞﾝ
420 201 安和 ｱﾜ 下リ松 ｻｶﾞﾘﾏﾂ
421 201 安和 ｱﾜ 桜木 ｻｸﾗｷﾞ
422 201 安和 ｱﾜ 佐野 ｻﾉ
423 201 安和 ｱﾜ シノベ ｼﾉﾍﾞ
424 201 安和 ｱﾜ 島田 ｼﾏﾀﾞ
425 201 安和 ｱﾜ 清水 ｼﾐｽﾞ
426 201 安和 ｱﾜ 下ダレ ｼﾓﾀﾞﾚ
427 201 安和 ｱﾜ 下坪 ｼﾓﾂﾎﾞ
428 201 安和 ｱﾜ 新開 ｼﾝｶｲ
429 201 安和 ｱﾜ 新開 ｼﾝｶﾞｲ
430 201 安和 ｱﾜ 神田 ｼﾞﾝﾃﾞﾝ
431 201 安和 ｱﾜ 生元 ｾｲﾓﾄ
432 201 安和 ｱﾜ 瀬古谷 ｾｺﾀﾞﾆ
433 201 安和 ｱﾜ 滝山 ﾀｷﾔﾏ
434 201 安和 ｱﾜ 立畝 ﾀﾃｳﾈ
435 201 安和 ｱﾜ 立道 ﾀﾃﾐﾁ
436 201 安和 ｱﾜ 谷ノ上 ﾀﾆﾉｳｴ
437 201 安和 ｱﾜ 田ノ浦 ﾀﾉｳﾗ
438 201 安和 ｱﾜ 田向 ﾀﾑｶｲ
439 201 安和 ｱﾜ 中生林 ﾁﾕｳｾｲﾘﾝ
440 201 安和 ｱﾜ 千代ケ谷 ﾁﾖｶﾞﾀﾆ
441 201 安和 ｱﾜ ツムロ ﾂﾑﾛ
442 201 安和 ｱﾜ 堂ケ谷 ﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
449 201 安和 ｱﾜ 長畝 ﾅｶﾞｳﾈ
450 201 安和 ｱﾜ 長尾 ﾅｶﾞｵ
443 201 安和 ｱﾜ 中越 ﾅｶｺﾞｼ
451 201 安和 ｱﾜ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ
444 201 安和 ｱﾜ 中城 ﾅｶｼﾞﾖｳ
445 201 安和 ｱﾜ 中ノ川内 ﾅｶﾉｶﾜｳﾁ
491 201 安和 ｱﾜ 中ノ川内 ﾅｶﾉｶﾜｳﾁ
446 201 安和 ｱﾜ 中ノ前 ﾅｶﾉﾏｴ
447 201 安和 ｱﾜ 中間 ﾅｶﾏ
448 201 安和 ｱﾜ 中山 ﾅｶﾔﾏ
489 201 安和 ｱﾜ 灘山 ﾅﾀﾞﾔﾏ
452 201 安和 ｱﾜ 南生林 ﾅﾝｾｲﾘﾝ
453 201 安和 ｱﾜ 西久保宇津 ﾆｼｸﾎﾞｳﾂﾞ
454 201 安和 ｱﾜ 西ノ平 ﾆｼﾉﾋﾗ
455 201 安和 ｱﾜ 西畠 ﾆｼﾊﾞﾀｹ
456 201 安和 ｱﾜ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
457 201 安和 ｱﾜ 登リ尾 ﾉﾎﾞﾘｵ
458 201 安和 ｱﾜ ハザ ﾊｻﾞ
459 201 安和 ｱﾜ 長谷 ﾊｾ
460 201 安和 ｱﾜ 走上 ﾊｾｱｶﾞﾘ
461 201 安和 ｱﾜ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ
462 201 安和 ｱﾜ 濱田 ﾊﾏﾀﾞ
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463 201 安和 ｱﾜ 火打嶽 ﾋｳﾁｶﾞﾀﾞｹ
464 201 安和 ｱﾜ 東久保宇津 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞｳﾂﾞ
465 201 安和 ｱﾜ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
466 201 安和 ｱﾜ 東古川地 ﾋｶﾞｼﾌﾙｶﾜﾁﾞ
467 201 安和 ｱﾜ 引地 ﾋｷﾁ
468 201 安和 ｱﾜ 日ノ地 ﾋﾉﾁﾞ
469 201 安和 ｱﾜ ヒビノキ ﾋﾋﾞﾉｷ
470 201 安和 ｱﾜ 弘坪 ﾋﾛﾂﾎﾞ
471 201 安和 ｱﾜ 弘畑 ﾋﾛﾊﾞﾀｹ
488 201 安和 ｱﾜ 深山ノ谷 ﾌｶﾔﾏｶﾞﾀﾆ
472 201 安和 ｱﾜ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
473 201 安和 ｱﾜ ホキノ下 ﾎｷﾉｼﾀ
474 201 安和 ｱﾜ 本谷 ﾎﾝﾀﾆ
492 201 安和 ｱﾜ 本谷 ﾎﾝﾀﾆ
475 201 安和 ｱﾜ 本田 ﾎﾝﾓﾀ
476 201 安和 ｱﾜ 股川 ﾏﾀｶﾞﾜ
477 201 安和 ｱﾜ 松ノ内 ﾏﾂﾉｳﾁ
490 201 安和 ｱﾜ 南 ﾐﾅﾐ
478 201 安和 ｱﾜ 南車地 ﾐﾅﾐｸﾙﾏｼﾞ
479 201 安和 ｱﾜ 見野越 ﾐﾉｺｼ
480 201 安和 ｱﾜ 向在家 ﾑｶｻﾞｲｴ
481 201 安和 ｱﾜ 焼坂 ﾔｹｻｶ
482 201 安和 ｱﾜ 山神 ﾔﾏｶﾞﾐ
483 201 安和 ｱﾜ 山下 ﾔﾏｼﾀ
484 201 安和 ｱﾜ 山本 ﾔﾏﾓﾄ
494 201 安和 ｱﾜ 領久 ﾘｮｳｸ
485 201 安和 ｱﾜ 領地 ﾘﾖｳﾁ
486 201 安和 ｱﾜ 六道 ﾛｸﾄﾞｳ
487 201 安和 ｱﾜ 六一 ﾛｸﾌﾞｲﾁ
497 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 秋葉 ｱｷﾊﾞ
498 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 神母ノ元 ｲｹﾞﾉﾓﾄ
499 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ イシデ ｲｼﾃﾞ
500 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ イナバ ｲﾅﾊﾞ
501 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ イノコガイチ ｲﾉｺｶﾞｲﾁ
502 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 井ノ元 ｲﾉﾓﾄ
503 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 井流ノ口 ｲﾙﾉｸﾁ
504 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 畝鼻 ｳﾈﾊﾞﾅ
505 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 馬海 ｳﾏｶﾞｲ
506 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 馬越 ｳﾏｺﾞｴ
507 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
508 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 大岩 ｵｵｲﾜ
509 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 大木戸 ｵｵｷﾄﾞ
510 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 大窪 ｵｵｸﾎﾞ
511 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ オヲゼマチ ｵｵｾﾏﾁ
512 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ヲゝバサ ｵｵﾊｻ
513 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ヲゝバサ ｵｵﾊﾞｻ
514 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 大畠 ｵｵﾊﾞﾀｹ
515 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 岡鼻 ｵｶﾊﾞﾅ
598 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 岡本１区 ｵｶﾓﾄ 1ｸ
599 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 岡本２区 ｵｶﾓﾄ 2ｸ
516 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 尾﨑 ｵｻｷ
517 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ヲソイゲ谷 ｵｿｲｶﾞﾀﾆ
518 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 落合 ｵﾁｱｲ
519 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 尾山 ｵﾔﾏ
520 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ カシバ ｶｼﾊﾞ
521 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 片山 ｶﾀﾔﾏ
522 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 釜ケ久保 ｶﾏｶﾞｸﾎﾞ
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523 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 上岡 ｶﾐｵｶ
524 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 上ノ島 ｶﾐﾉｼﾏ
525 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 上山部 ｶﾐﾔﾏﾍﾞ
526 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 河ノ内 ｶﾜﾉｳﾁ
527 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 九反地 ｸﾀﾝｼﾞ
528 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 口白髪 ｸﾁｼﾗｶﾞ
529 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
530 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 桑ザコ ｸﾜｻﾞｺ
531 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ゲンパク ｹﾞﾝﾊﾟｸ
595 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 坂ノ川上 ｻｶﾉｶﾜ ｶﾐ
596 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 坂ノ川下 ｻｶﾉｶﾜ ｼﾓ
532 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 坂本 ｻｶﾓﾄ
533 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 椎ケハザ ｼｲｶﾞﾊｻﾞ
534 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ シノツボ ｼﾉﾂﾎﾞ
535 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 芝﨑 ｼﾊﾞｻｷ
538 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 城ケ谷 ｼﾞﾖｳｶﾞﾀﾆ
537 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
539 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 末廣 ｽｴﾋﾛ
540 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 杉ノ谷 ｽｷﾞﾉﾀﾆ
541 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ セイモト ｾｲﾓﾄ
542 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 関詰 ｾｷﾂﾞﾒ
543 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ センダン上 ｾﾝﾀﾞﾝﾉｳｴ
544 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 外田 ｿﾄﾀﾞ
545 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 竹ケ谷 ﾀｹｶﾞﾀﾆ
546 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 田代 ﾀｼﾛ
547 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 立目 ﾀﾁﾒ
548 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 谷添 ﾀﾆｿﾞｴ
549 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
550 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 土田 ﾂﾁﾀﾞ
551 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 椿原 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ
552 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 手掛石 ﾃｶﾞｹｲｼ
553 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 寺谷 ﾃﾗﾀﾞﾆ
555 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 堂ケ市 ﾄﾞｳｶﾞｲﾁ
554 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ トモシゲ ﾄﾓｼｹﾞ
556 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
557 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 仲谷 ﾅｶﾀﾞﾆ
558 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 中ノ島 ﾅｶﾉｼﾏ
559 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 名元屋敷 ﾅﾓﾄﾔｼｷ
560 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 如意庵 ﾆﾖｲｱﾝ
561 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 子ノコガタ ﾈﾉｺｶﾞﾀ
562 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 波介 ﾊｹﾞ
597 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 波介 ﾊｹﾞ
563 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 橋ノ元 ﾊｼﾉﾓﾄ
564 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 菱池 ﾋｼｲｹ
565 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
566 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ヒノモト ﾋﾉﾓﾄ
567 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 日比ノ木 ﾋﾋﾞﾉｷ
568 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 福井 ﾌｸｲ
569 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ フケノクボ ﾌｹﾉｸﾎﾞ
570 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 古川 ﾌﾙｶﾜ
571 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ホキノ下タ ﾎｷﾉｼﾀ
572 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
573 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 堀田 ﾎﾘﾀ
574 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 前窪 ﾏｴｸﾎﾞ
575 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 松岡 ﾏﾂｵｶ
576 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 松ケサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
536 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 真中 ﾏﾜﾀﾘ
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577 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 三滝ノ前 ﾐﾀｷﾉﾏｴ
578 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 道端 ﾐﾁﾊﾞﾀ
579 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 南ケ市 ﾐﾅﾐｶﾞｲﾁ
580 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 南ケ谷 ﾐﾅﾐｶﾞﾀﾆ
581 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 南久保 ﾐﾅﾐｸﾎﾞ
582 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 南平山 ﾐﾅﾐﾋﾗﾔﾏ
583 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 見残 ﾐﾉｺｼ
584 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 耳付 ﾐﾐﾂｷ
585 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 宮岡 ﾐﾔｵｶ
586 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山下 ﾔﾏｼﾀ
587 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山添 ﾔﾏｿﾞｴ
588 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
589 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山田ノ上 ﾔﾏﾀﾞﾉｳｴ
590 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾆ
591 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山部 ﾔﾏﾍﾞ
592 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 吉井 ﾖｼｲ
593 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁﾞ
594 202 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 渡場 ﾜﾀｼﾊﾞ
602 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 池添 ｲｹｿﾞｴ
603 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 池田 ｲｹﾀﾞ
604 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 内井口 ｳﾁｲｸﾞﾁ
605 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 内堤 ｳﾁﾂﾞﾂﾐ
606 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ｳﾏｺﾞｴ
607 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ
608 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ エゲ口 ｴｹﾞｸﾁ
609 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 大谷 ｵｵﾀﾆ
610 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 大原 ｵｵﾊﾗ
611 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 奥ノ谷 ｵｸﾉﾀﾆ
612 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 鍛冶屋敷 ｶﾁﾞﾔｼｷ
662 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 角谷 ｶﾄﾞﾔ
613 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 川添 ｶﾜｿﾞｴ
614 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 北ノ久保 ｷﾀﾉｸﾎﾞ
615 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 木ノ下 ｷﾉｼﾀ
616 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 国広 ｸﾆﾋﾛ
617 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 久保 ｸﾎﾞ
618 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 汲田 ｸﾐﾀ
619 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 小屋敷 ｺﾔｼｷ
620 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 五郎前 ｺﾞﾛｳﾏｴ
621 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 坂ノ前 ｻｶﾉﾏｴ
622 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 桜ノ久保 ｻｸﾗﾉｸﾎﾞ
623 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 下田 ｼﾓﾀﾞ
625 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 順心 ｼﾞﾕﾝｼﾝ
624 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 新川 ｼﾝｶﾜ
626 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 外井口 ｿﾄｲｸﾞﾁ
630 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 大黒 ﾀﾞｲｺｸ
627 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 竹原 ﾀｹｶﾞﾊﾗ
628 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 立田 ﾀﾃﾀﾞ
629 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 田中 ﾀﾅｶ
631 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ チャガシバ ﾁﾔｶﾞｼﾊﾞ
632 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 堤添 ﾂﾂﾐｿﾞｴ
633 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 椿 ﾂﾊﾞｷ
635 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 堂口 ﾄﾞｳｸﾞﾁ
636 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 道場 ﾄﾞｳﾊﾞ
634 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 堂面 ﾄｵﾒﾝ
637 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
638 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 中田 ﾅｶﾀ
663 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 長竹 ﾅｶﾞﾀｹ
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639 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 西奥ノ谷 ﾆｼｵｸﾉﾀﾆ
640 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 西垣内 ﾆｼｶﾞｷｳﾁ
641 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 西中川原 ﾆｼﾅｶｶﾞﾜﾗ
642 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 巤ノ木 ﾈｽﾞﾉｷ
643 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 野添 ﾉｿﾞｴ
644 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ノツゴノ前 ﾉﾂｺﾞﾉﾏｴ
645 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 野津胡山 ﾉﾂｺﾞﾔﾏ
646 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 花ケ谷 ﾊﾅｶﾞﾀﾆ
647 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ ヒガシオクノタニ ﾋｶﾞｼｵｸﾉﾀﾆ
648 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 廣坪 ﾋﾛﾂﾎﾞ
649 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 札場 ﾌﾀﾊﾞ
650 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 舩倉 ﾌﾅｸﾗ
651 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 舩床 ﾌﾅﾄﾞｺ
652 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 前川原 ﾏｴｶﾞﾜﾗ
653 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ マサコ ﾏｻｺ
654 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 松木ノ久保 ﾏﾂｷﾉｸﾎﾞ
655 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
656 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 水越 ﾐｽﾞｺﾞｴ
657 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 柳ケ久保 ﾔﾅｷﾞｶﾞｸﾎﾞ
658 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 矢ノ谷 ﾔﾉﾀﾆ
659 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山蔭 ﾔﾏｶｹﾞ
660 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山根 ﾔﾏﾈ
661 203 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ 山脇 ﾔﾏﾜｷ
666 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 青木ケ谷 ｱｵｷｶﾞﾀﾆ
667 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 赤道 ｱｶﾐﾁ
668 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 上ケ田 ｱｹﾞﾀ
669 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 阿弥陀堂 ｱﾐﾀﾞﾄﾞｳ
670 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 池田 ｲｹﾀﾞ
671 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 神母原 ｲｹﾞﾊﾞﾗ
672 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 井出口 ｲﾃﾞｸﾞﾁ
673 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 打上リ ｳﾁｱｶﾞﾘ
674 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
675 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 大谷 ｵｵﾀﾆ
676 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 岡 ｵｶ
677 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 岡端 ｵｶﾊﾞﾅ
679 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 鍛冶屋敷 ｶｼﾞﾔｼｷ
678 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 頭田 ｶｼﾗﾀﾞ
680 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 鹿走芝 ｶｿｳｼﾊﾞ
681 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 片山 ｶﾀﾔﾏ
682 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 勝用田 ｶﾂﾖｳﾀﾞ
683 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 川原田 ｶﾜﾗﾀﾞ
684 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 清峰 ｷﾖﾐﾈ
685 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 国政 ｸﾆﾏｻ
686 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 国見越 ｸﾆﾐｺﾞｴ
687 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 車田 ｸﾙﾏﾀﾞ
688 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 小氏ケ谷 ｺｳｼﾞｶﾞﾀﾆ
689 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 幸道 ｺｳﾄﾞｳ
690 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 己屋ケ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾆ
691 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 大角豆尻 ｻｻｹﾞｼﾞﾘ
694 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 歯朶尾山 ｼﾀﾞｵﾔﾏ
692 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 四反切レ ｼﾀﾝｷﾞﾚ
693 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 四反田 ｼﾀﾝﾀﾞ
695 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 芝 ｼﾊﾞ
735 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 下郷 ｼﾓｺﾞｳ
696 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 白木谷 ｼﾗｷﾀﾞﾆ
697 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 白岩 ｼﾛｲﾜ
698 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 新改 ｼﾝｶﾞｲ
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699 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 角田 ｽﾐﾀﾞ
700 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 外田 ｿﾄﾀﾞ
701 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 谷 ﾀﾆ
703 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 土居 ﾄﾞｲ
702 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 燈明田 ﾄｳﾐﾖｳﾃﾞﾝ
736 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 中氏 ﾅｶｳｼﾞ
704 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
709 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 長田 ﾅｶﾞﾀ
705 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 中ノ切 ﾅｶﾉｷﾚ
706 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 中ノ島 ﾅｶﾉｼﾏ
707 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 中村 ﾅｶﾑﾗ
708 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
710 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 西奥 ﾆｼｵｸ
711 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 西奥山 ﾆｼｵｸﾔﾏ
712 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 西寺中 ﾆｼｼﾞﾁﾕｳ
713 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
714 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 女房木 ﾆﾖｳﾎﾞｳｷ
715 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 塗師屋 ﾇｼﾔ
716 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 林﨑 ﾊﾔｼｻﾞｷ
717 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 東寺中 ﾋｶﾞｼｼﾞﾁﾕｳ
718 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 引落 ﾋｷｵﾄｼ
719 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 樋ノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
720 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 福岡 ﾌｸｵｶ
721 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 藤原 ﾌｼﾞﾊﾗ
722 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 麓 ﾌﾓﾄ
723 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 増岡 ﾏｽｵｶ
724 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 松ケ瀬 ﾏﾂｶﾞｾ
725 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
726 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 溝下タ田 ﾐｿﾞｼﾀ
728 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 森ケ谷 ﾓﾘｶﾞﾀﾆ
727 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 森鹿野 ﾓﾘｶﾉ
729 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 山添 ﾔﾏｿﾞｴ
730 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 山端 ﾔﾏﾊﾞﾅ
731 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 横田 ﾖｺﾀ
732 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 六地蔵 ﾛｸﾁﾞｿﾞｳ
734 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 和田 ﾜﾀﾞ
733 204 下郷 ｼﾓｺﾞｳ 渡リ上 ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
784 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ （西糺町） (ﾆｼﾀﾀﾞｽﾏﾁ)
740 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 神母 ｲｹﾞ
739 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ
781 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 池ノ内１区 ｲｹﾉｳﾁ 1ｸ
782 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 池ノ内２区 ｲｹﾉｳﾁ 2ｸ
783 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 池山 ｲｹﾔﾏ
741 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 和泉谷 ｲｽﾞﾐｶﾞﾀﾆ
742 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 大岩ノ西 ｵｵｲﾜﾉﾆｼ
743 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 大岩ノ東 ｵｵｲﾜﾉﾋｶﾞｼ
744 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 大道ノ上 ｵｵﾐﾁﾉｳｴ
745 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 蔭畑 ｶｹﾞﾊﾞﾀ
746 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 春日谷 ｶｽｶﾞﾀﾞﾆ
747 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 春日田 ｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
748 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 京田 ｷﾖｳﾃﾞﾝ
749 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 小池 ｺｲｹ
750 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 笹ケ峠 ｻｻｶﾞﾄｳ
751 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 芝ノ前 ｼﾊﾞﾉﾏｴ
752 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 清水 ｼﾐｽﾞ
755 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 城ケ谷 ｼﾞﾖｳｶﾞﾀﾞﾆ
753 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 菖蒲田 ｼﾖｳﾌﾞﾀﾞ
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780 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 菖蒲谷 ｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆ
754 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 菖蒲ノ木 ｼﾖｳﾌﾞﾉｷ
778 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ スワガ谷 ｽﾜｶﾞﾀﾆ
756 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ ツヅラ ﾂﾂﾞﾗ
757 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 常安 ﾂﾈﾔｽ
758 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ ツルイジリ ﾂﾙｲｼﾞﾘ
760 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 土居 ﾄﾞｲ
759 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
761 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 中居 ﾅｶｲ
762 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 中居奥 ﾅｶｲｵｸ
763 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 灰床西 ﾊｲﾄｺﾉﾆｼ
764 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 灰床山 ﾊｲﾄｺﾔﾏ
765 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ ハエノワキ ﾊｴﾉﾜｷ
766 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ ハザ ﾊｻﾞ
767 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ ヒエジリ ﾋｴｼﾞﾘ
768 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 一ツブロ ﾋﾄﾂﾌﾞﾛ
769 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ ヒノ口 ﾋﾉｸﾁ
770 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 広坪 ﾋﾛﾂﾎﾞ
771 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 藤﨑 ﾌｼﾞｻｷ
772 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 藤﨑ノ西 ﾌｼﾞｻｷﾉﾆｼ
773 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 舩戸 ﾌﾅﾄ
774 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 松尾 ﾏﾂｵ
775 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 松崎 ﾏﾂｻﾞｷ
776 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ
777 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ 妙見ノ谷 ﾐﾖｳｹﾝﾀﾞﾆ
779 205 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ モチデン ﾓﾁﾃﾞﾝ
791 207 須崎 ｽｻｷ 駅構内 ｴｷｺｳﾅｲ
876 226 須崎 ｽｻｷ 駅構内 ｴｷｺｳﾅｲ
913 228 須崎 ｽｻｷ （池ノ内） (ｲｹﾉｳﾁ)
912 228 須崎 ｽｻｷ （西糺町） (ﾆｼﾀﾀﾞｽﾏﾁ)
914 228 須崎 ｽｻｷ （向山） (ﾑｶｲﾔﾏ)
885 228 須崎 ｽｻｷ 家光 ｲｴﾐﾂ
886 228 須崎 ｽｻｷ 池 ｲｹ
887 228 須崎 ｽｻｷ 池山永田 ｲｹﾔﾏﾅｶﾞﾀ
888 228 須崎 ｽｻｷ 礒ノ下 ｲｿﾉｼﾀ
889 228 須崎 ｽｻｷ 奥古倉 ｵｸﾌﾙｸﾗ
911 228 須崎 ｽｻｷ 鍛冶町 ｶｼﾞﾏﾁ
890 228 須崎 ｽｻｷ 小浦 ｺｳﾗ
891 228 須崎 ｽｻｷ 小坂谷 ｺｻｶﾀﾞﾆ
892 228 須崎 ｽｻｷ 五紋中 ｺﾞﾓﾝﾁﾕｳ
893 228 須崎 ｽｻｷ 須崎浜 ｽｻｷﾊﾏ
896 228 須崎 ｽｻｷ 大善寺谷 ﾀﾞｲｾﾞﾝｼﾞﾀﾆ
897 228 須崎 ｽｻｷ 大善寺谷 ﾀﾞｲｾﾞﾝｼﾞﾀﾞﾆ
894 228 須崎 ｽｻｷ 瀧 ﾀｷ
895 228 須崎 ｽｻｷ 竹ケ谷 ﾀｹｶﾞﾀﾆ
898 228 須崎 ｽｻｷ 長者山 ﾁﾖｳｼﾞﾔﾔﾏ
899 228 須崎 ｽｻｷ 天神山 ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏ
900 228 須崎 ｽｻｷ 永田 ﾅｶﾞﾀ
901 228 須崎 ｽｻｷ 西新地 ﾆｼｼﾝﾁ
902 228 須崎 ｽｻｷ ﾆｼﾊﾏ
903 228 須崎 ｽｻｷ 東新地 ﾋｶﾞｼｼﾝﾁ
904 228 須崎 ｽｻｷ 一ツ風呂 ﾋﾄﾂﾌﾞﾛ
905 228 須崎 ｽｻｷ 藤ノ下 ﾌｼﾞﾉｼﾀ
906 228 須崎 ｽｻｷ 南新地 ﾐﾅﾐｼﾝﾁ
907 228 須崎 ｽｻｷ 南永田 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾀ
908 228 須崎 ｽｻｷ 南古市西分 ﾐﾅﾐﾌﾙｲﾁﾆｼﾌﾞﾝ
909 228 須崎 ｽｻｷ 南山 ﾐﾅﾐﾔﾏ
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910 228 須崎 ｽｻｷ 向山 ﾑｶｲﾔﾏ
1121 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ （赤崎町） (ｱｶｻﾞｷﾏﾁ)
1117 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ （大間西町） (ｵｵﾏﾆｼﾏﾁ)
1120 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ （大間東町） (ｵｵﾏﾋｶﾞｼﾏﾁ)
1119 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ （大間本町） (ｵｵﾏﾎﾝﾏﾁ)
1118 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ （山手町） (ﾔﾏﾃﾏﾁ)
917 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 青木ノ本 ｱｵｷﾉﾓﾄ
918 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 赤崎 ｱｶｻﾞｷ
1035 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 網付（※綱付） ｱﾐﾂｹ
919 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 有田 ｱﾘﾀ
920 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 池田 ｲｹﾀﾞ
921 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 神母谷 ｲｹﾞﾀﾞﾆ
922 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 神母森 ｲｹﾞﾉﾓﾘ
923 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 石ケ渕 ｲｼｶﾞﾌﾁ
924 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 泉本 ｲｽﾞﾐﾉﾓﾄ
925 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 磯畑 ｲｿﾊﾀ
926 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 一切京 ｲﾂｻｲｷﾖｳ
927 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 因幡屋敷 ｲﾅﾊﾞﾔｼｷ
928 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 犬 ｲﾇﾓﾄﾞﾘ
929 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 射場 ｲﾊﾞ
930 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 入舩 ｲﾘﾌﾈ
931 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 岩永 ｲﾜﾅｶﾞ
1116 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 岩永 ｲﾜﾅｶﾞ
932 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 宇加石 ｳｶｲｼ
933 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 牛ケ谷 ｳｼｶﾞﾀﾆ
934 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 牛鍬 ｳｼｸﾞﾜ
935 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ウスノハザ ｳｽﾉﾊｻﾞ
936 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 内ケサコ ｳﾁｶﾞｻｺ
937 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ウチゴエ ｳﾁｺﾞｴ
938 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 馬神 ｳﾏｶﾞﾐ
939 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 梅ケサコ ｳﾒｶﾞｻｺ
940 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ヱボシイワ ｴﾎﾞｼｲﾜ
941 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大クボ ｵｵｸﾎﾞ
942 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大滝 ｵｵﾀｷ
943 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
944 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大平 ｵｵﾋﾗ
945 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大間潮田東丸 ｵｵﾏｼｵﾀﾋｶﾞｼﾏﾙ
946 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大道内 ｵｵﾐﾁﾉｳﾁ
947 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 岡場 ｵｶﾊﾞ
948 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
949 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 小田ノ地 ｵﾀﾞﾉｼﾞ
950 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 踊場 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ
951 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 鬼サコ ｵﾆｻｺ
952 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
953 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ カキノキザコ ｶｷﾉｷｻﾞｺ
954 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 柹ノ木ノ本 ｶｷﾉｷﾉﾓﾄ
956 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 神楽田 ｶｸﾞﾗﾃﾞﾝ
955 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 隠宿 ｶｸﾚｼﾞｷ
957 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 影ノ地 ｶｹﾞﾉﾁﾞ
958 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ カヂガクボ ｶﾁﾞｶﾞｸﾎﾞ
959 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 楮ケサコ ｶﾁﾞｶﾞｻｺ
960 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 金堂 ｶﾅﾝﾄﾞｳ
961 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ カヒガケ ｶﾋｶﾞｹ
962 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ カブロキ ｶﾌﾞﾛｷﾞ
963 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 釜ノ坪 ｶﾏﾉﾂﾎﾞ
964 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 上畦髙 ｶﾐｱｾﾞﾀｶ
965 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 上シウチ ｶﾐｼｳﾁ
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966 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 神木ノ前 ｶﾐﾉｷﾉﾏｴ
967 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 上柳谷 ｶﾐﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
968 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 唐谷 ｶﾗﾀﾆ
969 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ カロオト ｶﾛｵﾄ
970 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 川邊 ｶﾜﾍﾞ
971 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ キウザイ谷 ｷｳｻﾞｲﾀﾆ
972 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 北橋舩 ｷﾀﾊｼﾌﾈ
973 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 清枝 ｷﾖｴﾀﾞ
974 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 清末 ｷﾖｽｴ
975 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 清永 ｷﾖﾅｶﾞ
976 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 清宗 ｷﾖﾑﾈ
977 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ クボタ ｸﾎﾞﾀ
978 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
979 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 小路口 ｺｳｼﾞｸﾞﾁ
986 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ゴウソウ ｺﾞｳｿｳ
987 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ゴウダ ｺﾞｳﾀﾞ
980 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ コヲナロ ｺｳﾅﾛ
981 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 郷ノ内 ｺｳﾉｳﾁ
988 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 郷ノ内 ｺﾞｳﾉｳﾁ
982 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 古堀田 ｺﾎﾞﾘﾀ
989 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ゴマジリ ｺﾞﾏｼﾞﾘ
983 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 是清 ｺﾚｷﾖ
984 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 是任 ｺﾚﾄｳ
985 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 是藤 ｺﾚﾌﾁﾞ
990 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 斉藤 ｻｲﾄｳ
991 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 界ケ畝 ｻｶｲｶﾞｾ
993 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ サガハタ ｻｶﾞﾊﾀ
992 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 坂本 ｻｶﾓﾄ
994 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 桜ケサコ ｻｸﾗｶﾞｻｺ
995 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 貞末 ｻﾀﾞｽｴ
996 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ サヤマ ｻﾔﾏ
997 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ サルダ ｻﾙﾀﾞ
998 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ シウチ ｼｳﾁ
999 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ シツメガハヱ ｼﾂﾞﾒｶﾞﾊｴ
1000 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 芝 ｼﾊﾞ
1001 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 下畦髙 ｼﾓｱｾﾞﾀﾞｶ
1002 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 下柳谷 ｼﾓﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
1003 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 下モ山 ｼﾓﾔﾏ
1004 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 下モ山口 ｼﾓﾔﾏｸﾞﾁ
1009 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 蛇ケ谷 ｼﾞﾔｶﾞﾀﾞﾆ
1005 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 守護谷 ｼﾕｺﾞﾀﾞﾆ
1010 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 城ケ谷 ｼﾞﾖｳｶﾞﾀﾆ
1011 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 常光 ｼﾞﾖｳｺｳ
1006 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 障子ケ畝 ｼﾖｳｼﾞｶﾞｾ
1114 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 正ノ岡 ｼｮｳﾉｵｶ
1007 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 正ノ岡 ｼﾖｳﾉｵｶ
1008 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 白木谷 ｼﾗｷﾀﾞﾆ
1012 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 神宮寺 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ
1013 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 末実 ｽｴﾐ
1014 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 助房 ｽｹﾌｻ
1015 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 雀ケ森 ｽｽﾞﾒｶﾞﾓﾘ
1016 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ スズレコ ｽｽﾞﾚｺ
1017 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ スダノハナ ｽﾀﾞﾉﾊﾅ
1018 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 善谷 ｾﾞﾝﾀﾞﾆ
1019 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 宗願寺 ｿｳｶﾞﾝｼﾞ
1020 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 添ケ谷 ｿｴｶﾞﾀﾆ
1031 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大師堂 ﾀﾞｲｼﾄﾞｳ
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1032 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大神田 ﾀﾞｲｼﾝﾃﾞﾝ
1021 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 髙城 ﾀｶｼﾞﾖｳ
1022 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 竹ノ川口 ﾀｹﾉｶﾜｸﾞﾁ
1023 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 竹ノ鼻 ﾀｹﾉﾊﾅ
1024 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 田中 ﾀﾅｶ
1025 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
1026 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 田ノ浦 ﾀﾉｳﾗ
1027 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 田ノ坂 ﾀﾉｻﾞｶ
1028 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 田ノ地 ﾀﾉｼﾞ
1108 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 田ノ地 ﾀﾉｼﾞ
1033 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
1029 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ タルグチ ﾀﾙｸﾞﾁ
1030 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 垂滝 ﾀﾙﾀﾞｷ
1034 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 中郷 ﾁﾕｳｺﾞｳ
1036 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 角熊 ﾂﾉｸﾏ
1037 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 津ノ地 ﾂﾉｼﾞ
1038 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 椿ノ本 ﾂﾊﾞｷﾉﾓﾄ
1039 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ツル井ケ尻 ﾂﾙｲｶﾞｼﾞﾘ
1040 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ツル井谷 ﾂﾙｲﾀﾞﾆ
1041 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 鶴巻 ﾂﾙﾏｷ
1042 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 寺山 ﾃﾗﾔﾏ
1047 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 堂ケ奈路 ﾄﾞｳｶﾞﾅﾛ
1112 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 堂ヶ奈路 ﾄﾞｳｶﾞﾅﾛ
1043 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 砥ケ谷 ﾄｶﾞﾀﾆ
1044 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 床鍋 ﾄｺﾅﾍﾞ
1045 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 鳥居木本 ﾄﾘｲﾉｷﾓﾄ
1046 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
1048 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 中川 ﾅｶｶﾞﾜ
1049 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 仲ズカ ﾅｶｽﾞｶ
1051 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 永谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
1113 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 中ノ川内 ﾅｶﾉｶﾜｳﾁ
1050 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 中畑 ﾅｶﾊﾀ
1052 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ  ﾅﾀﾞ
1053 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ナナツガ森 ﾅﾅﾂｶﾞﾓﾘ
1054 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 成友 ﾅﾙﾄﾓ
1055 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 南善谷 ﾅﾝｾﾞﾝﾀﾞﾆ
1056 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 西川 ﾆｼｶﾞﾜ
1057 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 西谷 ﾆｼﾀﾆ
1058 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
1059 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 西奥 ﾆｼﾉｵｸ
1060 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 西森 ﾆｼﾓﾘ
1061 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 西山 ﾆｼﾔﾏ
1062 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 軒ケ谷 ﾉｷｶﾞﾀﾆ
1063 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 則行 ﾉﾘｷ
1064 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 萩ノ岡 ﾊｷﾞﾉｵｶ
1065 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 橋舩 ﾊｼﾌﾈ
1066 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 八幡田 ﾊﾁﾏﾝﾃﾞﾝ
1067 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 八郎越 ﾊﾁﾛｳｺﾞｴ
1068 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 鳩ケ峠 ﾊﾄｶﾞﾄｳ
1069 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 花岡 ﾊﾅｵｶ
1070 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 花添 ﾊﾅｿﾞｴ
1071 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 浜田 ﾊﾏﾀﾞ
1072 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 原唐 ﾊﾗｶﾗ
1073 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 春ウチ ﾊﾙｳﾁ
1115 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 東川内 ﾋｶﾞｼｶﾜｳﾁ
1074 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 久行 ﾋｻﾕｷ
1075 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 弘枝 ﾋﾛｴﾀﾞ
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1076 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 広畑 ﾋﾛﾊﾀ
1077 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 藤ケ瀧 ﾌｼﾞｶﾞﾀｷ
1078 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 舩床 ﾌﾅﾄｺ
1079 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 細入 ﾎｿｲﾚ
1080 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 正近 ﾏｻﾁｶ
1081 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
1082 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 丸岡 ﾏﾙｵｶ
1083 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 水越潮田 ﾐｽﾞｺｼｼｵﾀ
1084 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 水林 ﾐｽﾞﾊﾞﾔｼ
1085 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 光神 ﾐﾂｶﾞﾐ
1086 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 南畔髙 ﾐﾅﾐｱｾﾞﾀｶ
1087 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 南ノ沖 ﾐﾅﾐﾉｵｷ
1088 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 見晴畝 ﾐﾊﾗｾ
1089 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 巳家ケ市 ﾐﾔｶﾞｲﾁ
1090 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 己家床 ﾐﾔﾄﾞｺ
1111 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｶﾐ
1109 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾓ
1110 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 宮ノ中 ﾐﾔﾉﾅｶ
1091 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
1092 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 明神潮田 ﾐﾖｳｼﾞﾝｼｵﾀ
1093 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 向ノ芝 ﾑｶｲﾉｼﾊﾞ
1094 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 向ケ市 ﾑｺｳｶﾞｲﾁ
1095 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 宗国 ﾑﾈｸﾆ
1096 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 宗弘 ﾑﾈﾋﾛ
1097 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 桃ノ木谷 ﾓﾓﾉｷﾀﾞﾆ
1098 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 森 ﾓﾘ
1099 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 薬師堂 ﾔｸｼﾄﾞｳ
1100 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 安次 ﾔｽﾂｸﾞ
1101 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 矢羽田 ﾔﾊﾞﾀ
1102 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 山際 ﾔﾏｷﾞﾜ
1103 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 山下 ﾔﾏｼﾀ
1104 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 行正 ﾕｷﾏｻ
1105 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 和佐田 ﾜｻﾀﾞ
1106 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 和田 ﾜﾀﾞ
1107 301 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 和田 ﾜﾀﾞ
1124 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ アナノ谷 ｱﾅﾉﾀﾆ
1125 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 磯ブチ ｲｿﾌﾞﾁ
1126 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 今網代 ｲﾏｱｼﾞﾛ
1127 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大楠 ｵｵｸﾞｽ
1128 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大谷越 ｵｵﾀﾆｺﾞｴ
1129 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 落合 ｵﾁｱｲ
1130 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 垣ノ内 ｶｷﾉｳﾁ
1131 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 上ノ川 ｶﾐﾉｶﾜ
1132 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 瓦戸 ｶﾜﾗﾄﾞ
1133 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 北ノ谷 ｷﾀﾉﾀﾆ
1134 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 北ノ平 ｷﾀﾉﾋﾗ
1135 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 銀八屋敷 ｷﾞﾝﾊﾟﾁﾔｼｷ
1169 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 串ノ浦 ｸｼﾉｳﾗ
1136 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 楠木谷 ｸｽｷﾀﾞﾆ
1137 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ クレコバ ｸﾚｺﾊﾞ
1138 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ クロハヱ ｸﾛﾊｴ
1139 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 小松原 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ
1140 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 古宮床 ｺﾐﾔﾄﾞｺ
1141 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 境ケ谷 ｻｶｲｶﾞﾀﾆ
1142 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ サガノ谷 ｻｶﾞﾉﾀﾆ
1143 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ サガヒラ ｻｶﾞﾉﾋﾗ
1144 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 汐木 ｼｵｷﾞ
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1145 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ シヲリ ｼｵﾘ
1147 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 城ケ浦 ｼﾞﾖｳｶﾞｳﾗ
1146 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 白岩 ｼﾗｲﾜ
1148 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 瀬助山 ｾｽｹﾔﾏ
1150 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 大峰 ﾀﾞｲﾎﾞｳ
1149 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾓ
1151 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
1152 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
1153 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 七反地 ﾅﾅﾀﾝﾁﾞ
1154 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 猫神 ﾈｺｶﾞﾐ
1155 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ハセデ ﾊｾﾃﾞ
1156 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 八面荒神 ﾊﾁﾒﾝｺｳｼﾞﾝ
1157 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
1158 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 引地 ﾋｷﾁ
1159 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ ヒヂケ峯 ﾋﾁﾞｶﾞﾐﾈ
1160 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 深谷 ﾌｶﾀﾞﾆ
1161 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 舩着 ﾌﾅﾂｷ
1162 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ フルタ ﾌﾙﾀ
1163 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 本モ谷 ﾎﾝﾓﾀﾞﾆ
1164 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 道ノ上 ﾐﾁﾉｶﾐ
1165 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 南畑 ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ
1166 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 箕ノ越 ﾐﾉｺｼ
1170 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 箕越 ﾐﾉｺｼ
1167 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 深山口 ﾐﾔﾏｸﾞﾁ
1168 302 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
1342 303 神田 ｺｳﾀﾞ （押岡） (ｵｼｵｶ)
1341 303 神田 ｺｳﾀﾞ （妙見町） (ﾐｮｳｹﾝﾏﾁ)
1173 303 多ノ郷 ｵｵﾉｺﾞｳ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
1174 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 有ノ木 ｱﾘﾉｷ
1176 303 神田 ｺｳﾀﾞ 神母谷 ｲｹﾞﾀﾆ
1177 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 神母ノ内 ｲｹﾞﾉｳﾁ
1175 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
1178 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 石ケ坪 ｲｼｶﾞﾂﾎﾞ
1179 303 神田 ｺｳﾀﾞ イセガ畑 ｲｾｶﾞﾊﾀ
1180 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 市ノ後 ｲﾁﾉｳｼﾛ
1181 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 行清 ｲﾂｷﾖｳ
1182 303 町田 ｲﾂﾁﾖｳﾀﾞ
1183 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 稲葉谷 ｲﾅﾊﾞﾀﾞﾆ
1184 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 犬ケ谷 ｲﾇｶﾞﾀﾆ
1185 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ イノ切レ ｲﾉｷﾚ
1186 303  ｳｻｷﾞｸﾗｲ
1187 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 内汐田 ｳﾁｼｵﾀ
1188 303 ウツボタニ ｳﾂﾎﾞﾀﾞﾆ
1189 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 大上ヱ ｵｵｳｴ
1190 303 神田 ｺｳﾀﾞ 大平 ｵｵﾋﾗ
1191 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 岡 ｵｶ
1192 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 尾﨑（居﨑） ｵｻｷ
1193 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 御宿ケ渕 ｵﾔﾄﾞｶﾞﾌﾁ
1194 303 神田 ｺｳﾀﾞ ヲンビキ石 ｵﾝﾋﾞｷｲｼ
1195 303 神田 ｺｳﾀﾞ 影ノ路 ｶｹﾞﾉﾁﾞ
1196 303 神田 ｺｳﾀﾞ 神ノ木 ｶﾐﾉｷ
1336 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 上ハノ切レ ｶﾐﾊﾉｷﾚ
1197 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 上和田 ｶﾐﾜﾀﾞ
1198 303 神田 ｺｳﾀﾞ 北ノ芝 ｷﾀﾉｼﾊﾞ
1199 303 神田 ｺｳﾀﾞ 北佛坂 ｷﾀﾎﾄｹｻｶ
1200 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 北又（※鳥谷北又） ｷﾀﾏﾀ
1201 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ キトオカ ｷﾄｵｶ



須崎市の大字・字の一覧

2016/5/15 20/43 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字
（※角川地名大辞典）

字のふりがな

1202 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 清重 ｷﾖｼｹﾞ
1203 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 清次 ｷﾖﾂｸﾞ
1204 303 草ケ内 ｸｻｶﾞｳﾁ
1205 303 神田 ｺｳﾀﾞ 草端 ｸｻﾊﾅ
1206 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 九反田 ｸﾀﾝﾀﾞ
1207 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 國永（※国水） ｸﾆﾅｶﾞ
1208 303 神田 ｺｳﾀﾞ 蔵谷 ｸﾗﾀﾆ
1209 303 神田 ｺｳﾀﾞ クラタニグチ ｸﾗﾀﾆｸﾞﾁ
1210 303 神田 ｺｳﾀﾞ 蔵目地 ｸﾗﾒﾁﾞ
1211 303 神田 ｺｳﾀﾞ 栗木ケ市 ｸﾘｷｶﾞｲﾁ
1212 303 神田 ｺｳﾀﾞ クロノ谷口 ｸﾛﾉﾀﾆｸﾞﾁ
1213 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ クロノモト ｸﾛﾉﾓﾄ
1339 303 神田 ｺｳﾀﾞ 神田 ｺｳﾀﾞ
1340 303 神田 ｺｳﾀﾞ 神田和田 ｺｳﾀﾞﾜﾀﾞ
1214 303 神田 ｺｳﾀﾞ コヲソヲ ｺｵｿｵ
1215 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ コサイケ ｺｻﾞｲｹ
1216 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 小田ノクボ ｺﾀﾞﾉｸﾎﾞ
1219 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
1217 303 神田 ｺｳﾀﾞ 小轟 ｺﾄﾄﾞﾛ
1220 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ ゴマジリ ｺﾞﾏｼﾞﾘ
1218 303 神田 ｺｳﾀﾞ 己家ノ川内 ｺﾔｶﾜｳﾁ
1221 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 坂本 ｻｶﾓﾄ
1222 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 桜川瀬 ｻｸﾗｶﾞﾜｾ
1223 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 貞光 ｻﾀﾞﾐﾂ
1225 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 三反地 ｻﾝﾀﾞﾝﾁﾞ
1226 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ サンデン ｻﾝﾃﾞﾝ
1227 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 汐木 ｼｵｷﾞ
1228 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 汐木割 ｼｵｷﾞﾜﾘ
1229 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 塩塚 ｼｵﾂﾞｶ
1230 303 神田 ｺｳﾀﾞ 繁 ｼｹﾞ
1231 303 神田 ｺｳﾀﾞ シコタニ ｼｺﾞﾀﾆ
1232 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 下川内 ｼﾓｶﾞﾁ
1233 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 下切レ ｼﾓｷﾚ
1234 303 下不重 ｼﾓﾌｼﾞﾕｳ
1235 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 下和田 ｼﾓﾜﾀﾞ
1236 303 菖蒲谷 ｼﾖｳﾌﾞﾀﾆ
1237 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 四郎町 ｼﾛｳﾁﾖｳ
1238 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 新川渡上 ｼﾝｶﾜﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
1239 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 新町屋敷 ｼﾝﾏﾁﾔｼｷ
1240 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 末延 ｽｴﾉﾌﾞ
1241 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 末久 ｽｴﾋｻ
1242 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 末正 ｽｴﾏｻ
1243 303 神田 ｺｳﾀﾞ 杉生 ｽｷｳ
1244 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 炭谷 ｽﾐﾀﾞﾆ
1245 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 太カ内 ﾀｲｶﾞﾁ
1252 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 大峰 ﾀﾞｲﾎﾞｳ
1253 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 大峰前 ﾀﾞｲﾎﾞｳﾉﾏｴ
1246 303 神田 ｺｳﾀﾞ 髙棚 ﾀｶﾀﾞﾅ
1247 303 神田 ｺｳﾀﾞ 滝ノ口 ﾀｷﾉｸﾁ
1248 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 武久 ﾀｹﾋｻ
1249 303 神田 ｺｳﾀﾞ 大刀水 ﾀﾁﾐｽﾞ
1250 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 田ノ尻 ﾀﾉｼﾘ
1251 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ タヘノカワウチ ﾀﾍﾉｶﾜｳﾁ
1254 303 神田 ｺｳﾀﾞ チケシ谷 ﾁｹｼﾀﾞﾆ
1255 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 丁ノ岡 ﾁﾖｳﾉｵｶ
1256 303 神田 ｺｳﾀﾞ ツラヒ ﾂﾗﾋ
1257 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 寺内 ﾃﾗｳﾁ
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1258 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 寺﨑 ﾃﾗｻｷ
1259 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 寺山 ﾃﾗﾔﾏ
1260 303 天神 ﾃﾝｼﾞﾝ
1261 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 天神ノ芝 ﾃﾝｼﾞﾝﾉｼﾊﾞ
1265 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 堂ノ岡 ﾄﾞｳﾉｵｶ
1262 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ トウジガヲカ ﾄｵｼﾞｶﾞｵｶ
1263 303 神田 ｺｳﾀﾞ 轟 ﾄﾄﾞﾛ
1338 303 神田 ｺｳﾀﾞ 轟 ﾄﾄﾞﾛ
1264 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 鳥谷（※鳥谷北又） ﾄﾘﾀﾞﾆ
1266 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
1267 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 中嶋芝 ﾅｶｼﾞﾏｼﾊﾞ
1269 303 神田 ｺｳﾀﾞ 永町（※水町） ﾅｶﾞﾁﾖｳ
1268 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 中切レ ﾅｶﾉｷﾚ
1270 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 長峯 ﾅｶﾞﾐﾈ
1271 303 神田 ｺｳﾀﾞ 名越屋 ﾅｺﾞﾔ
1272 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 七ツ割 ﾅﾅﾂﾜﾘ
1273 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 西ノ川原 ﾆｼﾉｶﾜﾗ
1274 303 神田 ｺｳﾀﾞ 西谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
1275 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
1276 303 神田 ｺｳﾀﾞ ノツコ ﾉﾂｺ
1277 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 延カノ ﾉﾍﾞｶﾉ
1278 303 神田 ｺｳﾀﾞ ハシカガマタ ﾊｼｶｶﾞﾏﾀ
1279 303 駈 ﾊﾂｶｹ
1280 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ ハノ切レ ﾊﾉｷﾚ
1281 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 張城 ﾊﾘｷﾞ
1282 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 張城口 ﾊﾘｷﾞｸﾞﾁ
1283 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 火打岩 ﾋｳﾁｲﾜ
1284 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ ヒウラ ﾋｳﾗ
1337 303 飛田 ﾋﾀﾞ
1285 303 開 ﾋﾗｷ
1286 303 神田 ｺｳﾀﾞ ヒラサコ ﾋﾗｻｺ
1287 303 神田 ｺｳﾀﾞ 平田（※乎田） ﾋﾗﾀ
1288 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ フケ ﾌｹ
1289 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 二又 ﾌﾀﾏﾀ
1290 303 神田 ｺｳﾀﾞ 渕カ上 ﾌﾁｶﾞｶﾐ
1291 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 舩戸 ﾌﾅﾄ
1292 303 古川 ﾌﾙｶﾜ
1293 303 神田 ｺｳﾀﾞ 古屋 ﾌﾙﾔ
1294 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 保木 ﾎｷ
1295 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 保木ノ前 ﾎｷﾉﾏｴ
1296 303 神田 ｺｳﾀﾞ 佛坂 ﾎﾄｹｻｶ
1297 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 洞ケサコ ﾎﾗｶﾞｻｺ
1298 303 神田 ｺｳﾀﾞ 本越 ﾎﾝｺﾞｴ
1299 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 本谷 ﾎﾝﾀﾆ
1300 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 松嶋 ﾏﾂｼﾏ
1301 303 松ノ木 ﾏﾂﾉｷ
1302 303 神田 ｺｳﾀﾞ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
1303 303 神田 ｺｳﾀﾞ マトヲ ﾏﾄｵ
1304 303 神田 ｺｳﾀﾞ 豆尾 ﾏﾒｼﾞﾘ
1305 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1306 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1307 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 神子谷 ﾐｺﾀﾞﾆ
1308 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 道添 ﾐﾁｿﾞｴ
1309 303 神田 ｺｳﾀﾞ 道ノ川 ﾐﾁﾉｺｳ
1310 303 神田 ｺｳﾀﾞ 道広 ﾐﾁﾋﾛ
1311 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 南ノ前 ﾐﾅﾐﾉﾏｴ
1312 303 神田 ｺｳﾀﾞ ミノハタ ﾐﾉﾊﾀ
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1313 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 妙見 ﾐﾖｳｹﾝ
1314 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 妙見ノ下 ﾐﾖｳｹﾝﾉｼﾀ
1315 303 神田 ｺｳﾀﾞ ム子タ ﾑﾈﾀ
1316 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 宗利 ﾑﾈﾄｼ
1317 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 守時 ﾓﾘﾄｷ
1318 303 神田 ｺｳﾀﾞ ヤゴ ﾔｺﾞ
1319 303 神田 ｺｳﾀﾞ 柳木渕 ﾔﾅｷﾞｶﾞﾌﾁ
1320 303 神田 ｺｳﾀﾞ 山犬ケ谷 ﾔﾏｲﾇｶﾞﾀﾆ
1321 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
1322 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 山越 ﾔﾏｺﾞｴ
1323 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
1324 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ ヤモチ ﾔﾓﾁ
1325 303 神田 ｺｳﾀﾞ 行吉カサコ ﾕｷﾖｼｶﾞｻｺ
1326 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 横田 ﾖｺﾀ
1327 303 横割 ﾖｺﾜﾘ
1328 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 吉末 ﾖｼｽｴ
1329 303 神田 ｺｳﾀﾞ 寄石 ﾖﾘｲｼ
1335 303 神田 ｺｳﾀﾞ ヨリ石 ﾖﾘｲｼ
1330 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 六地蔵 ﾛｸﾁﾞｿﾞｳ
1331 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ ロノ切レ ﾛﾉｷﾚ
1333 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 和田ノ前 ﾜﾀﾞﾉﾏｴ
1332 303 土崎 ﾂﾁｻﾞｷ 渡リ上リ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
1334 303 神田 ｺｳﾀﾞ 蕨ケ越 ﾜﾗﾋﾞｶﾞｺﾞｴ
1345 304 押岡 ｵｼｵｶ 赤木 ｱｶｷ
1346 304 押岡 ｵｼｵｶ 赤木 ｱｶｷﾞ
1347 304 押岡 ｵｼｵｶ 有ノ木 ｱﾘﾉｷ
1348 304 押岡 ｵｼｵｶ 安谷 ｱﾝﾀﾆ
1349 304 押岡 ｵｼｵｶ 池ノ久保 ｲｹﾉｸﾎﾞ
1350 304 押岡 ｵｼｵｶ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
1351 304 押岡 ｵｼｵｶ 池ノ本 ｲｹﾉﾓﾄ
1352 304 押岡 ｵｼｵｶ 板谷口 ｲﾀﾀﾞﾆｸﾞﾁ
1353 304 押岡 ｵｼｵｶ 一本木 ｲﾂﾎﾟﾝｷﾞ
1354 304 押岡 ｵｼｵｶ 牛首 ｳｼｸﾋﾞ
1356 304 押岡 ｵｼｵｶ 大田 ｵｵﾀﾞ
1355 304 押岡 ｵｼｵｶ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ
1357 304 押岡 ｵｼｵｶ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
1358 304 押岡 ｵｼｵｶ 大畑 ｵｵﾊﾞﾀ
1360 304 押岡 ｵｼｵｶ 奥大田 ｵｸｵｵﾀﾞ
1359 304 押岡 ｵｼｵｶ 奥大谷 ｵｸｵｵﾀﾆ
1361 304 押岡 ｵｼｵｶ 奥大谷 ｵｸｵｵﾀﾞﾆ
1362 304 押岡 ｵｼｵｶ 奥桑ケ市 ｵｸｸﾜｶﾞｲﾁ
1412 304 押岡 ｵｼｵｶ 押岡上 ｵｼｵｶ ｶﾐ
1410 304 押岡 ｵｼｵｶ 押岡下 ｵｼｵｶ ｼﾓ
1411 304 押岡 ｵｼｵｶ 押岡中 ｵｼｵｶ ﾅｶ
1363 304 押岡 ｵｼｵｶ 押谷口 ｵｼﾀﾞﾆｸﾞﾁ
1364 304 押岡 ｵｼｵｶ 柿ケ峠 ｶｷｶﾞﾄｳｹﾞ
1365 304 押岡 ｵｼｵｶ カゲノヂ ｶｹﾞﾉﾁﾞ
1366 304 押岡 ｵｼｵｶ 樫ノ久保 ｶｼﾉｸﾎﾞ
1367 304 押岡 ｵｼｵｶ 草川内 ｸｻｶﾞｳﾁ
1368 304 押岡 ｵｼｵｶ 串ノカゲ ｸｼﾉｶｹﾞ
1369 304 押岡 ｵｼｵｶ 國近 ｸﾆﾁｶ
1370 304 押岡 ｵｼｵｶ 久保ノ上 ｸﾎﾞﾉｳｴ
1371 304 押岡 ｵｼｵｶ 久保ノ前 ｸﾎﾞﾉﾏｴ
1372 304 押岡 ｵｼｵｶ 車木 ｸﾙﾏｷﾞ
1373 304 押岡 ｵｼｵｶ 桑ケ市 ｸﾜｶﾞｲﾁ
1374 304 押岡 ｵｼｵｶ 源蔵 ｹﾞﾝｿﾞｳ
1375 304 押岡 ｵｼｵｶ コヤガ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾆ
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1376 304 押岡 ｵｼｵｶ 是藤 ｺﾚﾌｼﾞ
1377 304 押岡 ｵｼｵｶ 坂本 ｻｶﾓﾄ
1378 304 押岡 ｵｼｵｶ 桜ケ谷 ｻｸﾗｶﾞﾀﾞﾆ
1379 304 押岡 ｵｼｵｶ 潮木 ｼｵｷﾞ
1380 304 押岡 ｵｼｵｶ 小路口 ｼﾖｳｼﾞｸﾞﾁ
1381 304 押岡 ｵｼｵｶ 杉谷 ｽｷﾞﾀﾆ
1382 304 押岡 ｵｼｵｶ 杉谷 ｽｷﾞﾀﾞﾆ
1383 304 押岡 ｵｼｵｶ 宗順 ｿｳｼﾞﾕﾝ
1384 304 押岡 ｵｼｵｶ 大根 ﾀﾞｲｺﾝ
1385 304 押岡 ｵｼｵｶ 大法 ﾀﾞｲﾎﾞｳ
1386 304 押岡 ｵｼｵｶ 近清 ﾁｶｷﾖ
1387 304 押岡 ｵｼｵｶ 中連 ﾁﾕｳﾚﾝ
1388 304 押岡 ｵｼｵｶ 寺﨑 ﾃﾗｻｷ
1389 304 押岡 ｵｼｵｶ 土居ノ谷 ﾄﾞｲﾉﾀﾆ
1390 304 押岡 ｵｼｵｶ 中氏 ﾅｶｳｼﾞ
1391 304 押岡 ｵｼｵｶ 中嶋 ﾅｶｼﾞﾏ
1392 304 押岡 ｵｼｵｶ 中須賀 ﾅｶｽｶﾞ
1393 304 押岡 ｵｼｵｶ 中谷川 ﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ
1394 304 押岡 ｵｼｵｶ 成清 ﾅﾘｷﾖ
1395 304 押岡 ｵｼｵｶ 成久 ﾅﾘﾋｻ
1396 304 押岡 ｵｼｵｶ 西板谷 ﾆｼｲﾀﾀﾞﾆ
1397 304 押岡 ｵｼｵｶ 花岡 ﾊﾅｵｶ
1398 304 押岡 ｵｼｵｶ 濱田 ﾊﾏﾀﾞ
1399 304 押岡 ｵｼｵｶ 伴蔵 ﾊﾞﾝｿﾞｳ
1400 304 押岡 ｵｼｵｶ 東梶木 ﾋｶﾞｼｶｼﾞｷ
1401 304 押岡 ｵｼｵｶ 檜木谷 ﾋﾉｷﾀﾞﾆ
1402 304 押岡 ｵｼｵｶ 御子谷 ﾐｺﾀﾞﾆ
1403 304 押岡 ｵｼｵｶ ヤカタ ﾔｶﾀ
1404 304 押岡 ｵｼｵｶ 屋式ノ前 ﾔｼｷﾉﾏｴ
1405 304 押岡 ｵｼｵｶ 柳ケ窪 ﾔﾅｷﾞｶﾞｸﾎﾞ
1406 304 押岡 ｵｼｵｶ 柳ケ通 ﾔﾅｷﾞｶﾞﾄﾞｳﾘ
1407 304 押岡 ｵｼｵｶ 山下 ﾔﾏｼﾀ
1408 304 押岡 ｵｼｵｶ 行本 ﾕｷﾓﾄ
1409 304 押岡 ｵｼｵｶ 米山 ﾖﾈﾔﾏ
1415 305 久通 ｸﾂｳ 後ロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
1416 305 久通 ｸﾂｳ 苅谷山 ｶﾘﾀﾆﾔﾏ
1417 305 久通 ｸﾂｳ 観音﨑 ｶﾝﾉﾝｻﾞｷ
1427 305 久通 ｸﾂｳ 久通 ｸﾂｳ
1418 305 久通 ｸﾂｳ 坂本 ｻｶﾓﾄ
1419 305 久通 ｸﾂｳ 立畑 ﾀﾁﾊﾀ
1420 305 久通 ｸﾂｳ 立畑 ﾀﾃﾊﾀ
1421 305 久通 ｸﾂｳ 立畑 ﾀﾃﾊﾞﾀ
1422 305 久通 ｸﾂｳ 長井 ﾅｶﾞｲ
1423 305 久通 ｸﾂｳ 西江見山 ﾆｼｴﾐﾔﾏ
1424 305 久通 ｸﾂｳ 東江見山 ﾋｶﾞｼｴﾐﾔﾏ
1425 305 久通 ｸﾂｳ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ
1426 305 久通 ｸﾂｳ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
1474 316 壱町田 ｲｯﾁｮｳﾀﾞ
1478 316 内汐田 ｳﾁｼｵﾀ
1479 316 エビスザキ ｴﾋﾞｽｻﾞｷ
1475 316 汐木割 ｼｵｷﾞﾜﾘ
1477 316 シロイシ ｼﾛｲｼ
1476 316 新町屋敷 ｼﾝﾏﾁﾔｼｷ
1470 316 末石 ｽｴｲｼ
1473 316 為国 ﾀﾒｸﾆ
1471 316 天神ケ芝 ﾃﾝｼﾞﾝｼﾊﾞ
1472 316 町屋敷 ﾏﾁﾔｼｷ
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1488 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 赤﨑山 ｱｶｻﾞｷﾔﾏ
1489 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 神母ケ和田 ｲｹﾞｶﾞﾜﾀﾞ
1490 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 井立 ｲﾀﾞﾁ
1491 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 井立山 ｲﾀﾞﾁﾔﾏ
1492 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 扇田 ｵｳｷﾞﾀﾞ
1493 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 大室戸 ｵｵﾑﾛﾄ
1494 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 主屋敷 ｵﾓﾔｼｷ
1495 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 貝ノ後ロ山 ｶｲﾉｳｼﾛﾔﾏ
1496 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 柏ケ谷 ｶｼｶﾞﾀﾆ
1497 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
1498 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 河原 ｺｳﾗ
1539 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 河原 ｺｳﾗ
1499 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 河原山 ｺｳﾗﾔﾏ
1500 401 大谷 ｵｵﾀﾆ コザコ ｺｻﾞｺ
1501 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 小長岬 ｺﾅｶﾞｻｷ
1502 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 小室戸 ｺﾑﾛﾄ
1503 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 坂本 ｻｶﾓﾄ
1504 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 坂本山 ｻｶﾓﾄﾔﾏ
1505 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 佐和ケ浦 ｻﾜｶﾞｳﾗ
1506 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 三名谷 ｻﾝﾐﾖｳﾀﾞﾆ
1540 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 島 ｼﾏ
1507 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 駿岐 ｽﾙｷﾞ
1536 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 駿岐 ｽﾙｷﾞ
1508 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 駿岐東谷 ｽﾙｷﾞﾋｶﾞｼﾀﾆ
1509 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 駿岐山 ｽﾙｷﾞﾔﾏ
1535 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 勢井 ｾｲ
1510 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 立畑 ﾀﾃﾊﾞﾀ
1511 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 鳶谷新山 ﾄﾋﾞﾀﾆｼﾝｻﾞﾝ
1515 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 長田 ﾅｶﾞﾀ
1512 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 中ノ島 ﾅｶﾉｼﾏ
1513 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 中ノ島山 ﾅｶﾉｼﾏﾔﾏ
1514 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
1516 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 西勢井 ﾆｼｾｲ
1517 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 西勢井東新山 ﾆｼｾｲｺｳｷﾞﾔﾏ
1518 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
1519 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 西ノ谷山 ﾆｼﾉﾀﾆﾔﾏ
1520 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
1521 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 東勢井 ﾋｶﾞｼｾｲ
1522 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 東ノ谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
1523 401 大谷 ｵｵﾀﾆ ヒビノ木 ﾋﾋﾞﾉｷ
1524 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 舩尾嶋 ﾌﾅｵｼﾞﾏ
1525 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 戸島 ﾍｼﾏ
1526 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 戸島山 ﾍｼﾏﾔﾏ
1527 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 法印山 ﾎｳｲﾝﾔﾏ
1528 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 神子河内 ﾐｺｶﾞｳﾁ
1529 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 港 ﾐﾅﾄ
1530 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 港山 ﾐﾅﾄﾔﾏ
1531 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 宮ノ谷山 ﾐﾔﾉﾀﾆﾔﾏ
1532 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
1537 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
1533 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
1538 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
1534 401 大谷 ｵｵﾀﾆ 鷲場山 ﾜｼﾊﾞﾔﾏ
1543 402 野見 ﾉﾐ 蛭子﨑 ｴﾋﾞｽｻﾞｷ
1544 402 野見 ﾉﾐ 金ナ山 ｶﾅﾔﾏ
1545 402 野見 ﾉﾐ 北山 ｷﾀﾔﾏ
1546 402 野見 ﾉﾐ 幸島 ｺｳｼﾞﾏ
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1547 402 野見 ﾉﾐ 皿谷山 ｻﾗﾀﾞﾆﾔﾏ
1555 402 野見 ﾉﾐ 島 ｼﾏ
1548 402 野見 ﾉﾐ 神明ノ下 ｼﾝﾒｲﾉｼﾀ
1553 402 野見 ﾉﾐ 野見中 ﾉﾐ ﾅｶ
1554 402 野見 ﾉﾐ 野見西 ﾉﾐ ﾆｼ
1552 402 野見 ﾉﾐ 野見東 ﾉﾐ ﾋｶﾞｼ
1549 402 野見 ﾉﾐ 東勢井 ﾋｶﾞｼｾｲ
1550 402 野見 ﾉﾐ 日ノ見山 ﾋﾉﾐﾔﾏ
1551 402 野見 ﾉﾐ 南山 ﾐﾅﾐﾔﾏ
1607 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 畔ノ川 ｱｾﾞﾉｶﾜ
1558 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ アリノ木 ｱﾘﾉｷ
1559 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 市ノ瀬 ｲﾁﾉｾ
1560 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ ウツゲガキ ｳﾂｹﾞｶﾞｷ
1561 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 駅構内 ｴｷｺｳﾅｲ
1562 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 大北 ｵｵｷﾀ
1563 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 乙丸 ｵﾄﾏﾙ
1564 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 柿ノ木ガクボ ｶｷﾉｷｶﾞｸﾎﾞ
1565 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 谷 ｶｻﾀﾞﾆ
1566 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 春日前 ｶｽｶﾞﾏｴ
1567 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 葛谷 ｶｽﾞﾗﾀﾞﾆ
1568 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 上長田 ｶﾐﾅｶﾞﾀ
1569 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 葛谷 ｸｽﾞﾀﾞﾆ
1610 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 国下 ｸﾆｼﾓ
1611 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 小浜上 ｺﾊﾏ ｶﾐ
1570 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ ゴマジリ ｺﾞﾏｼﾞﾘ
1571 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 幸 ｻﾁ
1572 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ シクノ谷 ｼｸﾉﾀﾆ
1573 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 重國 ｼｹﾞｸﾆ
1574 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 芝 ｼﾊﾞ
1575 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 芝神明前 ｼﾊﾞｼﾝﾒｲﾉﾏｴ
1576 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 嶋田山 ｼﾏﾀﾞﾔﾏ
1577 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 下長田 ｼﾓﾅｶﾞﾀ
1578 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 杓子木 ｼﾔｸｼｷﾞ
1579 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 新立 ｼﾝﾀﾃ
1580 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 末清 ｽｴｷﾖ
1581 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
1582 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 為貞 ﾀﾒｻﾀﾞ
1608 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 為貞 ﾀﾒｻﾀﾞ
1583 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ タラノ木 ﾀﾗﾉｷ
1584 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 忠谷 ﾁﾕｳﾀﾞﾆ
1585 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 丁免 ﾁﾖｳﾒﾝ
1586 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 寺ガ内 ﾃﾗｶﾞｳﾁ
1587 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 天神芝 ﾃﾝｼﾞﾝﾉｼﾊﾞ
1588 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 天神ノ西 ﾃﾝｼﾞﾝﾉﾆｼ
1589 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ ト子谷 ﾄﾈﾀﾞﾆ
1590 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 中ノ谷山 ﾅｶﾀﾆﾔﾏ
1591 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
1592 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 成石 ﾅﾘｲｼ
1593 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 子ゴゼ ﾈｺｾﾞ
1594 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 東高畑 ﾋｶﾞｼﾀｶﾊﾞﾀ
1609 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 弘岡 ﾋﾛｵｶ
1595 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 弘岡前 ﾋﾛｵｶﾏｴ
1596 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 防谷 ﾎﾞｳﾀﾞﾆ
1597 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 松ガ瀬 ﾏﾂｶﾞｾ
1598 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 水ガ峠 ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞ
1599 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 茗荷谷 ﾐﾖｳｶﾞﾀﾞﾆ
1600 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 鵙谷 ﾓｽﾞﾀﾞﾆ



須崎市の大字・字の一覧

2016/5/15 26/43 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字
（※角川地名大辞典）

字のふりがな

1601 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 森 ﾓﾘ
1602 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ ヤビツ ﾔﾋﾞﾂ
1603 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 山添 ﾔﾏｿﾞｴ
1604 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 横谷 ﾖｺﾀﾞﾆ
1605 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 吉地 ﾖｼﾁﾞ
1606 501 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 吉地山 ﾖｼﾁﾞﾔﾏ
1614 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 朝ガ谷 ｱｻｶﾞﾀﾆ
1615 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 浅鍋 ｱｻﾅﾍﾞ
1616 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 井口 ｲｸﾞﾁ
1617 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 池ノ上 ｲｹﾉｳｴ
1619 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 神母ノ木 ｲｹﾞﾉｷ
1618 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 池ノクボ ｲｹﾉｸﾎﾞ
1620 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ イサギ谷 ｲｻｷﾞﾀﾆ
1621 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 石ケ坪 ｲｼｶﾞﾂﾎﾞ
1622 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 市ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ
1623 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 戌ザコ ｲﾇｻｺ
1702 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 岩永 ｲﾜﾅｶﾞ
1624 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 岩永前 ｲﾜﾅｶﾞﾏｴ
1625 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 後ロ谷 ｳｼﾛﾀﾆ
1626 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
1627 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 越後谷 ｴﾁｺﾞﾀﾞﾆ
1628 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 大沢 ｵｵｻﾜ
1629 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 大丁谷 ｵｵﾁﾖｳﾀﾞﾆ
1630 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 大水口 ｵｵﾐﾅｸﾁ
1631 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 岡ノ森 ｵｶﾉﾓﾘ
1632 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 岡山 ｵｶﾔﾏ
1633 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 奥カ市 ｵｸｶﾞｲﾁ
1700 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 尾殿 ｵﾄﾞﾉ
1634 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 川愈 ｶﾜｲｴ
1635 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 川口 ｶﾜｸﾁ
1636 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 北ケ平 ｷﾀｶﾞﾋﾗ
1637 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 清次 ｷﾖﾂｸﾞ
1695 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 国上 ｸﾆｶﾐ
1696 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 国下 ｸﾆｼﾓ
1638 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 國末 ｸﾆｽｴ
1703 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 国山 ｸﾆﾔﾏ
1639 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ クボノ後 ｸﾎﾞﾉｳｼﾛ
1642 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 午王谷 ｺﾞｵｳﾉﾀﾆ
1697 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 小浜上 ｺﾊﾏ ｶﾐ
1698 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 小浜下 ｺﾊﾏ ｼﾓ
1640 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 小濱谷 ｺﾊﾞﾏﾀﾆ
1641 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 小濱ノ前 ｺﾊﾞﾏﾏｴ
1643 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 細工屋 ｻｲｸﾔ
1644 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 坂本 ｻｶﾓﾄ
1645 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 貞包 ｻﾀﾞｶﾉ
1646 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 汐首 ｼｵｸﾋﾞ
1647 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 下村 ｼﾓﾑﾗ
1701 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 下村 ｼﾓﾑﾗ
1648 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 尺重 ｼﾔｸｼﾞﾕｳ
1650 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 上司 ｼﾞﾖｳｼ
1649 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 小路口 ｼﾖｳｼﾞｸﾞﾁ
1651 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 常方 ｼﾞﾖｳﾎｳ
1652 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 甚吾峠 ｼﾞﾝｺﾞﾄｳｹﾞ
1653 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 助光 ｽｹﾐﾂ
1654 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 宗順 ｿｳｼﾞﾕﾝ
1655 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 鯛ノ川 ﾀｲﾉｶﾜ
1699 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 鯛ノ川 ﾀｲﾉｶﾜ
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1656 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 高畑 ﾀｶﾊﾞﾀ
1657 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 竹﨑 ﾀｹｻﾞｷ
1658 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 竹崎前 ﾀｹｻﾞｷﾏｴ
1659 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 田中 ﾀﾅｶ
1660 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 棚田 ﾀﾅﾀﾞ
1661 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 棚田山 ﾀﾅﾀﾞﾔﾏ
1662 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 谷山 ﾀﾆﾔﾏ
1663 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 太郎 ﾀﾛｳ
1664 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 常貞 ﾂﾈｻﾀﾞ
1668 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 土居前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
1665 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 藤次谷 ﾄｳｼﾞﾀﾞﾆ
1669 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 堂ノ岡 ﾄﾞｳﾉｵｶ
1670 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 土器田 ﾄﾞｷﾃﾞﾝ
1666 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 時包 ﾄﾂｶﾉ
1667 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 鳶谷 ﾄﾋﾞﾀﾞﾆ
1671 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 菜畑 ﾅﾊﾞﾀ
1672 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 奈路 ﾅﾛ
1673 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 西ノ沢 ﾆｼﾉｻﾜ
1674 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 西ノ谷山 ﾆｼﾉﾀﾆﾔﾏ
1675 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 則信 ﾉﾘﾉﾌﾞ
1676 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ
1677 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 晩谷 ﾊﾞﾝﾀﾆ
1678 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 晩谷 ﾊﾞﾝﾀﾞﾆ
1679 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 日ノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
1680 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 平田 ﾋﾗﾀ
1681 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 富家 ﾌｹ
1682 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 不重 ﾌｼﾞﾕｳ
1683 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 正弘 ﾏｻﾋﾛ
1684 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 松ガ谷 ﾏﾂｶﾞﾀﾆ
1685 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 丸岡 ﾏﾙｵｶ
1686 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 南常方 ﾐﾅﾐｼﾞﾖｳﾎｳ
1687 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 宮ガ谷 ﾐﾔｶﾞﾀﾆ
1688 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 宮山 ﾐﾔﾔﾏ
1689 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 宗包 ﾑﾈｶﾈ
1690 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 宗包 ﾑﾈｶﾉ
1691 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 桃木坂 ﾓﾓﾉｷｻﾞｶ
1692 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 森屋敷 ﾓﾘﾔｼｷ
1693 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 安元 ﾔｽﾓﾄ
1694 502 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ ヨリカ子 ﾖﾘｶﾈ
1706 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ アラバ ｱﾗﾊﾞ
1707 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ イゲヒラ ｲｹﾞﾋﾗ
1708 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 石神ノ木（※石神本） ｲｼｶﾞﾐﾉﾓﾄ
1709 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 石捨 ｲｼｽﾃ
1710 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 市ノ木谷 ｲﾁﾉｷﾀﾞﾆ
1711 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 今天神 ｲﾏﾃﾝｼﾞﾝ
1712 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 今ナロ ｲﾏﾅﾛ
1713 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 岩渕 ｲﾜﾌﾞﾁ
1714 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 後ロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
1715 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
1716 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ウルシ川内 ｳﾙｼｶﾜｳﾁ
1717 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ヱチガ谷 ｴﾁｶﾞﾀﾆ
1718 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 榎ザコ ｴﾉｷｻﾞｺ
1719 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ヲノヱ ｵﾉｴ
1720 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 折尾 ｵﾘｵ
1721 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 柿ノ木谷 ｶｷﾉｷﾀﾞﾆ
1722 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ カシザコ ｶｼｻﾞｺ
1723 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ カタギザコ ｶﾀｷﾞｻﾞｺ



須崎市の大字・字の一覧

2016/5/15 28/43 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字
（※角川地名大辞典）

字のふりがな

1724 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 上ウスギ ｶﾐｳｽｷﾞ
1725 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 上ヌ田（※上又田） ｶﾐﾇﾀ
1726 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 上檜谷 ｶﾐﾋﾉｷﾀﾞﾆ
1727 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 亀石 ｶﾒｲｼ
1728 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 唐岩 ｶﾗｲﾜ
1729 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 川谷 ｶﾜﾀﾞﾆ
1730 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 清見谷 ｷﾖﾐﾀﾞﾆ
1731 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 國房 ｸﾆﾌｻ
1766 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 国山 ｸﾆﾔﾏ
1732 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 栗ノ木 ｸﾘﾉｷ
1733 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ コヲラ ｺｵﾗ
1734 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ コロビガコエ ｺﾛﾋﾞｶﾞｺﾞｴ
1735 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 實宗 ｻﾈﾑﾈ
1737 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 下ウスギ ｼﾓｳｽｷﾞ
1738 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 下ヌ田（※下又田） ｼﾓﾇﾀ
1739 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 下檜谷 ｼﾓﾋﾉｷﾀﾞﾆ
1767 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 白石 ｼﾗｲｼ
1740 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ スズ川 ｽｽﾞｶﾜ
1741 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 立石 ﾀﾃｲｼ
1742 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ チケンジ ﾁｹﾝｼﾞ
1743 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 千々川 ﾁﾁﾞｶﾜ
1744 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 銚子口 ﾁﾖｳｼﾉｸﾁ
1745 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 長者ケ平（長者平） ﾁﾖｳｼﾞﾔｶﾞﾋﾗ
1746 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 土トリ（※エトリ） ﾂﾁﾄﾘ
1747 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
1748 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 中井 ﾅｶｲ
1749 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 長尾 ﾅｶﾞｵ
1750 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 鳴瀧 ﾅﾙﾀｷ
1751 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ
1752 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ハシカガ谷 ﾊｼｶｶﾞﾀﾆ
1753 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 八王子 ﾊﾁｵｳｼﾞ
1765 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 東組 ﾋｶﾞｼｸﾞﾐ
1754 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
1768 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 弘岡 ﾋﾛｵｶ
1756 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 二タ又谷 ﾌﾀﾏﾀﾀﾞﾆ
1757 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 堀毛 ﾎﾘｹ
1758 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 堀越 ﾎﾘｺｼ
1759 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 松木 ﾏﾂｷﾞ
1760 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 道マタギ ﾐﾁﾏﾀｷﾞ
1761 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ヤノヲ ﾔﾉｵ
1762 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 矢ノ平 ﾔﾉﾋﾗ
1763 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 梼ノ木（※梼ノ本） ﾕｽﾉｷ
1764 503 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 横谷 ﾖｺﾀﾞﾆ
1771 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 石コロビ ｲｼｺﾛﾋﾞ
1772 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ イマヅエ ｲﾏﾂﾞｴ
1773 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 岩永 ｲﾜﾅｶﾞ
1774 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ウルシガクボ ｳﾙｼｶﾞｸﾎﾞ
1872 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 上組 ｳﾜｸﾞﾐ
1775 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大岩ノ本 ｵｵｲﾜﾉﾓﾄ
1776 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 扇畑ケ ｵｵｷﾞﾊﾞﾀｹ
1777 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大谷 ｵｵﾀﾆ
1778 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大谷川 ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ
1779 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大峠 ｵｵﾄｳ
1780 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
1781 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大平 ｵｵﾋﾗ
1782 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大水口 ｵｵﾐﾅｸﾁ
1783 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大向 ｵｵﾑｶｴ
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1784 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 大ヤス場 ｵｵﾔｽﾊﾞ
1785 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 奥草木原 ｵｸｸｻｷﾊﾞﾗ
1786 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 落合 ｵﾁｱｲ
1787 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ヲヂシ ｵﾁﾞｼ
1788 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 柿ナロ ｶｷﾅﾛ
1789 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 影ノ地 ｶｹﾞﾉﾁﾞ
1790 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ カツラ ｶﾂﾗ
1791 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 上樋ノ口 ｶﾐﾋﾉｸﾁ
1792 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 北ノ後ロ ｷﾀﾉｳｼﾛ
1793 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 北屋式 ｷﾀﾔｼｷ
1794 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 草木原 ｸｻｷﾊﾞﾗ
1795 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 楠ノ木谷 ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
1876 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 国下 ｸﾆｼﾓ
1870 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 国山 ｸﾆﾔﾏ
1796 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 熊ケ瀧 ｸﾏｶﾞﾀｷ
1797 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
1798 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 鴻ノ内 ｺｳﾉｳﾁ
1802 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 午王ノ前 ｺﾞｵｳﾉﾏｴ
1877 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 小浜上 ｺﾊﾏ ｶﾐ
1799 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 小濱谷 ｺﾊﾞﾏﾀﾞﾆ
1803 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ゴマジリ ｺﾞﾏｼﾞﾘ
1800 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 小休場 ｺﾔｽﾊﾞ
1801 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 小屋ノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
1804 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 貞房 ｻﾀﾞﾌｻ
1805 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 獅々場 ｼｼﾊﾞ
1871 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 下組 ｼﾀｸﾞﾐ
1806 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ シヅメガ林 ｼﾂﾞﾒｶﾞﾊﾞﾔｼ
1807 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 清水 ｼﾐｽﾞ
1808 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 下宗安 ｼﾓｿｳｱﾝ
1809 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 下樋ノ口 ｼﾓﾋﾉｸﾁ
1810 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 珠数ノ木 ｼﾞﾕｽﾞﾉｷ
1869 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 白石 ｼﾗｲｼ
1811 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 助成 ｽｹﾅﾘ
1812 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 宗安 ｿｳｱﾝ
1875 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 鯛ノ川 ﾀｲﾉｶﾜ
1813 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 髙ウ子 ﾀｶｳﾈ
1814 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 滝ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
1815 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
1816 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 瀧ノ前 ﾀｷﾉﾏｴ
1874 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 竹ノ川 ﾀｹﾉｶﾜ
1817 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 竹ノ鼻 ﾀｹﾉﾊﾅ
1818 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 田ノ中 ﾀﾅｶ
1820 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 駄荷峠 ﾀﾞﾆｶﾞﾄｳ
1819 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 谷川 ﾀﾆｶﾞﾜ
1821 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 駄場 ﾀﾞﾊﾞ
1822 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 茶畑 ﾁﾔﾊﾞﾀ
1823 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 辻ケ内 ﾂｼﾞｶﾞｳﾁ
1824 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ツヅラ谷 ﾂﾂﾞﾗﾀﾞﾆ
1825 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 椿ケ谷 ﾂﾊﾞｷｶﾞﾀﾆ
1831 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ トヲガナロ ﾄﾞｳｶﾞﾅﾛ
1832 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 道金作 ﾄﾞｳｷﾝｻｸ
1826 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 通り戸 ﾄｵﾘﾄﾞ
1827 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ トドウラ ﾄﾄﾞｳﾗ
1828 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 鳶岩 ﾄﾋﾞｲﾜ
1829 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 鳶岩 ﾄﾋﾞﾀﾞﾆ
1868 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 鳶谷 ﾄﾋﾞﾀﾞﾆ
1830 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 鳥打場 ﾄﾘｳﾁﾊﾞ
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1833 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 中越 ﾅｶｺﾞｴ
1834 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 仲畑 ﾅｶﾊﾞﾀ
1835 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 中樋ノ口 ﾅｶﾋﾉｸﾁ
1873 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西生 ﾆｼｳ
1836 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西生ノ奥 ﾆｼｳﾉｵｸ
1837 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西大谷 ﾆｼｵｵﾀﾆ
1838 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西ケ平 ﾆｼｶﾞﾋﾗ
1839 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西清水 ﾆｼｼﾐｽﾞ
1840 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西ノクボ ﾆｼﾉｸﾎﾞ
1841 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
1842 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 西ノ向エ ﾆｼﾉﾑｶｴ
1843 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ヌタツボ ﾇﾀﾂﾎﾞ
1844 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 覗石 ﾉｿﾞｷｲｼ
1845 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 野瀧 ﾉﾀﾞｷ
1846 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 八郎越 ﾊﾁﾛｳｺﾞｴ
1847 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 林ノ前 ﾊﾔｼﾉﾏｴ
1848 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 東川 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ
1849 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 日ノ地 ﾋﾉﾁ
1850 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 平見 ﾋﾗﾐ
1851 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 藤岩 ﾌｼﾞｲﾜ
1852 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 船林 ﾌﾅﾊﾞﾔｼ
1853 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 平蔵ケ瀧 ﾍｲｿﾞｳｶﾞﾀｷ
1854 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 別当ケ谷 ﾍﾞﾂﾄｳｶﾞﾀﾆ
1855 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ホイガ谷 ﾎｲｶﾞﾀﾆ
1856 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 松永（※松水） ﾏﾂﾅｶﾞ
1857 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 水谷 ﾐｽﾞﾔ
1858 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 水谷 ﾐﾂﾞﾔ
1859 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 宮ガ谷 ﾐﾔｶﾞﾀﾆ
1860 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
1861 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 宗清 ﾑﾈｷﾖ
1862 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ モヂノシリ ﾓﾁﾞﾉｼﾘ
1863 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ ヤキマメ ﾔｷﾏﾒ
1864 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
1865 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 山瀬 ﾔﾏｾ
1866 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 山添 ﾔﾏｿﾞｴ
1867 504 桑田山 ｿｳﾀﾞﾔﾏ 横山 ﾖｺﾔﾏ
1880 505 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 足川 ｱｼｶﾜ
1881 505 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 大谷 ｵｵﾀﾆ
1882 505 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 大柳 ｵｵﾔﾅｷﾞ
1883 505 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 小柳 ｺﾔﾅｷﾞ
1884 505 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 猴川 ｻﾙｶﾜ
1885 505 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 地吉 ﾁﾞﾖｼ
1886 505 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 七殻 ﾅﾅｶﾗ
1887 505 吾井郷 ｱｲﾉｺﾞｳ 防郷 ﾎﾞｳｺﾞｳ
1890 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 網代谷 ｱｼﾞﾛﾀﾞﾆ
1891 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ アナノヲ ｱﾅﾉｵ
1892 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 家光 ｲｴﾐﾂ
1893 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 神母ノ前 ｲｹﾞﾉﾏｴ
1894 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 市楽 ｲﾁﾗｸ
1895 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 壱反田 ｲﾂﾀﾝﾀﾞ
1896 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 壱町田 ｲﾂﾁﾖｳﾀﾞ
1897 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 猪ノ尾山 ｲﾉｵﾔﾏ
1898 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 井ルノ内 ｲﾙﾉｳﾁ
1899 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 岩ノ谷 ｲﾜﾉﾀﾆ
1900 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 岩ノ本 ｲﾜﾉﾓﾄ
1901 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ウコン田 ｳｺﾝﾀﾞ
1902 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 牛神 ｳｼｶﾞﾐ
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2045 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 馬路 ｳﾏｼﾞ
1903 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 馬四郎河内 ｳﾏｼﾛｳｶﾜｳﾁ
1904 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 梅ノ木 ｳﾒﾉｷ
1905 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
1906 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 枝折 ｴﾀﾞｵﾘ
1907 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ヱノサコ ｴﾉｻｺ
1908 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 扇サコ ｵｵｷﾞｻｺ
1909 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 大嶋 ｵｵｼﾏ
2057 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 大島 ｵｵｼﾏ
1910 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 大谷 ｵｵﾀﾆ
1911 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 大坪丸 ｵｵﾂﾎﾞﾏﾙ
1912 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 大星 ｵｵﾎﾞｼ
2053 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 大星 ｵｵﾎﾞｼ
1913 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 大ミ山 ｵｵﾐﾔﾏ
1914 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 岡ハナノ前 ｵｶﾊﾅﾉﾏｴ
1915 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 岡屋鋪 ｵｶﾔｼｷ
1916 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ヲヤキ谷 ｵﾔｷﾀﾞﾆ
1917 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ カウノ田 ｶｳﾉﾀﾆ
1918 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 柿ノ木谷 ｶｷﾉｷﾀﾞﾆ
1919 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ カクレバタ ｶｸﾚﾊﾞﾀ
1920 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ カケノ地 ｶｹﾉｼﾞ
1921 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ カシノ ｶｼﾉ
1922 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ カナギ ｶﾅｷﾞ
1923 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 鹿ノ子越 ｶﾉｺｺﾞｴ
1924 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ カマダ ｶﾏﾀﾞ
1925 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ カマトギバ ｶﾏﾄｷﾞﾊﾞ
1926 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 上ウスキ ｶﾐｳｽｷ
1927 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 上本田 ｶﾐﾎﾝﾃﾞﾝ
1928 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ カリサコ ｶﾘｻｺ
1929 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 刈谷 ｶﾘﾔ
2047 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 刈谷 ｶﾘﾔ
1930 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ キヲチ（※キヲケ） ｷｵﾁ
1931 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 菊畑 ｷｸﾊﾞﾀ
2051 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 北浦 ｷﾀｳﾗ
1932 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 北沢 ｷﾀｻﾞﾜ
2044 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 切畑 ｷﾘﾊﾀ
1933 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 金光寺 ｷﾝｺｳｼﾞ
1934 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ クギヌキ ｸｷﾞﾇｷ
1935 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ クスケサコ ｸｽｹｻｺ
1936 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 久保ヤシキ ｸﾎﾞﾔｼｷ
1937 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 栗ノ木 ｸﾘﾉｷ
1938 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ クレイシ ｸﾚｲｼ
1939 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 小坂内 ｺｻｶｳﾁ
1940 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 小サコ ｺｻｺ
1941 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ コチヤシキ ｺﾁﾔｼｷ
1942 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 米ケ谷 ｺﾒｶﾞﾀﾆ
1943 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 小森 ｺﾓﾘ
1944 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ コヤガ谷 ｺﾔｶﾀﾞﾆ
1945 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 小山 ｺﾔﾏ
1951 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ザイケ田 ｻﾞｲｹﾀﾞ
1946 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ サガリ松 ｻｶﾞﾘﾏﾂ
1947 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 鷺ケ嵓（※サギバエ） ｻｷｶﾞﾊｴ
1948 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ サコンダ ｻｺﾝﾀﾞ
1949 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ サバイ田 ｻﾊﾞｲﾀﾞ
1950 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 申カ越 ｻﾙｶﾞｺﾞｴ
1952 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 四代ハナ ｼﾀﾞｲﾉﾊﾅ
1953 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ シノベ ｼﾉﾍﾞ
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1954 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ シノベサコ ｼﾉﾍﾞｻｺ
2055 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 清水 ｼﾐｽﾞ
1955 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 下ウスギ ｼﾓｳｽｷﾞ
1956 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 下岡 ｼﾓｵｶ
1962 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 城ケ坊 ｼﾞﾖｳｶﾞﾎﾞｳ
1957 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 庄司ノ前 ｼﾖｳｼﾞﾉﾏｴ
1958 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 城ノ本 ｼﾛﾉﾓﾄ
1959 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 新改 ｼﾝｶｲ
1960 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 新川 ｼﾝｶﾜ
1961 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 薪五郎谷 ｼﾝｺﾞﾛｳﾀﾞﾆ
2049 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 菅 ｽｹﾞ
1963 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 菅続 ｽｹﾞﾂﾂｷ
1964 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 菅濱 ｽｹﾞﾉﾊﾏ
1965 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 菅山 ｽｹﾞﾔﾏ
1966 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ スルハチ谷 ｽﾙﾊﾁﾀﾞﾆ
1967 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 髙畑 ﾀｶﾊﾞﾀ
1968 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 瀧畑 ﾀｷﾊﾞﾀ
1969 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ タチバナ ﾀﾁﾊﾞﾅ
1970 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ タツノ川 ﾀﾂﾉｶﾜ
1971 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ タナダヤシキ ﾀﾅﾀﾞﾔｼｷ
2046 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 谷 ﾀﾆ
1972 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 谷越 ﾀﾆｺﾞｴ
1973 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
1974 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 谷屋鋪 ﾀﾆﾔｼｷ
1975 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 田ノ尻 ﾀﾉｼﾘ
1976 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ タヒョウ谷 ﾀﾋﾖｳﾀﾞﾆ
1977 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ダレカド ﾀﾚｶﾄﾞ
2054 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 長万 ﾁｮｳﾏﾝ
1978 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 長万 ﾁﾖｳﾏﾝ
1979 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ヂンガ森 ﾁﾞﾝｶﾞﾓﾘ
1980 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ツキイケ ﾂｷｲｹ
1981 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 土取 ﾂﾁﾄﾘ
2052 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 土取 ﾂﾁﾄﾘ
1982 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ツノ口 ﾂﾉｸﾁ
1983 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ツボクリ ﾂﾎﾞｸﾘ
1984 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 釣井尻 ﾂﾙｲｼﾞﾘ
2056 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 天神 ﾃﾝｼﾞﾝ
1985 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 天場 ﾃﾝﾊﾞ
1992 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 土居 ﾄﾞｲ
1986 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ トイノ前 ﾄｲﾉﾏｴ
1993 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ドウジリ ﾄﾞｳｼﾞﾘ
1994 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
1987 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ トギヤ ﾄｷﾞﾔ
1988 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ トツコ石 ﾄﾂｺｲｼ
1989 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 鳥取畑 ﾄﾂﾄﾘﾊﾞﾀ
1990 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 轟 ﾄﾄﾞﾛ
1991 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
1995 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 中神 ﾅｶｶﾞﾐ
1996 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 中沢 ﾅｶｻﾞﾜ
1999 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 長田 ﾅｶﾞﾀ
1997 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
2050 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
1998 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 中山 ﾅｶﾔﾏ
2002 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ニジウ ﾆｼﾞｳ
2000 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 西ノ佐古 ﾆｼﾉｻｺ
2001 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 西ノ峠 ﾆｼﾉﾄｳ
2003 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 二ノ畑 ﾆﾉﾊﾀ
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2004 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ヌタノ本 ﾇﾀﾉﾓﾄ
2028 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ヌタノ本 ﾇﾀﾉﾓﾄ
2005 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 野次 ﾉﾂｷﾞ
2006 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ノドヲ ﾉﾄﾞｵ
2007 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 則貞 ﾉﾘｻﾀﾞ
2008 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ハカマコエ ﾊｶﾏｺﾞｴ
2009 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 八王子 ﾊﾁｵｳｼﾞ
2010 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 濱田 ﾊﾏﾀﾞ
2011 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 濱ノ谷 ﾊﾏﾉﾀﾆ
2012 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 林ノ前 ﾊﾔｼﾉﾏｴ
2014 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ハリギ ﾊﾘｷﾞ
2015 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 平林 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ
2016 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 廣左近 ﾋﾛｻｺﾝ
2017 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ フカイシ ﾌｶｲｼ
2018 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 深山ノ谷 ﾌｶﾔﾏｶﾞﾀﾆ
2019 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 藤ノ木 ﾌｼﾞﾉｷ
2020 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 藤本 ﾌｼﾞﾓﾄ
2022 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 二ツ石 ﾌﾀﾂｲｼ
2023 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ フルヱ ﾌﾙｴ
2024 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 細田 ﾎｿﾀﾞ
2026 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 佛坂 ﾎﾄｹｻﾞｶ
2027 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 堀ノ口 ﾎﾘﾉｸﾁ
2029 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 松尾 ﾏﾂｵ
2030 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
2031 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ミソ ﾐｿ
2032 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 溝添 ﾐｿﾞｿﾞｴ
2033 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 光森 ﾐﾂﾓﾘ
2034 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 向イガ森 ﾑｶｲｶﾞﾓﾘ
2035 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 桃ケ平 ﾓﾓｶﾞﾋﾗ
2036 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 森弘 ﾓﾘﾋﾛ
2037 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ ヤゴザイ ﾔｺﾞｻﾞｲ
2038 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
2039 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
2040 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 山﨑 ﾔﾏｻｷ
2048 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 山崎 ﾔﾏｻﾞｷ
2041 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
2042 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 柚ノ木ノ本 ﾕﾉｷﾉﾓﾄ
2043 601 浦ノ内西分 ｳﾗﾉｳﾁﾆｼﾌﾞﾝ 六反地 ﾛｸﾀﾝｼﾞ
2061 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ アエノサコ ｱｴﾉｻｺ
2060 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ アゲスナ ｱｹﾞｽﾅ
2062 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ アザイゴシ ｱｻﾞｲｺﾞｴ
2063 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ アシザコ ｱｼｻﾞｺ
2064 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ アジロ ｱｼﾞﾛ
2065 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ アシロシヲタ ｱｼﾞﾛｼｵﾀ
2066 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ アマガ谷 ｱﾏｶﾞﾀﾆ
2067 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 家ノ奥 ｲｴﾉｵｸ
2069 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イゲ ｲｹﾞ
2070 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イゲダニ ｲｹﾞﾀﾞﾆ
2068 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イケノオク ｲｹﾉｵｸ
2071 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イゲノサコ ｲｹﾞﾉｻｺ
2072 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イシザコ ｲｼｻﾞｺ
2073 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イシハラザコ ｲｼﾊﾗｻﾞｺ
2074 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イチラク ｲﾁﾗｸ
2075 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イノキザコ ｲﾉｷｻﾞｺ
2076 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イハタ ｲﾊﾀﾞ
2077 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ イワブチ ｲﾜﾌﾞﾁ
2078 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ウシカサコ ｳｼｶﾞｻｺ
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2079 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ウルシガタニ ｳﾙｼｶﾞﾀﾆ
2080 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 榎ケ窪 ｴﾉｷｶﾞｸﾎﾞ
2081 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ エノサコ ｴﾉｻｺ
2082 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝアジロ ｵｵｱｼﾞﾛ
2083 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝガウチ ｵｵｶﾞｳﾁ
2084 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝサコ ｵｵｻｺ
2272 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 大島 ｵｵｼﾏ
2085 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ オゝシロ ｵｵｼﾛ
2086 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝツエ ｵｵﾂｴ
2087 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝツボ ｵｵﾂﾎﾞ
2088 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝナガタ ｵｵﾅｶﾞﾀ
2089 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝナロ ｵｵﾅﾛ
2090 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝヒラ ｵｵﾋﾗ
2273 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 大星 ｵｵﾎﾞｼ
2091 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲゝボシジヲ田 ｵｵﾎﾞｼｼﾞｵﾀ
2092 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 岡ノ奥清 ｵｶﾉｵｸｷﾖ
2093 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 岡ノ奥清 ｵｶﾉｵｸｾｲ
2094 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲカヤシキ ｵｶﾔｼｷ
2095 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 小伐畑 ｵｷﾞﾘﾊﾀ
2096 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 小伐畑ヲク ｵｷﾞﾘﾊﾀﾉｵｸ
2097 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲクダ ｵｸﾀﾞ
2098 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 奥畑 ｵｸﾊﾞﾀ
2099 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲジマダニ ｵｼﾞﾏﾀﾞﾆ
2100 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲヂジヲタ ｵﾁﾞｼｵﾀ
2101 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲヂナロ ｵﾁﾞﾅﾛ
2102 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲトナシ ｵﾄﾅｼ
2266 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 鳴無 ｵﾄﾅｼ
2103 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヲニヤマ ｵﾆﾔﾏ
2104 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ カサマツ ｶｻﾏﾂ
2105 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ カナマツ ｶﾅﾏﾂ
2106 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 上ミ大川 ｶﾐｵｵｶﾜ
2107 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ カミヲヂ ｶﾐｵﾁﾞ
2108 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 上クデン ｶﾐｸﾃﾞﾝ
2109 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ カミコダニ ｶﾐｺﾀﾞﾆ
2110 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ カミサカウチ ｶﾐｻｶｳﾁ
2111 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ カミマツガワダ ｶﾐﾏﾂｶﾞﾜﾀﾞ
2112 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ カメシリ ｶﾒｼﾘ
2113 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ カワゾエ ｶﾜｿﾞｴ
2114 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 鳫田ン ｶﾞﾝﾃﾞﾝ
2115 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ キタゴホヲ ｷﾀｺﾞﾎﾞｵ
2116 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ キタトビガス ｷﾀﾄﾋﾞｶﾞｽ
2117 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ キョウノヲリ ｷﾖｳﾉｵｸ
2118 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ キリフサキ ｷﾘﾌｻｷﾞ
2119 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ クスニキダニ ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
2120 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ クデン ｸﾃﾞﾝ
2121 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ クニサダノマエ ｸﾆｻﾀﾞﾉﾏｴ
2122 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ クラタニ ｸﾗﾀﾆ
2123 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ クレイシ ｸﾚｲｼ
2124 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ クワザコ ｸﾜｻﾞｺ
2125 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ゲンジャク ｹﾞﾝｼﾞﾔｸ
2126 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コヲヂ ｺｵﾁﾞ
2127 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 小伐畑ヲク ｺｷﾞﾘｶﾞﾊﾀﾉｵｸ
2128 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 小伐畑 ｺｷﾞﾘﾊﾞﾀ
2129 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コサキ ｺｻｷ
2130 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 小サコ ｺｻｺ
2131 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コジヲタ ｺｼﾞｵﾀ
2262 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コシマダニ ｺｼﾏﾀﾞﾆ
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2132 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コシロヤマ ｺｼﾞﾛﾔﾏ
2133 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コズナ ｺｽﾞﾅ
2138 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ゴホヲタニ ｺﾞﾎﾞｵﾀﾞﾆ
2134 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コミヤマ ｺﾐﾔﾏ
2135 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ
2136 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コヤマ ｺﾔﾏ
2137 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ コワダ ｺﾜﾀﾞ
2139 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 坂内 ｻｶｳﾁ
2267 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 坂内 ｻｶｳﾁ
2140 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ サカウチヤマ ｻｶｳﾁﾔﾏ
2141 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ サカクチ ｻｶｸﾁ
2143 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ サカノマヱ ｻｶﾉﾏｴ
2144 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 實俊 ｻﾈﾄｼ
2145 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ サブヤシキ ｻﾌﾞﾔｼｷ
2146 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ サラサコ ｻﾗｻｺ
2142 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ サンニンヨリアイ ｻﾝﾆﾝﾖﾘｱｲ
2147 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シイノキワダ ｼｲﾉｷﾜﾀﾞ
2148 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シヲナダ ｼｵﾅﾀﾞ
2149 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シタノカハ ｼﾀﾞﾉｶﾜ
2150 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シノベ ｼﾉﾍﾞ
2151 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シミズ ｼﾐｽﾞ
2269 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 清水 ｼﾐｽﾞ
2152 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シモガタニ ｼﾓｶﾞﾀﾆ
2153 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シモガハラ ｼﾓｶﾞﾜﾗ
2154 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シモギタ ｼﾓｷﾞﾀ
2155 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シモサカウチ ｼﾓｻｶｳﾁ
2156 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シモシンカイ ｼﾓｼﾝｶﾞｲ
2157 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シモマツガワダ ｼﾓﾏﾂｶﾞﾜﾀﾞ
2158 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シライシ ｼﾗｲｼ
2159 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 新開谷 ｼﾝｶｲﾀﾞﾆ
2160 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シンジヲタ ｼﾝｼｵﾀ
2162 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シンテンダニ ｼﾞﾝﾃﾞﾝﾀﾞﾆ
2161 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ シンヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
2163 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ スグチ ｽｸﾞﾁ
2271 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 菅 ｽｹﾞ
2164 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ スゲシヲタ ｽｹﾞｼｵﾀ
2165 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 住床 ｽﾐﾄｺ
2166 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ スルキダニ ｽﾙｷﾞﾀﾆ
2167 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ センブツ ｾﾝﾌﾞﾂ
2168 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ タカメギ ﾀｶﾒｷﾞ
2169 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ タキノウエ ﾀｷﾉｳｴ
2170 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ タクミワダ ﾀｸﾐﾜﾀﾞ
2171 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ タナカ ﾀﾅｶ
2172 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ タニダ ﾀﾆﾀﾞ
2173 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 狸ガ奈路 ﾀﾇｷｶﾞﾅﾛ
2174 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ タノヲク ﾀﾉｵｸ
2175 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ タノシリ ﾀﾉｼﾘ
2176 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ タロマル ﾀﾛﾏﾙ
2177 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ チウセン ﾁｳｾﾞﾝ
2178 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ チジンノキ ﾁｼﾞﾝﾉｷ
2268 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 長万 ﾁｮｳﾏﾝ
2179 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ツエタキ ﾂｴﾀｷ
2180 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ツツラ ﾂﾂﾗ
2181 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ツボ子 ﾂﾎﾞﾈ
2182 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ テラノタニ ﾃﾗﾉﾀﾆ
2270 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 天神 ﾃﾝｼﾞﾝ
2187 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ド井 ﾄﾞｲ
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2183 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ トヒガス ﾄﾋｶﾞｽ
2184 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ トビガス山 ﾄﾋﾞｶﾞｽﾔﾏ
2185 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
2186 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ トリゴエ ﾄﾘｺﾞｴ
2263 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 中平 ﾅｶﾀﾞｲﾗ
2188 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ナカダニ ﾅｶﾀﾞﾆ
2193 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ナガチャウ ﾅｶﾞﾁﾖｳ
2189 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ナカノウラナカシヲタ ﾅｶﾉｳﾗﾅｶｼｵﾀ
2190 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ナカノツボ ﾅｶﾉﾂﾎﾞ
2194 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ナガミヤマ ﾅｶﾞﾐﾔﾏ
2191 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ナカヤ ﾅｶﾔ
2195 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ナガヤ ﾅｶﾞﾔ
2192 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ナカヤノヲク ﾅｶﾔﾉｵｸ
2196 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 西イチラク ﾆｼｲﾁﾗｸ
2197 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ニシヲゝボシ ﾆｼｵｵﾎﾞｼ
2200 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ニシジヲタ ﾆｼｼﾞｵﾀ
2198 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ニシシヲタ田コチヤウ ﾆｼｼｵﾀｺﾁﾖｳﾊﾞ
2199 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 西枝折が本 ﾆｼｼｵﾘｶﾞﾓﾄ
2201 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ニシノミネ ﾆｼﾉﾐﾈ
2202 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ニシヨコナミ ﾆｼﾖｺﾅﾐ
2203 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 子ンブツバ ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞ
2204 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ノシダニ ﾉｼﾀﾞﾐ
2205 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ハザマ ﾊｻﾞﾏ
2206 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ハシノモト ﾊｼﾉﾓﾄ
2207 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ハセデ ﾊｾﾃﾞ
2208 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ハマダヲシジヲタ ﾊﾏﾀﾞｵｼｼｵﾀ
2209 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ハヤシ ﾊﾔｼ
2210 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ハヤシタニ ﾊﾔｼﾀﾞﾆ
2211 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ハヤシニシヒラ山 ﾊﾔｼﾆｼﾋﾗﾔﾏ
2212 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒガシヲヂ ﾋｶﾞｼｵｼﾞ
2213 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒガシヲヂ ﾋｶﾞｼｵﾁﾞ
2214 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒガシシヲリガモト ﾋｶﾞｼｼｵﾘｶﾞﾓﾄ
2215 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒガシヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
2216 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 東ヨコナミ ﾋｶﾞｼﾖｺﾅﾐ
2217 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒキチ ﾋｷﾁ
2218 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒサトモ ﾋｻﾄﾓ
2219 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒヨラシオタ ﾋﾖﾗｼｵﾀ
2220 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒラノ ﾋﾗﾉ
2221 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 平野石ケ坪 ﾋﾗﾉｲｼｶﾞﾂﾎﾞ
2222 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 平ノヤマ ﾋﾗﾉﾔﾏ
2223 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒラミ ﾋﾗﾐ
2224 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒロウラ ﾋﾛｳﾗ
2225 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヒロダニ ﾋﾛﾀﾞﾆ
2226 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ フカウラ ﾌｶｳﾗ
2227 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ フクラ ﾌｸﾗ
2228 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ フナコシジヲタ ﾌﾅｺｼｼｵﾀ
2229 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ フナコシナダ ﾌﾅｺｼﾅﾀﾞ
2230 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ フルヱダニ ﾌﾙｴﾀﾞﾆ
2231 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヘイノジョウ ﾍｲﾉｼﾞｮｳ
2264 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 戸波浦 ﾍﾜｳﾗ
2232 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 戸波越 ﾍﾜｺﾞｴ
2233 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 佛ガ本 ﾎﾄｹｶﾞﾓﾄ
2234 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ホリガタニ ﾎﾘｶﾞﾀﾆ
2235 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ホリカタニシヲタ ﾎﾘｶﾞﾀﾆｼｵﾀ
2236 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ホリコシ ﾎﾘｺｼ
2237 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マエノクボ ﾏｴﾉｸﾎﾞ
2238 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マタニ ﾏﾀﾆ
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2239 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マツガモトヤマ ﾏﾂｶﾞﾓﾄﾔﾏ
2240 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マツノシタ ﾏﾂﾉｼﾀ
2241 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マツバ ﾏﾂﾊﾞ
2242 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マツノモトノマエ ﾏﾂﾓﾄﾉﾏｴ
2243 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マルダ ﾏﾙﾀﾞ
2244 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マハリダ ﾏﾜﾘﾀﾞ
2245 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マンゾヲガタニ ﾏﾝｿﾞｳｶﾞﾀﾆ
2246 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ マンゾヲガタニ ﾏﾝｿﾞｵｶﾞﾀﾆ
2247 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ミヤノマヱ ﾐﾔﾉﾏｴ
2248 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ミヤマカタニ ﾐﾔﾏｶﾞﾀﾆ
2249 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ムクノキダニ ﾑｸﾉｷﾀﾞﾆ
2250 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ムツハリ ﾑﾂﾜﾘ
2251 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ムマヂダニ ﾑﾏﾁﾞﾀﾞﾆ
2252 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ムマヂダニ ﾑﾏﾃﾞﾀﾞﾆ
2253 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヤナギダニ ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
2254 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
2265 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 横浪 ﾖｺﾅﾐ
2255 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヨコナミシヲタ ﾖｺﾅﾐｼｵﾀ
2256 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヨセカチ ﾖｾｶｹ
2257 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ヨデン ﾖﾃﾞﾝ
2258 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ワダ ﾜﾀﾞ
2259 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ワダノヲク ﾜﾀﾞﾉｵｸ
2260 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ 蕨尾 ﾜﾗﾋﾞｵ
2261 602 浦ノ内東分 ｳﾗﾉｳﾁﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ ンマドガタニ ﾝﾏﾄﾞｶﾞﾀﾆ
2276 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 赤熊 ｱｶｸﾞﾏ
2277 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 神母北 ｲｹﾞﾉｷﾀ
2278 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 神母西 ｲｹﾞﾉﾆｼ
2279 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 神母前 ｲｹﾞﾉﾏｴ
2280 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ ウヅ尻 ｳﾂﾞｼﾘ
2281 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 大井 ｵｵｲ
2282 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
2283 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 岡ノ前 ｵｶﾉﾏｴ
2284 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 奥西 ｵｸﾉﾆｼ
2285 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ カキノ下 ｶｷﾉｼﾀ
2286 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 角田 ｶﾄﾞﾀ
2287 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 上鳥越 ｶﾐﾄﾘｺﾞｴ
2288 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 上ノ奥 ｶﾐﾉｵｸ
2289 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 干田 ｶﾝﾃﾞﾝ
2290 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ ケブガ谷 ｹﾞﾌﾞｶﾞﾀﾆ
2291 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 小アジロ ｺｱｼﾞﾛ
2292 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ コザコ ｺｻﾞｺ
2293 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 小光松 ｺﾐﾂﾏﾂ
2294 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ サセブ ｻｾﾌﾞ
2295 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 芝ノ前 ｼﾊﾞﾉﾏｴ
2296 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 嶋 ｼﾏ
2297 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 清水 ｼﾐｽﾞ
2298 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 摺木 ｽﾙｷﾞ
2316 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 立目 ﾀﾁﾒ
2299 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
2300 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 鳴川 ﾅﾙｺﾞｳ
2301 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 西塩田 ﾆｼｼｵﾀ
2303 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 西谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
2304 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 間 ﾊｻﾞﾏ
2305 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ ヒノ口 ﾋﾉｸﾁ
2306 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 平田 ﾋﾗﾀ
2307 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 平野 ﾋﾗﾉ
2308 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 広畑ケ ﾋﾛﾊﾞﾀｹ
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2309 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 別當 ﾍﾞﾂﾄｳ
2310 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 堀 ﾎﾘ
2311 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 道ノ上 ﾐﾁﾉｳｴ
2312 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 宮地 ﾐﾔｼﾞ
2313 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 持田 ﾓﾁﾀﾞ
2314 603 浦ノ内摺木 ｳﾗﾉｳﾁｽﾙｷﾞ 山横浪 ﾔﾏﾖｺﾅﾐ
2319 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ アカコレ谷 ｱｶｺﾞﾚﾀﾆ
2320 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 浅井坂 ｱｻｲｻﾞｶ
2399 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 浅井坂本 ｱｻｲｻｶﾓﾄ
2321 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 神母谷 ｲｹﾞｶﾞﾀﾆ
2323 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 神母下タ ｲｹﾞﾉｼﾀ
2322 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 神母ノ前 ｲｹﾞﾉﾏｴ
2400 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 出見 ｲｽﾞﾐ
2324 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 井ノ上 ｲﾉｳｴ
2325 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 薄木谷 ｳｽｷﾞﾀﾞﾆ
2326 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ ウツゲ谷 ｳﾂｹﾞﾀﾞﾆ
2327 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 馬ケ谷赤ハゲ ｳﾏｶﾞﾀﾆｱｶﾊｹﾞ
2328 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 老僧谷 ｵｲｿｳﾀﾞﾆ
2329 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 大田 ｵｵﾀ
2330 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
2331 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 大ナロ中ノ谷 ｵｵﾅﾛﾅｶﾉﾀﾆ
2332 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 大ナロ本谷 ｵｵﾅﾛﾎﾝﾀﾆ
2333 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 奥ツヱ谷 ｵｸﾂｴﾀﾞﾆ
2334 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 奥宮ケ谷 ｵｸﾐﾔｶﾞﾀﾆ
2335 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ カタガトウ ｶﾀｶﾞﾄｳ
2336 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ カニコロシ ｶﾆｺﾛｼ
2337 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾀ
2338 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 楠木谷 ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
2339 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 口馬ケ谷 ｸﾁｳﾏｶﾞﾀﾆ
2340 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 口宮ケ谷 ｸﾁﾐﾔｶﾞﾀﾆ
2341 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ クリノ前 ｸﾘﾉﾏｴ
2342 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ コヲクボ ｺｵｸﾎﾞ
2343 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 後別当 ｺﾞﾍﾞﾂﾄｳ
2344 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 境ノ谷 ｻｶｲｶﾞﾀﾞﾆ
2345 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ サクラ谷 ｻｸﾗﾀﾞﾆ
2346 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ サマ谷 ｻﾏﾀﾞﾆ
2347 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 猿ケ内 ｻﾙｶﾞｳﾁ
2349 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 汐ヤ坂 ｼｵﾔｻﾞｶ
2348 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 汐ヤ坂本 ｼｵﾔｻｶﾓﾄ
2350 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 汐ヤ﨑 ｼｵﾔｻﾞｷ
2351 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 汐ヤ谷 ｼｵﾔﾀﾞﾆ
2352 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 芝﨑 ｼﾊﾞｻｷ
2353 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 新﨑 ｼﾝｻﾞｷ
2355 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ スクノ浦 ｽｸﾉｳﾗ
2356 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ スマ谷 ｽﾏﾀﾆ
2357 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 清坊尻 ｾｲﾎﾞｳｼﾞﾘ
2358 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ セノ谷 ｾﾉﾀﾆ
2359 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ センダンノ本 ｾﾝﾀﾞﾝﾉﾓﾄ
2360 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ タイコ谷 ﾀｲｺﾀﾞﾆ
2361 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 田井付 ﾀｲﾂｹ
2362 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ タカハダ ﾀｶﾊﾀ
2363 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 滝ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
2364 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ タリウド ﾀﾘｳﾄﾞ
2365 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ チクガ谷 ﾁﾞｸｶﾞﾀﾆ
2367 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ ツヱ谷 ﾂｴﾀﾞﾆ
2368 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 塚畑長丁 ﾂｶﾊﾞﾀｹﾅｶﾞﾁﾖｳ
2369 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 寺ヤシキ ﾃﾗﾔｼｷ
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2370 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ トウ尻 ﾄｳｼﾞﾘ
2372 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 堂ノ奥 ﾄﾞｳﾉｵｸ
2371 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ トガシ谷 ﾄｶﾞｼﾀﾞﾆ
2373 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 仲馬谷 ﾅｶｳﾏｶﾞﾀﾆ
2374 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 中宮ケ谷 ﾅｶﾐﾔｶﾞﾀﾆ
2375 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 中山 ﾅｶﾔﾏ
2376 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 西地 ﾆｼｼﾞ
2377 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 西ノ向イ ﾆｼﾉﾑｶｲ
2378 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 西路 ﾆｼﾐﾁ
2379 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ ヌタノ谷 ﾇﾀﾉﾀﾆ
2381 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ ハチ川谷 ﾊﾁｶﾞﾜﾀﾞﾆ
2382 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 林ノ木谷 ﾊﾔｼﾉｷﾀﾞﾆ
2383 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 拂川 ﾊﾗｲｶﾞﾜ
2384 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 平佐古 ﾋﾗｻｺ
2385 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 深田嶋 ﾌｶﾀﾞｼﾞﾏ
2386 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 深谷 ﾌｶﾀﾞﾆ
2387 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 舩隠シ ﾌﾅｶｸｼ
2388 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ フバ ﾌﾊﾞ
2389 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 細串 ﾎｿｸﾞｼ
2390 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 本ン谷 ﾎﾝﾀﾆ
2391 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
2392 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
2393 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 光松 ﾐﾂﾏﾂ
2394 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
2395 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 宮ケナロ ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
2396 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
2397 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
2398 604 浦ノ内出見 ｳﾗﾉｳﾁｲｽﾞﾐ ユノ上 ﾕﾉｳｴ
2403 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 赤石 ｱｶｲｼ
2404 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 赤土田 ｱｶﾂﾁﾀﾞ
2405 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 家ノ向 ｲｴﾉﾑｶｲ
2406 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 出間坂本 ｲｽﾞﾏｻｶﾓﾄ
2407 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 大谷ノ奥 ｵｵﾀﾆﾉｵｸ
2408 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 大平 ｵｵﾋﾗ
2409 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 奥谷 ｵｸﾉﾀﾆ
2410 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ カクレ谷 ｶｸﾚﾀﾞﾆ
2411 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 鎌倉谷 ｶﾏｸﾗﾀﾞﾆ
2412 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ カンカラ ｶﾝｶﾞﾗ
2413 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 香宗 ｺｳｿｳ
2414 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ コサコ ｺｻｺ
2415 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾞﾁ
2416 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ サデ川 ｻﾃﾞｶﾞﾜ
2417 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 七代 ｼﾁﾀﾞｲ
2418 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 芝ノ上 ｼﾊﾞﾉｳｴ
2419 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
2422 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ シュルソウ ｼﾞﾕﾙｿﾞｳ
2420 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 白石 ｼﾗｲｼ
2421 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 尻貝 ｼﾘｶﾞｲ
2464 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 塩間 ｼﾜｲ
2423 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ セイモト ｾｲﾓﾄ
2424 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 千佛 ｾﾝﾌﾞﾂ
2425 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 髙畑 ﾀｶﾊﾞﾀ
2426 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
2427 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 田中 ﾀﾅｶ
2428 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ ヂゴク谷 ﾁﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
2429 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 天王谷 ﾃﾝﾉｳﾀﾞﾆ
2433 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 長畝 ﾅｶﾞｳﾈ
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2434 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 長尾 ﾅｶﾞｵ
2430 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 中田 ﾅｶﾀ
2431 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
2432 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
2435 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ ナダ ﾅﾀﾞ
2436 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 西ウサコ ﾆｼｳｻｺ
2437 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 西ウサコ ﾆｼｳｻﾞｺ
2438 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 西浦 ﾆｼｳﾗ
2439 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 西香宗 ﾆｼｺｳｿｳ
2440 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 西ノ内 ﾆｼﾉｳﾁ
2441 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
2442 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 西ノ平 ﾆｼﾉﾀｲﾗ
2443 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 登リサコ ﾉﾎﾞﾘｻｺ
2444 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ ハバ谷 ﾊﾊﾞﾀﾆ
2445 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ ハバ谷 ﾊﾊﾞﾀﾞﾆ
2446 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 東ケ谷 ﾋｶﾞｼｶﾞﾀﾆ
2447 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 東香宗谷 ﾋｶﾞｼｺｳｿｳﾀﾞﾆ
2448 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 東香宗谷 ﾋｶﾞｼｺｳｿｵﾀﾞﾆ
2449 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 東奥 ﾋｶﾞｼﾉｵｸ
2450 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 東ノ谷 ﾋｶﾞｼﾉﾀﾆ
2465 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 深浦 ﾌｶｳﾗ
2451 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 藤ケサコ ﾌｼﾞｶﾞｻｺ
2452 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 藤ケサコ ﾌﾁﾞｶﾞｻｺ
2453 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 舩附 ﾌﾅﾂｷ
2454 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 古山 ﾌﾙﾔﾏ
2455 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 佛石 ﾎﾄｹｲｼ
2456 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 松尾 ﾏﾂｵ
2457 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
2458 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 宮ノウシロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ
2459 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
2460 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 柳ケクボ ﾔﾅｷﾞｶﾞｸﾎﾞ
2461 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 山田ノハナ ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾊﾅ
2462 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ ヤマミチ ﾔﾏﾐﾁ
2463 605 浦ノ内塩間 ｳﾗﾉｳﾁｼﾜｲ 和田屋敷 ﾜﾀﾞﾔｼｷ
2468 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 赤藤田 ｱｶﾄｳﾀﾞ
2469 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ アシコ ｱｼｺ
2470 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 穴神 ｱﾅｶﾞﾐ
2471 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 有光 ｱﾘﾐﾂ
2472 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 石ケ坪 ｲｼｶﾞﾂﾎﾞ
2473 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 鶉ケ谷 ｳﾂﾞﾗｶﾞﾀﾆ
2474 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 馬ゼキ ｳﾏｾｷ
2548 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 埋立 ｳﾒﾀﾃ
2475 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 大佐古 ｵｵｻｺ
2476 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
2477 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
2478 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 大畑ノ前 ｵｵﾊﾀﾏｴ
2479 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 大平 ｵｵﾋﾗ
2480 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 樫ケ谷奥 ｶｼｶﾞﾀﾆｵｸ
2482 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 蟇岩 ｶﾞﾏｲﾜ
2481 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 茅畦 ｶﾔｸﾞﾛ
2483 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 菊ケ尾 ｷｸｶﾞｵ
2484 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 草尾谷 ｸｻｵﾀﾞﾆ
2485 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ
2486 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 崩岸 ｸｽﾞﾚｷﾞｼ
2487 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 栗ケ谷 ｸﾘｶﾞﾀﾆ
2488 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 香宗 ｺｳｿｳ
2490 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 小島 ｺｼﾞﾏ
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2489 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 小少床 ｺｼﾖｳﾄﾞｺ
2491 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 小谷 ｺﾀﾞﾆ
2492 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 小山谷 ｺﾔﾏﾀﾆ
2493 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 坂口 ｻｶｸﾞﾁ
2494 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 坂本濱 ｻｶﾓﾄﾊﾏ
2495 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 芝ケ谷 ｼﾊﾞｶﾞﾀﾆ
2496 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 芝ケ谷 ｼﾊﾞﾉﾀﾆ
2497 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 下ノ川内 ｼﾓｶﾜｳﾁ
2498 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 新珠岩 ｼﾝｼﾞﾕｲﾜ
2499 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 須々礼 ｽｽﾞﾚ
2500 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 千佛 ｾﾝﾌﾞﾂ
2501 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 曽我谷 ｿｶﾞﾀﾞﾆ
2502 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 髙畑 ﾀｶﾊﾀ
2503 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 田条 ﾀｼﾞﾖｳ
2504 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
2505 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 地獄谷 ﾁﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
2506 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 土居ノ内 ﾄﾞｲﾉｳﾁ
2507 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 堂ノ上 ﾄﾞｳﾉｳｴ
2513 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 長尾 ﾅｶﾞｵ
2508 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 中田 ﾅｶﾀ
2509 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
2510 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 中谷 ﾅｶﾀﾞﾆ
2514 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 長ハエ ﾅｶﾞﾊｴ
2511 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
2512 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 中山 ﾅｶﾔﾏ
2515 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 名ナシ谷 ﾅﾅｼﾀﾞﾆ
2516 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 名主屋敷 ﾅﾇｼﾔｼｷ
2517 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 鳴川 ﾅﾙｺﾞｳ
2518 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 西川山 ﾆｼｶﾞﾜﾔﾏ
2519 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 西弘浦 ﾆｼﾋﾛｳﾗ
2520 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 野畑 ﾉﾊﾞﾀ
2547 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 灰方 ﾊｲｶﾞﾀ
2521 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 波介坂本 ﾊｹﾞｻｶﾓﾄ
2522 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 濱ノ尻 ﾊﾏｶﾞｼﾘ
2523 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 早地 ﾊﾔﾁ
2524 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 東裏岩ケ谷 ﾋｶﾞｼｳﾗｲﾜｶﾞﾀﾆ
2525 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 東裏梅木 ﾋｶﾞｼｳﾗｳﾒﾉｷ
2526 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 東裏桑佐古 ﾋｶﾞｼｳﾗｸﾜｻｺ
2527 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 東裏桜木 ﾋｶﾞｼｳﾗｻｸﾗｷﾞ
2528 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 東裏中谷 ﾋｶﾞｼｳﾗﾅｶﾀﾞﾆ
2529 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 東裏西山田 ﾋｶﾞｼｳﾗﾆｼﾔﾏﾀﾞ
2530 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 東裏東山田 ﾋｶﾞｼｳﾗﾋｶﾞｼﾔﾏﾀﾞ
2531 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 東川中曽根 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾅｶｿﾈ
2532 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 平畠 ﾋﾗﾊﾞﾀｹ
2533 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 弘浦 ﾋﾛｳﾗ
2534 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 深谷 ﾌｶﾀﾞﾆ
2535 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 古田 ﾌﾙﾀ
2536 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 政光 ﾏｻﾐﾂ
2537 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 松ケ﨑 ﾏﾂｶﾞｻｷ
2538 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 宮ケ和田 ﾐﾔｶﾞﾜﾀﾞ
2539 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 宮ノ向 ﾐﾔﾑｶｲ
2540 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 宗光 ﾑﾈﾐﾂ
2541 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 弥人 ﾔｼﾞﾝ
2542 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 弥人谷 ﾔｼﾞﾝﾀﾞﾆ
2543 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 安ノ谷 ﾔｽﾉﾀﾆ
2544 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
2545 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 山ノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ



須崎市の大字・字の一覧

2016/5/15 42/43 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字
（※角川地名大辞典）

字のふりがな

2546 606 浦ノ内灰方 ｳﾗﾉｳﾁﾊｲｶﾞﾀ 横網代（※横鋼代） ﾖｺｱｼﾞﾛ
2572 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ （明徳） (ﾒｲﾄｸ)
2551 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 青木ノ本 ｱｵｷｶﾞﾓﾄ
2552 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 大﨑 ｵｵｻｷ
2553 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 神ノ木谷 ｶﾐﾉｷﾀﾞﾆ
2554 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 雁ノ浦 ｶﾞﾝﾉｳﾗ
2555 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
2571 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 下中山 ｼﾓﾅｶﾔﾏ
2556 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 白鷺 ｼﾗｻｷﾞ
2557 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 新留山 ｼﾝﾄﾞﾒﾔﾏ
2558 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 堂ノ浦 ﾄﾞｳﾉｳﾗ
2559 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 中﨑 ﾅｶｻﾞｷ
2560 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 長丁 ﾅｶﾞﾁﾖｳ
2561 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ ナベウド ﾅﾍﾞｳﾄﾞ
2562 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 入戸 ﾆﾕｳﾄ
2563 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 弘浦谷 ﾋﾛｳﾗﾀﾞﾆ
2564 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 程ケ谷 ﾎﾄﾞｶﾞﾀﾞﾆ
2565 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 本郷 ﾎﾝｺﾞｳ
2566 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 本郷山 ﾎﾝｺﾞｳﾔﾏ
2567 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ マキノヤマソウダ ﾏｷﾉﾔﾏｿｳﾀﾞ
2568 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 松ケ﨑 ﾏﾂｶﾞｻｷ
2569 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 屋敷ノ前 ﾔｼｷﾏｴ
2570 607 浦ノ内下中山 ｳﾗﾉｳﾁｼﾓﾅｶﾔﾏ 湯ノ奥 ﾕﾉｵｸ
2575 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 神母谷 ｲｹﾞｶﾞﾀﾆ
2576 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 井手ノ谷 ｲﾃﾞﾉﾀﾆ
2577 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 猪ノ谷山 ｲﾉﾀﾆﾔﾏ
2578 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 浦場 ｳﾗﾊﾞ
2606 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 浦場 ｳﾗﾊﾞ
2579 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 大鹿 ｵｵｼﾞｶ
2580 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
2581 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 大奈路 ｵｵﾅﾛ
2582 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 於和木谷 ｵﾜｷﾀﾞﾆ
2583 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 蔭ノ地 ｶｹﾞﾉｼﾞ
2584 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 帷子 ｶﾀﾋﾞﾗ
2585 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ カタビラザコ ｶﾀﾋﾞﾗｻﾞｺ
2586 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 窪田 ｸﾎﾞﾀ
2587 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 久万 ｸﾏ
2588 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 公下谷 ｺｳｹﾞﾀﾞﾆ
2589 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 小島 ｺｼﾞﾏ
2605 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 今川内 ｺﾝｶﾞﾜｳﾁ
2590 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 椎ノ木谷 ｼｲﾉｷﾀﾞﾆ
2591 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 潮田 ｼｵﾀ
2592 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 下モノ前 ｼﾀﾉﾏｴ
2593 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 執行谷 ｼﾂｺｳﾀﾞﾆ
2594 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 隅屋敷 ｽﾐﾔｼｷ
2595 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 釣井ノ尻 ﾂﾙｲﾉｼﾞﾘ
2596 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 堂ノ浦坂 ﾄﾞｳﾉｳﾗｻﾞｶ
2597 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 長松 ﾅｶﾞﾏﾂ
2598 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
2599 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 西ケエゴ ﾆｼｶﾞｴｺﾞ
2601 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ ノツゴ ﾉﾂｺﾞ
2602 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ
2603 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 福ケ谷 ﾌｸｶﾞﾀﾆ
2604 608 浦ノ内今川内 ｳﾗﾉｳﾁｺﾝｶﾞﾜｳﾁ 和田 ﾜﾀﾞ
2609 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 池田 ｲｹﾀﾞ
2639 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 池ノ浦 ｲｹﾉｳﾗ
2610 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 石橋 ｲｼﾊﾞｼ
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2611 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 井デ ｲﾃﾞ
2612 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 大入 ｵｵｲﾘ
2613 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ オオイレダニ ｵｵｲﾚﾀﾞﾆ
2614 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
2615 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 大平 ｵｵﾋﾗ
2616 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ カシ ｶｼ
2617 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 上ノ奥 ｶﾐﾉｵｸ
2618 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ サコ ｻｺ
2619 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ スカ ｽｶ
2620 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ ツイダ ﾂｲﾀﾞ
2621 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 土井 ﾄﾞｲ
2622 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 中福良 ﾅｶﾌｸﾗ
2623 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ ナロ ﾅﾛ
2625 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 西大添 ﾆｼｵｵｿﾞｴ
2624 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 西ニゴリ ﾆｼﾆｺﾞﾘ
2626 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 東大添 ﾋｶﾞｼｵｵｿﾞｴ
2627 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
2628 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 東福良 ﾋｶﾞｼﾌｸﾗ
2629 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 東船附 ﾋｶﾞｼﾌﾅﾂｷ
2638 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 福良 ﾌｸﾗ
2630 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 舩付（※船付） ﾌﾅﾂｷ
2631 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 古田 ﾌﾙﾀ
2632 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
2633 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 森ノ鼻 ﾓﾘﾉﾊﾅ
2634 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
2635 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ ユノ上 ﾕﾉｳｴ
2636 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ ロギ ﾛｷﾞ
2637 609 浦ノ内福良 ｳﾗﾉｳﾁﾌｸﾗ 和田川 ﾜﾀﾞｶﾞﾜ
2642 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 神母ノ前 ｲｹﾞﾉﾏｴ
2643 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 大入谷 ｵｵｲﾘﾀﾞﾆ
2644 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 大千原 ｵｵﾁﾊﾗ
2645 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 大和田 ｵｵﾜﾀﾞ
2646 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
2647 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ シノベ ｼﾉﾍﾞ
2648 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ
2660 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 須ノ浦 ｽﾉｳﾗ
2649 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 西傍示 ｾｲﾎﾞｳｼﾞ
2650 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
2651 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 田ノ浦 ﾀﾉｳﾗ
2652 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
2653 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 中山 ﾅｶﾔﾏ
2654 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 畑ケ下 ﾊﾀｶﾞｼﾓ
2655 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 深戸 ﾌｺｳﾄﾞ
2656 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 南深戸 ﾐﾅﾐﾌｶﾄﾞ
2657 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 南傍示 ﾐﾅﾐﾎﾞｳｼﾞ
2658 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 横手 ﾖｺﾃ
2659 610 浦ノ内須ノ浦 ｳﾗﾉｳﾁｽﾉｳﾗ 和田 ﾜﾀﾞ
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