
宿毛市の大字・字の一覧

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

1 101 宿毛 すくも 赤ハゲ あかはげ
2 101 宿毛 すくも アケ川原 あけかわはら
3 101 宿毛 すくも 飛鳥瀬 あすかせ
4 101 宿毛 すくも 井口 いぐち
5 101 宿毛 すくも 池ノ内 いけのうち
6 101 宿毛 すくも 池ノ元 いけのもと
7 101 宿毛 すくも 池松田 いけまつだ
8 101 宿毛 すくも 石神谷 いしがみだに
9 101 宿毛 すくも 石神谷セイ元 いしがみだにせいもと
10 101 宿毛 すくも 石神谷山 いしがみだにやま
11 101 宿毛 すくも 石崎 いしざき
12 101 宿毛 すくも 石場ノ前 いしばのまえ
13 101 宿毛 すくも 市坂ヶ谷 いちさかがだに
14 101 宿毛 すくも 市助ヤシキ いちすけやしき
15 101 宿毛 すくも 伊藤屋敷 いとうやしき
16 101 宿毛 すくも イノシリ いのしり
17 101 宿毛 すくも 伊部 いべ
18 101 宿毛 すくも 芋洗川 いもあらいがわ
19 101 宿毛 すくも 芋地ノ谷 いもぢのたに
20 101 宿毛 すくも 植捨 うえすて
21 101 宿毛 すくも 上ハヨセ うえはよせ
22 101 宿毛 すくも 後田 うしろだ
23 101 宿毛 すくも 後谷 うしろだに
24 101 宿毛 すくも 後山 うしろやま
25 101 宿毛 すくも ウソヶ谷 うそがたに
26 101 宿毛 すくも 内塩田札場 うちしおたふだば
27 101 宿毛 すくも 内屋式 うちやしき
28 101 宿毛 すくも 姥ヶ谷 うばがだに
29 101 宿毛 すくも 梅田屋式 うめだやしき
30 101 宿毛 すくも 延明寺 えんみようじ
31 101 宿毛 すくも 扇堤 おおぎづつみ
32 101 宿毛 すくも 大久保 おおくぼ
33 101 宿毛 すくも 大小谷 おおこうたに
34 101 宿毛 すくも 大島屋式 おおしまやしき
35 101 宿毛 すくも 大谷 おおたに
36 101 宿毛 すくも 大谷セイ元 おおたにせいもと
37 101 宿毛 すくも 大谷中尾 おおたになかお
38 101 宿毛 すくも 大谷山 おおたにやま
39 101 宿毛 すくも 大坪 おおつぼ
40 101 宿毛 すくも 大薮床 おおやぶどこ
41 101 宿毛 すくも 岡鼻 おかはな
42 101 宿毛 すくも 沖瀬 おきせ
43 101 宿毛 すくも 沖本屋敷 おきもとやしき
44 101 宿毛 すくも 沖屋敷 おきやしき
45 101 宿毛 すくも 沖ヨセ おきよせ
46 101 宿毛 すくも 大車田 おぐるまだ
47 101 宿毛 すくも ヲトシノ谷 おとしのたに
48 101 宿毛 すくも ヲロノ本 おろのもと
49 101 宿毛 すくも 貝塚 かいづか
50 101 宿毛 すくも 貝塚屋式 かいづかやしき
51 101 宿毛 すくも 貝塚山 かいづかやま
52 101 宿毛 すくも カイマイ かいまい
53 101 宿毛 すくも 隠レ田 かくれだ
54 101 宿毛 すくも 片町 かたまち
55 101 宿毛 すくも カヅラ袋 かづらぶくろ
56 101 宿毛 すくも 門口 かどぐち
57 101 宿毛 すくも 鎌田 かまた
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58 101 宿毛 すくも 上辛田 かみからだ
59 101 宿毛 すくも 上塩田 かみしおた
60 101 宿毛 すくも 上外荒瀬 かみそとあらせ
61 101 宿毛 すくも 上タコヲチヒラ かみたこうちひら
62 101 宿毛 すくも 上長池 かみながいけ
63 101 宿毛 すくも 上長澤 かみながさわ
64 101 宿毛 すくも 上ノ瀬 かみのせ
65 101 宿毛 すくも 上古川 かみふるかわ
66 101 宿毛 すくも 上宮崎 かみみやざき
67 101 宿毛 すくも 川島 かわしま
68 101 宿毛 すくも 川原田 かわはらだ
69 101 宿毛 すくも 川渕戸ノウラ かわぶちとのうら
70 101 宿毛 すくも 川本作 かわもとつくり
71 101 宿毛 すくも 川本屋式 かわもとやしき
72 101 宿毛 すくも かんうえもんいけ
73 101 宿毛 すくも 願成寺 がんじようじ
74 101 宿毛 すくも 願成寺山 がんじようじやま
75 101 宿毛 すくも 鉋場 かんなば
76 101 宿毛 すくも 鉋場ノ尾 かんなばのお
77 101 宿毛 すくも キヲンノ尾 きおんのお
78 101 宿毛 すくも 北エラ きたえら
79 101 宿毛 すくも 北スカ きたすか
80 101 宿毛 すくも 木戸屋舗 きどやしき
81 101 宿毛 すくも 木戸屋敷前 きどやしきまえ
82 101 宿毛 すくも 木ノ下 きのした
83 101 宿毛 すくも 行司田 ぎようじだ
84 101 宿毛 すくも 京法ケ市 きようほうがいち
85 101 宿毛 すくも 行屋 ぎようや
86 101 宿毛 すくも 楠ノ元 くすのもと
87 101 宿毛 すくも 車瀬 くるませ
88 101 宿毛 すくも げんうえもんやしき
89 101 宿毛 すくも ケント井流 けんとゆる
90 101 宿毛 すくも コヲソアン こうそあん
91 101 宿毛 すくも 楮屋式 こうぞやしき
92 101 宿毛 すくも 光谷 こうたに
93 101 宿毛 すくも 河戸 こうど
94 101 宿毛 すくも 河戸上 こうどうかみ
95 101 宿毛 すくも 小車田 こくるまだ
96 101 宿毛 すくも 五反地 ごたんぢ
97 101 宿毛 すくも 小通リ こどうり
98 101 宿毛 すくも 小屋式 こやしき
99 101 宿毛 すくも コヤトコ こやとこ
100 101 宿毛 すくも サイマツヤシキ さいまつやしき
101 101 宿毛 すくも 西明寺 さいみようじ
102 101 宿毛 すくも 逆溝 さかみぞ
103 101 宿毛 すくも 鷺洲 さぎす
104 101 宿毛 すくも サギノスカ さぎのすか
105 101 宿毛 すくも 實盛 さねもり
106 101 宿毛 すくも さぶろううえもんやしき
107 101 宿毛 すくも 皿谷 さらだに
108 101 宿毛 すくも 三反地 さんたんぢ
109 101 宿毛 すくも シウリ畑 しうりばた
110 101 宿毛 すくも 塩田渡リ上リ しおたわたりあがり
111 101 宿毛 すくも 芝崎 しばさき
112 101 宿毛 すくも 芝ノ前 しばのまえ
113 101 宿毛 すくも 芝屋式 しばやしき
114 101 宿毛 すくも 下辛田 しもからだ
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115 101 宿毛 すくも 下塩田 しもしおた
116 101 宿毛 すくも 下外荒瀬 しもそとあらせ
117 101 宿毛 すくも 下長澤 しもながさわ
118 101 宿毛 すくも 下古川 しもふるかわ
119 101 宿毛 すくも 下宮崎 しもみやざき
120 101 宿毛 すくも シヤロク しやろく
121 101 宿毛 すくも 正源ヤシキ しようげんやしき
122 101 宿毛 すくも 正善谷 しようぜんたに
123 101 宿毛 すくも 次郎ヶ谷 じろうがたに
124 101 宿毛 すくも 城ノ岸 しろのきし
125 101 宿毛 すくも 城ノ首 しろのくび
126 101 宿毛 すくも 城ノ下 しろのしも
127 101 宿毛 すくも 城ノ谷 しろのたに
128 101 宿毛 すくも 城山 しろやま
129 101 宿毛 すくも 城山西平 しろやまにしひら
130 101 宿毛 すくも 城山東平 しろやまひがしひら
131 101 宿毛 すくも 新開中尾 しんかいなかお
132 101 宿毛 すくも 新ヶ谷西平 しんがたににしひら
133 101 宿毛 すくも 新ヶ谷 しんがだね
134 101 宿毛 すくも 新光寺 しんこうじ
135 101 宿毛 すくも 新三郎屋敷 しんざぶろうやしき
136 101 宿毛 すくも 新塩田 しんしおた
137 101 宿毛 すくも 新善寺 しんぜんじ
138 101 宿毛 すくも 新堤ノ裏 しんていのうら
139 101 宿毛 すくも 新土居 しんどい
140 101 宿毛 すくも 新八反地 しんはつたんち
141 101 宿毛 すくも 水道町 すいどうちよう
142 101 宿毛 すくも 杉木畑 すぎきばた
143 101 宿毛 すくも スキサキ すきさき
144 101 宿毛 すくも 角田 すみだ
145 101 宿毛 すくも 瀬下 せじた
146 101 宿毛 すくも 瀬裏 せのうら
147 101 宿毛 すくも 千光坊 せんこうぼう
148 101 宿毛 すくも 善正寺 ぜんしようじ
149 101 宿毛 すくも そううえもんやしき
150 101 宿毛 すくも 外塩田 そとしおた
151 101 宿毛 すくも 外塩田渡リ上リ そとしおたわたりあがり
152 101 宿毛 すくも 高砂 たかさご
153 101 宿毛 すくも 高島 たかしま
154 101 宿毛 すくも 高田 たかだ
155 101 宿毛 すくも 瀧ヶ谷 たきがだに
156 101 宿毛 すくも 竹ノ下 たけのした
157 101 宿毛 すくも 竹ノ添 たけのぞえ
158 101 宿毛 すくも タコヲチヒラ たこうちひら
159 101 宿毛 すくも 但島 たしま
160 101 宿毛 すくも 田中 たなか
161 101 宿毛 すくも 田中後 たなかのうしろ
162 101 宿毛 すくも 田中ノ前 たなかのまえ
163 101 宿毛 すくも 谷田 たにだ
164 101 宿毛 すくも 地藏ノ尾 ぢぞうのお
165 101 宿毛 すくも 茶屋堂ノ前 ちややどうのまえ
166 101 宿毛 すくも 長住寺 ちようじゆうじ
167 101 宿毛 すくも 長助屋式 ちようすけやしき
168 101 宿毛 すくも 丁畑 ちようばた
169 101 宿毛 すくも 坪田 つぼた
170 101 宿毛 すくも ツユ田 つゆだ
171 101 宿毛 すくも 露田中スカ つゆだなかすか
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172 101 宿毛 すくも 天神床 てんじんとこ
173 101 宿毛 すくも 天神ノ後 てんじんのうしろ
174 101 宿毛 すくも 天神ノ前 てんじんのまえ
175 101 宿毛 すくも 天神ノ本 てんじんのもと
176 101 宿毛 すくも 土居式 どいしき
177 101 宿毛 すくも トイノ西 といのにし
178 101 宿毛 すくも 土居ノ前 どいのまえ
179 101 宿毛 すくも 堂源田 どうげんだ
180 101 宿毛 すくも 藤助屋式 とうすけやしき
181 101 宿毛 すくも 堂善田 どうぜんだ
182 101 宿毛 すくも 堂ノ向 どうのこう
183 101 宿毛 すくも 堂ノ前 どうのまえ
184 101 宿毛 すくも 東福寺谷 とうふくじだに
185 101 宿毛 すくも トノサンガンキ とのさんがんき
186 101 宿毛 すくも 長池ノ下 ながいけのした
187 101 宿毛 すくも 中市 なかいち
188 101 宿毛 すくも 長尾屋舗 ながおやしき
189 101 宿毛 すくも 中塩田 なかしおた
190 101 宿毛 すくも 中城 なかしろ
191 101 宿毛 すくも 仲スカ なかすか
192 101 宿毛 すくも 長田 ながた
193 101 宿毛 すくも 中ノ瀬 なかのせ
194 101 宿毛 すくも 中畑 なかばたけ
195 101 宿毛 すくも 中古川 なかふるかわ
196 101 宿毛 すくも 中本城山 なかほんじようやま
197 101 宿毛 すくも 中ヨセ なかよせ
198 101 宿毛 すくも 流橋 ながればし
199 101 宿毛 すくも 中脇 なかわき
200 101 宿毛 すくも 中脇屋式 なかわきやしき
201 101 宿毛 すくも ナ口 なぐち
202 101 宿毛 すくも 梨ノ木谷 なしのきだね
203 101 宿毛 すくも 西ヶ谷セイモト にしがたにせいもと
204 101 宿毛 すくも 西ヶ谷ノ中 にしがたにのなか
205 101 宿毛 すくも 西本城山 にしほんじようやま
206 101 宿毛 すくも 西山 にしやま
207 101 宿毛 すくも 弐反田畝地 にたんだせち
208 101 宿毛 すくも 女法寺 にょほうじ
209 101 宿毛 すくも ノヲ木ノ本 のうきのもと
210 101 宿毛 すくも 野中屋式 のなかやしき
211 101 宿毛 すくも ハカマコシ はかまこし
212 101 宿毛 すくも 萩原 はぎわら
213 101 宿毛 すくも 挾田 はさみだ
214 101 宿毛 すくも 畠田 はたけだ
215 101 宿毛 すくも 畠田ノ前 はたけだのまえ
216 101 宿毛 すくも 八反地 はつたんぢ
217 101 宿毛 すくも 濱スカ はますか
218 101 宿毛 すくも 濱田西 はまだにし
219 101 宿毛 すくも 濱田東 はまだひがし
220 101 宿毛 すくも 林ノ尾ノ下 はやしのおのした
221 101 宿毛 すくも 東本城山 ひがしほんじようやま
222 101 宿毛 すくも 東山 ひがしやま
223 101 宿毛 すくも 樋ノ表 ひのおもて
224 101 宿毛 すくも 檜畑 ひのきばた
225 101 宿毛 すくも 瓢箪田 ひようたんでん
226 101 宿毛 すくも 弘畑 ひろばたけ
227 101 宿毛 すくも 深田 ふかだ
228 101 宿毛 すくも 深谷 ふかだに
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229 101 宿毛 すくも 袋田 ふくろだ
230 101 宿毛 すくも 藤田 ふじた
231 101 宿毛 すくも 藤ノ尾 ふじのお
232 101 宿毛 すくも フセンケン ふせんけん
233 101 宿毛 すくも 札場 ふだば
234 101 宿毛 すくも 船倉 ふなくら
235 101 宿毛 すくも 船割 ふなわり
236 101 宿毛 すくも 武平越シ ぶへいごし
237 101 宿毛 すくも 武平ノ尾 ぶへいのお
238 101 宿毛 すくも 武平山 ぶへいやま
239 101 宿毛 すくも 古川 ふるかわ
240 101 宿毛 すくも 古舞台床 ふるぶたいとこ
241 101 宿毛 すくも 文八屋式 ぶんぱちやしき
242 101 宿毛 すくも 平助屋式 へいすけやしき
243 101 宿毛 すくも 平兵衛山ノハナ へいべえやまのはな
244 101 宿毛 すくも 防 ぼう
245 101 宿毛 すくも 本城山 ほんじようやま
246 101 宿毛 すくも 本毛谷 ほんもうだに
247 101 宿毛 すくも またうえもんやしき
248 101 宿毛 すくも まつうえもんやしき
249 101 宿毛 すくも 松澤 まつさわ
250 101 宿毛 すくも 松田川 まつだがわ
251 101 宿毛 すくも 松田川原井口 まつだかわはらいぐち
252 101 宿毛 すくも 松田ヤシキ まつだやしき
253 101 宿毛 すくも 松ノ本 まつのもと
254 101 宿毛 すくも 松原 まつばら
255 101 宿毛 すくも 松原長田 まつばらながた
256 101 宿毛 すくも 松村 まつむら
257 101 宿毛 すくも 丸山 まるやま
258 101 宿毛 すくも 廻リ角ノ内 まわりかどのうち
259 101 宿毛 すくも 廻リ田 まわりた
260 101 宿毛 すくも 三浦 みうら
261 101 宿毛 すくも 水落谷 みずおちがたね
262 101 宿毛 すくも 水ヶ谷セイ元 みずがたにせいもと
263 101 宿毛 すくも 水切 みずきり
264 101 宿毛 すくも 水越 みずこし
265 101 宿毛 すくも 宮内兵衛 みやうちべえ
266 101 宿毛 すくも 宮ノ尾 みやのお
267 101 宿毛 すくも 宮ノ谷 みやのたに
268 101 宿毛 すくも 宮ノハナ みやのはな
269 101 宿毛 すくも 宮東屋敷 みやひがしやしき
270 101 宿毛 すくも 妙光田 みようこうでん
271 101 宿毛 すくも 妙法寺中 みようほうじなか
272 101 宿毛 すくも 妙法田 みようほうでん
273 101 宿毛 すくも ミヨマス みよます
274 101 宿毛 すくも ミヨマスノタニ みよますのたに
275 101 宿毛 すくも 宗尾 むねお
276 101 宿毛 すくも 村尾 むらお
277 101 宿毛 すくも 無緑堂 むりよくどう
278 101 宿毛 すくも ヤイト川 やいとがわ
279 101 宿毛 すくも ヤギヤシキ やぎやしき
280 101 宿毛 すくも 柳本 やなぎのもと
281 101 宿毛 すくも 薮ノ後 やぶのうしろ
282 101 宿毛 すくも 薮ノ下 やぶのしも
283 101 宿毛 すくも 薮ノ前 やぶのまえ
284 101 宿毛 すくも 山王田 やまおうだ
285 101 宿毛 すくも 山王西ノ前 やまおうにしのまえ

2016/5/15 5/88 四万十町地名辞典付属資料



宿毛市の大字・字の一覧

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

286 101 宿毛 すくも 山神ノ尾 やまがみのお
287 101 宿毛 すくも 山ノ下 やまのした
288 101 宿毛 すくも 与市明串屋式 よいちみようくしやしき
289 101 宿毛 すくも 与市明口 よいちみようぐち
290 101 宿毛 すくも 与市明西 よいちみようにし
291 101 宿毛 すくも 与市明西平 よいちみようにしひら
292 101 宿毛 すくも 与市明東 よいちみようひがし
293 101 宿毛 すくも よいちみようひがしひら
294 101 宿毛 すくも 横田 よこた
295 101 宿毛 すくも 与左ェ門瀬 よざえもんのせ
296 101 宿毛 すくも 渡場 わたしば
297 102 西片島 にしかたしま
298 103 土居下 どいした
299 104 桜町 さくらまち
300 105 本町 ほんまち
301 106 松田町 まつだちょう
302 107 幸町 さいわいちょう
303 108 長田町 ながたちょう
304 109 萩原 はぎわら
305 110 与市明 よいちみょう
306 111 高砂 たかさご
307 112 錦 にしき 粟シリハタ あわしりはた
308 112 錦 にしき 池田 いけだ
309 112 錦 にしき 池ノ谷 いけのたに
310 112 錦 にしき いしざき
311 112 錦 にしき 井流ノ内 いるのうち
312 112 錦 にしき 井流ノ谷 いるのたに
313 112 錦 にしき 大岩谷 おおいわたに
314 112 錦 にしき 大澤 おおさわ
315 112 錦 にしき 大澤山 おおさわやま
316 112 錦 にしき 大坪 おおつぼ
317 112 錦 にしき 沖田 おきだ
318 112 錦 にしき 尾森上ケ おもりあげ
319 112 錦 にしき 柿木畑 かきのきばた
320 112 錦 にしき 加治屋畑 かじやばた
321 112 錦 にしき 刀脇 かたなわき
322 112 錦 にしき カナツキ松 かなつきまつ
323 112 錦 にしき 倉屋舗 くらやしき
324 112 錦 にしき 栗ノ木山 くりのきやま
325 112 錦 にしき 黒岩山 くろいわやま
326 112 錦 にしき 小串 こぐし
327 112 錦 にしき 小串山 こぐしやま
328 112 錦 にしき 小越 こごえ
329 112 錦 にしき 小越山 こごえやま
330 112 錦 にしき 越井左孤 こしいざこ
331 112 錦 にしき 五七山 ごしちやま
332 112 錦 にしき 今城山 こじようざん
333 112 錦 にしき 小錦 こにしき
334 112 錦 にしき 小錦山 こにしきやま
335 112 錦 にしき 小吹 こびき
336 112 錦 にしき コヤノ谷 こやのたに
337 112 錦 にしき 篠尾山 ささおやま
338 112 錦 にしき 猴屋口 さるやぐち
339 112 錦 にしき 四反地 したんぢ
340 112 錦 にしき 城之後 じようのうしろ
341 112 錦 にしき 白皇山 しらおうざん
342 112 錦 にしき 次郎杖 じろうづえ
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343 112 錦 にしき 次郎杖山 じろうづえやま
344 112 錦 にしき 新城 しんじよう
345 112 錦 にしき 立割 たてわり
346 112 錦 にしき 地神前 ぢじんまえ
347 112 錦 にしき ツベカヤリ山 つべかやりやま
348 112 錦 にしき 寺尾 てらお
349 112 錦 にしき 寺尾山 てらおやま
350 112 錦 にしき 天ト守リ てんとまもり
351 112 錦 にしき 土藏 どぞう
352 112 錦 にしき 鳥居ノ本 とりいのもと
353 112 錦 にしき 中尾 なかお
354 112 錦 にしき 仲間屋舗 なかまやしき
355 112 錦 にしき 西ヶ谷 にしがたに
356 112 錦 にしき 西ヶ谷山 にしがたにやま
357 112 錦 にしき 錦口 にしきぐち
358 112 錦 にしき 錦越 にしきごえ
359 112 錦 にしき 入戸浦 にゆうどうら
360 112 錦 にしき 登谷 のぼりだに
361 112 錦 にしき 走リ下山 はしりおりやま
362 112 錦 にしき はますか
363 112 錦 にしき 浜裾 はまずそ
364 112 錦 にしき はまだ
365 112 錦 にしき はままくら
366 112 錦 にしき ひがしやなぎのもと
367 112 錦 にしき 檜ノ谷 ひのきのたに
368 112 錦 にしき 姫錦 ひめにしき
369 112 錦 にしき 兵庫岩 ひようごいわ
370 112 錦 にしき ヒョヲタン山 ひようたんやま
371 112 錦 にしき ひろはた
372 112 錦 にしき 船倉 ふなくら
373 112 錦 にしき 舩小浦 ふなこうら
374 112 錦 にしき 舩左孤口 ふなさこぐち
375 112 錦 にしき 舩場トコ ふなばがとこ
376 112 錦 にしき 坊ヶ谷 ぼうがたに
377 112 錦 にしき 法津庵 ほうづあん
378 112 錦 にしき 本番所 ほんばんしよ
379 112 錦 にしき 松ヶ下山 まつがおりやま
380 112 錦 にしき 松ヶ左孤 まつがさこ
381 112 錦 にしき 松ヶ左孤山 まつがさこやま
382 112 錦 にしき 宮ノ口 みやのくち
383 112 錦 にしき 宮ノ谷 みやのたに
384 112 錦 にしき 宮ノ前 みやのまえ
385 112 錦 にしき 宮ノ脇 みやのわき
386 112 錦 にしき ムソヲ山 むそうやま
387 112 錦 にしき 室屋舗 むろやしき
388 112 錦 にしき ヤキヤ谷 やきやたに
389 112 錦 にしき 山本畑 やまもとばた
390 112 錦 にしき 和左孤 わさこだ
391 113 貝塚 かいづか
392 114 小深浦 こぶかうら 青木谷 あおきたに
393 114 小深浦 こぶかうら 壱町五反地 いつちようごたんぢ
394 114 小深浦 こぶかうら 大串 おおぐし
395 114 小深浦 こぶかうら 岡ノ下 おかのした
396 114 小深浦 こぶかうら 沖田 おきた
397 114 小深浦 こぶかうら 奥山西下分 おくやまにししもぶん
398 114 小深浦 こぶかうら 奥山東下分 おくやまひがししもぶ
399 114 小深浦 こぶかうら 奥山東分 おくやまひがしぶん
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400 114 小深浦 こぶかうら ヲロヶサコ おろがさこ
401 114 小深浦 こぶかうら 切度 きりど
402 114 小深浦 こぶかうら 小越 こごえ
403 114 小深浦 こぶかうら 小手串 こてぐし
404 114 小深浦 こぶかうら 小深浦城山 こぶかうらしろやま
405 114 小深浦 こぶかうら 篠田 ささでん
406 114 小深浦 こぶかうら じろうえもん
407 114 小深浦 こぶかうら 城山 しろやま
408 114 小深浦 こぶかうら 新田 しんでん
409 114 小深浦 こぶかうら 惣助左孤 そうすけざこ
410 114 小深浦 こぶかうら 大道 だいどう
411 114 小深浦 こぶかうら 大道谷 だいどうたに
412 114 小深浦 こぶかうら 高手屋敷 たかてやしき
413 114 小深浦 こぶかうら 高手山 たかてやま
414 114 小深浦 こぶかうら 瀧ケ谷山 たきのたにやま
415 114 小深浦 こぶかうら 太刀打場 たちうちば
416 114 小深浦 こぶかうら 太刀打場前 たちうちばまえ
417 114 小深浦 こぶかうら 太刀打場山 たちうちばやま
418 114 小深浦 こぶかうら 田ノ代 たのしろ
419 114 小深浦 こぶかうら 経墓 つねばか
420 114 小深浦 こぶかうら 寺ノ後 てらのうしろ
421 114 小深浦 こぶかうら 鳥坂山 とりさかやま
422 114 小深浦 こぶかうら 長田 ながた
423 114 小深浦 こぶかうら 中谷口 なかたにぐち
424 114 小深浦 こぶかうら 中取場 なかとりば
425 114 小深浦 こぶかうら 長畑 ながはた
426 114 小深浦 こぶかうら 新谷表 にいやおもて
427 114 小深浦 こぶかうら 西又 にしまた
428 114 小深浦 こぶかうら 西又山 にしまたやま
429 114 小深浦 こぶかうら 墓ノ鼻 はかのはな
430 114 小深浦 こぶかうら 走リ下リ山 はしりくざりやま
431 114 小深浦 こぶかうら はまだやしき
432 114 小深浦 こぶかうら ひがしはま
433 114 小深浦 こぶかうら ふくぞうじやま
434 114 小深浦 こぶかうら 不動 ふどう
435 114 小深浦 こぶかうら 舩倉 ふなくら
436 114 小深浦 こぶかうら フロノカキ ふろのかき
437 114 小深浦 こぶかうら 本谷口 ほんたにぐち
438 114 小深浦 こぶかうら 箕ノ腰 みのこし
439 114 小深浦 こぶかうら 箕腰山 みのこしやま
440 114 小深浦 こぶかうら ムソノワダ むそのわだ
441 114 小深浦 こぶかうら モモノキザコ もものきざこ
442 114 小深浦 こぶかうら 弥左衛門 やざえもん
443 114 小深浦 こぶかうら 横畑 よこばた
444 115 自由ヶ丘 じゆうがおか
445 116 大深浦 おおぶかうら 赤ハゲ あかはげ
446 116 大深浦 おおぶかうら 赤穂島 あかほじま
447 116 大深浦 おおぶかうら 池ノ谷山 いけのたにやま
448 116 大深浦 おおぶかうら 石神谷山 いしがみたにやま
449 116 大深浦 おおぶかうら 石神山 いしがみやま
450 116 大深浦 おおぶかうら 井戸ノ谷山 いどのたにやま
451 116 大深浦 おおぶかうら イノキサコ いのきさこ
452 116 大深浦 おおぶかうら うちかどやま
453 116 大深浦 おおぶかうら 大谷田山 おおたにだやま
454 116 大深浦 おおぶかうら 大谷山 おおたにやま
455 116 大深浦 おおぶかうら 大人山 おおひとやま
456 116 大深浦 おおぶかうら ヲクカシダニ おくかしだに

2016/5/15 8/88 四万十町地名辞典付属資料



宿毛市の大字・字の一覧

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

457 116 大深浦 おおぶかうら 奥正龍谷 おくしようりゆうだに
458 116 大深浦 おおぶかうら 奥駄塲 おくだば
459 116 大深浦 おおぶかうら 奥夏山 おくなつやま
460 116 大深浦 おおぶかうら 押ノ峠 おしのとうげ
461 116 大深浦 おおぶかうら 小田内 おだうち
462 116 大深浦 おおぶかうら 小田ノ谷山 おだのたにやま
463 116 大深浦 おおぶかうら ヲリ付 おりつき
464 116 大深浦 おおぶかうら 音地 おんぢ
465 116 大深浦 おおぶかうら 音地奥山 おんぢおくやま
466 116 大深浦 おおぶかうら 音地ノ前 おんぢのまえ
467 116 大深浦 おおぶかうら 音地山 おんぢやま
468 116 大深浦 おおぶかうら カキカセト かきかせと
469 116 大深浦 おおぶかうら 柿ノ木ハナ かきのきはな
470 116 大深浦 おおぶかうら カシダニ かしだに
471 116 大深浦 おおぶかうら 樫谷畝山 かしだにうねやま
472 116 大深浦 おおぶかうら 加治屋田 かじやだ
473 116 大深浦 おおぶかうら 梶山 かじやま
474 116 大深浦 おおぶかうら 方ノ脇山 かたのわきやま
475 116 大深浦 おおぶかうら 門屋式 かどやしき
476 116 大深浦 おおぶかうら 上屋式田 かみやしきだ
477 116 大深浦 おおぶかうら 鴨奥山 かもおくやま
478 116 大深浦 おおぶかうら 河平 かわひら
479 116 大深浦 おおぶかうら 河平山 かわひらやま
480 116 大深浦 おおぶかうら カワラケ田山 かわらげだやま
481 116 大深浦 おおぶかうら 久蔵上ノ山 きゆうぞううえのやま
482 116 大深浦 おおぶかうら 串ノ奥 くしのおく
483 116 大深浦 おおぶかうら 串ノ奥山 くしのおくやま
484 116 大深浦 おおぶかうら 久保田 くぼた
485 116 大深浦 おおぶかうら 古城 こじよう
486 116 大深浦 おおぶかうら 小谷山 こたにやま
487 116 大深浦 おおぶかうら ゴマジリ山 ごまじりやま
488 116 大深浦 おおぶかうら 古屋峠山 こやとうげやま
489 116 大深浦 おおぶかうら 古屋谷山北分 こやのたにやまきたぶん
490 116 大深浦 おおぶかうら 古屋場 こやば
491 116 大深浦 おおぶかうら 古屋場山 こやばやま
492 116 大深浦 おおぶかうら 古屋東分山 こやひがしわけやま
493 116 大深浦 おおぶかうら 古屋本谷山 こやほんだにやま
494 116 大深浦 おおぶかうら 小井流 こゆる
495 116 大深浦 おおぶかうら 櫻ヶ畝山 さくらがせやま
496 116 大深浦 おおぶかうら 櫻ヶ谷 さくらがたに
497 116 大深浦 おおぶかうら 猿越山 さるごえやま
498 116 大深浦 おおぶかうら 三反地 さんたんぢ
499 116 大深浦 おおぶかうら シキノ谷 しぎのたにやま
500 116 大深浦 おおぶかうら 志澤濱渕 しさわはまぶち
501 116 大深浦 おおぶかうら 下田ノ内山 しもたのうちやま
502 116 大深浦 おおぶかうら シモダバ しもだば
503 116 大深浦 おおぶかうら 下ノ谷 しものたに
504 116 大深浦 おおぶかうら 正学防 しようがくぼう
505 116 大深浦 おおぶかうら 正龍谷 しようりゆうだに
506 116 大深浦 おおぶかうら 正龍谷北山 しようりゆうだにきたや
507 116 大深浦 おおぶかうら 城ヶ山 しろがやま
508 116 大深浦 おおぶかうら 新井流 しんゆる
509 116 大深浦 おおぶかうら スゲノサコ すげのさこ
510 116 大深浦 おおぶかうら スズ玉山 すずたまやま
511 116 大深浦 おおぶかうら スノキ屋式 すのきやしき
512 116 大深浦 おおぶかうら セン長 せんちよう
513 116 大深浦 おおぶかうら 船場山 せんばやま
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514 116 大深浦 おおぶかうら 惣市山 そういちやま
515 116 大深浦 おおぶかうら 象頭山 ぞうとうやま
516 116 大深浦 おおぶかうら タデ原 たではら
517 116 大深浦 おおぶかうら 地神ノ森山 ぢじんのもりやま
518 116 大深浦 おおぶかうら 地ノ鼻山 ぢのはなやま
519 116 大深浦 おおぶかうら 長藏山 ちようぞうやま
520 116 大深浦 おおぶかうら ツ井スケ山 ついすけやま
521 116 大深浦 おおぶかうら ツンボウ つんぼう
522 116 大深浦 おおぶかうら 寺奥山 てらおくやま
523 116 大深浦 おおぶかうら 東岸ノ内 とうがんのうち
524 116 大深浦 おおぶかうら 東岸ノ外 とうがんのそと
525 116 大深浦 おおぶかうら 道左孤 どうさこ
526 116 大深浦 おおぶかうら 道左孤山 どうさこやま
527 116 大深浦 おおぶかうら 道ノ表 どうのおもて
528 116 大深浦 おおぶかうら 兎ヶ谷山 とがたにやま
529 116 大深浦 おおぶかうら 友次家ノ上山 ともじいえのうえやま
530 116 大深浦 おおぶかうら トヲメン とをめん
531 116 大深浦 おおぶかうら 長谷 ながたに
532 116 大深浦 おおぶかうら 中ノ谷山 なかのたにやま
533 116 大深浦 おおぶかうら 中宗山 なかむねやま
534 116 大深浦 おおぶかうら 中屋式田 なかやしきだ
535 116 大深浦 おおぶかうら 夏山 なつやま
536 116 大深浦 おおぶかうら 夏山西分 なつやまにしぶん
537 116 大深浦 おおぶかうら 西川原毛山 にしがわらけやま
538 116 大深浦 おおぶかうら 西正龍山 にししようりゆうやま
539 116 大深浦 おおぶかうら 西ダバ山 にしだばやま
540 116 大深浦 おおぶかうら 西平山 にしひらやま
541 116 大深浦 おおぶかうら 子バスケ山 ねばすけやま
542 116 大深浦 おおぶかうら 登谷山 のぼりたにやま
543 116 大深浦 おおぶかうら 萩原 はぎわら
544 116 大深浦 おおぶかうら ハゲ山 はげやま
545 116 大深浦 おおぶかうら 東馬木山 ひがしうまきやま
546 116 大深浦 おおぶかうら 日引ノ前 ひびきのまえ
547 116 大深浦 おおぶかうら 日引山 ひびきやま
548 116 大深浦 おおぶかうら 弘畑 ひろはた
549 116 大深浦 おおぶかうら 弘畠越山 ひろばたごえやま
550 116 大深浦 おおぶかうら ブジュ谷 ぶじゆだに
551 116 大深浦 おおぶかうら 古城山 ふるじようやま
552 116 大深浦 おおぶかうら 古谷 ふるたに
553 116 大深浦 おおぶかうら フロガ畑山 ふろがはたやま
554 116 大深浦 おおぶかうら 佛ノ峠 ほとけのとうげ
555 116 大深浦 おおぶかうら 佛ノ峠山 ほとけのとうげやま
556 116 大深浦 おおぶかうら 本越 ほんごえ
557 116 大深浦 おおぶかうら 本城山 ほんじようやま
558 116 大深浦 おおぶかうら 本佛 ほんぶつ
559 116 大深浦 おおぶかうら 本佛山 ほんぶつやま
560 116 大深浦 おおぶかうら 松ヶ澤 まつがさわ
561 116 大深浦 おおぶかうら 松木原山 まつきはらやま
562 116 大深浦 おおぶかうら 丸山 まるやま
563 116 大深浦 おおぶかうら 丸山赤穂島 まるやまあかほじま
564 116 大深浦 おおぶかうら 味噌ヶ市 みそがいち
565 116 大深浦 おおぶかうら 南正龍山 みなみしようりゆうやま
566 116 大深浦 おおぶかうら ミノコシ山 みのこしやま
567 116 大深浦 おおぶかうら 屋式田 やしきだ
568 116 大深浦 おおぶかうら 井流ノ内 ゆるのうち
569 116 大深浦 おおぶかうら 井流ノ内山 ゆるのうちやま
570 116 大深浦 おおぶかうら 横田 よこた
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571 116 大深浦 おおぶかうら 芳谷山 よしだにやま
572 116 大深浦 おおぶかうら ヨシヒラ よしひら
573 116 大深浦 おおぶかうら 里塚山 りつかやま
574 116 大深浦 おおぶかうら 六部森山 ろくぶもりやま
575 117 西町１丁目 にしまちいっちょうめ
576 118 西町２丁目 にしまちにちょうめ
577 119 西町３丁目 にしまちさんちょうめ
578 120 西町４丁目 にしまちよんちょうめ
579 121 西町５丁目 にしまちごちょうめ
580 122 樺 かば 池ノ谷 いけのたに
581 122 樺 かば 石神山 いしがみやま
582 122 樺 かば 石橋ノ下 いしばしのした
583 122 樺 かば 後ノ谷 うしろのたに
584 122 樺 かば 大樺口 おおかばぐち
585 122 樺 かば 押ノ峠 おしのとうげ
586 122 樺 かば 下リ付 おりつき
587 122 樺 かば 下リ付山 おりつきやま
588 122 樺 かば カキノ内 かきのうち
589 122 樺 かば カキノ内山 かきのうちやま
590 122 樺 かば 柿ノ木畑 かきのきばた
591 122 樺 かば 柿本 かきもと
592 122 樺 かば 覚明山 かくめいやま
593 122 樺 かば 金山 かなやま
594 122 樺 かば 蟹茅 かにがや
595 122 樺 かば 椛崎山 かばさきやま
596 122 樺 かば 樺新港 かばしんこう
597 122 樺 かば 上屋式山 かみやしきやま
598 122 樺 かば 土器田 かわらぎでん
599 122 樺 かば キウチヶ谷 きうちがたに
600 122 樺 かば 北平山 きたひらやま
601 122 樺 かば 切タヲ山 きりたおやま
602 122 樺 かば 源九郎畑 げんくろうばた
603 122 樺 かば 小池 こいけ
604 122 樺 かば 庚申平 こうしんびら
605 122 樺 かば 小椛ノ奥 こかばのおく
606 122 樺 かば 小志澤尾 こしさお
607 122 樺 かば 五反平 ごたんびら
608 122 樺 かば コヤヶ谷 こやがたに
609 122 樺 かば 櫻木山 さくらぎやま
610 122 樺 かば 平サコ山 さこやま
611 122 樺 かば 篠田 ささでん
612 122 樺 かば 皿谷 さらたに
613 122 樺 かば 三本松 さんぼんまつ
614 122 樺 かば 椎林 しいばやし
615 122 樺 かば 潮田 しおた
616 122 樺 かば 下モ畑 しもばた
617 122 樺 かば 下モ畑山 しもばたやま
618 122 樺 かば 正歩ヶ谷 しようぶがたに
619 122 樺 かば 正歩ヶ谷西平山 しようぶがたににしひ
620 122 樺 かば 白皇神田 しらおうじんでん
621 122 樺 かば しろううえもんやま
622 122 樺 かば 新崎山 しんざきやま
623 122 樺 かば 甚助分 じんすけぶん
624 122 樺 かば 新林 しんばやし
625 122 樺 かば 杉山ノ谷 すぎやまのたに
626 122 樺 かば 大日山 だいにちやま
627 122 樺 かば タデワエ たでわえ
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628 122 樺 かば 谷屋式 たにやしき
629 122 樺 かば 田野谷 たのたに
630 122 樺 かば 地藏ノ尾 ぢぞうのお
631 122 樺 かば ツエノ谷 つえのたに
632 122 樺 かば 峠ケノ下 とうげのした
633 122 樺 かば 峠ノ下山 とうげのしたやま
634 122 樺 かば 鳥首西谷 とりくびにしのたに
635 122 樺 かば 鳥越山 とりごえやま
636 122 樺 かば 長尾谷 ながおたに
637 122 樺 かば 中尾山 なかおやま
638 122 樺 かば 中ノ尾 なかのお
639 122 樺 かば 夏山 なつやま
640 122 樺 かば 夏山ノ谷 なつやまのたに
641 122 樺 かば 名本屋敷 なもとやしき
642 122 樺 かば 名本山 なもとやま
643 122 樺 かば 西地山 にしぢやま
644 122 樺 かば 西平ハエ にしひらはえ
645 122 樺 かば 橋ノ下 はしのした
646 122 樺 かば 畑田山 はただやま
647 122 樺 かば 濱ノ下 はまのした
648 122 樺 かば はままくら
649 122 樺 かば ヒエシリ山 ひえしりやま
650 122 樺 かば 東平ハエ ひがしひらはえ
651 122 樺 かば ひがしひろばたやま
652 122 樺 かば 聖神田 ひじりじんでん
653 122 樺 かば 聖山 ひじりやま
654 122 樺 かば 平ハエ山 ひらはえやま
655 122 樺 かば ひろはた
656 122 樺 かば 深谷 ふかだに
657 122 樺 かば 深鼻山 ふかはなやま
658 122 樺 かば 舩ヶ浦ノ谷 ふながうらのたに
659 122 樺 かば 本佛 ほんぶつ
660 122 樺 かば 本佛山 ほんぶつやま
661 122 樺 かば マガリサコ まがりさこ
662 122 樺 かば 松ヶサコ まつがさこ
663 122 樺 かば 丸田 まるた
664 122 樺 かば 道ノ表 みちのおもて
665 122 樺 かば 宮ノ谷 みやのたに
666 122 樺 かば 宮ノ谷山 みやのたにやま
667 122 樺 かば 向フ畑 むこうふばた
668 122 樺 かば 室屋畑山 むろやばたやま
669 122 樺 かば やくじようのはな
670 122 樺 かば やくじようやま
671 122 樺 かば 山添山 やまぞえやま
672 122 樺 かば 楊梅谷 ようばいだに
673 122 樺 かば 与田平 よたひら
674 122 樺 かば ワリ田 わりた
675 123 宇須々木 うすすき 赤ハケ山 あかはげやま
676 123 宇須々木 うすすき 赤場谷 あかばだに
677 123 宇須々木 うすすき 昼知 あぜち
678 123 宇須々木 うすすき 畔地 あぜち
679 123 宇須々木 うすすき 阿瀬知山 あぜちやま
680 123 宇須々木 うすすき 畔地山 あぜちやま
681 123 宇須々木 うすすき 雨皷 あまつづみ
682 123 宇須々木 うすすき 網代山 あみしろやま
683 123 宇須々木 うすすき 池ノ口 いけのくち
684 123 宇須々木 うすすき 伊田ノ谷 いだのたに
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685 123 宇須々木 うすすき 伊田峯 いだみね
686 123 宇須々木 うすすき 稲毛山 いなげやま
687 123 宇須々木 うすすき 伊武田 いぶた
688 123 宇須々木 うすすき 岩井田 いわいでん
689 123 宇須々木 うすすき 岩水畑 いわみずはた
690 123 宇須々木 うすすき ウツボ谷 うつぼだに
691 123 宇須々木 うすすき 梅ノ木谷 うめのきだに
692 123 宇須々木 うすすき 枝ノ谷 えだのたに
693 123 宇須々木 うすすき 圓ノサコ えんのさこ
694 123 宇須々木 うすすき 大串 おおぐし
695 123 宇須々木 うすすき 大串山 おおぐしやま
696 123 宇須々木 うすすき 大首 おおくび
697 123 宇須々木 うすすき 大サコ おおさこ
698 123 宇須々木 うすすき 太田 おおた
699 123 宇須々木 うすすき 大谷 おおたに
700 123 宇須々木 うすすき 大谷山 おおたにやま
701 123 宇須々木 うすすき 岡田屋式 おかだやしき
702 123 宇須々木 うすすき 岡本畑 おかもとはた
703 123 宇須々木 うすすき 奥ノ谷 おくのたに
704 123 宇須々木 うすすき ヲモ山 おもやま
705 123 宇須々木 うすすき 下リ付 おりつき
706 123 宇須々木 うすすき 折付 おりつき
707 123 宇須々木 うすすき カイマワリ かいまわり
708 123 宇須々木 うすすき 垣ノ内 かきのうち
709 123 宇須々木 うすすき 柿ノ木田 かきのきた
710 123 宇須々木 うすすき 川後ノ谷 かごのたに
711 123 宇須々木 うすすき 川後山 かごやま
712 123 宇須々木 うすすき 梶取 かじとり
713 123 宇須々木 うすすき 鍛治屋田 かじやだ
714 123 宇須々木 うすすき 柏田 かしわだ
715 123 宇須々木 うすすき 片山 かたやま
716 123 宇須々木 うすすき カチヤタ山 かちやたやま
717 123 宇須々木 うすすき 金堀場 かなほりば
718 123 宇須々木 うすすき 椛越 かばこし
719 123 宇須々木 うすすき 鎌田 かまた
720 123 宇須々木 うすすき かみのはま
721 123 宇須々木 うすすき 鴨ヶ浦 かもがうら
722 123 宇須々木 うすすき 川久保 かわくぼ
723 123 宇須々木 うすすき 河原田 かわはらだ
724 123 宇須々木 うすすき 勘藏ダバ かんぞうだば
725 123 宇須々木 うすすき 久八畑 きゆうはちばた
726 123 宇須々木 うすすき 下リサコ くざりさこ
727 123 宇須々木 うすすき 国沢畑 くにさわはた
728 123 宇須々木 うすすき 久保田屋敷 くぼたやしき
729 123 宇須々木 うすすき 熊ヶ谷 くまがたに
730 123 宇須々木 うすすき 蔵ノ後 くらのうしろ
731 123 宇須々木 うすすき 藏ノ谷 くらのたに
732 123 宇須々木 うすすき 栗ノ木谷 くりのきだに
733 123 宇須々木 うすすき 栗ノ木谷山 くりのきだにやま
734 123 宇須々木 うすすき 車瀬 くるませ
735 123 宇須々木 うすすき 九郎助 くろうすけ
736 123 宇須々木 うすすき 越戸山 こえとやま
737 123 宇須々木 うすすき コツノダバ こつのだば
738 123 宇須々木 うすすき 御殿山 ごてんやま
739 123 宇須々木 うすすき 桜田 さくらだ
740 123 宇須々木 うすすき 三藏畑 さんぞうはた
741 123 宇須々木 うすすき 鹿ノ角 しかのつの
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742 123 宇須々木 うすすき 清水川 しみずがわ
743 123 宇須々木 うすすき 拾枚田 じゆうまいでん
744 123 宇須々木 うすすき 正作 しようさく
745 123 宇須々木 うすすき 正作山 しようさくやま
746 123 宇須々木 うすすき 勝仙寺谷 しようじんだに
747 123 宇須々木 うすすき 勝負ヶ谷 しようぶがだに
748 123 宇須々木 うすすき 白貝 しらがい
749 123 宇須々木 うすすき 城山 しろやま
750 123 宇須々木 うすすき 神田 じんでん
751 123 宇須々木 うすすき 新屋敷 しんやしき
752 123 宇須々木 うすすき 瑞泉寺 ずいせんじ
753 123 宇須々木 うすすき 瑞泉寺山 ずいせんじやま
754 123 宇須々木 うすすき 杉山 すぎやま
755 123 宇須々木 うすすき 大工山 だいくやま
756 123 宇須々木 うすすき 高平 たかひら
757 123 宇須々木 うすすき 橘サコ たちばさこ
758 123 宇須々木 うすすき 橘谷 たちばだに
759 123 宇須々木 うすすき 田中屋敷 たなかやしき
760 123 宇須々木 うすすき 谷田平 たにだひら
761 123 宇須々木 うすすき 谷ノ下 たにのした
762 123 宇須々木 うすすき 谷ノ山 たにのやま
763 123 宇須々木 うすすき 駄場 だば
764 123 宇須々木 うすすき 使田 つかいでん
765 123 宇須々木 うすすき 津川サコ つかわさこ
766 123 宇須々木 うすすき 塚ワ田 つかわた
767 123 宇須々木 うすすき 皷田 つづみた
768 123 宇須々木 うすすき ツナリ山 つなりやま
769 123 宇須々木 うすすき 手打ヶ谷 てうちがたに
770 123 宇須々木 うすすき 土居屋敷 どいやしき
771 123 宇須々木 うすすき 堂ノ鼻 どうのはな
772 123 宇須々木 うすすき 伽 とぎ
773 123 宇須々木 うすすき 殿山 とのやま
774 123 宇須々木 うすすき 鳥羽ヶ谷 とばがたに
775 123 宇須々木 うすすき 鳥羽山 とばやま
776 123 宇須々木 うすすき 友藏田 ともぞうでん
777 123 宇須々木 うすすき 中畝 なかうね
778 123 宇須々木 うすすき 中立 なかたて
779 123 宇須々木 うすすき 中駄場 なかだば
780 123 宇須々木 うすすき 中谷 なかのたに
781 123 宇須々木 うすすき 中ノ森山 なかのもりやま
782 123 宇須々木 うすすき 西岡畑 にしおかばた
783 123 宇須々木 うすすき 西尾ノ上 にしおのうえ
784 123 宇須々木 うすすき 西北平 にしきたひら
785 123 宇須々木 うすすき 西港 にしこう
786 123 宇須々木 うすすき 西谷 にしたに
787 123 宇須々木 うすすき 西田畑 にしだはた
788 123 宇須々木 うすすき 西平山 にしひらやま
789 123 宇須々木 うすすき 西村畑 にしむらはた
790 123 宇須々木 うすすき 念佛サコ ねんぶつさこ
791 123 宇須々木 うすすき 野中ノ谷 のなかのたに
792 123 宇須々木 うすすき 野緑 のみどり
793 123 宇須々木 うすすき 畠田 はたけだ
794 123 宇須々木 うすすき 八郎屋敷 はちろうやしき
795 123 宇須々木 うすすき はまだやま
796 123 宇須々木 うすすき はまのごえ
797 123 宇須々木 うすすき はまのたに
798 123 宇須々木 うすすき 東雨皷 ひがしあまつづみ
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799 123 宇須々木 うすすき 東尾ノ上 ひがしおのうえ
800 123 宇須々木 うすすき 東北平 ひがしきたひら
801 123 宇須々木 うすすき 東北山 ひがしきたやま
802 123 宇須々木 うすすき 樋ノ口 ひのくち
803 123 宇須々木 うすすき 蛭子山 ひめこやま
804 123 宇須々木 うすすき 平野 ひらの
805 123 宇須々木 うすすき 平見 ひらみ
806 123 宇須々木 うすすき 深田 ふかた
807 123 宇須々木 うすすき 福藏寺田 ふくぞうじでん
808 123 宇須々木 うすすき 藤田 ふじた
809 123 宇須々木 うすすき 船蔵 ふなぐら
810 123 宇須々木 うすすき 宝海山 ほうかいざん
811 123 宇須々木 うすすき 松ヶサコ まつがさこ
812 123 宇須々木 うすすき 松澤 まつさわ
813 123 宇須々木 うすすき 松ノ下 まつのした
814 123 宇須々木 うすすき 的場 まとば
815 123 宇須々木 うすすき 丸田 まるた
816 123 宇須々木 うすすき 丸山 まるやま
817 123 宇須々木 うすすき 三島 みしま
818 123 宇須々木 うすすき 三嶋山 みしまやま
819 123 宇須々木 うすすき 水ヶ峠山 みずがとうげやま
820 123 宇須々木 うすすき 水持山 みずもちやま
821 123 宇須々木 うすすき 溝田 みぞた
822 123 宇須々木 うすすき ミソノ みその
823 123 宇須々木 うすすき 御玉谷 みたまたに
824 123 宇須々木 うすすき 道ノ下 みちのした
825 123 宇須々木 うすすき 三ツ碆山 みつばえやま
826 123 宇須々木 うすすき 港 みなと
827 123 宇須々木 うすすき 峯屋敷 みねやしき
828 123 宇須々木 うすすき 向イ畑 むかいはた
829 123 宇須々木 うすすき ムソノシタ むそのした
830 123 宇須々木 うすすき 室屋政所 むろやまんどころ
831 123 宇須々木 うすすき 森ノ尾 もりのお
832 123 宇須々木 うすすき 柳 やなぎ
833 123 宇須々木 うすすき 山口 やまぐち
834 123 宇須々木 うすすき 山ノ木ダバ やまのきだば
835 123 宇須々木 うすすき 山本サコ やまもとさこ
836 123 宇須々木 うすすき 遊尻 ゆうじり
837 123 宇須々木 うすすき 横シタ よこした
838 123 宇須々木 うすすき ヨチ畑山 よちはたやま
839 123 宇須々木 うすすき 龍ヶ谷山 りゆうがたにやま
840 123 宇須々木 うすすき 両ノ谷 りようのたに
841 123 宇須々木 うすすき 老僧山 ろうすやま
842 123 宇須々木 うすすき 六地藏 ろくぢぞう
843 123 宇須々木 うすすき 脇畑 わきはた
844 123 宇須々木 うすすき 和田ノ下 わだのした
845 123 宇須々木 うすすき 割礁山 わりばえやま
846 124 藻津 むくづ 赤松山 あかまつやま
847 124 藻津 むくづ 家坪 いえつぼ
848 124 藻津 むくづ 池谷山 いけたにやま
849 124 藻津 むくづ 石佛 いしぼとけ
850 124 藻津 むくづ 一本松 いつぽんまつ
851 124 藻津 むくづ 後田 うしろだ
852 124 藻津 むくづ 後田山 うしろだやま
853 124 藻津 むくづ 畝畑 うねばたけ
854 124 藻津 むくづ 梅ノ木谷 うめのきたに
855 124 藻津 むくづ 蛭子鼻山 えびすばなやま
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856 124 藻津 むくづ 大和田 おおわだ
857 124 藻津 むくづ 大和田山 おおわだやま
858 124 藻津 むくづ 岡畑 おかのはたけ
859 124 藻津 むくづ 尾崎 おさき
860 124 藻津 むくづ 尾崎山 おさきやま
861 124 藻津 むくづ 尾立山 おだてやま
862 124 藻津 むくづ 落合 おとしたに
863 124 藻津 むくづ 尾野鼻 おのはな
864 124 藻津 むくづ 貝崎 かいがさき
865 124 藻津 むくづ 貝ヶ崎山 かいがさきやま
866 124 藻津 むくづ 柏田 かしわだ
867 124 藻津 むくづ 柏谷 かしわだに
868 124 藻津 むくづ 柏田山 かしわだやま
869 124 藻津 むくづ カニクライ かにくらい
870 124 藻津 むくづ 上岡 かみおか
871 124 藻津 むくづ 上尾崎 かみおさき
872 124 藻津 むくづ 上船場 かみふなば
873 124 藻津 むくづ 上傍示 かみぼうじ
874 124 藻津 むくづ 観音山 かんのんやま
875 124 藻津 むくづ 北後田 きたうしろだ
876 124 藻津 むくづ 北谷 きたたに
877 124 藻津 むくづ きたつえうちやま
878 124 藻津 むくづ 北平山 きたひらやま
879 124 藻津 むくづ 木津志 きつし
880 124 藻津 むくづ キツシ谷 きつしだに
881 124 藻津 むくづ 木下 きのした
882 124 藻津 むくづ 下畑 くだりばたけ
883 124 藻津 むくづ 下リ山 くだりやま
884 124 藻津 むくづ 口無谷 くちなしたに
885 124 藻津 むくづ 久保屋式 くぼやしき
886 124 藻津 むくづ 光善屋式 こうぜんやしき
887 124 藻津 むくづ 幸田 こうだ
888 124 藻津 むくづ 幸田平山 こうだひらやま
889 124 藻津 むくづ 御前場 ごぜんば
890 124 藻津 むくづ 才農 さいのう
891 124 藻津 むくづ 才農山 さいのうやま
892 124 藻津 むくづ サルクイ さるくい
893 124 藻津 むくづ 三本松 さんぼんまつ
894 124 藻津 むくづ 三枚田 さんまいだ
895 124 藻津 むくづ 塩屋 しおや
896 124 藻津 むくづ 塩屋山 しおややま
897 124 藻津 むくづ 下畑 しもばたけ
898 124 藻津 むくづ 下船場 しもふなば
899 124 藻津 むくづ 下傍示 しもぼうじ
900 124 藻津 むくづ 尻貝 しりがい
901 124 藻津 むくづ 尻貝山 しりがいやま
902 124 藻津 むくづ 新立山 しんだてやま
903 124 藻津 むくづ 滝ノ山 たきのやま
904 124 藻津 むくづ 田中 たなか
905 124 藻津 むくづ 地神洲 ぢじんしゆう
906 124 藻津 むくづ つえうち
907 124 藻津 むくづ 寺前 てらまえ
908 124 藻津 むくづ トキノウエ ときのうえ
909 124 藻津 むくづ 鳥井キレ とりいぎれ
910 124 藻津 むくづ 中サコヤマ なかさこやま
911 124 藻津 むくづ 永野 ながの
912 124 藻津 むくづ 中平山 なかひらやま
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913 124 藻津 むくづ 中森山 なかもりやま
914 124 藻津 むくづ 西後田 にしうしろだ
915 124 藻津 むくづ 西柏田山 にしかしわだやま
916 124 藻津 むくづ 西久保 にしくぼ
917 124 藻津 むくづ 西谷 にしたに
918 124 藻津 むくづ にしつえうちやま
919 124 藻津 むくづ 西ノ畝山 にしのせやま
920 124 藻津 むくづ 西平山 にしひらやま
921 124 藻津 むくづ 西傍示山 にしぼうじやま
922 124 藻津 むくづ 西森山 にしもりやま
923 124 藻津 むくづ 西脇谷 にしわきたに
924 124 藻津 むくづ 西脇山 にしわきやま
925 124 藻津 むくづ 入道佐古 にゆうどうさこ
926 124 藻津 むくづ 子ヂレマツ ねぢれまつ
927 124 藻津 むくづ 農木谷 のぎたに
928 124 藻津 むくづ 萩谷山 はぎのたにやま
929 124 藻津 むくづ 萩谷 はぎのたね
930 124 藻津 むくづ 畑田 はたけだ
931 124 藻津 むくづ 東大和田 ひがしおおわだ
932 124 藻津 むくづ 東平山 ひがしひらやま
933 124 藻津 むくづ 火口 ひのくち
934 124 藻津 むくづ ヒノ口山 ひのくちやま
935 124 藻津 むくづ 平駄場 ひらだば
936 124 藻津 むくづ 深田 ふかた
937 124 藻津 むくづ 松尾山 まつおやま
938 124 藻津 むくづ 松佐古 まつがさこ
939 124 藻津 むくづ 松田山 まつだやま
940 124 藻津 むくづ 松葉山 まつばやま
941 124 藻津 むくづ 道ノ上 みちのうえ
942 124 藻津 むくづ 港 みなと
943 124 藻津 むくづ 港山 みなとやま
944 124 藻津 むくづ 南大和田 みなみおおわだ
945 124 藻津 むくづ 峯屋式 みねやしき
946 124 藻津 むくづ 峯屋式山 みねやしきやま
947 124 藻津 むくづ 箕腰 みのこし
948 124 藻津 むくづ 宮本 みやもと
949 124 藻津 むくづ 向山 むかいやま
950 124 藻津 むくづ 藻津川 むくづがわ
951 124 藻津 むくづ 奴田坪 やたつぼ
952 124 藻津 むくづ 渡小島 わたりこじま
953 125 池島 いけしま 池ノ浦 いけのうら
954 125 池島 いけしま 井戸谷 いどたに
955 125 池島 いけしま 大谷 おおたに
956 125 池島 いけしま 西行 さいぎよう
957 125 池島 いけしま 志沢 しさお
958 125 池島 いけしま 西ノ打越 にしのうちごえ
959 125 池島 いけしま 西ノ谷 にしのたに
960 125 池島 いけしま ヌカツカ ぬかつか
961 125 池島 いけしま 船隠 ふなかくし
962 125 池島 いけしま 鰡綱代 ぼらあじろ
963 126 大島 おおしま 網代クロミ あみしろくろみ
964 126 大島 おおしま 網代平 あみしろたいら
965 126 大島 おおしま 市島 いちしま
966 126 大島 おおしま 牛渡場 うしわたしば
967 126 大島 おおしま 内ノ浦 うちのうら
968 126 大島 おおしま ウトノワキ うとのわき
969 126 大島 おおしま 馬取 うまとうり
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970 126 大島 おおしま 大島屋敷 おおしまやしき
971 126 大島 おおしま 大田 おおた
972 126 大島 おおしま 大田ノコ おおたのこ
973 126 大島 おおしま 大藤島 おとうしま
974 126 大島 おおしま 咸陽島山 かんようとうやま
975 126 大島 おおしま 桐島 きりしま
976 126 大島 おおしま 小田 こた
977 126 大島 おおしま 五反 ごたん
978 126 大島 おおしま 五反越 ごたんごえ
979 126 大島 おおしま 五反下リ ごたんさがり
980 126 大島 おおしま 小道越 こみちごえ
981 126 大島 おおしま 四反 したん
982 126 大島 おおしま 主屋敷 しゆやしき
983 126 大島 おおしま 新立 しんたて
984 126 大島 おおしま 土取 つちとり　　　　
985 126 大島 おおしま 堂ヶ峯 どうがみね
986 126 大島 おおしま 洞仙 どうせん
987 126 大島 おおしま 遠見 とうみ
988 126 大島 おおしま ドテハナ どてはな
989 126 大島 おおしま 轟 とどろき
990 126 大島 おおしま 轟畝サキ とどろきせさき
991 126 大島 おおしま 中峯 なかみね
992 126 大島 おおしま 七ツ網代 ななつあみしろ
993 126 大島 おおしま 西ノ峯 にしのみね
994 126 大島 おおしま ヌカズカ ぬかずか
995 126 大島 おおしま 野中 のなか
996 126 大島 おおしま フンサイタ ふんさいた
997 126 大島 おおしま マナカツオ まなかつお
998 126 大島 おおしま 丸島 まるしま
999 126 大島 おおしま 水ヶ浦 みずがうら
1000 126 大島 おおしま 道越 みちごえ
1001 126 大島 おおしま 妙堂 みようどう
1002 126 大島 おおしま 柳 やなぎ
1003 126 大島 おおしま 龍王 りゆうおう
1004 127 片島 かたしま
1005 128 坂ノ下 さかのした アラセ口 あらせぐち
1006 128 坂ノ下 さかのした アラセ堂谷 あらせどうたに
1007 128 坂ノ下 さかのした 荒瀬孫九谷 あらせまごくたに
1008 128 坂ノ下 さかのした 荒瀬山 あらせやま
1009 128 坂ノ下 さかのした 池田 いけだ
1010 128 坂ノ下 さかのした 石窓山 いしまどやま
1011 128 坂ノ下 さかのした 市蔵屋敷 いちぞうやしき
1012 128 坂ノ下 さかのした イナヤノマエ いなやのまえ
1013 128 坂ノ下 さかのした イナヤ屋敷 いなややしき
1014 128 坂ノ下 さかのした 牛ノ水 うしのみず
1015 128 坂ノ下 さかのした 大浦谷 おおうらだに
1016 128 坂ノ下 さかのした 大谷 おおたに
1017 128 坂ノ下 さかのした 大平 おおひら
1018 128 坂ノ下 さかのした 奥谷口 おくたにぐち
1019 128 坂ノ下 さかのした 奥ノ谷 おくのたに
1020 128 坂ノ下 さかのした カツラ袋 かつらぶくろ
1021 128 坂ノ下 さかのした 上堤添 かみどてぞい
1022 128 坂ノ下 さかのした 川平山 かわひらやま
1023 128 坂ノ下 さかのした 北船場 きたふなば
1024 128 坂ノ下 さかのした ククワラ くくわら
1025 128 坂ノ下 さかのした 藏屋敷 くらやしき
1026 128 坂ノ下 さかのした 車口 くるまぐち
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1027 128 坂ノ下 さかのした 車瀬 くるまぜ
1028 128 坂ノ下 さかのした 小松ノ前 こまつのまえ
1029 128 坂ノ下 さかのした 小松原山 こまつばらやま
1030 128 坂ノ下 さかのした 小松屋敷 こまつやしき
1031 128 坂ノ下 さかのした 下リ松 さがりまつ
1032 128 坂ノ下 さかのした シヲイリ しおいり
1033 128 坂ノ下 さかのした シヲスカ しおすか
1034 128 坂ノ下 さかのした 塩田 しおた
1035 128 坂ノ下 さかのした 下モ谷 しもたに
1036 128 坂ノ下 さかのした 下モ谷山 しもたにやま
1037 128 坂ノ下 さかのした 白皇谷 しらおうだに
1038 128 坂ノ下 さかのした シンカイ しんかい
1039 128 坂ノ下 さかのした 新八谷 しんやだに
1040 128 坂ノ下 さかのした 関所谷 せきしよだに
1041 128 坂ノ下 さかのした 高嶋 たかしま
1042 128 坂ノ下 さかのした 瀧ヶ谷山 たきがたにやま
1043 128 坂ノ下 さかのした チイヶ谷 ちいがたに
1044 128 坂ノ下 さかのした 地藏平 ぢぞうひら
1045 128 坂ノ下 さかのした 地藏尾山 ぢぞおやま
1046 128 坂ノ下 さかのした 天神平山 てんじんひらやま
1047 128 坂ノ下 さかのした 土居谷 どいたに
1048 128 坂ノ下 さかのした 中市谷 なかいちたに
1049 128 坂ノ下 さかのした 長尾平 ながおひら
1050 128 坂ノ下 さかのした 中川原 なかかわはら
1051 128 坂ノ下 さかのした 中切 なかぎり
1052 128 坂ノ下 さかのした 長谷 ながたに
1053 128 坂ノ下 さかのした 仲間屋敷 なかまやしき
1054 128 坂ノ下 さかのした 梨子ノ木谷 なしのきたに
1055 128 坂ノ下 さかのした 西谷 にしたに
1056 128 坂ノ下 さかのした 畑町屋敷 はたまちやしき
1057 128 坂ノ下 さかのした 原 はら
1058 128 坂ノ下 さかのした 東谷 ひがしたに
1059 128 坂ノ下 さかのした 東丸田 ひがしまるた
1060 128 坂ノ下 さかのした フカノエラ ふかのえら
1061 128 坂ノ下 さかのした フタマタ谷 ふたまただに
1062 128 坂ノ下 さかのした 船場 ふなば
1063 128 坂ノ下 さかのした 船場山 ふなばやま
1064 128 坂ノ下 さかのした ヘノハナ へのはな
1065 128 坂ノ下 さかのした 孫九谷 まごくたに
1066 128 坂ノ下 さかのした 松ノ本 まつのもと
1067 128 坂ノ下 さかのした 丸田 まるた
1068 128 坂ノ下 さかのした 見合谷 みあいだに
1069 128 坂ノ下 さかのした 三倉山 みくらやま
1070 128 坂ノ下 さかのした 水下シ みずくだし
1071 128 坂ノ下 さかのした 溝ノ上 みぞのうえ
1072 128 坂ノ下 さかのした ミツトリ みつとり
1073 128 坂ノ下 さかのした 弥太郎屋式 やたろうやしき
1074 129 和田 わだ 明田 あけた
1075 129 和田 わだ アソヲ谷 あそうたに
1076 129 和田 わだ アソヲ谷口 あそうたにぐち
1077 129 和田 わだ 愛宕山 あたごやま
1078 129 和田 わだ アタゴ領 あたごりよう
1079 129 和田 わだ 油デン あぶらでん
1080 129 和田 わだ 荒神 あらがみ
1081 129 和田 わだ 池田 いけだ
1082 129 和田 わだ 池田山 いけだやま
1083 129 和田 わだ 石川谷山 いしかわたにやま
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1084 129 和田 わだ 稲ヶ市 いながいち
1085 129 和田 わだ 稲毛谷 いなげだに
1086 129 和田 わだ 井ノ尻 いのしり
1087 129 和田 わだ 井ノ尻山 いのしりやま
1088 129 和田 わだ イノヲケ谷 いのをけだに
1089 129 和田 わだ 井流口 いりゆうぐち
1090 129 和田 わだ 井領 いりよう
1091 129 和田 わだ 岩黒 いわぐろ
1092 129 和田 わだ 上宗石 うえむねいし
1093 129 和田 わだ ウツヲキ うつおき
1094 129 和田 わだ ウツゲノ口 うつげのくち
1095 129 和田 わだ うのす
1096 129 和田 わだ 馬ヶ谷 うまがたに
1097 129 和田 わだ 馬ヶ谷口 うまがたにぐち
1098 129 和田 わだ 馬ムケス うまむけす
1099 129 和田 わだ 梅ノ木谷山 うめのきだにやま
1100 129 和田 わだ 梅ノ木ノ本 うめのきのもと
1101 129 和田 わだ 江鳥ノ巣 えとりのす
1102 129 和田 わだ 榎田 えのきた
1103 129 和田 わだ 円ノ上 えんのうえ
1104 129 和田 わだ 円ノ上山 えんのうえやま
1105 129 和田 わだ 円ノ下 えんのした
1106 129 和田 わだ 大田 おおた
1107 129 和田 わだ 大谷 おおたに
1108 129 和田 わだ 大谷口 おおたにぐち
1109 129 和田 わだ 大谷山 おおたにやま
1110 129 和田 わだ 大駄場 おおだば
1111 129 和田 わだ 大駄場東谷 おおだばひがしたに
1112 129 和田 わだ 大坪 おおつぼ
1113 129 和田 わだ 沖川原 おきかわはら
1114 129 和田 わだ 小田岡 おだおか
1115 129 和田 わだ 小高田 おだかた
1116 129 和田 わだ 小田方二谷懸 おだかたにたにがけ
1117 129 和田 わだ 御茶畑 おちやばたけ
1118 129 和田 わだ 御堂ヶ谷 おどうがたに
1119 129 和田 わだ 御堂ノ上 おどうのうえ
1120 129 和田 わだ 音ヶ谷 おとがたに
1121 129 和田 わだ 音ヶ谷山 おとがたにやま
1122 129 和田 わだ 踊リ堂 おどりどう
1123 129 和田 わだ 戒田 かいた
1124 129 和田 わだ 柿ノ木谷 かきのきたに
1125 129 和田 わだ 隠レ館 かくれかん
1126 129 和田 わだ 隠レ館口 かくれかんぐち
1127 129 和田 わだ 蔭平山 かげひらやま
1128 129 和田 わだ 梶給 かじきゆう
1129 129 和田 わだ 樫木瀬 かしのきせ
1130 129 和田 わだ 梶原 かじはら
1131 129 和田 わだ 加治屋ヶ市 かじやがいち
1132 129 和田 わだ 片山 かたやま
1133 129 和田 わだ 鎌田 かまた
1134 129 和田 わだ 上荒瀬 かみあらせ
1135 129 和田 わだ 上荒瀬北平 かみあらせきたひら
1136 129 和田 わだ 上井口 かみいぐち
1137 129 和田 わだ 上小高田 かみおだかだ
1138 129 和田 わだ 上形部ヶ市 かみけいぶがいち
1139 129 和田 わだ 上古庵 かみこあん
1140 129 和田 わだ 上澁瀬 かみしぶせ
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1141 129 和田 わだ 上下渡リ上リ かみしもわたりあがり
1142 129 和田 わだ 上鳶ヶ尾 かみとびがお
1143 129 和田 わだ 上森岡 かみもりおか
1144 129 和田 わだ 上山柿 かみやまがき
1145 129 和田 わだ カヤ苅場 かやかりば
1146 129 和田 わだ 唐川口 からかわぐち
1147 129 和田 わだ カラコウダチ からこうだち
1148 129 和田 わだ 川島 かわしま
1149 129 和田 わだ 川平 かわひら
1150 129 和田 わだ 川渕 かわぶち
1151 129 和田 わだ 願成寺屋敷 がんじようじやしき
1152 129 和田 わだ 北大駄馬 きたおおだば
1153 129 和田 わだ 北桑原 きたくわはら
1154 129 和田 わだ 北脇屋敷 きたわきやしき
1155 129 和田 わだ 局田 きよくだ
1156 129 和田 わだ 切戸 きりと
1157 129 和田 わだ 楠ノ瀬 くすのせ
1158 129 和田 わだ ク子コシ くねこし
1159 129 和田 わだ 久保畑 くぼばたけ
1160 129 和田 わだ 蔵ノ段 くらのだん
1161 129 和田 わだ 栗原 くりはら
1162 129 和田 わだ 車口 くるまぐち
1163 129 和田 わだ 車瀬 くるまぜ
1164 129 和田 わだ 黒屋敷 くろやしき
1165 129 和田 わだ 桑原 くわはら
1166 129 和田 わだ 形部ヶ市 けいぶがいち
1167 129 和田 わだ 源千代ケ上 げんちよがうえ
1168 129 和田 わだ 源千代ヶ谷 げんぢよがたに
1169 129 和田 わだ 古庵口 こあんぐち
1170 129 和田 わだ 古庵谷 こあんだに
1171 129 和田 わだ 古庵山 こあんやま
1172 129 和田 わだ 幸田山 こうだやま
1173 129 和田 わだ 小梅ノ木谷 こうめのきだに
1174 129 和田 わだ 鼓田 こた
1175 129 和田 わだ 小峠山 ことうげやま
1176 129 和田 わだ 子畑 こはた
1177 129 和田 わだ 小松 こまつ
1178 129 和田 わだ 小森 こもり
1179 129 和田 わだ 小森ノ後 こもりのうしろ
1180 129 和田 わだ 小森ノ前 こもりのまえ
1181 129 和田 わだ 笹田 ささでん
1182 129 和田 わだ サシドイ さしどい
1183 129 和田 わだ 指戸樋 さしどい
1184 129 和田 わだ 椎ノ木谷 しいのきだに
1185 129 和田 わだ 椎ノ木谷口 しいのきたにぐち
1186 129 和田 わだ シウリアン しうりあん
1187 129 和田 わだ 澁瀬 しぶせ
1188 129 和田 わだ 島田 しまだ
1189 129 和田 わだ 清水ノ本 しみずのもと
1190 129 和田 わだ 清水ノ本 しみずのもと
1191 129 和田 わだ 清水本 しみずもと
1192 129 和田 わだ 下大駄馬 しもおおだば
1193 129 和田 わだ 下京ヶ岡 しもきようがおか
1194 129 和田 わだ 下古庵 しもこあん
1195 129 和田 わだ 下竹添 しもたけぞえ
1196 129 和田 わだ 下モ谷 しもたに
1197 129 和田 わだ 下長田 しもながた
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1198 129 和田 わだ 下モノ下 しものした
1199 129 和田 わだ 下森岡 しももりおか
1200 129 和田 わだ 下柳 しもやなぎ
1201 129 和田 わだ 下六反 しもろくたん
1202 129 和田 わだ 下モ渡リ上リ しもわたりあがり
1203 129 和田 わだ 十右衛門屋敷 じゆうえもんやしき
1204 129 和田 わだ 上京ヶ岡 じようきようがおか
1205 129 和田 わだ 上慶分 じようけいぶん
1206 129 和田 わだ 生養院 しようよういん
1207 129 和田 わだ 白皇山 しらおうやま
1208 129 和田 わだ 白ヒゲ しらひげ
1209 129 和田 わだ 城ノ下 しろのした
1210 129 和田 わだ 城の段 しろのだん
1211 129 和田 わだ 城ノ本 しろのもと
1212 129 和田 わだ 城ノ脇 しろのわき
1213 129 和田 わだ 城山 しろやま
1214 129 和田 わだ 神内 じんない
1215 129 和田 わだ スカサキ すかさき
1216 129 和田 わだ 助村谷 すけむらたに
1217 129 和田 わだ スノ木ノ本 すのきのもと
1218 129 和田 わだ 説教口 せつきようぐち
1219 129 和田 わだ 説教谷 せつきようたに
1220 129 和田 わだ 善応寺屋敷 ぜんおうじやしき
1221 129 和田 わだ センドクボ せんどくぼ
1222 129 和田 わだ 添野ノ芝 そいののしば
1223 129 和田 わだ 曽我ノ前 そがのまえ
1224 129 和田 わだ ソ子 そね
1225 129 和田 わだ ソリ田 そりだ
1226 129 和田 わだ 大夫ヶ下 たいふがした
1227 129 和田 わだ 高畔 たかあぜ
1228 129 和田 わだ 高砂 たかさご
1229 129 和田 わだ 高ゾリ たかぞり
1230 129 和田 わだ 高田 たかだ
1231 129 和田 わだ タクミケ廉 たくみけれん
1232 129 和田 わだ 竹添 たけぞえ
1233 129 和田 わだ 竹ノ後口 たけのうしろぐち
1234 129 和田 わだ 竹ノ下 たけのした
1235 129 和田 わだ タデ原 たではら
1236 129 和田 わだ 谷川口 たにがわぐち
1237 129 和田 わだ 駄場 だば
1238 129 和田 わだ 太郎ケ谷 たろうんたに
1239 129 和田 わだ 中京ヶ岡 ちゆうきようがおか
1240 129 和田 わだ 中古庵 ちゆうこあん
1241 129 和田 わだ 丁畑ケ ちようばたけ
1242 129 和田 わだ つえのした
1243 129 和田 わだ ツヅラ谷 つづらたに
1244 129 和田 わだ ツヅラ谷口 つづらたにぐち
1245 129 和田 わだ 手洗川畝 てあらいがわうね
1246 129 和田 わだ 手洗川清本 てあらいがわせいもと
1247 129 和田 わだ 手洗川山 てあらいがわやま
1248 129 和田 わだ 寺ノ前 てらのまえ
1249 129 和田 わだ 伝十郎谷 でんじゆうろうだに
1250 129 和田 わだ 天神ノ本 てんじんのもと
1251 129 和田 わだ トアイ とあい
1252 129 和田 わだ 土居屋敷 どいやしき
1253 129 和田 わだ 土居屋敷 どいやしき
1254 129 和田 わだ 堂ヶ谷 どうがたに
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1255 129 和田 わだ 唐河谷山 とうがたにやま
1256 129 和田 わだ 唐川口 とうかわぐち
1257 129 和田 わだ 唐川谷 とうかわだに
1258 129 和田 わだ トカタ とかた
1259 129 和田 わだ 研石場 とぎいしば
1260 129 和田 わだ 鳶ヶ尾 とびがお
1261 129 和田 わだ とらつえからす
1262 129 和田 わだ トリノ相 とりのあい
1263 129 和田 わだ 中石川原 なかいしかわはら
1264 129 和田 わだ 中畝 なかうね
1265 129 和田 わだ 長サコ口 ながさこぐち
1266 129 和田 わだ 長サコ谷 ながさこだに
1267 129 和田 わだ 中スカ なかすか
1268 129 和田 わだ 長畑 ながはた
1269 129 和田 わだ 長畑口 ながはたぐち
1270 129 和田 わだ 長畑セイ本 ながはたせいもと
1271 129 和田 わだ 長畑山 ながはたやま
1272 129 和田 わだ 中原 なかはら
1273 129 和田 わだ 鍋池 なべいけ
1274 129 和田 わだ 西内野 にしうちの
1275 129 和田 わだ 西小峠 にしことうげ
1276 129 和田 わだ 西日ノ谷 にしひのたに
1277 129 和田 わだ 西ビルダ にしびるだ
1278 129 和田 わだ 弐反田 にたんだ
1279 129 和田 わだ 二本松 にほんまつ
1280 129 和田 わだ 根来ヶ谷 ねらいがたに
1281 129 和田 わだ 計石 はかりいし
1282 129 和田 わだ 橋ノ本 はしのもと
1283 129 和田 わだ 走リ川 はしりかわ
1284 129 和田 わだ 八幡畑 はちまんばた
1285 129 和田 わだ 林ノ下山 はやしのしたやま
1286 129 和田 わだ ハリメキ はりめき
1287 129 和田 わだ 稗田 ひえた
1288 129 和田 わだ 東内野 ひがしうちの
1289 129 和田 わだ 東桑原 ひがしくわはら
1290 129 和田 わだ 東小峠 ひがしことうげ
1291 129 和田 わだ 東ビルダ ひがしびるだ
1292 129 和田 わだ 聖山 ひしりやま
1293 129 和田 わだ 檜ノ段 ひのきのだん
1294 129 和田 わだ 日ノ谷 ひのたに
1295 129 和田 わだ 平谷 ひらたに
1296 129 和田 わだ 藤好 ふじよし
1297 129 和田 わだ 舟付 ふなつき
1298 129 和田 わだ 船ヶ谷 ふねがたに
1299 129 和田 わだ 船ケ谷口 ふねんたにぐち
1300 129 和田 わだ 船ケ谷山 ふねんたにやま
1301 129 和田 わだ 古市 ふるいち
1302 129 和田 わだ 風呂ノ下 ふろのした
1303 129 和田 わだ ホイ口 ほいぐち
1304 129 和田 わだ ホキヤシキ ほきやしき
1305 129 和田 わだ 堀切 ほりきり
1306 129 和田 わだ 本谷 ほんたに
1307 129 和田 わだ 松ノ木山 まつのきやま
1308 129 和田 わだ 丸池 まるいけ
1309 129 和田 わだ 水口 みずぐち
1310 129 和田 わだ 水越し みずこし
1311 129 和田 わだ 緑田 みどりだ
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1312 129 和田 わだ 峯ノ山 みねのやま
1313 129 和田 わだ ミノコシ みのこし
1314 129 和田 わだ 箕腰谷 みのこしたに
1315 129 和田 わだ 宮崎 みやざき
1316 129 和田 わだ 宮添 みやぞえ
1317 129 和田 わだ 宮ノ前 みやのまえ
1318 129 和田 わだ 宮ノ脇 みやのわき
1319 129 和田 わだ 宮脇 みやわき
1320 129 和田 わだ 向上 むかいかみ
1321 129 和田 わだ 向山 むかいやま
1322 129 和田 わだ 向山谷 むかいやまたに
1323 129 和田 わだ 宗石 むねいし
1324 129 和田 わだ 村岡屋敷 むらおかやしき
1325 129 和田 わだ 明徳 めいとく
1326 129 和田 わだ 柳谷 やなぎたに
1327 129 和田 わだ ヤ子ソエ やねぞえ
1328 129 和田 わだ 山柿 やまがき
1329 129 和田 わだ 山口 やまぐち
1330 129 和田 わだ 横田 よこた
1331 129 和田 わだ 横畑ケ よこばたけ
1332 129 和田 わだ 来城口 らいじようぐち
1333 129 和田 わだ 六反 ろくたん
1334 129 和田 わだ 六反田 ろくたんだ
1335 129 和田 わだ 和田邸 わだやしき
1336 129 和田 わだ 渡リ上リ わたりあがり
1337 129 和田 わだ 渡り上り わたりあがり
1338 129 和田 わだ 渡場 わたりば
1339 130 押ノ川 おしのかわ アイヤシキ あいやしき
1340 130 押ノ川 おしのかわ 赤田 あかだ
1341 130 押ノ川 おしのかわ 赤ハゲ あかはげ
1342 130 押ノ川 おしのかわ 天ヶ谷 あまがたに
1343 130 押ノ川 おしのかわ 天ヶ谷口 あまがたにぐち
1344 130 押ノ川 おしのかわ 池ノ谷 いけのたに
1345 130 押ノ川 おしのかわ 石ヶ谷 いしがたに
1346 130 押ノ川 おしのかわ 石サシ いしさし
1347 130 押ノ川 おしのかわ 市山 いちやま
1348 130 押ノ川 おしのかわ 後ロハタ うしろばた
1349 130 押ノ川 おしのかわ 馬ノ子谷 うまのこだに
1350 130 押ノ川 おしのかわ 遠道アン山 えんどうあんざん
1351 130 押ノ川 おしのかわ 大白皇山 おおしらおうやま
1352 130 押ノ川 おしのかわ 沖ヤブ おきやぶ
1353 130 押ノ川 おしのかわ 奥田 おくだ
1354 130 押ノ川 おしのかわ 押ノ川森山 おしのかわもりやま
1355 130 押ノ川 おしのかわ 柿ノ木タ かきのきだ
1356 130 押ノ川 おしのかわ カクレダ かくれだ
1357 130 押ノ川 おしのかわ 笠松 かさまつ
1358 130 押ノ川 おしのかわ カシヲヤシキ かしおやしき
1359 130 押ノ川 おしのかわ 角田 かどた
1360 130 押ノ川 おしのかわ 上屋敷 かみやしき
1361 130 押ノ川 おしのかわ 仮小字３０－１７９ かり30-179
1362 130 押ノ川 おしのかわ 北ノ谷 きたのたに
1363 130 押ノ川 おしのかわ 楠ノ木谷 くすのきだに
1364 130 押ノ川 おしのかわ 黒ノ上 くろのうえ
1365 130 押ノ川 おしのかわ 黒ノ下 くろのした
1366 130 押ノ川 おしのかわ 源内寺山 げんないじやま
1367 130 押ノ川 おしのかわ 源六 げんろく
1368 130 押ノ川 おしのかわ 幸田山 こうだやま
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1369 130 押ノ川 おしのかわ 小森ノ谷 こもりのたに
1370 130 押ノ川 おしのかわ 小路口 ころぐち
1371 130 押ノ川 おしのかわ 坂ノ越 さかのこえ
1372 130 押ノ川 おしのかわ 桜ヶ谷 さくらがたに
1373 130 押ノ川 おしのかわ サコ田 さこだ
1374 130 押ノ川 おしのかわ 三王田 さんおうでん
1375 130 押ノ川 おしのかわ 三社田 さんしやでん
1376 130 押ノ川 おしのかわ 椎ノ木谷 しいのきだに
1377 130 押ノ川 おしのかわ シキブヤシキ しきぶやしき
1378 130 押ノ川 おしのかわ 実盛 じつもり
1379 130 押ノ川 おしのかわ 芝ノ後ロ しばのうしろ
1380 130 押ノ川 おしのかわ シヤホリ山 しやほりやま
1381 130 押ノ川 おしのかわ 障子ヶ谷 しようじがだに
1382 130 押ノ川 おしのかわ 勝負田 しようぶでん
1383 130 押ノ川 おしのかわ 白井川 しらいがわ
1384 130 押ノ川 おしのかわ 白王ノ袖山 しらおうのそでやま
1385 130 押ノ川 おしのかわ 白皇山 しらおうやま
1386 130 押ノ川 おしのかわ 白皇山口 しらおうやまぐち
1387 130 押ノ川 おしのかわ 四郎五郎 しろうごろう
1388 130 押ノ川 おしのかわ 新兵衛屋敷 しんべえやしき
1389 130 押ノ川 おしのかわ 管ノ谷 すがのたに
1390 130 押ノ川 おしのかわ ズリ越 ずりごえ
1391 130 押ノ川 おしのかわ セイシデン せいしでん
1392 130 押ノ川 おしのかわ 施我鬼田 せがきだ
1393 130 押ノ川 おしのかわ 総六 そうろく
1394 130 押ノ川 おしのかわ 大道山 だいどうやま
1395 130 押ノ川 おしのかわ 大門 だいもん
1396 130 押ノ川 おしのかわ 竹ノ鼻 たけのはな
1397 130 押ノ川 おしのかわ タフノ木 たふのき
1398 130 押ノ川 おしのかわ 太郎五郎ヤシキ たろうごろうやしき
1399 130 押ノ川 おしのかわ 地藏尾山 ぢぞうおやま
1400 130 押ノ川 おしのかわ 地藏谷 ぢぞうだに
1401 130 押ノ川 おしのかわ 土ダバ つちだば
1402 130 押ノ川 おしのかわ ツルイ つるい
1403 130 押ノ川 おしのかわ 寺中 てらなか
1404 130 押ノ川 おしのかわ 土居屋敷 どいやしき
1405 130 押ノ川 おしのかわ トノウラ谷 とのうらたに
1406 130 押ノ川 おしのかわ トヲノウタ とをのうた
1407 130 押ノ川 おしのかわ 中スカ なかすか
1408 130 押ノ川 おしのかわ 中田 なかだ
1409 130 押ノ川 おしのかわ 長田谷 ながただに
1410 130 押ノ川 おしのかわ 長畑 ながはた
1411 130 押ノ川 おしのかわ 長畑谷 ながはただに
1412 130 押ノ川 おしのかわ 長畑山 ながはたやま
1413 130 押ノ川 おしのかわ 中山屋敷 なかやまやしき
1414 130 押ノ川 おしのかわ 西沖山 にしおきやま
1415 130 押ノ川 おしのかわ 西ヶ谷 にしがたに
1416 130 押ノ川 おしのかわ 西栗原 にしくりはら
1417 130 押ノ川 おしのかわ 西総六 にしそうろく
1418 130 押ノ川 おしのかわ 西谷 にしたに
1419 130 押ノ川 おしのかわ 西駄馬 にしだば
1420 130 押ノ川 おしのかわ 西平山 にしひらやま
1421 130 押ノ川 おしのかわ 西丸山 にしまるやま
1422 130 押ノ川 おしのかわ 西森山 にしもりやま
1423 130 押ノ川 おしのかわ ヌタツボ ぬたつぼ
1424 130 押ノ川 おしのかわ 野谷 のだに
1425 130 押ノ川 おしのかわ 野中 のなか
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1426 130 押ノ川 おしのかわ ハイハラ山 はいはらやま
1427 130 押ノ川 おしのかわ ハゲ田 はげた
1428 130 押ノ川 おしのかわ 間山 はざまやま
1429 130 押ノ川 おしのかわ ハスケ谷 はすけだに
1430 130 押ノ川 おしのかわ 畑ノ谷 はたけのたに
1431 130 押ノ川 おしのかわ ヒイラキ ひいらき
1432 130 押ノ川 おしのかわ ヒイラキ駄場山 ひいらきだばやま
1433 130 押ノ川 おしのかわ 東白皇 ひがししらおう
1434 130 押ノ川 おしのかわ ヒシリ谷 ひしりたに
1435 130 押ノ川 おしのかわ ヒシリ山 ひしりやま
1436 130 押ノ川 おしのかわ ヒノ口 ひのくち
1437 130 押ノ川 おしのかわ ヒノ谷 ひのたに
1438 130 押ノ川 おしのかわ 廣廻 ひろまわり
1439 130 押ノ川 おしのかわ フクト山 ふくとやま
1440 130 押ノ川 おしのかわ 二亦谷 ふたまただに
1441 130 押ノ川 おしのかわ 風呂ノ谷 ふろのたに
1442 130 押ノ川 おしのかわ ホド打山 ほどうちやま
1443 130 押ノ川 おしのかわ ホトヲカ山 ほとおかやま
1444 130 押ノ川 おしのかわ 堀切山 ほりきりやま
1445 130 押ノ川 おしのかわ 松ヶ谷 まつがたに
1446 130 押ノ川 おしのかわ 松ヶ谷口 まつがたにぐち
1447 130 押ノ川 おしのかわ 丸池 まるいけ
1448 130 押ノ川 おしのかわ 廻リ田 まわりだ
1449 130 押ノ川 おしのかわ 三切田 みきりだ
1450 130 押ノ川 おしのかわ 迎田 むかえだ
1451 130 押ノ川 おしのかわ ムシロデン むしろでん
1452 130 押ノ川 おしのかわ ヤグラ谷 やぐらたに
1453 130 押ノ川 おしのかわ ヤシキ やしき
1454 130 押ノ川 おしのかわ 屋敷田 やしきだ
1455 130 押ノ川 おしのかわ ヤ七谷 やしちだに
1456 130 押ノ川 おしのかわ ヤデン やでん
1457 130 押ノ川 おしのかわ 柳谷 やなぎだに
1458 130 押ノ川 おしのかわ 山口 やまぐち
1459 130 押ノ川 おしのかわ 山ノ子 やまのこ
1460 130 押ノ川 おしのかわ 山ノ下 やまのした
1461 130 押ノ川 おしのかわ 横田 よこだ
1462 130 押ノ川 おしのかわ ろくのじよう
1463 130 押ノ川 おしのかわ 早稲田 わせだ
1464 131 中角 なかつの 赤坂原 あかさかはら
1465 131 中角 なかつの 荒谷 あらたに
1466 131 中角 なかつの 荒谷原 あらたにはら
1467 131 中角 なかつの 荒平 あらひら
1468 131 中角 なかつの 筏付 いかだづけ
1469 131 中角 なかつの 池ノ上 いけのうえ
1470 131 中角 なかつの 市ノ谷 いちのたに
1471 131 中角 なかつの 井手詰 いでづめ
1472 131 中角 なかつの 伊部 いべ
1473 131 中角 なかつの イヤノサコ いやのさこ
1474 131 中角 なかつの 馬路 うまじ
1475 131 中角 なかつの 大ゾイ おおぞい
1476 131 中角 なかつの 大谷山 おおたにやま
1477 131 中角 なかつの 大ダバ おおだば
1478 131 中角 なかつの 大平山 おおひらやま
1479 131 中角 なかつの 大丸 おおまる
1480 131 中角 なかつの 大除ケ おおよけ
1481 131 中角 なかつの 沖ノスカ おきのすか
1482 131 中角 なかつの 沖ノ原 おきのはら
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1483 131 中角 なかつの 鬼丸 おにまる
1484 131 中角 なかつの ヲホチ坂 おほちざか
1485 131 中角 なかつの ヲリ尾 おりお
1486 131 中角 なかつの 角畑 かくばた
1487 131 中角 なかつの カコ松山 かごまつやま
1488 131 中角 なかつの カジ神谷 かじかみだに
1489 131 中角 なかつの 樫原 かしはら
1490 131 中角 なかつの 上川平山 かみかわひらやま
1491 131 中角 なかつの 神ノ谷 かみのたに
1492 131 中角 なかつの 川口 かわぐち
1493 131 中角 なかつの 川久保 かわくぼ
1494 131 中角 なかつの 川添 かわぞえ
1495 131 中角 なかつの 川平 かわひら
1496 131 中角 なかつの 木ノ本 きのもと
1497 131 中角 なかつの 木原 きはら
1498 131 中角 なかつの 京塚ノ本 きようつかのもと
1499 131 中角 なかつの 串崎山 くしざきやま
1500 131 中角 なかつの 串畑 くしばた
1501 131 中角 なかつの 久保田 くぼた
1502 131 中角 なかつの 車口 くるまぐち
1503 131 中角 なかつの 黒岩 くろいわ
1504 131 中角 なかつの 黒ザリ くろざり
1505 131 中角 なかつの 黒ハダ くろはだ
1506 131 中角 なかつの 小谷口 こだにぐち
1507 131 中角 なかつの 小谷山 こたにやま
1508 131 中角 なかつの 西光寺 さいこうじ
1509 131 中角 なかつの さかきお
1510 131 中角 なかつの 坂の下タ さかのした
1511 131 中角 なかつの 坂本 さかもと
1512 131 中角 なかつの サキノ谷山 さきのたにやま
1513 131 中角 なかつの 式部 しきべ
1514 131 中角 なかつの 指出屋敷 しでやしき
1515 131 中角 なかつの 芝ノ上 しばのうえ
1516 131 中角 なかつの 芝ノハナ しばのはな
1517 131 中角 なかつの 下川平山 しもかわひらやま
1518 131 中角 なかつの 下久保 しもくぼ
1519 131 中角 なかつの シャシャブ谷 しやしやぶだに
1520 131 中角 なかつの 常精谷 じようせいだに
1521 131 中角 なかつの 新道 しんみち
1522 131 中角 なかつの スカバナ すかばな
1523 131 中角 なかつの セバアサリ せばあさり
1524 131 中角 なかつの セバダ せばだ
1525 131 中角 なかつの 高シサリ たかしさり
1526 131 中角 なかつの 高畑 たかばた
1527 131 中角 なかつの 瀧ノ上 たきのうえ
1528 131 中角 なかつの 立ハエ たてはえ
1529 131 中角 なかつの 谷奥 たにおく
1530 131 中角 なかつの 谷口 たにぐち
1531 131 中角 なかつの ダバ だば
1532 131 中角 なかつの 茶円ノ芝 ちやえんのしば
1533 131 中角 なかつの 月井 つきい
1534 131 中角 なかつの 鶴掛口 つるかけぐち
1535 131 中角 なかつの 殿畑 でんばた
1536 131 中角 なかつの 殿畑山 でんばたやま
1537 131 中角 なかつの 峠 とうげ
1538 131 中角 なかつの ドヲ尻 どうじり
1539 131 中角 なかつの トビマタギ とびまたぎ
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1540 131 中角 なかつの 鳥打場 とりうちば
1541 131 中角 なかつの 中尾 なかお
1542 131 中角 なかつの 中岡 なかおか
1543 131 中角 なかつの 中尾山 なかおやま
1544 131 中角 なかつの 中ヶ市 なかがいち
1545 131 中角 なかつの 仲越原 なかごしはら
1546 131 中角 なかつの 永田 ながた
1547 131 中角 なかつの 中ノ谷口 なかのたにぐち
1548 131 中角 なかつの 永畑 ながばた
1549 131 中角 なかつの 鍋嶋 なべしま
1550 131 中角 なかつの 西田 にしだ
1551 131 中角 なかつの 西谷 にしたに
1552 131 中角 なかつの 西平山 にしひらやま
1553 131 中角 なかつの 二ノ谷口 にのたにぐち
1554 131 中角 なかつの ヌタノ尾 ぬたのお
1555 131 中角 なかつの 登立 のぼりだて
1556 131 中角 なかつの ハタ盛 はたもり
1557 131 中角 なかつの 東屋敷 ひがしやしき
1558 131 中角 なかつの 稗尻 ひじり
1559 131 中角 なかつの ヒノ口 ひのくち
1560 131 中角 なかつの 平野川口 ひらのかわぐち
1561 131 中角 なかつの 平山 ひらやま
1562 131 中角 なかつの 藤沢 ふじさわ
1563 131 中角 なかつの 舟床 ふなとこ
1564 131 中角 なかつの 古苗代 ふるいなしろ
1565 131 中角 なかつの 古殿 ふるでん
1566 131 中角 なかつの ホソノ原 ほそのはら
1567 131 中角 なかつの 松本 まつもと
1568 131 中角 なかつの 丸池 まるいけ
1569 131 中角 なかつの 峯 みね
1570 131 中角 なかつの 簑越 みのこし
1571 131 中角 なかつの 宮崎 みやざき
1572 131 中角 なかつの ムクロジ山 むくろじやま
1573 131 中角 なかつの 村上 むらかみ
1574 131 中角 なかつの 室屋式 むろやしき
1575 131 中角 なかつの 室屋敷 むろやしき
1576 131 中角 なかつの 桃畑 ももばた
1577 131 中角 なかつの 柳サコ やなぎさこ
1578 131 中角 なかつの 柳原 やなぎはら
1579 131 中角 なかつの 山口 やまぐち
1580 131 中角 なかつの 山ノ下 やまのした
1581 131 中角 なかつの 弓矢 ゆみや
1582 131 中角 なかつの 横畑 よこばた
1583 131 中角 なかつの 若山 わかやま
1584 132 二ノ宮 にのみや 間畝山 あいだうねやま
1585 132 二ノ宮 にのみや 穴ノ谷 あなのたに
1586 132 二ノ宮 にのみや 荒瀬 あらせ
1587 132 二ノ宮 にのみや 井口 いぐち
1588 132 二ノ宮 にのみや 池ノ尻 いけのしり
1589 132 二ノ宮 にのみや 石坪 いしつぼ
1590 132 二ノ宮 にのみや 一ノ谷山 いちのたにやま
1591 132 二ノ宮 にのみや 壱反田 いつたんだ
1592 132 二ノ宮 にのみや 一本橋 いつぽんばし
1593 132 二ノ宮 にのみや 一本松山 いつぽんまつやま
1594 132 二ノ宮 にのみや 井出ノ上 いでのうえ
1595 132 二ノ宮 にのみや 井出ノ上山 いでのかみやま
1596 132 二ノ宮 にのみや 芋尻 いでのしり

2016/5/15 28/88 四万十町地名辞典付属資料



宿毛市の大字・字の一覧

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

1597 132 二ノ宮 にのみや 井戸ヶ谷 いどがたに
1598 132 二ノ宮 にのみや 井戸ノ上 いどのうえ
1599 132 二ノ宮 にのみや 稲荷山 いなりやま
1600 132 二ノ宮 にのみや うしがたに
1601 132 二ノ宮 にのみや ウヅシリ うづしり
1602 132 二ノ宮 にのみや 馬渡リ うまわたり
1603 132 二ノ宮 にのみや えんどうじり
1604 132 二ノ宮 にのみや 円ノ本 えんのもと
1605 132 二ノ宮 にのみや 狼谷山 おおかみたにやま
1606 132 二ノ宮 にのみや 大亀谷 おおかめたに
1607 132 二ノ宮 にのみや 大久保 おおくぼ
1608 132 二ノ宮 にのみや 大車田 おおぐるまだ
1609 132 二ノ宮 にのみや 大サコ山 おおさこやま
1610 132 二ノ宮 にのみや 大谷 おおたに
1611 132 二ノ宮 にのみや 大平山 おおひらやま
1612 132 二ノ宮 にのみや 岡屋式 おかやしき
1613 132 二ノ宮 にのみや 小川原口 おがわらぐち
1614 132 二ノ宮 にのみや 沖川原 おきかわはら
1615 132 二ノ宮 にのみや 沖ノス おきのす
1616 132 二ノ宮 にのみや 沖の原 おきのはら
1617 132 二ノ宮 にのみや 小倉 おぐら
1618 132 二ノ宮 にのみや ヲコボ屋式 おこぼやしき
1619 132 二ノ宮 にのみや 尾崎 おさき
1620 132 二ノ宮 にのみや ヲモ谷 おもだに
1621 132 二ノ宮 にのみや 下リ付 おりつき
1622 132 二ノ宮 にのみや ヲンジ田 おんじだ
1623 132 二ノ宮 にのみや ヲンヂズミ おんぢずみ
1624 132 二ノ宮 にのみや カヲカ畑 かおかはた
1625 132 二ノ宮 にのみや カゲ畑 かげばたけ
1626 132 二ノ宮 にのみや カケ平山 かけひらやま
1627 132 二ノ宮 にのみや 鍛治尾ヶ市 かじおがいち
1628 132 二ノ宮 にのみや 樫ヶ原 かしがはら
1629 132 二ノ宮 にのみや 樫谷 かしだに
1630 132 二ノ宮 にのみや 柏原 かしはら
1631 132 二ノ宮 にのみや 鍛治屋敷 かじやしき
1632 132 二ノ宮 にのみや 柏子 かしわし
1633 132 二ノ宮 にのみや カチヶサコ山 かぢがさこやま
1634 132 二ノ宮 にのみや カニワ かにわ
1635 132 二ノ宮 にのみや 兼松分 かねまつぶん
1636 132 二ノ宮 にのみや カノ木 かのぎ
1637 132 二ノ宮 にのみや 鎌田 かまだ
1638 132 二ノ宮 にのみや 上荒瀬 かみあらせ
1639 132 二ノ宮 にのみや 上ノ谷 かみのたに
1640 132 二ノ宮 にのみや カラ谷 からたに
1641 132 二ノ宮 にのみや 川島山 かわしまやま
1642 132 二ノ宮 にのみや 川添 かわぞえ
1643 132 二ノ宮 にのみや 川原田 かわはらだ
1644 132 二ノ宮 にのみや 川原畑 かわはらばた
1645 132 二ノ宮 にのみや 川原山 かわはらやま
1646 132 二ノ宮 にのみや 川渕 かわぶち
1647 132 二ノ宮 にのみや カワラ地 がわらぢ
1648 132 二ノ宮 にのみや キガルマ山 きがるまやま
1649 132 二ノ宮 にのみや 木コリ谷 きこりだに
1650 132 二ノ宮 にのみや 北平山 きたひらやま
1651 132 二ノ宮 にのみや 久助屋敷 きゆうすけやしき
1652 132 二ノ宮 にのみや 串崎 くしざき
1653 132 二ノ宮 にのみや 久保ノ上山 くぼのかみやま
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1654 132 二ノ宮 にのみや 久保ヤシキ くぼやしき
1655 132 二ノ宮 にのみや 車ノ上 くるまのうえ
1656 132 二ノ宮 にのみや クロノ本 くろのもと
1657 132 二ノ宮 にのみや 庚申ノ尾山 こうしんのおやま
1658 132 二ノ宮 にのみや 庚申ノハナ山 こうしんのはなやま
1659 132 二ノ宮 にのみや 高津川原 こうづがわら
1660 132 二ノ宮 にのみや 越戸谷 こえどだに
1661 132 二ノ宮 にのみや 小串 こぐし
1662 132 二ノ宮 にのみや 小越山 こごえやま
1663 132 二ノ宮 にのみや 小込 こごみ
1664 132 二ノ宮 にのみや コタヲ山 こたおやま
1665 132 二ノ宮 にのみや 小平 こひら
1666 132 二ノ宮 にのみや 小平峠山 こびらとうげやま
1667 132 二ノ宮 にのみや 胡麻ヶ谷 こまがだね
1668 132 二ノ宮 にのみや 駒ノ越 こまのごえ
1669 132 二ノ宮 にのみや 巳屋ヶ谷山 こやがたにやま
1670 132 二ノ宮 にのみや 小与立 こよだて
1671 132 二ノ宮 にのみや 五ヨ門ヤシキ ごよもんやしき
1672 132 二ノ宮 にのみや 権現ノ下 ごんげんのした
1673 132 二ノ宮 にのみや 権現ノ向 ごんげんのむかい
1674 132 二ノ宮 にのみや 境山 さかいやま
1675 132 二ノ宮 にのみや 堺西山 さかえのにしやま
1676 132 二ノ宮 にのみや 坂本 さかもと
1677 132 二ノ宮 にのみや 篠田 ささでん
1678 132 二ノ宮 にのみや 皿ヶ駄場 さらだば
1679 132 二ノ宮 にのみや 猿盛 さるもり
1680 132 二ノ宮 にのみや 三反畑 さんだんばた
1681 132 二ノ宮 にのみや 下土居 したどい
1682 132 二ノ宮 にのみや 四反地 したんぢ
1683 132 二ノ宮 にのみや 篠部原 しのべはら
1684 132 二ノ宮 にのみや 下ケダバ しもがだば
1685 132 二ノ宮 にのみや 下モ川 しもかわ
1686 132 二ノ宮 にのみや 下谷 しもたに
1687 132 二ノ宮 にのみや 下地 しもぢ
1688 132 二ノ宮 にのみや 下モヂキ山 しもぢきやま
1689 132 二ノ宮 にのみや 下弘岡 しもひろおか
1690 132 二ノ宮 にのみや 下ヤシキ しもやしき
1691 132 二ノ宮 にのみや 城ヶ坂 じようがさか
1692 132 二ノ宮 にのみや 障子岡 しようじおか
1693 132 二ノ宮 にのみや 次郎太郎屋式 じろうたろうやしき
1694 132 二ノ宮 にのみや 城山 しろやま
1695 132 二ノ宮 にのみや 杉ノ木谷 すぎのきだに
1696 132 二ノ宮 にのみや スタノ尾山 すたのおやま
1697 132 二ノ宮 にのみや セキセ せきせ
1698 132 二ノ宮 にのみや せきのうえやま
1699 132 二ノ宮 にのみや 瀬ハイ せばい
1700 132 二ノ宮 にのみや センシアン せんしあん
1701 132 二ノ宮 にのみや そうえもんやしき
1702 132 二ノ宮 にのみや 外場ヶ谷 そとばがたに
1703 132 二ノ宮 にのみや 高アシ平山 たかあしひらやま
1704 132 二ノ宮 にのみや 高サレ山 たかされやま
1705 132 二ノ宮 にのみや 瀧ノ上 たきのうえ
1706 132 二ノ宮 にのみや 瀧ノ下 たきのした
1707 132 二ノ宮 にのみや 竹永 たけなが
1708 132 二ノ宮 にのみや 竹樋 たけび
1709 132 二ノ宮 にのみや 竹松 たけまつ
1710 132 二ノ宮 にのみや 高石 たこす
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1711 132 二ノ宮 にのみや 太刀打場 たちうちば
1712 132 二ノ宮 にのみや 橘川 たちばがわ
1713 132 二ノ宮 にのみや 橘谷 たちばなだに
1714 132 二ノ宮 にのみや 立田 たつだ
1715 132 二ノ宮 にのみや 辰馬分 たつまぶん
1716 132 二ノ宮 にのみや 立ハイ たてばい
1717 132 二ノ宮 にのみや 谷口 たにぐち
1718 132 二ノ宮 にのみや 谷ヤシキ たにやしき
1719 132 二ノ宮 にのみや 駄場 だば
1720 132 二ノ宮 にのみや タベコシリ山 たべこしりやま
1721 132 二ノ宮 にのみや 町殿土居 ちようでんどい
1722 132 二ノ宮 にのみや ツイヌケ山 ついぬけやま
1723 132 二ノ宮 にのみや 躑躅ヶ駄場山 つつじがだばやま
1724 132 二ノ宮 にのみや 堤ノ内 つつみのうち
1725 132 二ノ宮 にのみや 椿谷山 つばきたにやま
1726 132 二ノ宮 にのみや ツフロ岡 つぶろおか
1727 132 二ノ宮 にのみや 出合口 であいぐち
1728 132 二ノ宮 にのみや 天神分 てんじんぶん
1729 132 二ノ宮 にのみや 樋掛田 といかけだ
1730 132 二ノ宮 にのみや 研石平 といしびら
1731 132 二ノ宮 にのみや 土居ノハイ山 どいのはいやま
1732 132 二ノ宮 にのみや 土居ノハエ どいのはえ
1733 132 二ノ宮 にのみや 堂ヶ谷 どうがたに
1734 132 二ノ宮 にのみや 峠の下 とうげのしも
1735 132 二ノ宮 にのみや 堂面 どうめん
1736 132 二ノ宮 にのみや ドヲヶ市 どおがいち
1737 132 二ノ宮 にのみや 土定ヶダバ どじようがだば
1738 132 二ノ宮 にのみや 轟山 とどろきやま
1739 132 二ノ宮 にのみや 長池 ながいけ
1740 132 二ノ宮 にのみや 中尾山 なかおやま
1741 132 二ノ宮 にのみや 中スカ なかすか
1742 132 二ノ宮 にのみや 中畝 なかせ
1743 132 二ノ宮 にのみや 中瀬 なかぜ
1744 132 二ノ宮 にのみや 永瀬 ながせ
1745 132 二ノ宮 にのみや 長谷山 ながたにやま
1746 132 二ノ宮 にのみや 長野 ながの
1747 132 二ノ宮 にのみや 中ノ谷 なかのたに
1748 132 二ノ宮 にのみや 中ノ森 なかのもり
1749 132 二ノ宮 にのみや 流越 ながれこし
1750 132 二ノ宮 にのみや 奈良畑 ならばた
1751 132 二ノ宮 にのみや 新谷 にいや
1752 132 二ノ宮 にのみや 西ヶ谷 にしがたに
1753 132 二ノ宮 にのみや 西ノ久保 にしのくぼ
1754 132 二ノ宮 にのみや 西平山 にしひらやま
1755 132 二ノ宮 にのみや 二ノ谷山 にのたにやま
1756 132 二ノ宮 にのみや ニロウヶ芝 にろうがしば
1757 132 二ノ宮 にのみや 根コノ木 ねこのき
1758 132 二ノ宮 にのみや ノウノウ田 のうのうだ
1759 132 二ノ宮 にのみや 上リ山 のぼりやま
1760 132 二ノ宮 にのみや 萩ノ子山 はぎのこやま
1761 132 二ノ宮 にのみや ハケヤ はけや
1762 132 二ノ宮 にのみや 畑ヶ谷 はたがたに
1763 132 二ノ宮 にのみや 八幡領 はちまんりよう
1764 132 二ノ宮 にのみや 東平山 ひがしひらやま
1765 132 二ノ宮 にのみや ヒゲ作 ひげさく
1766 132 二ノ宮 にのみや ヒシヤケス ひしやけす
1767 132 二ノ宮 にのみや 平井下 ひらいした
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1768 132 二ノ宮 にのみや 平井上 ひらいのうえ
1769 132 二ノ宮 にのみや 平岡山 ひらおかやま
1770 132 二ノ宮 にのみや 平谷 ひらたに
1771 132 二ノ宮 にのみや 弘井 ひろい
1772 132 二ノ宮 にのみや ヒロイアゲ ひろいあげ
1773 132 二ノ宮 にのみや ヒロイアケ山 ひろいあげやま
1774 132 二ノ宮 にのみや 弘駄場 ひろだば
1775 132 二ノ宮 にのみや 深田 ふかた
1776 132 二ノ宮 にのみや 深谷 ふかたに
1777 132 二ノ宮 にのみや 福サコ ふくさこ
1778 132 二ノ宮 にのみや 船堀 ふなほり
1779 132 二ノ宮 にのみや 古川 ふるかわ
1780 132 二ノ宮 にのみや 古殿 ふるとの
1781 132 二ノ宮 にのみや 古ノ岡 ふるのおか
1782 132 二ノ宮 にのみや 古ノ岡山 ふるのおかやま
1783 132 二ノ宮 にのみや 兵次ヤシキ へいじやしき
1784 132 二ノ宮 にのみや ヘイノ本 へいのもと
1785 132 二ノ宮 にのみや ヘンロヤシキ へんろやしき
1786 132 二ノ宮 にのみや 法光寺 ほうこうじ
1787 132 二ノ宮 にのみや 法林寺谷 ほうりんじだに
1788 132 二ノ宮 にのみや 法林寺山 ほうりんじやま
1789 132 二ノ宮 にのみや ホド岡 ほどおか
1790 132 二ノ宮 にのみや 前田 まえだ
1791 132 二ノ宮 にのみや 松ヶ坂 まつがさか
1792 132 二ノ宮 にのみや 松ヶ瀬 まつがせ
1793 132 二ノ宮 にのみや 松ノ上 まつのうえ
1794 132 二ノ宮 にのみや 松ノ上山 まつのうえやま
1795 132 二ノ宮 にのみや 松ノ本 まつのもと
1796 132 二ノ宮 にのみや 松原 まつばら
1797 132 二ノ宮 にのみや 丸野 まるの
1798 132 二ノ宮 にのみや 三里峠山 みさととうげやま
1799 132 二ノ宮 にのみや 水盛城山 みずもりじようやま
1800 132 二ノ宮 にのみや 南谷 みなみたに
1801 132 二ノ宮 にのみや 峯ノ山 みねのやま
1802 132 二ノ宮 にのみや ミノコシ みのこし
1803 132 二ノ宮 にのみや 宮崎 みやざき
1804 132 二ノ宮 にのみや 宮ノ下 みやのした
1805 132 二ノ宮 にのみや 宮ノハナ みやのはな
1806 132 二ノ宮 にのみや 宮ノ前 みやのまえ
1807 132 二ノ宮 にのみや 三山ヶ坂 みやまがさか
1808 132 二ノ宮 にのみや 向畑 むかいばた
1809 132 二ノ宮 にのみや 向平山 むかいひらやま
1810 132 二ノ宮 にのみや ムクロシ木ノ本 むくろしきもと
1811 132 二ノ宮 にのみや ムクロシ田 むくろしだ
1812 132 二ノ宮 にのみや モッコリ山 もつこりやま
1813 132 二ノ宮 にのみや 本畑山 もとはたやま
1814 132 二ノ宮 にのみや 森後 もりのあと
1815 132 二ノ宮 にのみや 守ヤケ谷山 もりやんたにやま
1816 132 二ノ宮 にのみや 文珠山 もんじゆやま
1817 132 二ノ宮 にのみや 弥源谷 やげんだね
1818 132 二ノ宮 にのみや 屋敷田 やしきだ
1819 132 二ノ宮 にのみや ヤシキ谷 やしきだに
1820 132 二ノ宮 にのみや 柳ヶ久保 やなぎがくぼ
1821 132 二ノ宮 にのみや 柳原 やなぎはら
1822 132 二ノ宮 にのみや 薮ヶ谷 やぶがたに
1823 132 二ノ宮 にのみや 横クロ よこくろ
1824 132 二ノ宮 にのみや 横瀬 よこせ
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1825 132 二ノ宮 にのみや 与立 よだて
1826 132 二ノ宮 にのみや 来城 らいじよう
1827 132 二ノ宮 にのみや 龍光寺 りゆうこうじ
1828 132 二ノ宮 にのみや 禮谷 れいたに
1829 132 二ノ宮 にのみや 若山 わかやま
1830 132 二ノ宮 にのみや ワセ田 わせだ
1831 132 二ノ宮 にのみや 渡リ上リ わたりあがり
1832 132 二ノ宮 にのみや ワラビ尾 わらびお
1833 132 二ノ宮 にのみや 蕨尾ノ下 わらびおのしも
1834 133 野地 のじ 赤松 あかまつ
1835 133 野地 のじ 赤松谷 あかまつたに
1836 133 野地 のじ 赤松西平 あかまつにしひら
1837 133 野地 のじ 赤松日田（赤松亀松山）あかまつひだ
1838 133 野地 のじ 赤松山 あかまつやま
1839 133 野地 のじ 池ノ上 いけのうえ
1840 133 野地 のじ 池ノ谷 いけのたに
1841 133 野地 のじ 伊吾畑 いごばたけ
1842 133 野地 のじ 井出谷 いでだに
1843 133 野地 のじ ウツゲゼ うつげぜ
1844 133 野地 のじ 榎木谷 えのきたに
1845 133 野地 のじ ヲヲサコ山 おうさこやま
1846 133 野地 のじ 大江屋敷 おおえやしき
1847 133 野地 のじ 大瀧谷 おおだきたに
1848 133 野地 のじ 大瀧西平 おおだきにしひら
1849 133 野地 のじ 大瀧山 おおだきやま
1850 133 野地 のじ 大谷 おおたに
1851 133 野地 のじ 大津ノ口 おおづのくち
1852 133 野地 のじ 大宮串 おおみやぐし
1853 133 野地 のじ 大宮串山 おおみやぐしやま
1854 133 野地 のじ 大薮 おおやぶ
1855 133 野地 のじ ヲンチ向 おんちむかい
1856 133 野地 のじ ヲンヂ屋式 おんぢやしき
1857 133 野地 のじ 梶ヶ谷 かじがたに
1858 133 野地 のじ 片平山 かたひらやま
1859 133 野地 のじ 神谷山 かみだにやま
1860 133 野地 のじ 上駄場 かみだば
1861 133 野地 のじ 上駄場共有地 かみだばきようゆうち
1862 133 野地 のじ 草木畑 くさぎばた
1863 133 野地 のじ 串ノ崎 くしのさき
1864 133 野地 のじ 楠ノ木谷 くすのきたに
1865 133 野地 のじ 楠ノ木谷私山 くすのきだにわたしやま
1866 133 野地 のじ 崩串 くずれぐし
1867 133 野地 のじ 栗ノ木谷 くりのきたに
1868 133 野地 のじ 栗木谷山 くりのきだにやま
1869 133 野地 のじ 源次平 げんじひら
1870 133 野地 のじ 高津川原清本 こうづがわはらせいも
1871 133 野地 のじ 小川屋敷 こがわやしき
1872 133 野地 のじ 小車 こぐるま
1873 133 野地 のじ 小宮串 こみやぐし
1874 133 野地 のじ サイ子松山 さいこまつやま
1875 133 野地 のじ 坂ノ谷山 さかのたにやま
1876 133 野地 のじ ザレサコ ざれさこ
1877 133 野地 のじ シイゴ しいご
1878 133 野地 のじ シイヌケ谷 しいぬけだに
1879 133 野地 のじ 下向 したむかい
1880 133 野地 のじ 下屋敷 しもやしき
1881 133 野地 のじ 十万駄場 じゆうまんだば
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1882 133 野地 のじ 松圭山 しようけいやま
1883 133 野地 のじ 次郎台 じろうだい
1884 133 野地 のじ 神谷 しんたに
1885 133 野地 のじ 宗久屋式 そうきゆうやしき
1886 133 野地 のじ 高平山 たかひらやま
1887 133 野地 のじ 薪山 たきぎやま
1888 133 野地 のじ 仲助 ちゆうすけ
1889 133 野地 のじ 中助屋敷 ちゆうすけやしき
1890 133 野地 のじ ツキ池 つきいけ
1891 133 野地 のじ ツツ子添 つつねぞえ
1892 133 野地 のじ ツツラサコ つつらさこ
1893 133 野地 のじ ツヅラサコ山 つづらさこやま
1894 133 野地 のじ 堂ヶ駄場 どうがだば
1895 133 野地 のじ 堂尻 どうじり
1896 133 野地 のじ 土場山 どばやま
1897 133 野地 のじ 直七谷 なおしちたに
1898 133 野地 のじ 中替地 なかがえち
1899 133 野地 のじ 中黒 なかぐろ
1900 133 野地 のじ 長田 ながた
1901 133 野地 のじ 長畑上切 ながはたかみきり
1902 133 野地 のじ 長畑下切 ながはたしもきり
1903 133 野地 のじ 仲間道 なかまみち
1904 133 野地 のじ 中屋式 なかやしき
1905 133 野地 のじ 西小宮串 にしこみやぐし
1906 133 野地 のじ 野地山 のじやま
1907 133 野地 のじ ハゲタ はげた
1908 133 野地 のじ 畑ノ谷 はたけのたに
1909 133 野地 のじ 畑ヶ谷 はただね
1910 133 野地 のじ 日ノ薮山 ひのやぶやま
1911 133 野地 のじ 藤ヶ谷 ふじがたに
1912 133 野地 のじ 不長山 ふちようやま
1913 133 野地 のじ 古田山 ふるたやま
1914 133 野地 のじ ヘシリ松 へしりまつ
1915 133 野地 のじ ベニヲ べにお
1916 133 野地 のじ 本桂川平 ほんがけかわひら
1917 133 野地 のじ 本城川平私山 ほんじようがわびら
1918 133 野地 のじ 松柱 まつばしら
1919 133 野地 のじ 松本屋敷 まつもとやしき
1920 133 野地 のじ 南屋敷 みなみやしき
1921 133 野地 のじ 宮ノ下 みやのした
1922 133 野地 のじ 宮畑 みやはた
1923 133 野地 のじ モヂキ山 もぢきやま
1924 133 野地 のじ 屋掛リ やかけり
1925 133 野地 のじ 吉原 よしはら
1926 133 野地 のじ 与助山 よすけやま
1927 133 野地 のじ 龍光寺 りゆうこうじ
1928 133 野地 のじ 六助駄場 ろくすけだば
1929 134 草木薮 くさきやぶ 赤シイ あかしい
1930 134 草木薮 くさきやぶ イデノダバ いでのだば
1931 134 草木薮 くさきやぶ イデノダバ山 いでのだばやま
1932 134 草木薮 くさきやぶ 後谷 うしろだに
1933 134 草木薮 くさきやぶ 後谷山 うしろだにやま
1934 134 草木薮 くさきやぶ 奥カトロ山 おくかとろやま
1935 134 草木薮 くさきやぶ 奥屋敷 おくやしき
1936 134 草木薮 くさきやぶ ヲンジ おんじ
1937 134 草木薮 くさきやぶ カトロ山 かとろやま
1938 134 草木薮 くさきやぶ 河原田 かわはらだ
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1939 134 草木薮 くさきやぶ サカノハナ さかのはな
1940 134 草木薮 くさきやぶ 社谷山 しやだにやま
1941 134 草木薮 くさきやぶ ススダマ すすだま
1942 134 草木薮 くさきやぶ 瀧ノ下 たきのした
1943 134 草木薮 くさきやぶ 竹ノ元 たけのもと
1944 134 草木薮 くさきやぶ ツカレ谷山 つかれだにやま
1945 134 草木薮 くさきやぶ 火縄山 ひなやま
1946 134 草木薮 くさきやぶ 広畑 ひろばた
1947 134 草木薮 くさきやぶ 藤ノ前 ふじのまえ
1948 134 草木薮 くさきやぶ 古屋式山 ふるやしきやま
1949 134 草木薮 くさきやぶ 古屋谷 ふるやだに
1950 134 草木薮 くさきやぶ 古屋谷山 ふるやだにやま
1951 134 草木薮 くさきやぶ 平助谷 へいすけだに
1952 135 山北 やまきた イシマコヲ いしまこう
1953 135 山北 やまきた 板ノ川 いたのかわ
1954 135 山北 やまきた 市ノ又 いちのまた
1955 135 山北 やまきた 市ノ又山 いちのまたやま
1956 135 山北 やまきた 猪谷山 いのたにやま
1957 135 山北 やまきた ウドノカシラ うどのかしら
1958 135 山北 やまきた 枝山 えだやま
1959 135 山北 やまきた ヲヲサコ山 おうさこやま
1960 135 山北 やまきた ヲウナロ おうなろ
1961 135 山北 やまきた 大榎 おおえのき
1962 135 山北 やまきた 大城 おおしろ
1963 135 山北 やまきた 大城山 おおしろやま
1964 135 山北 やまきた 大平山 おおひらやま
1965 135 山北 やまきた 奥百日谷 おくひやくにちだに
1966 135 山北 やまきた 奥麦尻 おくむぎじり
1967 135 山北 やまきた ヲバタ山 おばたやま
1968 135 山北 やまきた 折付屋式 おりつきやしき
1969 135 山北 やまきた 替地山 かえちやま
1970 135 山北 やまきた 神谷山 かみだにやま
1971 135 山北 やまきた 上駄場山 かみだばやま
1972 135 山北 やまきた コヲゲン こうげん
1973 135 山北 やまきた 小向イ こむかい
1974 135 山北 やまきた 重畳屋敷 じゆうじようやしき
1975 135 山北 やまきた 新畑 しんばた
1976 135 山北 やまきた 新畑山 しんばたやま
1977 135 山北 やまきた セカ谷山 せかだにやま
1978 135 山北 やまきた 千貫屋式 せんがんやしき
1979 135 山北 やまきた 千貫山 せんがんやま
1980 135 山北 やまきた 大長山 だいちようやま
1981 135 山北 やまきた 高ゾリ たかぞり
1982 135 山北 やまきた 瀧平山 たきびらやま
1983 135 山北 やまきた 太郎駄場 たろうだば
1984 135 山北 やまきた 坪サコ つぼさこ
1985 135 山北 やまきた 坪サコ山 つぼさこやま
1986 135 山北 やまきた トヲノノ とうのの
1987 135 山北 やまきた 堂ノ前 どうのまえ
1988 135 山北 やまきた トヲチン山 とおちんやま
1989 135 山北 やまきた 土場 どば
1990 135 山北 やまきた ナカダ なかだ
1991 135 山北 やまきた 仲ノ川山 なかのかわやま
1992 135 山北 やまきた 中ノ川山 なかのがわやま
1993 135 山北 やまきた 長走山 ながはしりやま
1994 135 山北 やまきた 流田山 ながれたやま
1995 135 山北 やまきた 西猪ノ谷山 にしいのたにやま
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1996 135 山北 やまきた 西折付山 にしおりつきやま
1997 135 山北 やまきた 西千貫 にしせんがん
1998 135 山北 やまきた 登リ立 のぼりたて
1999 135 山北 やまきた 東枝山 ひがしえだやま
2000 135 山北 やまきた 東折付山 ひがしおりつきやま
2001 135 山北 やまきた 東唐人山 ひがしとうじんやま
2002 135 山北 やまきた 樋ノ口山 ひのくちやま
2003 135 山北 やまきた 百日谷 ひやくにちだに
2004 135 山北 やまきた 百日山 ひやくにちやま
2005 135 山北 やまきた 兵庫屋式 ひようごやしき
2006 135 山北 やまきた ヘイグチ へいぐち
2007 135 山北 やまきた ベニヲ山 べにおやま
2008 135 山北 やまきた 帽子山 ぼうしやま
2009 135 山北 やまきた 松尾 まつお
2010 135 山北 やまきた 松葉山 まつばやま
2011 135 山北 やまきた 麦尻 むぎじり
2012 135 山北 やまきた ヤシロ やしろ
2013 135 山北 やまきた 六郎山 ろくろうやま
2014 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 青木サコ あおきさこ
2015 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 赤岸ノナロ あかぎしのなろ
2016 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら アカ子 あかね
2017 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら アシ谷 あしだね
2018 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら アタゴ山 あたごやま
2019 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 穴ノ峠 あなのとうげ
2020 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 荒平 あらひら
2021 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 有ヶ谷 ありがだに
2022 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 安内田 あんないだ
2023 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら イサイ谷 いさいだに
2024 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 石佛 いしぶつ
2025 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 市ノマタ いちのまた
2026 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 岩ヶ迫 いわがさこ
2027 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 内ヶ谷 うちがだね
2028 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 内ヤシキ うちやしき
2029 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ウツゲ谷 うつがだに
2030 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 馬コロバシ うまころばし
2031 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 埋木 うめぎ
2032 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 梅ノ木谷 うめのきだに
2033 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 梅ノ木谷山 うめのきだにやま
2034 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら エノ木サコ えのきざこ
2035 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ヱンサコ えんざこ
2036 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 大久保 おおくぼ
2037 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 大コウ田 おおこうだ
2038 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 大迫 おおさこ
2039 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 大駄場 おおだば
2040 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 大平 おおひら
2041 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 奥押川 おくおしがわ
2042 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 奥五郎畑 おくごろうばた
2043 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら オシノ谷 おしのたに
2044 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 押ノ谷 おしのたに
2045 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 踊駄塲 おどりだば
2046 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら オモタ おもだ
2047 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら オモヤシキ おもやしき
2048 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ガキガクビ がきがくび
2049 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カキノキサコ かきのきざこ
2050 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カクレヤシキ かくれやしき
2051 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 樫ノ木ダバ かしのきだば
2052 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カタキ原 かたきはら
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2053 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら かたほき
2054 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カヂカ谷 かぢかだに
2055 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カヂヤノマエ かぢやのまえ
2056 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カヅキダバ かづきだば
2057 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カマノ尾 かまのお
2058 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上大駄場 かみおおだば
2059 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上佐賀山 かみさがやま
2060 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上樟子 かみしようじ
2061 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上滝山 かみたきやま
2062 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上谷田 かみたにだ
2063 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カミヒグチ かみひぐち
2064 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上フカゼ かみふかぜ
2065 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上別當谷 かみべつとうだに
2066 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上蚯蚓谷 かみみみずだに
2067 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上焼川 かみやきがわ
2068 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上八ツ谷 かみやつだに
2069 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 上吉原 かみよしはら
2070 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 亀ヶ森 かめがもり
2071 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 亀ヶ森 かめがもり
2072 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 亀ノクビ かめのくび
2073 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら カラ谷 からだに
2074 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 川原田 かわはらだ
2075 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 川原キダバ かわらぎだば
2076 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 岸ノ下 きしのした
2077 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 北ヲモタ きたおもだ
2078 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 北堀田 きたほりだ
2079 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 木和田 きわだ
2080 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら クスノ木谷 くすのきだに
2081 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら クスワラ くすわら
2082 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 口押川 くちおしがわ
2083 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら クボ田 くぼた
2084 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 熊谷 くまがたに
2085 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 熊ヶ森 くまがもり
2086 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら くまがやぶ
2087 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 熊ノハヱ くまのはえ
2088 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 黒岩 くろいわ
2089 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら コヱノ こえの
2090 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 小駄塲 こだば
2091 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら コビキ谷 こびきだに
2092 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら コビキノ こびきの
2093 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら コマタ谷 こまただに
2094 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 小山川 こやまがわ
2095 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 五良畑 ごろうばた
2096 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら サカヲ さかお
2097 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 坂ノ下 さかのした
2098 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 坂本 さかもと
2099 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら サガ山 さがやま
2100 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら さきだね
2101 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 左近ヤシキ さこんやしき
2102 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら サルガウヱ さるがえ
2103 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら シシウチ坂 ししうちざか
2104 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 下井テ しもいで
2105 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 下井デ しもいで
2106 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 下オシ谷 しもおしだに
2107 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 下オシノ谷 しもおしのたに
2108 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 下オモヤシキ しもおもやしき
2109 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 下瀧 しもたき
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2110 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 下蚯蚓 しもみみず
2111 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 障子ヶ市 しようじがいち
2112 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 白皇谷 しらおうだに
2113 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 城カタキ しろがたき
2114 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら シワスカ谷 しわすかだに
2115 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 新カヱ しんかえ
2116 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 新道 しんみち
2117 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 高田 たかだ
2118 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 瀧ノ下 たきのした
2119 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 滝山 たきやま
2120 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 谷田 たにだ
2121 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 力石 ちからいし
2122 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 地藏寺 ぢぞうじ
2123 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 地藏堂 ぢぞうどう
2124 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら つづらやま
2125 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら トウノシタ とうのした
2126 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら トウノ下 とうのした
2127 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 堂山 どうやま
2128 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら トドロ とどろ
2129 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら トボシ谷口 とぼしだにぐち
2130 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 仲尾 なかお
2131 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 中押川 なかおしがわ
2132 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 中串 なかぐし
2133 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 中スカ なかすか
2134 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 長瀬平山 ながせひらやま
2135 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 長谷 ながだに
2136 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 仲峠 なかとうげ
2137 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 中間ヤシキ なかまやしき
2138 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ナカレコヱ ながれごえ
2139 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ナコウ なこう
2140 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 名本ヤシキ なもとやしき
2141 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ニガ木 にがき
2142 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 西片甫木 にしかたほき
2143 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 西谷 にしだに
2144 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ニノマタ にのまた
2145 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 入道 にゆうどう
2146 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ノウノギ谷 のうのぎだに
2147 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ハゲヲウ谷 はげおたに
2148 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ハケロウ谷 はげろうだに
2149 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 畑ヶ迫 はたがさこ
2150 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ハタナロ はたなろ
2151 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら はまだ
2152 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ハリメ木 はりめき
2153 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ヒエシリ ひえしり
2154 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 東小引 ひがしこびき
2155 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 東谷 ひがしだに
2156 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 東地 ひがしぢ
2157 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 引土 ひきつち
2158 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 引土ヤシキ ひきつちやしき
2159 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ヒノヒラ ひのひら
2160 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 平ウ井 ひらうい
2161 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 平野 ひらの
2162 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら フエ木 ふえき
2163 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら フカゼ ふかぜ
2164 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 深溝 ふかみぞ
2165 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 藤井ケダバ ふじいがだば
2166 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 藤井向 ふじいのむかい
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2167 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 筆ツカズ ふでつかず
2168 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 船ノ川山 ふねのかわやま
2169 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 船ノナロ ふねのなろ
2170 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 古川 ふるかわ
2171 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 古田 ふるた
2172 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら フルトコ ふるとこ
2173 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 古ヤシキ ふるやしき
2174 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 古八面 ふるやつら
2175 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら フロケ谷 ふろけたに
2176 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ブンベ畑 ぶんべばたけ
2177 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 別當谷 べつとうだに
2178 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ボウズ谷 ぼうずだに
2179 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ホウセン畑 ほうせんばた
2180 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ホリ田 ほりた
2181 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 松ノ尾 まつお
2182 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら まつざき
2183 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら マツバ まつば
2184 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 南大駄塲 みなみおおだば
2185 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 宮ノナロ みやのなろ
2186 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 向坂道ノ下 むかいざかみちのした
2187 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ムカイヤシキ むかいやしき
2188 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 向田 むこうだ
2189 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 向原田 むこうはらだ
2190 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 本ヤシキ もとやしき
2191 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 森ウシロ もりうしろ
2192 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 焼川 やきがわ
2193 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら ヤケイ川 やけいがわ
2194 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 八ヶ谷 やつがだに
2195 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 八ツヶ谷 やつがたね
2196 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 八ツ谷 やつだに
2197 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 山ノウノキ やまのうのき
2198 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 山ノ神ノヒラ やまのかみびら
2199 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 山ノ下 やまのした
2200 201 小筑紫町石原 こづくしちょういしはら 吉原 よしはら
2201 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 姉山 あねやま
2202 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 姉山西 あねやまにし
2203 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 池渕 いけぶち
2204 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 市中原 いつちゆうばら
2205 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら ウヅシリ うづしり
2206 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 大井平 おおいひら
2207 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 大田 おおた
2208 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら おかざき
2209 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら カキウチ田 かきうちだ
2210 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら カヂヤシキ かぢやしき
2211 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら カヂヤシキ北平 かぢやしききたびら
2212 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら カヂヤシキ南平 かぢやしきみなみひら
2213 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら カヂヤシキ山 かぢやしきやま
2214 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 門口 かどぐち
2215 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 上ノ奥 かみのおく
2216 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 川クボ かわくぼ
2217 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 神主ヤシキ かんぬしやしき
2218 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら キタ地 きたぢ
2219 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 熊ヶ森 くまがもり
2220 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 栗木谷 くりきだに
2221 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 栗ノ木谷上 くりのきだねかみ
2222 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 栗木谷山 くりのきだねやま
2223 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 車廉 くるまかど
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2224 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 源ヨクヤシキ げんよくやしき
2225 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 小芝 こしば
2226 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 五社 ごしや
2227 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 小屋ノ谷 こやのたね
2228 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら サイ原 さいばら
2229 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら シウシ谷 しうしだに
2230 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら シウシ谷奥 しうしだにおく
2231 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 汐川シリ しおがわしり
2232 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら シノ井デ しのいで
2233 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 芝ノ上 しばのうえ
2234 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 下江後 しもえご
2235 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 下モ谷 しもだね
2236 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 下モ谷上 しもだねかみ
2237 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 下屋シキ しもやしき
2238 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 下ヤシキ奥 しもやしきのおく
2239 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 上角田 じようかくだ
2240 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 新市中原 しんいちなかはら
2241 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 新田表 しんたおもて
2242 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 総次ヤシキ そうじやしき
2243 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 田表 たおもて
2244 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 高岡 たかおか
2245 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 高岡東 たかおかひがし
2246 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 高岡山 たかおかやま
2247 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 瀧山 たきやま
2248 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 瀧山ノ下 たきやまのした
2249 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 田郷 たごう
2250 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 谷ヤシキ たにやしき
2251 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 谷ヤシキノ上 たねやしきのかみ
2252 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 駄塲谷上 だばがたねかみ
2253 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 駄場ノ谷 だばのたね
2254 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 堤ノ内 つつみのうち
2255 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら ツンボ地 つんぼぢ
2256 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 堂ノ前 どうのまえ
2257 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 長トロ ながとろ
2258 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 長野地 ながのぢ
2259 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 中畑 なかばた
2260 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 中ヤシキ なかやしき
2261 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 名元ヤシキ なもとやしき
2262 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 仁井田 にいだ
2263 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 西ウラ にしうら
2264 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 西長トロ にしながとろ
2265 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 廿八代 にじゆうはちだい
2266 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 二代地 にだいち
2267 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 野中 のなか
2268 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 登尾 のぼりお
2269 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら ハサコ はざこ
2270 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら ハサコノ前 はざこのまえ
2271 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら ハザコノ森 はざこのもり
2272 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 花木谷 はなきだに
2273 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 祓川 はらいがわ
2274 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 聖谷 ひじりだに
2275 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 平串 ひらぐし
2276 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 平口 ひらぐち
2277 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 福井ヤシキ ふくいやしき
2278 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 古アタゴ ふるあたご
2279 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 古宮ノ下 ふるみやのした
2280 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 古ヤシキ ふるやしき
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2281 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら ブンゴ谷 ぶんごだに
2282 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 本モ谷 ほんもだね
2283 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 政所 まどころ
2284 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 水ヶ峠 みずがとうげ
2285 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 水谷 みずたね
2286 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 水ヨケ みずよけ
2287 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 南地 みなみぢ
2288 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 宮ノ谷 みやのたね
2289 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 宮ノ谷奥 みやのたねおく
2290 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 宮ノ谷三谷添 みやのたねみたにぞえ
2291 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 宮ノ谷南平 みやのたねみなみひら
2292 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 宮ノ前 みやのまえ
2293 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 宮畑 みやばた
2294 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 本ヤシキ もとやしき
2295 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 山ノ下 やまのした
2296 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 六反地 ろくたんぢ
2297 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 若宮ノ瀬 わかみやのせ
2298 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 若宮ノ前 わかみやのまえ
2299 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 和シ和田 わしわだ
2300 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 和シ和田ノ上 わしわだのかみ
2301 202 小筑紫町福良 こづくしちょうふくら 和田 わだ
2302 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 愛岩ノ下 あたごのした
2303 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 天河原口 あまかはらくち
2304 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 天ヶ原口 あまがわらぐち
2305 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 天河原谷 あまがわらだね
2306 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 天河原ヲク あまがわらをく
2307 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき アミホス浦 あみほすうら
2308 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき アリノ木谷 ありのきだね
2309 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 家ノ谷 いえのたね
2310 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 家ノ谷奥 いえのたねおく
2311 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 内ノ浦谷 うちのうらだね
2312 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき ウバノ谷 うばのたね
2313 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 大谷 おおたに
2314 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 大谷頭 おおたにがしら
2315 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 大谷頭小谷入 おおたにがしらこたにい
2316 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 大谷口 おおたにぐち
2317 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 奥松ヶ谷 おくまつがたね
2318 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき ヲノハナ おのはな
2319 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき ヲワイダ おわいだ
2320 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき カキ谷 かきだね
2321 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 柿ノ木谷 かきのきだね
2322 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 松魚アジロ かつおあじろ
2323 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき カツヲアジロ岡 かつおあじろおか
2324 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 松魚網代南 かつおあじろみなみ
2325 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 上ウノハナ かみうのはな
2326 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 神田 かんだ
2327 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき キシノ下 きしのした
2328 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 北イワシアジロ きたいわしあじろ
2329 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 九兵谷 くひようだね
2330 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 猿越 さるごえ
2331 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 三反田 さんたんだ
2332 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき サンブツヤシキ さんぶつやしき
2333 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき シビアジロ しびあじろ
2334 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 下口田 しもくちだ
2335 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 白皇 しらおう
2336 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 白皇谷 しらおうだね
2337 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき スダカ浦 すだかうら
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2338 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 外ノ浦 そとのうら
2339 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき ツナホス浦 つなほすうら
2340 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 寺ノ谷 てらのたね
2341 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき トヲレイ谷 とうれいだね
2342 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき トヲレ谷 とうれだね
2343 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 永畑 ながばた
2344 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 灘山 なだやま
2345 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき ナヤノ畝 なやのうね
2346 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき ナヤノ谷 なやのたね
2347 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 西イワシアジロ にしいわしあじろ
2348 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 西中間屋式 にしなかまやしき
2349 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 西平野山 にしひらのやま
2350 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 西平山 にしひらやま
2351 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき ハサコ はさこ
2352 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 畑田 はただ
2353 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 東中間屋式 ひがしなかまやしき
2354 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 東平山 ひがしひらやま
2355 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき ヒロ畑 ひろばた
2356 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 松ヶ谷 まつがたね
2357 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 松ヶ谷口 まつがたねぐち
2358 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 柳ヶ浦 やなぎがうら
2359 203 小筑紫町栄喜 こづくしちょうさかき 龍王院寺中 りゆうおういんてらなか
2360 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 青瀬山 あおせやま
2361 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし イゲノ谷 いげのたに
2362 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 上田山 うえたやま
2363 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 上ヱ畑 うえはた
2364 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 後山 うしろやま
2365 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 打蕨 うちわらび
2366 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 打蕨谷 うちわらびだに
2367 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 打蕨山 うちわらびやま
2368 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 内蕨山 うちわらびやま
2369 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 馬碆谷 うまんばえだに
2370 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 大馬地口 おおうまぢぐち
2371 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 大海越道上 おおみごえみちのうえ
2372 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 岡上山 おかうえやま
2373 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 岡屋式 おかやしき
2374 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 沖小馬地 おきこんまぢ
2375 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 沖屋式 おきやしき
2376 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 尾崎山 おさきやま
2377 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 主屋敷 おもやしき
2378 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 上後山 かみうしろやま
2379 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 上櫛引山 かみくしびきやま
2380 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 上汐田 かみしおた
2381 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 北ヲリツキ きたおりつき
2382 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 北小馬地 きたこんまぢ
2383 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 北ノ谷 きたのたに
2384 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 北ノ谷南 きたのたにのみなみ
2385 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 清塚 きよづか
2386 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 櫛引山 くしびきやま
2387 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 小越道ノ下 こごえみちのした
2388 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 小馬路山 こんまじやま
2389 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 小馬地 こんまぢ
2390 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 小馬地口 こんまぢぐち
2391 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし さんのじようばたけ
2392 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 汐田 しおた
2393 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 汐田山 しおたやま
2394 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 下後山 しもうしろやま
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2395 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 下汐田 しもしおた
2396 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 下谷 しもんたね
2397 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし ショウ谷 しようだに
2398 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 新田 しんでん
2399 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 立岩 たていわ
2400 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし タデ場 たでば
2401 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 地神ノ下 ぢがみのした
2402 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 筑紫 つくし
2403 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 天神南 てんじんのみなみ
2404 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 中汐田 なかしおた
2405 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 長谷 ながたに
2406 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 七日島 なぬかじま
2407 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 西小馬地 にしこんまぢ
2408 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 浜屋敷 はまやしき
2409 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 東汐田 ひがししおた
2410 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 非人谷 ひにんだに
2411 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 響ノ松 ひびきのまつ
2412 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 響山 ひびきやま
2413 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 古越大道ノ上 ふるごえおおどうのう
2414 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 間口 まぐち
2415 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 丸畑 まるはた
2416 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 水谷 みずたに
2417 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 水谷道ノ上 みずたにみちのうえ
2418 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 南岡屋敷 みなみおかやしき
2419 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 南ヲリツキ みなみおりつき
2420 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 南小馬地 みなみこんまぢ
2421 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 南汐田 みなみしおた
2422 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 南ノ谷 みなみのたに
2423 204 小筑紫町小筑紫こづくしちょうこづくし 六地藏 ろくぢぞう
2424 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 青瀬中谷 あおせなかたに
2425 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 青瀬鼻 あおせばな
2426 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 井トヶ谷 いとがたに
2427 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 馬谷東 うまだにひがし
2428 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ うらしりだに
2429 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 大海山 おうみやま
2430 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 海積森 かいせつしん
2431 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ カマトコ かまとこ
2432 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 北青瀬 きたあおせ
2433 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ きたうらしりだに
2434 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 北櫻木ノ本 きたさくらぎのもと
2435 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 北峯 きたみね
2436 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 北峯山 きたみねやま
2437 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 小海 こうみ
2438 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 小海セイ元 こうみせいもと
2439 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 小海山 こうみやま
2440 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 越ノ西 こえのにし
2441 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 小平ヶ谷 こびらがだに
2442 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 小平ケ谷濱 こひらがたにはま
2443 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 桜木ノ北 さくらぎのきた
2444 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 櫻木ノ本 さくらぎのもと
2445 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 櫻小畝 さくらこうね
2446 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 新谷 しんたに
2447 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ スズメ谷 すずめたに
2448 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ スズメ谷セイ すずめたにせい
2449 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ センク谷 せんくたに
2450 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 中青瀬山 なかあおせやま
2451 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 中畝畑 なかうねばたけ
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2452 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 中尾 なかお
2453 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ ながさき
2454 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 中マキノ峠 なかまきのとう
2455 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 西青瀬山 にしあおせやま
2456 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 西畝畑 にしうねばたけ
2457 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ にしうらしり
2458 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ にしうらしりだに
2459 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ にしうらしりだにぐち
2460 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 西大海 にしおうみ
2461 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 西小海 にしこうみ
2462 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 西谷 にしたに
2463 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 西御手洗山 にしみたらいやま
2464 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ はえさき
2465 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ ハヱサキ峯 はえさきみね
2466 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 柱碆 はしらばえ
2467 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 柱碆東谷 はしらばえひがしたに
2468 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 長谷 はせ
2469 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 長谷頭 はせがしら
2470 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 長谷ノ東平 はせのひがしひら
2471 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 長谷道ノ上 はせみちのうえ
2472 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 番家守 ばんやもり
2473 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 東畝畑 ひがしうねばたけ
2474 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ ひがしうらしりだに
2475 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 東大海 ひがしおうみ
2476 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 東小海 ひがしこうみ
2477 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 東小平ヶ谷 ひがしこびらがだ
2478 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 東櫻木ノ本 ひがしさくらぎのもと
2479 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 東センク谷 ひがしせんくだに
2480 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 東谷 ひがしたに
2481 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 東御手洗山 ひがしみたらいやま
2482 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 弘浦 ひろうら
2483 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 船引 ふなびき
2484 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ マタ谷 またたに
2485 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 間ノ畝 まのうね
2486 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 御手洗 みたらい
2487 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 御手洗峯 みたらいみね
2488 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 南センク谷 みなみせんくだに
2489 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 南ハヱサキ みなみはえさき
2490 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 南番家森 みなみばんやもり
2491 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 南峯 みなみみね
2492 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 南峯山 みなみみねやま
2493 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 向東峯 むかいひがしみね
2494 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 向峯 むかいみね
2495 205 小筑紫町大海 こづくしちょうおおみ 若宮西谷 わかみやにしだに
2496 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 赤松ヤシキ あかまつやしき
2497 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの アタコ山 あたごやま
2498 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 池田 いけだ
2499 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 池ノ上 いけのうえ
2500 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 池ノ上谷 いけのうえたに
2501 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 池ノ上山 いけのうえやま
2502 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 井ノ口 いのくち
2503 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの イヨツ いよづ
2504 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 岩水柳谷 いわみずやなぎだに
2505 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 上ヱ谷 うえたに
2506 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 上畑山 うえはたやま
2507 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ウツシリ うつしり
2508 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 榎木谷 えのきだに
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2509 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 大谷 おおたに
2510 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 大谷山 おおたにやま
2511 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 岡上 おかうえ
2512 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 岡田 おかだ
2513 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 岡ノ下 おかのした
2514 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 岡ノ下大セマチ おかのしたおおせまち
2515 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 沖ヤシキ おきやしき
2516 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 沖屋敷 おきやしき
2517 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 奥足川山 おくあしがわやま
2518 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 折ヤシキ おりやしき
2519 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 海積森山 かいづみもりやま
2520 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの カキノ内 かきのうち
2521 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 垣ノ内 かきのうち
2522 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 柿ノ木本道添 かきのきほんどうぞい
2523 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの カキノ小サコ かきのこさこ
2524 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの カキノソト かきのそと
2525 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 角ノ前川添 かくのまえかわぞえ
2526 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの カニカサコ かにがさこ
2527 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 上川ノ内 かみかわのうち
2528 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 上新渕 かみしんぶち
2529 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 上瀧山 かみたきやま
2530 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 上谷 かみたに
2531 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 上谷山 かみたにやま
2532 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 上山添 かみやまぞえ
2533 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 川スゴ山 かわすごやま
2534 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 川ノ内 かわのうち
2535 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 川原田 かわはらだ
2536 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 川平山 かわひらやま
2537 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 川平山 かわひらやま
2538 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 北小平ヶ谷 きたこひらがたに
2539 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 北汐入 きたしおいり
2540 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 北タキノホキ きたたきのほき
2541 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 北谷 きただに
2542 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 北ヌタヶ峠 きたぬたがとうげ
2543 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 北拂川 きたふつがわ
2544 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの きたやなぎがたに
2545 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 草淵 くさぶち
2546 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 楠シダニ くすしだに
2547 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 楠ノ本 くすのもと
2548 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 口足川山 くちあしがわやま
2549 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 窪田 くぼた
2550 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 倉谷 くらたに
2551 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 車口 くるまぐち
2552 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 車田 くるまだ
2553 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 越ノ下 こえのした
2554 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 五反地 ごたんぢ
2555 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 小松ヶ内北谷 こまつがうちきただに
2556 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 小松ヶ内北谷セイ元 こまつがうちきただに
2557 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 小松ヶ内北谷新開 こまつがうちきただに
2558 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 小松ヶ内本谷 こまつがうちほんたに
2559 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 小松ヶ内本谷セイ元 こまつがうちほんたにせ
2560 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 小松ヶ内南谷 こまつがうちみなみたに
2561 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの サルタケ さるたけ
2562 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 三角田 さんかくでん
2563 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 三反田 さんたんだ
2564 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 汐入 しおいり
2565 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 汐田 しおた
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2566 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 下新渕 しもしんぶち
2567 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの しもたかはた
2568 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 下瀧山 しもたきやま
2569 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 下畑 しもはた
2570 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 下畑山 しもはたやま
2571 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの シウシウ しゆうじゆう
2572 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの シウシウ西谷 しゆうじゆうにしたに
2573 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 城ノ下 じようのした
2574 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 尻ナシ尾山 しりなしおやま
2575 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 新渕山 しんぶちやま
2576 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの スルカ山 するがやま
2577 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 曽我森山 そがもりやま
2578 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 外中スカ そとなかすか
2579 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの たかぞえ
2580 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 高平山 たかひらやま
2581 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの タキノ下 たきのした
2582 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 立石山 たていしやま
2583 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 谷口 たにぐち
2584 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの たにぐちたかはた
2585 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの タニダ たにだ
2586 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 天神ノ西 てんじんのにし
2587 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 天神ノ南 てんじんのみなみ
2588 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 天神ノ南 てんじんのみなみ
2589 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 土居ヶ谷 どいがたに
2590 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 土居ヶ谷セイ元 どいがたにせいもと
2591 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ドウカイチ どうかいち
2592 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの トヲトヲシ とうとうし
2593 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 堂ノ本新屋式 どうのもとしんやしき
2594 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ドシ屋式 どしやしき
2595 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 轟 とどろう
2596 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 中尾山 なかおやま
2597 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ナカヶイチ なかがいち
2598 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 中スカ なかすか
2599 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 中ズカ山 なかずかやま
2600 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの なかたかはた
2601 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 長杖山 ながつえやま
2602 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 中畑山 なかはたやま
2603 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 中マキノ峠 なかまきのとうげ
2604 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 西小平ヶ谷 にしこひらがたに
2605 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 西ヒトツウド にしひとつうど
2606 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 西古トノ にしふるとの
2607 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの にしやなぎのたに
2608 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの にしやなぎのたにせいも
2609 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 弐反地 にたんぢ
2610 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 柱碆 はしらばえ
2611 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 柱碆東谷 はしらばえひがしたに
2612 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 柱碆山 はしらばえやま
2613 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 畑ヶ谷山 はたがたにやま
2614 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 浜田 はまだ
2615 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 払川 はらいがわ
2616 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 東上谷 ひがしかみたに
2617 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 東櫻木ノ本 ひがしさくらぎのもと
2618 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 東汐入 ひがししおいり
2619 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 東シウシウ ひがししゆうじゆう
2620 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ひがしやなぎたに
2621 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ヒトツウト ひとつうど
2622 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ヒノ下 ひのした
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2623 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 日ノ下 ひのした
2624 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ヒビキ松 ひびきまつ
2625 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ヒヤンクビ ひやんくび
2626 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 弘畑 ひろばた
2627 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 藤ヶ尾 ふじがお
2628 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 古越 ふるごえ
2629 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 古トノ ふるとの
2630 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 古戸屋式 ふるとやしき
2631 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 古道屋式 ふるみちやしき
2632 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 防ノ下 ぼうのした
2633 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 孫畑 まごばた
2634 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 増田原 ますだはら
2635 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 松峯山 まつみねやま
2636 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 湊汐入 みなとしおいり
2637 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 港添 みなとぞえ
2638 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 南愛宕山 みなみあたごやま
2639 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 南小平ヶ谷 みなみこひらがたに
2640 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 南シウシウ みなみしゆうじゆう
2641 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 南ヌタヶ峠 みなみぬたがとうげ
2642 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 南古トノ みなみふるとの
2643 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 南マキノトヲ みなみまきのとう
2644 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 南マキノ峠 みなみまきのとうげ
2645 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 妙還田 みようかんだ
2646 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 森ノヒザ もりのひざ
2647 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ヤカタノハナ やかたのはな
2648 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 山添 やまぞえ
2649 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 山戸ヤシキ やまとやしき
2650 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの 四反地 よんたんぢ
2651 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの レイヶ谷 れいがたに
2652 206 小筑紫町伊与野こづくしちょういよの ワシワンノ上 わしわんのうえ
2653 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 池ノ丸 いけのまる
2654 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 馬越 うまごえ
2655 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 戎堂 えびすどう
2656 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 大馬目木 おおうまめぎ
2657 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 奥松ヶ谷 おくまつがたに
2658 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと シウシウ谷 しゆうしゆうだに
2659 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 鶴井 つるい
2660 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 鶴井ヶ谷 つるいがたに
2661 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 中尾 なかお
2662 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 平ハヱ ひらばえ
2663 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 松ヶ谷 まつがたに
2664 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 湊浦 みなとうら
2665 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 山神 やまかみ
2666 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 山ノ神 やまのかみ
2667 207 小筑紫町湊 こづくしちょうみなと 山ノ神谷 やまのかみだに
2668 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 石カヲ谷 いしかおだに
2669 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき イヌカ谷 いぬがたに
2670 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 馬ノミトヲ うまのみとお
2671 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 大中ノ浦 おおなかのうら
2672 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ヲモキレ おもきれ
2673 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 上ショシカ谷 かみしようしかたに
2674 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき キリノ口 きりのくち
2675 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき キリノ谷 きりのたに
2676 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき クシヒキ くしびき
2677 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき クスバタ くすばた
2678 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき クヒト くひと
2679 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 栗ノ木原 くりのきはら
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2680 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 小深浦山 こぶかうらやま
2681 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 下モ谷 しもたに
2682 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき しもよびさき
2683 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ショジカ谷 しようしかたに
2684 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ジョウシカ谷口 しようしかたにぐち
2685 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき タカロク たかろく
2686 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき タキカ谷 たきがたに
2687 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき タクワン たくわん
2688 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 竹ノハナ たけのはな
2689 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 寺ヶ谷 てらがたに
2690 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 中井畠 なかいばたけ
2691 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 中スカ なかすか
2692 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ナカツイ なかつい
2693 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 中ノ浦 なかのうら
2694 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 中ノ谷口 なかのたにぐち
2695 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 中山 なかやま
2696 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 西クビト山 にしくびとやま
2697 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 西ショシカ谷 にししよしかたに
2698 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ヌメリハヘ ぬめりはへ
2699 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき スル田ヶ谷 ぬるたがだに
2700 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき はまだ
2701 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき フルシイノ谷 ふるしいのたに
2702 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 松木原 まつきはら
2703 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 御子神 みこがみ
2704 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 溝田 みぞた
2705 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ミトヲ谷 みとうだに
2706 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ミトヲ谷 みとをだに
2707 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ミナ越口 みなこえぐち
2708 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 南シヨシカ谷 みなみしよしかたに
2709 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 向山 むかいやま
2710 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき メヒロゲ めひろげ
2711 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 柳谷 やなぎたに
2712 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 山ノ神 やまのかみ
2713 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 山ノ神谷 やまのかみたに
2714 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき 六郎田 ろくろうだ
2715 208 小筑紫町呼崎 こづくしちょうよびさき ワタキ わたき
2716 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら井ノ谷 いのたに
2717 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら井ノ脇 いのわき
2718 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら奥ノ田 おくのた
2719 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうらカイモヲ かいもを
2720 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら北ノ谷 きたのたに
2721 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら北ノ峠 きたのとうげ
2722 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら国木山 くにぎやま
2723 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら小浦谷 こうらだね
2724 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら小深浦谷 こぶかうらだに
2725 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら坂ノ本 さかのもと
2726 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら櫻木 さくらぎ
2727 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら外ノ浦谷 とのうらだに
2728 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうらナシノ木 なしのき
2729 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら はまのうえ
2730 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら東ノ谷 ひがしのたに
2731 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら東ノ鼻 ひがしのはな
2732 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら東ノ峰 ひがしのみね
2733 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら松ノ谷 まつのたに
2734 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら丸山 まるやま
2735 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら宮尾 みやお
2736 209 小筑紫町内外ノ浦こづくしちょうないがいのうら矢野林 やのばやし
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2737 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら アムラ田 あむらでん
2738 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 池ノ田 いけのた
2739 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 池ノ谷口 いけのたにぐち
2740 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 池渕 いけぶち
2741 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 石バタ いしばた
2742 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 井ノ口 いのくち
2743 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 岩松 いわまつ
2744 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 牛ヶ谷 うしがたに
2745 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 牛ヶ谷口 うしがたにぐち
2746 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 牛ヶ谷山 うしがたにやま
2747 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ウシロ山 うしろやま
2748 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 馬捨山 うますてやま
2749 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 梅ノ本 うめのもと
2750 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ウルシカサコ うるしかさこ
2751 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 大亀駄場 おおかめだば
2752 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 大久保 おおくぼ
2753 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 大久保山 おおくぼやま
2754 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 大谷 おおたに
2755 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 大谷口 おおたにぐち
2756 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 大谷セイ元 おおたにせいもと
2757 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 奥ノ谷 おくのたに
2758 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ヲトシ おとし
2759 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら カキゾヱ かきぞえ
2760 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 神ノウシロ かみのうしろ
2761 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 神ノ谷 かみのたに
2762 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 神ノ谷同西 かみのたにどうにし
2763 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 上松 かみまつ
2764 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 仮小字４５－１６７ かり32-167
2765 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 北谷 きたたに
2766 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 北谷村上 きただにむらかみ
2767 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 北谷山 きたたにやま
2768 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 北ノ谷口 きたのたにぐち
2769 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 王門谷 ぎよくもんだに
2770 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら クボ くぼ
2771 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら クラハシ くらはし
2772 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 小深浦 こぶかうら
2773 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 櫻ノ本 さくらのもと
2774 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら サコノ上 さこのうえ
2775 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 汐入 しおいり
2776 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら シカザキ しかざき
2777 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 鹿崎 しかざき
2778 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 芝 しば
2779 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 四番峠 しばんとうげ
2780 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 称明寺 しようみようじ
2781 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 新田 しんでん
2782 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 竹ノ口 たけのくち
2783 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 竹ノハナ たけのはな
2784 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 立テワリ たてわり
2785 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 田ブチ たぶち
2786 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら タンクワン たんくわん
2787 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 男根畑 だんこんばた
2788 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 反田 たんだ
2789 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 長田 ちようだ
2790 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 千代ヶ谷 ちよがたに
2791 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ツンボ畑 つんぼばた
2792 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 寺ヶ谷 てらがたに
2793 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 寺田 てらだ
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2794 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 樋ノ木 といのき
2795 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 土居屋敷 どいやしき
2796 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 砥谷 とだに
2797 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 土橋山 どばしやま
2798 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 中尾山 なかおやま
2799 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 中キシ なかきし
2800 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 中屋畑 なかやばた
2801 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 中山 なかやま
2802 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ナシノ木 なしのき
2803 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ナダ山 なだやま
2804 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ナンコン山 なんこんやま
2805 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 西岡田 にしおかだ
2806 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ノボリサコ のぼりさこ
2807 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 橋ノ本 はしのもと
2808 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ハシリヲリ はしりおり
2809 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 馬塲屋敷 ばばやしき
2810 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら はまだ
2811 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 原ノ上 はらのうえ
2812 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 火打ヶ浦 ひうちがうら
2813 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ビハノ木 びわのき
2814 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 二ツ岩 ふたついわ
2815 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 古小浦山 ふるごうらやま
2816 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 古寺ノ谷 ふるでらだに
2817 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 松ヶ谷 まつがたに
2818 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 松ヶ谷山 まつがたにやま
2819 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 松ノハナ まつのはな
2820 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 松山 まつやま
2821 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 三倉坂山 みくらざかやま
2822 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 溝田 みぞだ
2823 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ム子田山 むこだやま
2824 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 村上 むらかみ
2825 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 元越 もとごえ
2826 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 元越ノ上 もとごえのかみ
2827 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 元越山 もとごえやま
2828 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 桃ノ木畑 もものきばた
2829 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ヤキゾヱ やきぞえ
2830 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ヤクシ谷 やくしだに
2831 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら やながうち
2832 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 柳ヶ谷 やながたに
2833 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 山ゾイ やまぞい
2834 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ユウレン田 ゆうれんだ
2835 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 横峰 よこみね
2836 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら ヨシナダ よしなだ
2837 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 吉原 よしわら
2838 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 連歌田 れんかだ
2839 210 小筑紫町田ノ浦こづくしちょうたのうら 六地藏 ろくぢぞう
2840 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 井ヶ谷 いがたに
2841 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 井ノ谷 いのたに
2842 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 仮小字４６-０６５ かり46-065
2843 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 櫻山 さくらやま
2844 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 城ノ下 じようのした
2845 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 城ノ床 しろのとこ
2846 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら シンチ しんち
2847 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 寺床 てらとこ
2848 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら ナダ山 なだやま
2849 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら はまのうえ
2850 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 浜の上 はまのうえ
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2851 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 古小浦 ふるごうら
2852 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 室ノ上 むろのうえ
2853 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら 室ノ西 むろのにし
2854 211 小筑紫町小浦 こづくしちょうこうら やぶのたに
2855 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 荒神ノ下 あらがみのした
2856 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 石ヶ尾 いしがお
2857 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 石ノ畑 いしのはた
2858 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 石末香山 いしまつこうやま
2859 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 井出ノ上 いでのうえ
2860 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 浮船谷口 うきぶねだにぐち
2861 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 後口越 うしろぐちごえ
2862 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 後谷口 うしろだにぐち
2863 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ウツゲ谷 うつげたに
2864 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 梅ノ木 うめのき
2865 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 栄ヶ駄場山 えいがだばやま
2866 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 大切 おおぎれ
2867 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 大谷口 おおたにぐち
2868 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 大谷山 おおたにやま
2869 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ヲゝトヲ おおとう
2870 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 大平山 おおひらやま
2871 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 奥足川山 おくあしかわやま
2872 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 伯父畑 おじんばた
2873 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ヲヂンダ おぢんだ
2874 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ヲトシノ上 おとしのうえ
2875 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ヲモダ おもだ
2876 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 柿ノ下 かきのした
2877 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 梶ヶ谷 かぢがだに
2878 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 枯松ノ鼻 かれまつのはな
2879 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 雉子尾 きじのお
2880 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 岸ノ下 きしのした
2881 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 桐ノ口 きりのぐち
2882 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 下ル川 くざるかわ
2883 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ くしがさき
2884 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 組地 くみぢ
2885 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 廓ノ奥 くるわのおく
2886 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ コヲゾ越 こうぞごえ
2887 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 小田 こだ
2888 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 子ノ駄場 このだば
2889 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 小渕 こぶち
2890 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 駒ヶ瀬山 こまがせやま
2891 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ゴマジリ ごまじり
2892 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 小松谷 こまつだに
2893 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 己屋ノ谷 こやのたに
2894 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 已屋ノ谷山 こやのたにやま
2895 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 櫻ヶ谷 さくらがたに
2896 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 笹田 ささだ
2897 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 皿谷口 さらだにぐち
2898 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 塩ノ谷山 しおのたにやま
2899 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ シヲリ神 しおりがみ
2900 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 鹿ノ谷口 しかのたにぐち
2901 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 鹿場山 しかばやま
2902 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 七代ノ谷 しちだいのたに
2903 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 清水湧 しみずわき
2904 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 下屋敷 しもやしき
2905 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 拾九代 じゆうきゆうだい
2906 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 神田 じんだ
2907 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 新堀田 しんぼりでん

2016/5/15 51/88 四万十町地名辞典付属資料



宿毛市の大字・字の一覧

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

2908 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 須賀屋敷 すがやしき
2909 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 砂入 すないり
2910 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 瀬越 せごえ
2911 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 草原谷 そうげんだに
2912 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ タカノス山 たかのすやま
2913 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ たかまつ
2914 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 瀧ノ下 たきのした
2915 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 竹ノ下 たけのした
2916 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ タブサヤシキ たぶさやしき
2917 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 多屋敷 たやしき
2918 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 反田山 たんだやま
2919 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 千代ノ谷 ちよのたに
2920 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ツツラ谷 つづらたに
2921 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 出合ノ上 であいのうえ
2922 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ デン谷 でんたに
2923 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ デンダバ でんだば
2924 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 樋ノ谷口 といのたにぐち
2925 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 樋ノ本 といのもと
2926 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 峠ノ谷 とうげのたに
2927 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 轟山 とどろうやま
2928 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 鳶川 とびがわ
2929 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 鳥ヶ峠 とりがとう
2930 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 鳥ヶ峠山 とりがとうやま
2931 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 鳥越 とりごえ
2932 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 中切 なかぎれ
2933 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 長谷 ながたに
2934 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 中駄場 なかだば
2935 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 中野 なかの
2936 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 中野城下 なかのしろのした
2937 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 中山 なかやま
2938 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 流田 ながれた
2939 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 梨木佐古 なしのきざこ
2940 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 西谷 にしたに
2941 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 人形田 にんぎようだ
2942 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 人形山 にんぎようやま
2943 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 登佐古山 のぼりざこやま
2944 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 登谷山 のぼりたにやま
2945 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ハザコ はざこ
2946 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 橋ノ本 はしのもと
2947 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ハゼノ下 はぜのした
2948 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 畑田 はたけだ
2949 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 離串 はなれぐし
2950 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 火皿 ひざら
2951 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 檜尾 ひのきお
2952 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ふだのつじ
2953 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 船岩 ふないわ
2954 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 古川 ふるかわ
2955 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 古沼田山 ふるぬたやま
2956 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 古屋敷 ふるやしき
2957 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 弁天岩ノ下 べんてんいわのした
2958 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 堀切 ほりぎれ
2959 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 松三郎谷 まつさぶろうだに
2960 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 廻田 まわりだ
2961 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 水谷口 みずたにぐち
2962 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 三畝町切レ みせまちぎれ
2963 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 溝ノ谷 みぞのたに
2964 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 宮ノ下 みやのした
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2965 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 虫畑口 むしばたぐち
2966 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 六谷清元 むたにきよもと
2967 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 六谷山 むたにやま
2968 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 元屋敷 もとやしき
2969 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 守屋谷 もりやのたに
2970 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ヤハズ山 やはずやま
2971 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ ヨソヲダ よそうだ
2972 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 呼崎越山 よびさきごえやま
2973 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 蓮根谷 れんこんだに
2974 212 小筑紫町都賀川こづくしちょうつがのかわ 鷲ノ島屋 わしんとや
2975 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの アヤゴハラ あやごはら
2976 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 石ノ内 いしのうち
2977 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの イタノ谷 いたのたに
2978 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 壹ノ谷 いちのたに
2979 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 一ノ亦 いちのまた
2980 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 井出ノ上 いでのうえ
2981 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの イヤノ川 いやのがわ
2982 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 岩ヶ谷 いわがたに
2983 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 後田 うしろだ
2984 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 後谷 うしろだに
2985 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ウバヤシ うばやし
2986 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 梅ノ木谷 うめのきだに
2987 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 梅ノ木谷北平 うめのきだにきたひら
2988 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの エゲン段 えげんだん
2989 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ヲフチ おふち
2990 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの カシ谷 かしだに
2991 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 鍜治ヤシキ かじやしき
2992 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの カナラセ かならせ
2993 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 神ノ向 かみのむこう
2994 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 川口 かわぐち
2995 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 小谷 こだに
2996 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの コトユイ谷 ことゆいたに
2997 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 西光寺 さいこうじ
2998 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 皿ヶ谷 さらがだに
2999 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの サルカサコ さるがさこ
3000 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ザレザコ ざれざこ
3001 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 三ノ谷 さんのたに
3002 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの シヲリ しおり
3003 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 下ノ谷 しものたに
3004 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 下ノ谷東平山 しものたにひがしひらや
3005 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 成就谷 じようしゆうだに
3006 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 成就谷西平 じようしゆうだににし
3007 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの すけうえもんやしき
3008 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 善福寺 ぜんぷくじ
3009 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの たかひら
3010 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの たかひらひがし
3011 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 茶ノ芝 ちやのしば
3012 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 長助段 ちようすけだん
3013 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 津々良尾山 つづらおやま
3014 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 津々良谷 つづらだに
3015 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ツルカケ口 つるかけぐち
3016 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ツルカケ口ノ上 つるかけぐちのうえ
3017 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 鶴掛谷 つるかけだに
3018 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ツルカケ山 つるかけやま
3019 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ドンドコ平 どんどこひら
3020 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 仲スカ なかすか
3021 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 二ノ谷 にのたに
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3022 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ヌタノダバ ぬたのだば
3023 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 八代地 はちだいち
3024 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ハトノヲカ はとのをか
3025 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ヒミチサコ ひみちさこ
3026 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ヒ道サコ東平 ひみちさこひがしひら
3027 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 平ノ川 ひらのかわ
3028 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 平ノ川口 ひらのかわぐち
3029 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 平野前 ひらのまえ
3030 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 札場 ふだば
3031 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 古給田 ふるきゆうでん
3032 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 古白皇 ふるしらおう
3033 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 古田 ふるた
3034 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ホキノ下 ほきのした
3035 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの ホゲン谷 ほげつたに
3036 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 松本 まつもと
3037 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 宮ノ上エ みやのうえ
3038 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 宮ノ下モ みやのしも
3039 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 元屋式 もとやしき
3040 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 弥次ヶサコ やじがさこ
3041 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 山サコ口 やまさこぐち
3042 301 橋上町平野 はしかみちょうひらの 山ノ下 やまのした
3043 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ イナシバ いなしば
3044 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ イナバヤシキ いなばやしき
3045 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 岩ヶ谷 いわがたに
3046 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ウヅシリ うづしり
3047 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ エゴ えご
3048 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 大江屋敷 おおえやしき
3049 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 大谷 おおたに
3050 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 大ノダバ おおのだば
3051 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ヲガサカ山 おがさかやま
3052 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 岡添 おかぞえ
3053 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 岡田屋式 おかだやしき
3054 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 岡ノ川 おかのかわ
3055 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ヲカハタケ おかはたけ
3056 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 小川南平 おがわみなみひら
3057 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 奥ノ谷 おくのたに
3058 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ オク松ヶ谷 おくまつがたに
3059 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ヲトナシ おとなし
3060 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 柿ノ木谷 かきのきだに
3061 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 上岡崎 かみおかざき
3062 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 上ミ下ル川 かみくだるかわ
3063 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ カミスキ田 かみすきだ
3064 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 神ノ谷 かみのたに
3065 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ カラスデン からすでん
3066 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 河鳥越 かわとりごえ
3067 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 川平 かわひら
3068 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 川平山 かわひらやま
3069 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 川平山内 かわひらやまうち
3070 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 北屋式 きたやしき
3071 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 下ル川 くだるかわ
3072 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ クボタ くぼた
3073 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 栗ノ木ソ子 くりのきのそね
3074 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ コウン こうん
3075 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ サシデ北平山 さしできたひら
3076 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ サシデ南平 さしでみなみひら
3077 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ サシデ山 さしでやま
3078 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ サブロサコ さぶろさこ
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3079 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 皿ケダバ さらけだば
3080 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 三十代 さんじゆうだい
3081 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 山皇谷南平 さんのうたにみなみひら
3082 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 山皇谷山 さんのうたにやま
3083 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 下岡崎 しもおかざき
3084 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 正分 しようぶん
3085 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 正分北平 しようぶんきたひら
3086 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 正分南平 しようぶんみなみひら
3087 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ シロカ谷 しろかたに
3088 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ スカ崎 すかざき
3089 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ソリダ そりだ
3090 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ソリダクボタ そりだくぼた
3091 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ソヲサコ そをさこ
3092 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ たかた
3093 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 高田山ノ内 たかたやまのうち
3094 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ たかはたやま
3095 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 瀧山 たきやま
3096 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 谷山 たにやま
3097 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 谷山口 たにやまぐち
3098 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ツイ田 ついだ
3099 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ツヱノシリ つえのしり
3100 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ツルイヤシキ つるいやしき
3101 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 寺山越 てらやまごえ
3102 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 寺山越西平山 てらやまごえにしひらや
3103 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ トイダ といだ
3104 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ドイヤ敷 どいやしき
3105 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 盗人谷 とうにんだに
3106 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ドヲメン どうめん
3107 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 中越 なかごえ
3108 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 中越北平 なかごえきたひら
3109 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 中越南平 なかごえみなみひら
3110 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 長谷 ながたに
3111 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 中原 なかはら
3112 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 流越 ながれごえ
3113 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 西下原 にししもはら
3114 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 西谷北平 にしたにきたびら
3115 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 西谷口 にしたにぐち
3116 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 西谷南平 にしたにみなみひら
3117 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 西ノ岡 にしのおか
3118 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 西谷 にしのたに
3119 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ハイノ元 はいのもと
3120 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ハケアイ はけあい
3121 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ハチヶ森 はちがもり
3122 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ハチ分 はちぶん
3123 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 東下原 ひがししもばら
3124 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ヒノ口 ひのくち
3125 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ヒラタサコ ひらたさこ
3126 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ボヲスブン ぼうすぶん
3127 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 坊ノ田 ぼうのだ
3128 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 坊屋式 ぼうやしき
3129 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ホテジウ ほてじゆう
3130 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ホテシウ北平 ほてじゆうきたひら
3131 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 松尾 まつお
3132 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 松ヶ谷 まつがたに
3133 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 松ノ本 まつのもと
3134 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 松渕 まつぶち
3135 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ミドリダ みどりだ
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3136 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 宮ノクボ みやのくぼ
3137 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 主水ヤシキ もんどやしき
3138 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 柳サコ やなぎさこ
3139 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ 山口 やまぐち
3140 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ヨモギ谷 よもぎたに
3141 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ヨリ合畑 よりあいばた
3142 302 橋上町橋上 はしかみちょうはしかみ ワレサコ われさこ
3143 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 赤汢山 あかぬたやま
3144 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 伊豆尾山 いずおやま
3145 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ イノキサコ いのきざこ
3146 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 猪ノ谷 いのたに
3147 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 色城山 いろしろやま
3148 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 岩田 いわた
3149 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 馬淵 うまぶち
3150 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 榎ダバ えのきだば
3151 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 大サコ おおさこ
3152 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 岡屋式 おかやしき
3153 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 小川柿木山 おがわかきのきやま
3154 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 小川北平 おがわきたびら
3155 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 小川口 おがわぐち
3156 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 沖ノナロ おきなろ
3157 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 沖ノ原 おきのはら
3158 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 沖屋式 おきやしき
3159 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 沖屋敷下モ山 おきやしきしもやま
3160 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 奥下ル川山 おくくだるがわやま
3161 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 奥ノ谷 おくのたに
3162 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 大伝平 おでんびら
3163 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ ヲバンダ おばんだ
3164 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ ガイノキ がいのき
3165 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 柿木田 かきのきだ
3166 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 上岡屋式 かみおかやしき
3167 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 上沖田 かみおきだ
3168 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 上幸財 かみこうさい
3169 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 上士格庵 かみしかくあん
3170 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 上ミ土川山 かみつちかわやま
3171 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 川平山 かわびらやま
3172 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 吉造田 きちぞうだ
3173 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ キハダ口 きはだぐち
3174 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ キワダ きわだ
3175 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 擽ダバ くすぐだば
3176 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 御番処ノ上 ごばんしよのうえ
3177 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 小路ヶ谷 こみちがたに
3178 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 皿ガ平 さらがびら
3179 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 三反地 さんだんぢ
3180 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 三本楠 さんぼんぐす
3181 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 士格庵 しかくあん
3182 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 下タノ川 したのかわ
3183 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 下色城 しもいろしろ
3184 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 下沖田 しもおきだ
3185 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 下幸財 しもこうさい
3186 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 下土川山 しもつちかわやま
3187 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 下モ柳瀬 しもやながせ
3188 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 障子薮 しようじやぶ
3189 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 新ガイ しんがい
3190 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 新畑 しんばた
3191 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ セバ平山 せばひらやま
3192 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ タキノ下 たきのした
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3193 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 駄場 だば
3194 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ ツイカ谷 ついかたに
3195 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ ツワガ瀧 つわがたき
3196 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 寺ヶ谷 てらがたに
3197 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 寺川山 てらかわやま
3198 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 中ノ谷 なかのたに
3199 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 西ホキ山 にしほきやま
3200 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 番ヤシキ ばんやしき
3201 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 東カイノキ ひがしかいのき
3202 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 東ホキ山 ひがしほきやま
3203 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 舟ノ川 ふねのかわ
3204 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 古川 ふるかわ
3205 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 古城山 ふるしろやま
3206 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 古田 ふるた
3207 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 水揚 みずあげ
3208 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 宮ノ下 みやのした
3209 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 宮ノ下 みやのした
3210 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 森山 もりやま
3211 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 柳サコ やなぎさこ
3212 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 柳瀬 やなぎせ
3213 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 藪畑 やぶばたけ
3214 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 横道山 よこみちやま
3215 303 橋上町奥奈路 はしかみちょうおくなろ 淀 よど
3216 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 石神谷山 いしがみだにやま
3217 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう イシハラ いしはら
3218 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 井出ノダバ いでんだば
3219 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 井ドノ谷 いどんたに
3220 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ウシカ市 うしがいち
3221 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 江畑 えばた
3222 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ヲイノダバ おいのだば
3223 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 大サコ山 おうさこやま
3224 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 大江ヤシキ おおえやしき
3225 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ヲカダヤシキ おかだやしき
3226 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ヲケムラヤシキ おかむらやしき
3227 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう カゲノ山 かげのやま
3228 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう カシワラ かしわら
3229 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう カマガラ山 かまがらやま
3230 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう カラト からと
3231 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう カンザヒラ かんざひら
3232 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう キヨダ きよだ
3233 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう クトヲ山 くとうやま
3234 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう コゴエ山 こごえやま
3235 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう コラカヒラ こらかひら
3236 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 三郎滝 さぶろうだき
3237 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 芝畑 しばはた
3238 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 下モムタ子 しもむたね
3239 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう スナブチ すなぶち
3240 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう タバヤシキ だばやしき
3241 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう トヲノ谷 とうのたに
3242 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう トヲ明 とうみよう
3243 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ト目場 とめば
3244 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう トリヨモンヒラキ とりよもんひらき
3245 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 中コヲ なかごう
3246 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ナツヤケ なつやけ
3247 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ホドウ子 ほどうね
3248 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ホリカサコ ほりがさこ
3249 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう マルタ まるた
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3250 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 丸山 まるやま
3251 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 宮ノ奥 みやのおく
3252 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 向ヘ谷 むかえだね
3253 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう ムタ子 むたね
3254 304 橋上町京法 はしかみちょうきょうほう 村市ノ谷 むらいちのたに
3255 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶイコマサ いこまさ
3256 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ井出ノ谷 いでいのたに
3257 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ岡田ヤシキ おかだやしき
3258 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶヲクノ谷 おくのたに
3259 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶヲゴヲ谷山 おごうたにやま
3260 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶヲチヤイ おちやい
3261 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶヲンヂヤシキ おんぢやしき
3262 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶカケヒラ かげひら
3263 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶカタヒラ山 かたひらやま
3264 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶカミザコ山 かみざこやま
3265 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ北谷山 きただにやま
3266 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶコヲダ こうだ
3267 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶコヤノ谷 こやのたに
3268 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ下モサコ しもさこ
3269 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶシラツチ しらつち
3270 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ竹ノ谷 たけのたに
3271 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ竹本屋敷 たけもとやしき
3272 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶダバ だば
3273 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶツイダ山 ついだやま
3274 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ寺ノ谷 てらのたに
3275 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶドヲメン どうめん
3276 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶトリコエ とりごえ
3277 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶナカレコイ ながれごい
3278 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶマキ まき
3279 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶミノコシ みのこし
3280 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ横平山 よこひらやま
3281 305 橋上町還住薮 はしかみちょうげんじゅうやぶ横道山 よこみちやま
3282 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 家段 いえんだん
3283 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 上切レ うわぎれ
3284 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 大川ゾエ おおかわぞえ
3285 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 岡ヤシキ おかやしき
3286 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 小嶌田 おじまだ
3287 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり カシ原 かしはら
3288 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり カトサコ かどさこ
3289 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 神有山 かみありやま
3290 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 上ミダバ かみだば
3291 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり カヤリウチ かやりうち
3292 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり キビジリ きびじり
3293 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 久兵衛谷 きゆうべえだに
3294 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり キヨタ きよた
3295 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり クボヤシキ くぼやしき
3296 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 車田 くるまだ
3297 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり コヲ神堂 こうしんどう
3298 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 五代地 ごだいち
3299 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり コバマグチ こばまぐち
3300 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 小濱東平山 こはまひがしひらやま
3301 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 小浜山 こはまやま
3302 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり コモセ こもせ
3303 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 堺越 さかいごえ
3304 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり サカエ谷 さかえだに
3305 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 貞次ヤシキ さざじやしき
3306 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 下タコゴミ したこごみ
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3307 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 下タヤシキ したやしき
3308 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり しもやながせ
3309 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 重儀 じゆうぎ
3310 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 重吉屋敷 じゆうきちやしき
3311 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 十代 じゆうだい
3312 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり シラ金 しらがね
3313 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 新井出 しんいでん
3314 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 新上切レ しんうわぎれ
3315 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 新コモセ しんこもせ
3316 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 新瀬戸崎 しんせとさき
3317 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 政蔵田 せいぞうだ
3318 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 瀬戸寄 せどより
3319 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 高芝 たかしば
3320 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり タハヤシキ たはやしき
3321 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 長作畑 ちようさくばた
3322 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 寺ヶ谷 てらがたに
3323 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 天皇 てんのう
3324 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり トメダバ とめだば
3325 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 仲切 なかぎれ
3326 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 中串 なかぐし
3327 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 中村 なかむら
3328 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 流川東平 ながれがわひがしひ
3329 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり ナメラサコ なめらさこ
3330 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 藤ケ駄場 ふぢがだば
3331 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり フル川 ふるかわ
3332 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 古ルカワラ ふるかわら
3333 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 古ル田山 ふるたやま
3334 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり ボヲズ分 ぼおずぶん
3335 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり ホキノ下タ ほきのした
3336 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 本谷 ほんたに
3337 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 孫太郎 まごたろう
3338 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 宮ノ川山 みやのかわやま
3339 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 明王谷 みようおうだに
3340 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり めしりやま
3341 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり モチダ もちだ
3342 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 柳瀬山 やながせやま
3343 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 柳サコ やなぎさこ
3344 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 柳瀬 やなせ
3345 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり やなせごし
3346 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 薮田 やぶた
3347 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 薮畑 やぶばた
3348 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 山田越 やまだごえ
3349 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 梼ノ木畑 ゆすのきばた
3350 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり 龍王 りゆうおう
3351 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり ワタジリ わたじり
3352 306 橋上町神有 はしかみちょうかみあり ヲハンタ をはんた
3353 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと アサセ あさせ
3354 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 出井谷 いでいたに
3355 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと イノキ谷山 いのきたにやま
3356 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 上田谷山 うえたたにやま
3357 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 榎川 えのきがわ
3358 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 榎川山 えのきがわやま
3359 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 大川平山 おおかわひらやま
3360 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 大川山 おおかわやま
3361 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 大車 おおぐるま
3362 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 大野 おおの
3363 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 小川山 おがわやま
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3364 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 沖ノ前 おきのまえ
3365 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと ヲクノ谷 おくのたに
3366 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと カシノキダン かしのきだん
3367 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 兼蔵ヤシキ かねぞうやしき
3368 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 上ダバ かみだば
3369 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 川平山 かわひらやま
3370 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 小川東平 こがわひがしひら
3371 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 小藤水流 こふじみずながれ
3372 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 小藤山 こふじやま
3373 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 坂本 さかもと
3374 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 治之助ヤシキ じのすけやしき
3375 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 下坂本 しもさかもと
3376 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 下谷 しもだね
3377 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 十太ヤシキ じゆうたやしき
3378 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと スキノノ すきのの
3379 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 田ノ谷 たのたに
3380 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 地蔵ダバ ぢぞうだば
3381 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと テラダ てらだ
3382 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 寺ホキ てらほき
3383 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 鳥居郷山 とりいごうやま
3384 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 西谷山 にしたにやま
3385 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 八ヶ森 はちがもり
3386 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 八ヶ森山 はちがもりやま
3387 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと バロヲ ばろう
3388 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 古宮下 ふるみやのした
3389 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと ホキ道 ほきみち
3390 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 松原山 まつばらやま
3391 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと 宮野 みやの
3392 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと よしのじようやしき
3393 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと ろくうえもんやしき
3394 307 橋上町坂本 はしかみちょうさかもと ヲリ越山 をりごえやま
3395 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 麻シリ山 あさじりやま
3396 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 池ノ上 いけのうえ
3397 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 石神ダバ いしがみだば
3398 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 石神ダバ いしがみだば
3399 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 市ヶ一 いちがいち
3400 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 井手ノ裏 いでのうら
3401 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ウシロ田 うしろだ
3402 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 梅蔵ヤシキ うめぞうやしき
3403 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヲガヘリ おがへり
3404 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 沖ダバ山 おきだばやま
3405 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 奥惣師山 おくそうしやま
3406 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 奥畑山 おくばたやま
3407 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヲコシダバ おこしだば
3408 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヲサンヤシキ おさんやしき
3409 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 小田ヤシキ おだやしき
3410 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 小田屋式 おだやしき
3411 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヲドリバ山 おどりばやま
3412 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヲミハイ おみはい
3413 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 柿シガキ かきしがき
3414 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま カチカヤブ かちかやぶ
3415 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 上楠ダハ かみくすだば
3416 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 上ハイタカ谷 かみはいたかだに
3417 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 上屋式 かみやしき
3418 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 上横平 かみよこびら
3419 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 上六郎谷 かみろくろうだに
3420 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 仮小字５５－６２４ かり55-624
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3421 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 楠木ザコ くすのきざこ
3422 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 楠山田 くすやまだ
3423 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 口惣師山 くちそうしやま
3424 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 黒澤山 くろさわやま
3425 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 郷木平山 ごうぎひらやま
3426 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 郷木山 ごうぎやま
3427 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 五助山 ごすけやま
3428 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 小畑 こばた
3429 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま サキダバ さきだば
3430 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 笹平山 ささひらやま
3431 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ザトヲ子ハヤマ ざとをこはやま
3432 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ザトヲ子バ山 ざとをこばやま
3433 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 山皇原山 さんこうはらやま
3434 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 下カカリヤ しもかかりや
3435 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 下神谷 しもがみだに
3436 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 下ハイタカ谷 しもはいたかだに
3437 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 下畑山 しもばたやま
3438 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 下堀田 しもほりだ
3439 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 下横平 しもよこびら
3440 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 下六郎谷 しもろくろうだに
3441 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 拾善山 じゆうぜんやま
3442 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 甚九郎山 じんくろうやま
3443 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 新屋式 しんやしき
3444 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま スダノ木山 すだのきやま
3445 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 地蔵山 ぢぞうやま
3446 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ツフルキ山 つふるきやま
3447 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ツブルギ山 つぶるぎやま
3448 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 天皇山 てんのうざん
3449 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま トイノ左古 といのさこ
3450 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 堂平山 どうひらやま
3451 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 梨木山 なしのきやま
3452 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 西郷木 にしごうぎ
3453 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ニノミヤダバ にのみやだば
3454 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ニノミヤダバ山 にのみやだばやま
3455 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 入道 にゆうどう
3456 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 入道山 にゆうどうやま
3457 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 野野木平 ののぎひら
3458 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 花ノ木 はなのき
3459 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 花ノ木山 はなのきやま
3460 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ハマイワ山 はまいわやま
3461 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヒキヂ山 ひきぢやま
3462 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヒナギ山 ひなぎやま
3463 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 日平谷 ひびらだに
3464 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 日平山 ひびらやま
3465 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 弘島山 ひろしまやま
3466 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 藤ヶナロ ふじがなろ
3467 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 藤ノ川 ふじのかわ
3468 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 古田ナロ ふるたなろ
3469 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 法泉庵 ほうせんあん
3470 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 北久山 ほつきゆうやま
3471 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 前平山 まえひらやま
3472 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 孫六山 まごろくやま
3473 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 松尾山 まつおやま
3474 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 松ノ木ダバ まつのきだば
3475 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま マメシリ まめしり
3476 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま 南カカリヤ みなみかかりや
3477 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ミヤノ前 みやのまえ
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3478 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヤシキ田 やしきだ
3479 308 橋上町楠山 はしかみちょうくすやま ヲンヂ畑山 をんぢはたけやま
3480 309 橋上町出井 はしかみちょういでい アラ谷 あらたに
3481 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 後口山 うしろくちやま
3482 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 大駄場山 おおだばやま
3483 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 大平山 おおひらやま
3484 309 橋上町出井 はしかみちょういでい ヲカノ前 おかのまえ
3485 309 橋上町出井 はしかみちょういでい ヲンヂ畝山 おんぢうねやま
3486 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 上篠平山 かみささびらやま
3487 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 上蔵下蔵山 かみぞうしもぞうやま
3488 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 北古野郷山 きたふるやごうやま
3489 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 源左衛門畑 げんざえもんばた
3490 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 境ヶ谷山 さかいがたにやま
3491 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 篠平山 ささびらやま
3492 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 下タンバナロ しもたんばなろ
3493 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 小三郎山 しようざぶろうやま
3494 309 橋上町出井 はしかみちょういでい タンバナロ たんばなろ
3495 309 橋上町出井 はしかみちょういでい ツツジダバ山 つつじだばやま
3496 309 橋上町出井 はしかみちょういでい トヲキアン とおきあん
3497 309 橋上町出井 はしかみちょういでい トビノス とびのす
3498 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 鳶巣山 とびのすやま
3499 309 橋上町出井 はしかみちょういでい ヌタノ上 ぬたのうえ
3500 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 火打山 ひうちやま
3501 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 古野郷 ふるやごう
3502 309 橋上町出井 はしかみちょういでい ホラノ谷 ほらのたに
3503 309 橋上町出井 はしかみちょういでい ホラ向イ山 ほらむかいやま
3504 309 橋上町出井 はしかみちょういでい 丸野山 まるのやま
3505 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 池ノ谷 いけのたに
3506 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 石神山 いしがみやま
3507 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 伊立口 いだちぐち
3508 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま イタチ山 いたちやま
3509 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 市ハヤシキ いちはやしき
3510 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 馬ノ谷 うまのたに
3511 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 馬渡 うまわたり
3512 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 馬渡 うまわたり
3513 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま エンノサコ山 えんのさこやま
3514 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 大田 おおた
3515 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 大谷 おおたに
3516 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 大谷ノ峯 おおたにのみね
3517 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 大坪 おおつぼ
3518 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 大鳥居 おおとりい
3519 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 大ホリ田 おおほりた
3520 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 大ホリ田 おおぼりた
3521 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 岡ノ越 おかのごえ
3522 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 岡ノ下 おかのした
3523 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 岡ノ下タ おかのした
3524 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 岡鼻 おかはな
3525 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 岡脇 おかわき
3526 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 柿ノ木田 かきのきた
3527 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま カヂメン かぢめん
3528 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 北ノ奥 きたのおく
3529 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 串ヶ崎 くしがさき
3530 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 黒バエ くろばえ
3531 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 小路屋敷 こうじやしき
3532 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 腰前 こしまえ
3533 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 坂ノ本 さかのもと
3534 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 下モ谷 しもたに
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3535 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 下谷後口山 しもたにうしろぐちやま
3536 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 杉原 すぎはら
3537 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 善上山 ぜんじようやま
3538 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま そでの
3539 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 高原 たかはら
3540 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 竹ノ下 たけのした
3541 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 谷ヤシキ たにやしき
3542 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 田本坊 たほんぼう
3543 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 中差出山 なかさしでやま
3544 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 中ノ山 なかのやま
3545 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 中山ヤシキ なかやまやしき
3546 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま ニカイ谷 にかいだに
3547 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 西馬ノ谷山 にしうまのたにやま
3548 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 西岡ワキ山 にしおかわきやま
3549 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 西下谷山 にししもたにやま
3550 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 西ノ岡 にしのおか
3551 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま ニツモリ山 につもりやま
3552 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 畑ノ谷山 はたのたにやま
3553 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 東モリシゲ ひがしもりしげ
3554 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 東ヤイトウ川山 ひがしやいとうがわや
3555 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 平畑 ひらはた
3556 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 本坊 ほんぼう
3557 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 松尾谷 まつおたに
3558 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 松尾山 まつおやま
3559 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 巳家ケ谷山 みけのたにやま
3560 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 南差出山 みなみさしでやま
3561 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 森重 もりしげ
3562 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま ヤイトウ川 やいとうがわ
3563 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま ヤデン やでん
3564 310 平田町中山 ひらたちょうなかやま 芳奈口 よしなぐち
3565 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 愛堂寺 あいどうじ
3566 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 青木本 あおきもと
3567 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 赤法師 あかほうし
3568 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 荒次郎山 あらじろうやま
3569 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 飯ノ山 いいのやま
3570 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 池田 いけだ
3571 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 池ノ尻 いけのしり
3572 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 神母ノホキ いげのほき
3573 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 池ノ本 いけのもと
3574 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 石ヶ坪 いしがつぼ
3575 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 石黒ヤシキ いしぐろやしき
3576 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 石崎 いしざき
3577 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 井関駄場 いせきだば
3578 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 井関ノ鼻 いせきのはな
3579 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 井関林 いせきばやし
3580 311 平田町戸内 ひらたちょうへない イソギタ いそぎた
3581 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 市ノ駄場 いちのだば
3582 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 井津ヶ谷口 いつがたにぐち
3583 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 井津ヶ谷山 いつがたにやま
3584 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 一町田 いつちようだ
3585 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 稲葉 いなば
3586 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 今城 いまんじよう
3587 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 岩本屋式 いわもとやしき
3588 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 上野 うえの
3589 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 姥ヶ谷 うばがたに
3590 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 姥ヶ谷山 うばがたにやま
3591 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 馬飼駄場 うまかいだば
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3592 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 馬渡リ(馬渡) うまわたり
3593 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 梅ノ木谷 うめのきだに
3594 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ウヤシキ うやしき
3595 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ウヤス うやす
3596 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 浦田石神ノモリ うらたいしがみのもり
3597 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 浦田大道西 うらたおおみちにし
3598 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 浦田川原ヶ谷 うらたかわらんたね
3599 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 浦田中ノ谷 うらたなかのたに
3600 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 浦田中ノヨリ うらたなかのより
3601 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 浦田西ノヨリ うらたにしのより
3602 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 浦田山 うらたやま
3603 311 平田町戸内 ひらたちょうへない エゲノ下タ えげのした
3604 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 榎郷山 えのきごうやま
3605 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 扇 おおぎ
3606 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大田 おおた
3607 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大田谷 おおたたに
3608 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大谷 おおたに
3609 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大谷口 おおたにぐち
3610 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大谷田 おおたにだ
3611 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大谷山 おおたにやま
3612 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大駄場 おおだば
3613 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大駄場 おおだば
3614 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大潰川 おおつぶがわ
3615 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大登山 おおのぼりやま
3616 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大船神田 おおふねしんでん
3617 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 岳添 おかぞえ
3618 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 岡添畑 おかぞえばた
3619 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 岡ノ下 おかのした
3620 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 岡ノ山 おかのやま
3621 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 岡松西ノヨリ おかまつにしのより
3622 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 岡松東ノヨリ おかまつひがしのより
3623 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 沖ノ川 おきのかわ
3624 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 樋ノ谷 おけのたに
3625 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 押ヶ谷 おしがたに
3626 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 御堂ヶ谷セイモト おどうがたにせいもと
3627 311 平田町戸内 ひらたちょうへない カイソヲノ下タ かいそうのした
3628 311 平田町戸内 ひらたちょうへない カイソウ林 かいそうりん
3629 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 覚助林 かくすけばやし
3630 311 平田町戸内 ひらたちょうへない カケヤダバ かけやだば
3631 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 樫谷口 かしたにぐち
3632 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 樫ノ木瀬渡リ上リ かしのきせわたりあがり
3633 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 金法師山 かなぼうしやま
3634 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 亀ノ川 かめのかわ
3635 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 亀ノ川口 かめのかわくち
3636 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 亀ノ川中畝 かめのかわなかうね
3637 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 亀ノ川西ノ谷 かめのかわにしのたに
3638 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 亀ノ川東谷 かめのかわひがしたに
3639 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 亀ノ川東駄場 かめのかわひがしだは
3640 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 川原ヶ谷 かわはらがたに
3641 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 川原崎 かわはらざき
3642 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 川原田 かわはらだ
3643 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 雁ヶ池南平 がんがいけみなみひら
3644 311 平田町戸内 ひらたちょうへない カンドウ かんどう
3645 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 巖洞駄場 がんどうだば
3646 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 勘内 かんない
3647 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 北臼割 きたうすわり
3648 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 北久保ノ前 きたくぼのまえ
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3649 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 北野 きたの
3650 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 北野地 きたのぢ
3651 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 北村ヤシキ きたむらやしき
3652 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 牛ヶ森 ぎゆうがもり
3653 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 経塚ノ本 きようつかのもと
3654 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 切ノ本 きりのもと
3655 311 平田町戸内 ひらたちょうへない クイメ谷 くいめたに
3656 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 久才川山 くさいがわやま
3657 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 国木ヶ谷 くにきがたに
3658 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 国木ヶ谷山 くにきがたにやま
3659 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 車岡西駄場 くるまおかにしだば
3660 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 車岡西ノ谷 くるまおかにしのたに
3661 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 車岡林 くるまおかばやし
3662 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 車岡東ノ駄場 くるまおかひがしのだ
3663 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 黒石山 くろいしやま
3664 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 黒間 くろま
3665 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 経前田 けいまえだ
3666 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 源光院ノ谷 げんこういんのたに
3667 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 弦葉山 げんようやま
3668 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 郷城 ごうじよう
3669 311 平田町戸内 ひらたちょうへない コウタカ谷 こうたかたに
3670 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 郷ノ前 ごうのまえ
3671 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 越戸ノ下 こえとのした
3672 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 小河内 こがわうち
3673 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 小川内山 こがわうちやま
3674 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 腰懸田 こしかけでん
3675 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 小棚 こだな
3676 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 古坪ノ駄場 こつぼのだば
3677 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 小堂ノハナ こどうのはな
3678 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 拳ノ跡 こぶしのあと
3679 311 平田町戸内 ひらたちょうへない コモヲ こもを
3680 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 権現 ごんげん
3681 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 權現原 ごんげんばら
3682 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 堺ノ谷 さかいのたに
3683 311 平田町戸内 ひらたちょうへない さかきおやま
3684 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 櫻ヶ谷ヲク さくらがたにおく
3685 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 櫻ヶ谷口 さくらがたにぐち
3686 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 櫻ヶ谷山 さくらがたにやま
3687 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 佐古 さこ
3688 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 佐古ノ尻 さこのしり
3689 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 笹ヶ森 ささがもり
3690 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 札場ノ下 さつばのした
3691 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 澤田山 さわだやま
3692 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 三町原 さんぢようわら
3693 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 散浪 さんなみ
3694 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 椎ノ木城清本 しいのきじようせいもと
3695 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 椎ノ木城谷口 しいのきじようたにぐ
3696 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 椎ノ木城林 しいのきじようばやし
3697 311 平田町戸内 ひらたちょうへない しだかせばやし
3698 311 平田町戸内 ひらたちょうへない しだかせやしき
3699 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 清水山 しみずやま
3700 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 下野 しもの
3701 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 小路口 しようじぐち
3702 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 菖蒲ヶ谷 しようぶがだに
3703 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 城福庵 じようふくあん
3704 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 白井川山 しらいがわやま
3705 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 陣ヶ駄場 じんがだば
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3706 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 陣ヶ森 じんがもり
3707 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 仙原 せんばら
3708 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 仙原山 せんばらやま
3709 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 曽我崎 そがざきき
3710 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 曽我ノ谷 そがのたに
3711 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 曽我ノ前 そがのまえ
3712 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 曽我山 そがのやま
3713 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 大藏駄場 だいぞうだば
3714 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 高岡山 たかおかやま
3715 311 平田町戸内 ひらたちょうへない たかひら
3716 311 平田町戸内 ひらたちょうへない たかやぶたに
3717 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 立田 たてだ
3718 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 谷屋式 たにやしき
3719 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 駄場 だば
3720 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 駄場ノ下 だばのした
3721 311 平田町戸内 ひらたちょうへない タンショ たんしよ
3722 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 地藏堂林 ぢぞうどうばやし
3723 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 茶屋堂 ちややどう
3724 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 町田ヶ谷 ちようだがたに
3725 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 丁田山 ちようだやま
3726 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 塚沖 つかおき
3727 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ツカヤ つかや
3728 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 作リ道 つくりみち
3729 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 坪根田 つぼねだ
3730 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 坪根田林 つぼねだばやし
3731 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 坪子田山 つぼねだやま
3732 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 鶴井ヶ谷 つるいがだに
3733 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 出合 であい
3734 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 寺尾北ノ森 てらおきたのもり
3735 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 寺尾西ノ森 てらおにしのもり
3736 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 寺尾林 てらおばやし
3737 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 寺尾南ノ森 てらおみなみのもり
3738 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 寺田 てらだ
3739 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 天神ノ駄場 てんじんのだば
3740 311 平田町戸内 ひらたちょうへない トイシ本 といしもと
3741 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 土居屋式 どいやしき
3742 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 堂ヶ谷山 どうがたにやま
3743 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 通シヶ谷 とうしがたに
3744 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 通シヶ谷山 とうしがたにやま
3745 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 藤次郎山 とうじろうやま
3746 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 堂ノ上 どうのうえ
3747 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 堂ノ山 どうのやま
3748 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 藤林寺 とうりんじ
3749 311 平田町戸内 ひらたちょうへない トヲフガ谷 とおふがたに
3750 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 徳師中ノ駄場 とくしなかのだば
3751 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 徳師西ノ谷 とくしにしのたに
3752 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 徳師西ノ駄場 とくしにしのだば
3753 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 徳師林 とくしばやし
3754 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 徳師東谷 とくしひがしたに
3755 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 徳師東駄場 とくしひがしだば
3756 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 土段 どだん
3757 311 平田町戸内 ひらたちょうへない トヤヶ谷 とやがたに
3758 311 平田町戸内 ひらたちょうへない トヤヶ森 とやがもり
3759 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 鳥首清本 とりくびせいもと
3760 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 永井 ながい
3761 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 中畝山 なかうねやま
3762 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 中大ヶ市 なかおおがいち
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3763 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 中大和田 なかおおわだ
3764 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 中尾山 なかおやま
3765 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 中川内 なかごうじ
3766 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 長澤駄場 ながさわだば
3767 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 長畝 ながせ
3768 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 長谷 ながたに
3769 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 中野 なかの
3770 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 中堀 なかほり
3771 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 奈良田 なろた
3772 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 苗代 なわしろ
3773 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 仁井田ノ下 にいだのした
3774 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 仁井田山 にいだやま
3775 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西大ヶ市 にしおおがいち
3776 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西大和田 にしおおわだ
3777 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西尾西ノ谷 にしおにしのたに
3778 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西尾林 にしおばやし
3779 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西尾東ノ谷 にしおひがしのたに
3780 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西鹿島 にしかしま
3781 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西雁ヶ池 にしがんがいけ
3782 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西黒ハザマ にしくろはざま
3783 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西師高瀬 にししだかせ
3784 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西下野 にししもの
3785 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西仙原 にしせんばら
3786 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西惣田 にしそうた
3787 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西田汲田 にしたくみでん
3788 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西田城 にしだじよう
3789 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西谷山 にしたにやま
3790 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西ツルマ にしつるま
3791 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西寺田 にしてらだ
3792 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西中川内 にしなかがわうち
3793 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西流越 にしながれごえ
3794 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西ノ谷口 にしのたにぐち
3795 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西蓬来 にしほうらい
3796 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西堀本口 にしほりもとぐち
3797 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西村城 にしむらじよう
3798 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 西芳奈口 にしよしなぐち
3799 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 二反田 にたんだ
3800 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 入道ヶ谷 にゆうどうがたに
3801 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 入道山 にゆうどうやま
3802 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 布本城 ぬのもとじよう
3803 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 鼠ヶ鼻 ねずみがはな
3804 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 念佛田 ねんぶつだ
3805 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 野地ノハナ のぢのはな
3806 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ハゲン経 はげんきよう
3807 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 橋ヶ谷口 はしがたにぐち
3808 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 橋屋式 はしやしき
3809 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 蓮ノ折 はすのおれ
3810 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 八幡城 はちまんじよう
3811 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 八反田 はつたんだ
3812 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 早川 はやかわ
3813 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 早川山 はやかわやま
3814 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 拂川 はらいがわ
3815 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東大ヶ市 びがしおおがいち
3816 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東大和田 ひがしおおわだ
3817 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東鹿島 ひがしかしま
3818 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東黒ハザマ ひがしくろはざま
3819 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ひがししだかせ
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3820 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東下野 ひがししもの
3821 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東仙原 ひがしせんばら
3822 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東惣田 ひがしそうた
3823 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東田汲田 ひがしたくみでん
3824 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東谷山 ひがしたにやま
3825 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東ツルマ ひがしつるま
3826 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東寺田 ひがしてらだ
3827 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東中川内 ひがしなかがわうち
3828 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東流越 ひがしながれごえ
3829 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東蓬来 ひがしほうらい
3830 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東堀本口 ひがしほりもとぐち
3831 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 東芳奈口 ひがしよしなぐち
3832 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 平田城山 ひらたじようやま
3833 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 広畑 ひろばた
3834 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 藤岡大松ノ北 ふじおかだいまつのき
3835 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 藤岡大松ノ南 ふじおかだいまつのみ
3836 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 藤ノ木 ふじのき
3837 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 藤本屋式 ふじもとやしき
3838 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 二ツモリ ふたつもり
3839 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 二ツモリノ谷 ふたつもりのたに
3840 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 太ノ下 ふとのした
3841 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 船倉澤 ふなくらざわ
3842 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 船原 ふなはら
3843 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 古川 ふるかわ
3844 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 古屋式 ふるやしき
3845 311 平田町戸内 ひらたちょうへない フロノ谷(フロケ谷) ふろのたに
3846 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 平次玉屋ノダバ へいじたまやのだば
3847 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 戸内屋式 へないやしき
3848 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 法持庵 ほうじあん
3849 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 法泉駄場 ほうせんだば
3850 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 坊屋式 ぼうやしき
3851 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 法蓮田 ほうれんだ
3852 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 保木林 ほきばやし
3853 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ホキヤシキ ほきやしき
3854 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 菩堤寺 ぼだいじ
3855 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 堀 ほり
3856 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 堀本 ほりもと
3857 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 本谷山 ほんたにやま
3858 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 孫市谷 まごいちたに
3859 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 孫市山 まごいちやま
3860 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 町田 まちだ
3861 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 松ヶ峠山 まつがとうげやま
3862 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 松香田 まつこうた
3863 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 松ノ下タ まつのした
3864 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 松本 まつもと
3865 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ミウシ山 みうしやま
3866 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南一町田 みなみいつちようだ
3867 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南臼割 みなみうすわり
3868 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南樫ノ木瀬 みなみかしのきせ
3869 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南鹿島 みなみかしま
3870 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南雁ヶ池 みなみがんがいけ
3871 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南久保ノ前 みなみくぼのまえ
3872 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南惣田 みなみそうた
3873 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南寺田 みなみてらだ
3874 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南流越 みなみながれごえ
3875 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南野地 みなみのぢ
3876 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南菩堤寺 みなみぼだいじ
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3877 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南ヤシキ みなみやしき
3878 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 南芳奈口 みなみよしなぐち
3879 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 宮ヶ谷(宮ノ谷) みやがたに
3880 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 宮ノ前 みやのまえ
3881 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 向山 むかいやま
3882 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 無谷 むたに
3883 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ム谷軣 むたにとどろき
3884 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 女夫岩 めおといわ
3885 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 持田 もちだ
3886 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 森 もり
3887 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 森岡谷 もりおかたに
3888 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 森岡林 もりおかばやし
3889 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 森ヶ池 もりがいけ
3890 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 森ノ下タ(森野ノ下タ) もりのした
3891 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 門前 もんぜん
3892 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ヤイト川 やいとがわ
3893 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 矢倉ヶ谷 やぐらがたに
3894 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 柳 やなぎ
3895 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 柳ヶ谷 やなぎがたに
3896 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 薮倒シ やぶだおし
3897 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 山ノ下屋式 やまのしたやしき
3898 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 弓場 ゆば
3899 311 平田町戸内 ひらたちょうへない 四反地 よんたんぢ
3900 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ライクボ らいくぼ
3901 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ロウヶ谷口 ろうがたにぐち
3902 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ロクノ谷 ろくのたに
3903 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ロクノ谷口 ろくのたにぐち
3904 311 平田町戸内 ひらたちょうへない ロクノ谷山 ろくのたにやま
3905 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ アイノウ子山 あいのうこやま
3906 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ アイノウ子 あいのうね
3907 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 家ノ前 いえのまえ
3908 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 池田 いけだ
3909 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 池ノ谷 いけのたに
3910 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 神母ノ谷セイ本 いげんたねせいもと
3911 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 石ノ尾ノ谷セイ元 いしのおのたにせいもと
3912 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 石ノ尾山 いしのおやま
3913 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 石丸田 いしまろだ
3914 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 泉 いずみ
3915 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ イタチ谷 いたちだに
3916 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 一ノ谷 いちのたに
3917 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 一ノ谷口 いちのたにぐち
3918 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 一ノ谷山 いちのたにやま
3919 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 市ノ坪 いちのつぼ
3920 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 市ノ坪 いちのつぼ
3921 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 出ヶ谷 いづがたに
3922 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ イヅカ谷山 いづかたにやま
3923 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 岩ツカ口 いわつかぐち
3924 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ イワツカ谷 いわつかたに
3925 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ イワツカ山 いわつかやま
3926 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ウキヤシキ うきやしき
3927 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ウシロダ うしろだ
3928 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 内入沢 うちいりざわ
3929 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 内入澤 うちいりざわ
3930 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 内ケイダ うちけいだ
3931 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 内慶田 うちけいだ
3932 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 内澤田 うちさわだ
3933 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ウツゲ谷 うつげたに
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3934 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ウノトキ うのとき
3935 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 馬木床 うまぎとこ
3936 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 馬ノ瀬山 うまのせやま
3937 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ うめのきざき
3938 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ エボシ えぼし
3939 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ エボシ山 えぼしやま
3940 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヱンシウバイ えんしうばい
3941 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 大方ヤシキ おおがたやしき
3942 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 大谷 おおたに
3943 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 大ダバ おおだば
3944 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 大福良 おおふくら
3945 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 大房谷 おおふさたに
3946 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 岡田谷 おかだのたに
3947 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヲカミツ おかみつ
3948 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 岡本屋敷 おかもとやしき
3949 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 沖ノ小田 おきのこだ
3950 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヲクホリモト おくほりもと
3951 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヲンヂダ おんぢだ
3952 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 貝ヶ森 かいがもり
3953 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 貝ヶ森山 かいがもりやま
3954 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カイソウ かいそう
3955 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カイソウノハナ かいそうのはな
3956 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カクレ谷 かくれたに
3957 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カゲヤシキ かげやしき
3958 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カ子マツ城 かこまつじょう
3959 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カジマ山 かじまやま
3960 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カツラサカ かつらさか
3961 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 角ヶ峠 かどがとう
3962 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 角ヶ峠山 かどがとうやま
3963 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 上石丸 かみいしまろ
3964 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 上川原 かみかわら
3965 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 上沢田 かみさわだ
3966 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 上田 かみだ
3967 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 上駄場 かみだば
3968 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 神ノ谷 かみのたに
3969 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ かみやまさき
3970 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カモサワ かもさわ
3971 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カヨウ かよう
3972 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 川ヲク かわおく
3973 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 川クボ かわくぼ
3974 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 川又 かわまた
3975 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ガンガ池 がんがいけ
3976 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カントヲ かんとう
3977 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カントヲ谷 かんとうだに
3978 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ キシマイ きしまい
3979 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 北カントヲ きたかんとう
3980 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 北谷 きたたに
3981 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 北谷口 きたたにぐち
3982 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 北谷セイモト きたたにせいもと
3983 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 北谷山 きたたにやま
3984 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 北中田 きたなかだ
3985 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 北平山 きたひらやま
3986 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 木村ヤシキ きむらやしき
3987 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ クイメ谷 くいめだに
3988 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ クサギダバ くさぎだば
3989 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ くしがさきやま
3990 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ クダシ くだし
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3991 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ クダシ谷 くだしだに
3992 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ クチゲンビョウ くちげんびよう
3993 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 國助 くにすけ
3994 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 熊越山 くまごえやま
3995 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 慶田 けいだ
3996 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 慶田口 けいだぐち
3997 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 慶田新城谷 けいだしんじようだ
3998 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ケンビョウ谷 けんびようたに
3999 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ゴウジ ごうじ
4000 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ カウシ谷 こうじだに
4001 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 神ノ谷 こうのたに
4002 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 小川原 こかわはら
4003 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 小クマコエ こくまごえ
4004 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 五反ダ ごたんだ
4005 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ コブノキ こぶのき
4006 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ コブノ木山 こぶのきやま
4007 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ サコノ谷 さこのたに
4008 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ササノヲ ささのう
4009 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ササブサキ ささぶさき
4010 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ サタケ さたけ
4011 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ サヤマキノ谷 さやまきのたに
4012 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ サルヤ口 さるやぐち
4013 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ サルヤノ谷 さるやのたに
4014 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ サルヤ山 さるややま
4015 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 澤田 さわだ
4016 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 山皇谷 さんおうだに
4017 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 山王谷 さんおおたに
4018 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 散浪 さんなみ
4019 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ シウチン谷 しうちんだに
4020 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ シウンテンカ谷 しうんてんかたに
4021 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 寺中 じちゆう
4022 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 嶋ノ宮 しまのみや
4023 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 島ノ本 しまのもと
4024 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 下石丸 しもいしまろ
4025 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 下ヶ市 しもがいち
4026 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 下川原 しもかわら
4027 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 下沢田 しもさわだ
4028 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 下タカヤブ しもたかやぶ
4029 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 下駄場 しもだば
4030 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 下野向山 しものむかいやま
4031 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ しもやまさき
4032 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ シユンテンカ谷 しゆんてんかだに
4033 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 障子奥 しようじおく
4034 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 障子奥山 しようじおくやま
4035 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 城ノ下 じようのした
4036 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ショブガ谷 しようぶがだに
4037 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 正明アン しようみようあん
4038 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 正明アン谷 しようみようあんたに
4039 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 白郷山 しらごうやま
4040 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 陳ヶ森 じんがもり
4041 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 新在家 しんざいけ
4042 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 新城山 しんじようやま
4043 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ シンサウダ しんそうだ
4044 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ シンテン しんてん
4045 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 新田丸田 しんでんまるた
4046 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 新ミサイヂ しんみさいぢ
4047 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 助市 すけいち
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4048 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ スゲノ谷 すげんたに
4049 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 宗福寺 そうふくじ
4050 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 外入沢 そといりざわ
4051 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 外入澤 そといりざわ
4052 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 外ケイダ そとけいだ
4053 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ タカゾヱ たかぞえ
4054 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 高田 たかだ
4055 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ タカヤブ たかやぶ
4056 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ タカヤブノ谷 たかやぶのたに
4057 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ タケヒラ たけひら
4058 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 竹平 たけひら
4059 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 竹平拡大因 たけひらかくだいいん
4060 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 立本山 たちもとやま
4061 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 田中 たなか
4062 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ タナタノ谷 たなたのたに
4063 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 谷川 たにがわ
4064 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ タルイ たるい
4065 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ チチカウノ頭 ちちかうのかしら
4066 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 忠七駄場 ちゆうしちだば
4067 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ チヨヲカ ちようか
4068 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ チヨヲカダ ちようかだ
4069 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ チヨヲカ山 ちようかやま
4070 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 丁田 ちようだ
4071 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 長福寺 ちようふくじ
4072 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ツイガダバ ついがだば
4073 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ツイノダバグチ ついのだばぐち
4074 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ツルイ つるい
4075 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ツルイダバ つるいだば
4076 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ツルイ山 つるいやま
4077 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ツルバ つるば
4078 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ツルバ山 つるばやま
4079 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ テシロヲカ てしろおか
4080 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ テンノヲ てんのう
4081 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トイグチ といぐち
4082 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 砥ヶ峠 といしがとうげ
4083 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トイナガ といなが
4084 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トヲガ谷清本 とうがたにせいもと
4085 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 堂ノ前 どうのまえ
4086 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ドウノ山 どうのやま
4087 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トウハ とうば
4088 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トヲライシ とうらいし
4089 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トウリアン とうりあん
4090 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トビノス とびのす
4091 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トヲカ谷口 とをかたにぐち
4092 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ トンカリ とんがり
4093 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 長尾谷 ながおたに
4094 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中沢田 なかさわだ
4095 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 長谷 ながたに
4096 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 長谷セイ元 ながたにせいもと
4097 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 長谷ノ西ノ谷 ながたにのにしのたに
4098 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 長谷東ノ谷 ながたにひがしのたに
4099 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 長谷山 ながたにやま
4100 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中ノ川枝谷 なかのかわえだだに
4101 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中ノ川口 なかのかわぐち
4102 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中ノ川口 なかのかわぐち
4103 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中ノ川セイ元 なかのかわせいもと
4104 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中ノ川山 なかのかわやま
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4105 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中ノ谷 なかのたに
4106 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中ノダバ なかのだば
4107 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 中ノ坪 なかのつぼ
4108 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 流レタ ながれた
4109 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 流レタノヲク ながれたのおく
4110 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ナカレタノ西 ながれたのにし
4111 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ナシノキ なしのき
4112 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ナラノ木 ならのき
4113 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西石丸 にしいしまる
4114 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西ウスワリ にしうすわり
4115 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西ヶ谷 にしがたね
4116 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西ヶ谷セイ元 にしがたねせいもと
4117 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西カウシ谷 にしこうじだに
4118 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西ササノヲ にしささのう
4119 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西立本 にしたちもと
4120 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西タナダ にしたなだ
4121 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西ミサイヂ口 にしみさいぢぐち
4122 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西溝入 にしみぞいり
4123 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西山枝 にしやまえだ
4124 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 二重 にじゆう
4125 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 西ワキ にしわき
4126 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 日林寺 にちりんじ
4127 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 野ノ山 ののやま
4128 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ハイノ本 はいのもと
4129 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ハシダ はしだ
4130 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 畑山 はたのやま
4131 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ハトガトウ はとがとう
4132 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 花ノ木ダン はなのきだん
4133 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ハンカクチ はんかくち
4134 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ハンガタキ はんがたき
4135 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヒヱズク ひえずく
4136 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 東石丸 ひがしいしまる
4137 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 東ウスワリ ひがしうすわり
4138 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 東沖 ひがしおき
4139 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 東カウシ谷 ひがしこうじだに
4140 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 東堀本 ひがしほりもと
4141 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 東溝入 ひがしみぞいり
4142 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 東山枝 ひがしやまえだ
4143 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヒノ口 ひのくち
4144 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヒヤ五郎 ひやごろう
4145 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ひろい
4146 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヒロヲカ ひろおか
4147 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 武藏ヶ谷 ぶぞうがたに
4148 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 舟ノ尾ダバ ふなおだば
4149 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 船尾山 ふなおやま
4150 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 船倉沢 ふなぐらさわ
4151 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 古池 ふるいけ
4152 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 古池口 ふるいけぐち
4153 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ フロノ谷 ふろのたに
4154 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 別當寺 べつとうじ
4155 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 蓬来 ほうらい
4156 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ホリノ口 ほりのくち
4157 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 堀本 ほりもと
4158 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 松ムカエ まつむかえ
4159 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ マトバ下 まとばした
4160 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 廻リダバ まわりだば
4161 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ミサイヂ みさいぢ
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4162 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ミサイヂ口 みさいぢぐち
4163 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ミサイヂ山 みさいぢやま
4164 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 水見ノハナ みずみのはな
4165 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ミゾタ みぞた
4166 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ミノコシ みのこし
4167 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 宮本 みやもと
4168 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 椋ノ木 むくのき
4169 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 村田 むらた
4170 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヤキダ やきだ
4171 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヤシロ谷 やしろだに
4172 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ ヤスナミ谷口 やすなみたにぐち
4173 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 山ヲカヤシキ やまおかやしき
4174 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ やまさき
4175 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ やまさきたに
4176 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 山ノ丁 やまのちよう
4177 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 山本屋式 やまもとやしき
4178 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ リウセン りうせん
4179 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ リウタ りうた
4180 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ リウカウ りゆうこう
4181 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 蓮ヶ谷口 れんがたにぐち
4182 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 六反丸 ろくたんまる
4183 312 平田町黒川 ひらたちょうくろかわ 渡リ上リ わたりあがり
4184 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 青木 あおき
4185 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 明見ノ下 あけみのした
4186 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 穴瀬 あなぜ
4187 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ アナノ あなの
4188 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ アンノ谷 あんのたに
4189 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イクサハ いくさば
4190 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 池ノ谷 いけのたに
4191 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 石ツカ いしつか
4192 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 石塚山 いしづかやま
4193 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イシバシ いしばし
4194 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 石ブチ いしぶち
4195 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イタツリ谷 いたづりだに
4196 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イチグマ いちぐま
4197 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 一ノ井デ いちのいで
4198 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 一ノ谷 いちのたに
4199 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 市ノ坪 いちのつぼ
4200 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 一町田 いつちようだ
4201 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イツラタ いつらた
4202 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イデカ谷山 いでがたにやま
4203 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イトヶ谷 いとがたに
4204 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 猪ノ石田 いのいしだ
4205 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 井ノ上 いのうえ
4206 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イノヲダ いのうだ
4207 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イノヲ谷 いのおたに
4208 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イノヲヤシキ いのおやしき
4209 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イノタ山 いのたやま
4210 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イノツベハヱ いのつべはえ
4211 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 猪畑 いのはた
4212 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ いのばた
4213 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イノリ いのり
4214 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 祈山 いのりやま
4215 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 今サウダ いまそうだ
4216 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 伊興田城 いよたじよう
4217 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イリウ いりう
4218 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ イルノ本 いるのもと
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4219 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岩マツコウ いわまつこう
4220 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岩マッコウ山 いわまっこうやま
4221 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岩見田 いわみた
4222 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 植松 うえまつ
4223 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ウシロノ谷 うしろのたに
4224 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 内田 うちだ
4225 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 内ダ西ノ谷 うちだにしのたに
4226 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 内タ山 うちだやま
4227 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ウヅ うづ
4228 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ウツキ谷 うつきたに
4229 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ウツキ谷口 うつきたにぐち
4230 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ウツケ堤 うつげづつみ
4231 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 姥ノフトコロ うばのふところ
4232 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 馬洗川 うまあらいがわ
4233 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ウマキ うまき
4234 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 馬木 うまき
4235 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ウルシ畑 うるしばた
4236 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 永壽林 えいじゆうばやし
4237 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 江タ えだ
4238 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヱボシタ えぼした
4239 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヱンノ本 えんのもと
4240 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 円ノ本 えんのもと
4241 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大田 おおた
4242 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大谷口 おおたにぐち
4243 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大谷山 おおたにやま
4244 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大駄場 おおだば
4245 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大野 おおの
4246 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大畑ケ おおばたけ
4247 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大向口 おおむかいぐち
4248 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大向東平 おおむかいひがしひら
4249 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大向ヒロ おおむこおひろ
4250 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大物川山 おおものがわやま
4251 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岡 おか
4252 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岡尾 おかお
4253 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岡崎 おかざき
4254 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岡添 おかぞえ
4255 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岡ノ下 おかのした
4256 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岡村 おかむら
4257 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 岡本 おかもと
4258 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヲキモト おきもと
4259 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヲクヤシキ おくやしき
4260 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 押川ノ山 おしかわのやま
4261 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 落合ノ瀧 おちあいのたき
4262 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヲツホ谷 おつほたに
4263 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヲニヶダバ おにがだば
4264 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヲモイデ おもいで
4265 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 折リ風 おりかぜ
4266 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヲリツキ おりつき
4267 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヲリ山口 おりやまぐち
4268 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カクレヤカタ かくれやかた
4269 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 隠屋敷 かくれやしき
4270 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カゲヒラ かげひら
4271 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 蔭平山 かげひらやま
4272 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カシキケ谷 かしきけたに
4273 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カシマ かしま
4274 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 風方 かぜがた
4275 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カタツラダバ かたつらだば
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4276 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カヂカブ かぢかぶ
4277 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カチヤシキ かちやしき
4278 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カツキ谷口 かつきたにぐち
4279 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カマイケ かまいけ
4280 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 鎌田 かまた
4281 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 上大田 かみおおた
4282 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 上押川山 かみおしかわやま
4283 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 上川原田 かみかわらだ
4284 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 上三田 かみさんた
4285 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 上ミタシ口 かみたしぐち
4286 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 上ダバ かみだば
4287 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 上ノ谷 かみのたに
4288 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 神ノ馬バ かみのばば
4289 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 神ヤシキ かみやしき
4290 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 亀ヶ谷 かめがたに
4291 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カラウト からうと
4292 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 唐谷 からたに
4293 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カリヤ かりや
4294 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 観音寺 かんおんじ
4295 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 鳫カ池 がんがいけ
4296 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ギヲンダ ぎおんだ
4297 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 北裏 きたうら
4298 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 北ヤシキ きたやしき
4299 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 北山 きたやま
4300 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 木屋ヶ谷 きやがたに
4301 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 京デン きようでん
4302 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 桐嶋 きりしま
4303 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 桐ノ木 きりのき
4304 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 楠城山 くすしろやま
4305 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ クデンダ くでんだ
4306 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ クトラ山 くとらやま
4307 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 久保田 くぼた
4308 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 栗岩 くりいわ
4309 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 栗ノ木屋式 くりのきやしき
4310 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 桑ヶ谷 くわがたに
4311 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 桑木ノ内 くわきのうち
4312 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ クワンス谷 くわんすだに
4313 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 慶正ヶ谷 けいしようがたに
4314 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ケワイテン けわいてん
4315 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ カウヱンタ こうえんだ
4316 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 郷ノ内 ごうのうち
4317 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小島 こしま
4318 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小島土居ノ外 こしまどいのそと
4319 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小島森 こしまもり
4320 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小砂川山 こすながわやま
4321 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コダ こだ
4322 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コダイガフチ こだいがふち
4323 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小駄場 こだば
4324 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 五反田 ごたんだ
4325 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 琴平山 ことひらやま
4326 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ このこうべ
4327 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小畠 こはた
4328 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小畑 こばたけ
4329 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ こはまぐち
4330 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小松尾 こまつお
4331 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小松尾口 こまつおぐち
4332 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 込山 こみやま
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4333 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 米ツミバ こめつみば
4334 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コモ沢 こもさわ
4335 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コモ澤 こもさわ
4336 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コヤノクチ こやのくち
4337 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コリビ こりび
4338 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コンピラ前 こんぴらまえ
4339 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コンボヲ こんぼう
4340 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ コンボヲ口 こんぼうぐち
4341 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ サイカミ さいかみ
4342 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ サイコヲ さいこお
4343 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ サイコヲジ さいこをじ
4344 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ サキヲヤシキ さきおやしき
4345 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ササテン ささでん
4346 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ サルハマス さるはます
4347 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 三光越 さんこうごえ
4348 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 三反田 さんたんだ
4349 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 三堂 さんどう
4350 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下ノ川 したのかわ
4351 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ シチ願 しちがん
4352 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 柴垣 しばがき
4353 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 芝沢 しばさわ
4354 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 柴田 しばた
4355 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ジホリ口 じほりぐち
4356 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ シホリノクチ しほりのくち
4357 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 島田 しまだ
4358 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 島ノ宮 しまのみや
4359 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ シメノホテン しめのほでん
4360 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下押川山 しもおしかわやま
4361 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下川原田 しもかわはらだ
4362 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下モタシ口 しもたしぐち
4363 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下モ立チ花山 しもたちばなやま
4364 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下タノ川 しもたのかわ
4365 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下マダラク しもまだらく
4366 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下宮 しもみや
4367 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 下モヤシキ しもやしき
4368 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ シヤシ山 しやしやま
4369 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 修理殿 しゆうりでん
4370 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 城主ヶ谷 じようしがたに
4371 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 小路口 しようじぐち
4372 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 正ジャク しようじやく
4373 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 城ノ下 じようのした
4374 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 城山 じようのやま
4375 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 正ブン しようぶん
4376 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 白王 しらおう
4377 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 白王前 しらおうまえ
4378 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 白土ノハナ しらつちのはな
4379 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 新替 しんがえ
4380 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 青光 しんこう
4381 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 新蔵寺 しんぞうじ
4382 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 新道 しんみち
4383 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ スケノ谷 すけのたに
4384 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ スダノ町 すだのまち
4385 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ スナダ すなだ
4386 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 西光 せいこう
4387 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ セソンジ せそんじ
4388 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 千石? せんごくばえ
4389 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ゼンノヲリ ぜんのうり
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4390 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 惣五郎山 そうごろうやま
4391 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 惣山分 そうやまぶん
4392 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 曽我山 そがやま
4393 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 曽我ヶ谷 そがんたに
4394 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ソツユウヤシキ そつゆうやしき
4395 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 外ウラ そとうら
4396 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ソトウラ口 そとうらぐち
4397 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ソワカ そわか
4398 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大道 だいどう
4399 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 大明神 だいみようじん
4400 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 高崎 たかさき
4401 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ たかすのかわ
4402 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 高スノ川山 たかすのかわやま
4403 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ たかてもりやま
4404 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タカハシ たかはし
4405 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 高橋 たかはし
4406 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ たかべ
4407 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ たかべやま
4408 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 龍ノ口 たきのくち
4409 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タキノ下 たきのした
4410 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タキノ山 たきのやま
4411 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タクミダ たくみだ
4412 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 竹ヶ谷 たけがたに
4413 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タケ山デン たけやまでん
4414 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タチバナクチ たちばなくち
4415 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タテヲカ たておか
4416 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 田中 たなか
4417 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 谷ヤシキ たにやしき
4418 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 頼母田 たのもだ
4419 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タレカト たれかと
4420 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ タンヤシキ たんやしき
4421 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ チチウ谷 ちちうたに
4422 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ チトリノ下 ちとりのした
4423 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 地引屋式 ぢびきやしき
4424 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヂブサコ ぢぶさこ
4425 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長正イン ちようしよういん
4426 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 丁田 ちようだ
4427 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 丁ノ坪 ちようのつぼ
4428 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 丁場 ちようば
4429 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 丁場北森 ちようばきたもり
4430 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 丁場ノ南 ちようばのみなみ
4431 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長福寺 ちようふくじ
4432 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長老 ちようろう
4433 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ツイタ ついた
4434 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 塚ノ町 つかのまち
4435 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ツキイタシ つきいたし
4436 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ツシ原 つしはら
4437 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 土川田 つちかわだ
4438 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ツツミ つつみ
4439 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 椿原 つばきはら
4440 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 出口 でぐち
4441 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 手代岡 てしりおか
4442 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ テシロ てしろ
4443 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 天神ノ前 てんじんのまえ
4444 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 天神前 てんじんまえ
4445 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ テントヲヤシキ てんとうやしき
4446 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ テントウ山 てんとうやま
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4447 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ トイヶ谷 といがだに
4448 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ トイヶ谷口 といがたにぐち
4449 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ トイクチ といくち
4450 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 土居ノ内横田 どいのうちよこた
4451 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 堂額庵 どうがくあん
4452 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 堂ヶハサコ どうがはさこ
4453 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 峠ヶ谷 とうげがたに
4454 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ どうしり
4455 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 通山 とうりやま
4456 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ トキツナ ときつな
4457 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ トツキウ山 とつきうやま
4458 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ トノコ とのこ
4459 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 殿ヤシキ とのやしき
4460 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 土場 どば
4461 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 土橋 どばし
4462 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ トビノス とびのす
4463 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ トヤガ谷 とやがたに
4464 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中イテ なかいて
4465 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長ウ子 ながうね
4466 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長尾 ながお
4467 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中岡 なかおか
4468 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中沖 なかおき
4469 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長尾ノ谷 ながおのたに
4470 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長尾分 ながおぶん
4471 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中嶋 なかじま
4472 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長瀬西平 ながせにしひら
4473 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 長瀬山 ながせやま
4474 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中ソリ なかそり
4475 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ナカタ なかた
4476 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中ノ川山 なかのかわやま
4477 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中ノ谷 なかのたに
4478 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ナガノヤシキ ながのやしき
4479 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中ヤシキ なかやしき
4480 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 中山 なかやま
4481 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ナガレタ ながれた
4482 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ナバレダ なばれだ
4483 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ナルサンタ山 なるさんたやま
4484 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ナルセ なるせ
4485 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ニグリノ前 にぐりのまえ
4486 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 西沢 にしさわ
4487 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 西ノ川 にしのかわ
4488 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 西ノ崎 にしのさき
4489 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 西沢 にしのさわ
4490 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 西山 にしやま
4491 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 仁助分 にすけぶん
4492 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヌタツボ ぬたつぼ
4493 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 念佛 ねんぶつ
4494 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 農協前 のうきようまえ
4495 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 橋ヶ谷 はしがたに
4496 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ハシキテン はしきでん
4497 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 畑ケタ はたけだ
4498 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ハタ竹 はたたけ
4499 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ハタノ川 はたのかわ
4500 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 畠ノ川山 はたのかわやま
4501 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 八龍王 はちりゆうおう
4502 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 八龍王山 はちりゆうおうやま
4503 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 八反田 はつたんだ
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4504 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 馬場カウダ ばばこうだ
4505 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 馬場住 ばばじゆう
4506 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 馬場ダ ばばだ
4507 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 馬場ノ下 ばばのした
4508 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 馬々ヤシキ ばばやしき
4509 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 林 はやし
4510 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヒエタ越 ひえたごえ
4511 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヒヱタ山 ひえたやま
4512 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 久ホリ ひさほり
4513 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヒシャシ口 ひしやしぐち
4514 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヒシヤミノ平 ひしやみのひら
4515 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 日ノ平山 ひのひらやま
4516 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ビヤタ びやた
4517 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 平田境 ひらたざかえ
4518 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 弘田 ひろた
4519 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 福岡 ふくおか
4520 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ フクヲカ ふくをか
4521 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 藤岡 ふじおか
4522 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 藤本 ふじもと
4523 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 藤本ヤシキ ふじもとやしき
4524 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 札ノ木 ふだのき
4525 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ フタマタセ ふたまたせ
4526 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 佛身寺口 ぶつしんじぐち
4527 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ フナグラ ふなぐら
4528 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ブリデン ぶりでん
4529 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 古川 ふるかわ
4530 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 古殿 ふるとの
4531 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 風呂ノ谷 ふろのたに
4532 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 別當ヤシキ べつとうやしき
4533 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ホヲン寺 ほおんじ
4534 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ホキノ下 ほきのした
4535 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 佛ヶ谷 ほとけがたに
4536 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ホニウト ほにうと
4537 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ マイノ上 まいのうえ
4538 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ マダラク まだらく
4539 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ マテノ川 まてのかわ
4540 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ マテノ川道ノ下 まてのかわみちのした
4541 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ マトコロ まところ
4542 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 丸田 まるた
4543 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 丸野 まるの
4544 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 丸山 まるやま
4545 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ マワリ山 まわりやま
4546 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 三島山 みしまやま
4547 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 水舟屋敷 みずぶねやしき
4548 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ミゾタ みぞた
4549 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 三子 みつね
4550 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 南ヤシキ みなみやしき
4551 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 峯 みね
4552 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ミノコシ みのこし
4553 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ みのこし みのこし
4554 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ミノコシ山 みのこしやま
4555 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 水フ子ヤシキ みふねやしき
4556 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮尾 みやお
4557 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮ヶ谷 みやがたに
4558 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮島 みやしま
4559 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮田ヤシキ みやたやしき
4560 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮ノ後 みやのうしろ
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4561 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮ノ後口 みやのうしろぐち
4562 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮ノカウラ みやのかうら
4563 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮ノ谷 みやのたに
4564 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮ノ前 みやのまえ
4565 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 宮畑ケ みやはたけ
4566 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 明願寺 みようがんじ
4567 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 妙見ノ下 みようけんのした
4568 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 明見ヤシキ みようけんやしき
4569 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 向岡 むかいおか
4570 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ムクノ木 むくのき
4571 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 目弘ヶ山 めひろがやま
4572 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 森 もり
4573 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ モリノウシロ もりのうしろ
4574 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 弥市屋式 やいちやしき
4575 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヤカハタノ口 やかはたのくち
4576 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヤブチ谷 やぶちたに
4577 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヤブレダ やぶれだ
4578 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 山枝 やまえだ
4579 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 山田町 やまだちよう
4580 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 弓久 ゆみひさ
4581 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 横川 よこかわ
4582 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 横澤 よこさわ
4583 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ヨコタ よこた
4584 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 横田 よこた
4585 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 吉藏屋敷 よしぞうやしき
4586 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ リウキアン りうきあん
4587 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ リウゲン りうげん
4588 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 龍王ノ前 りゆうおうのまえ
4589 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 両イテ りよういで
4590 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 六反田 ろくたんだ
4591 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ワイノマヱ わいのまえ
4592 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ 和田越 わだごえ
4593 313 山奈町山田 やまなちょうやまだ ワラタ わらた
4594 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな アカハゲ あかはげ
4595 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 飯ノ谷 いいのたに
4596 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 飯ノ山 いいのやま
4597 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 池田山 いけだやま
4598 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 池ノ尾 いけのお
4599 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 池ノ谷 いけのたに
4600 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 石橋 いしばし
4601 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 石佛 いしぼとけ
4602 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな イタチ口 いたちぐち
4603 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 一ノ井デ いちのいで
4604 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 一ノ谷山 いちのたにやま
4605 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 一本松山 いつぽんまつやま
4606 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 井戸ケ谷 いどがたに
4607 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 井戸ヶ谷山 いどがたにやま
4608 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 稲干場 いなほしば
4609 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 稲干場山 いなほしばやま
4610 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな イノリヤマ いのりやま
4611 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな イ法山 いのりやま
4612 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな イモヂ いもぢ
4613 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 伊屋ケ坂 いやかざか
4614 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな イヤノ谷 いやのたに
4615 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな うしのひとこえ
4616 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 牛ノ一声山 うしのひとこえやま
4617 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 臼ヶ谷山 うすがたにやま
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4618 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 打越谷 うちこしだに
4619 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ウツボ谷 うつぼたに
4620 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 姥ヶ瀧 うばがたき
4621 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 姥ヶ滝山 うばがたきやま
4622 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 姥ヶ谷 うばがたに
4623 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 姥ケ谷山 うばがたにやま
4624 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 馬門 うまかど
4625 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 梅ノ木 うめのき
4626 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 梅ノ木山 うめのきやま
4627 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 浦田 うらた
4628 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 浦ダ うらだ
4629 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 浦ダ谷 うらだだに
4630 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 浦タ東ノ谷 うらたひがしのたに
4631 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 浦田山 うらたやま
4632 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな エガタニ山 えがたにやま
4633 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ヱンノ下タ えんのした
4634 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな エンノ谷 えんのたに
4635 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大石 おおいし
4636 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大川 おおかわ
4637 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大川山 おおかわやま
4638 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大倉山 おおくらやま
4639 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大谷山 おおたにやま
4640 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大駄場 おおだば
4641 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大駄場山 おおだばやま
4642 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大坪 おおつぼ
4643 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大平ラ おおひら
4644 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大松 おおまつ
4645 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大ヤケソ おおやけそ
4646 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ヲガ坂 おがさか
4647 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 小ヶ坂山 おがさかやま
4648 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 岡城 おかじよう
4649 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 岡城ノ谷 おかじようのたに
4650 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 岡城東ノ下 おかじようひがしのし
4651 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 岡宗城 おかむねじよう
4652 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 岡ヤシキ おかやしき
4653 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ヲクカヌキ おくかぬき
4654 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 樋ヶ谷 おけがたに
4655 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 柿ノ木谷 かきのきだに
4656 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 柿ノ木山 かきのきやま
4657 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 影ヒラ かげひら
4658 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 鹿島 かじま
4659 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな カタギ谷 かたぎだに
4660 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな カナン坊 かなんぼう
4661 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな カナン坊山 かなんぼうやま
4662 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 上ミエンノ下 かみえんのした
4663 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 上ミ木ワダ かみきわだ
4664 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 神ノダバ かみだば
4665 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 上ヤシキノ下 かみやしきのした
4666 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 神ノ谷 かみんたに
4667 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 亀ノ甲 かめのこう
4668 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 亀ケ谷 かめんたに
4669 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 川原 かわはら
4670 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 切レト きれと
4671 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 金カ駄場 きんがだば
4672 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 釘ヌキ くぎぬき
4673 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな クチカヌキ くちかぬき
4674 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな クツワカ谷 くつわかたに
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4675 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな クツワカ谷山 くつわかたにやま
4676 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな クツワノ谷 くつわのたに
4677 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな クヒゼ谷 くひぜだに
4678 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 倉ケ谷 くらがたに
4679 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 倉谷口 くらたにぐち
4680 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 倉谷山 くらたにやま
4681 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 栗ノ間 くりのま
4682 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな クワンス谷 くわんすだに
4683 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな コウシンノダハ こうしんのだは
4684 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 庚申駄場 こうしんのだは
4685 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 神田添 こうだぞえ
4686 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 神田添 こうだぞえ
4687 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな コウダン谷 こうだんだに
4688 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 小島山 こじまやま
4689 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 古勝寺 こしようじ
4690 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 琴平山 ことひらやま
4691 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな コモ田 こもだ
4692 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな コヤヶ谷 こやがだね
4693 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな コヤノコウ こやのこう
4694 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな コンゲンドウ こんげんどう
4695 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ゴンスヤシキ ごんすやしき
4696 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ササ原山 ささはらやま
4697 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 笹原山 ささはらやま
4698 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 沢シリ さわしり
4699 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 沢ノ山 さわのやま
4700 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 三王山 さんおうやま
4701 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな シガキ しがき
4702 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな シナ池 しないけ
4703 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな シマダ しまだ
4704 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 下モ木ワダ しもきわだ
4705 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 拾代 じゆうだい
4706 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 城ノ下 じようのした
4707 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 白石谷 しらいしだに
4708 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 白石 しろいし
4709 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 次郎三畑 じろうさんばた
4710 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 城ノ谷 しろのたに
4711 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 杉尾田 すぎおだ
4712 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな スケカ谷 すけかたに
4713 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな スゲヶ谷山 すげがだにやま
4714 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 砂田 すなだ
4715 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 砂田 すなだ
4716 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 空ヶタキ そらがたき
4717 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ソリダ そりだ
4718 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大道谷 だいどうだに
4719 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 大道山 だいどうやま
4720 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 太夫ノ谷 たいふのたに
4721 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな たかはた
4722 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな たかはたやま
4723 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな タキノ下 たきのした
4724 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 竹ノ内 たけのうち
4725 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな タツ町 たつちよう
4726 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな タツノ木 たつのき
4727 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 立石山 たていしやま
4728 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな タテダシ たてだし
4729 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 立花川 たてばながわ
4730 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 谷ノ防山 たにのぼうやま
4731 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 谷ヤシキ たにやしき
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4732 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 狸穴 たぬきあな
4733 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 段ノ下 だんのした
4734 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ヂイ谷 ぢいだに
4735 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな チサノ木 ちさのき
4736 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 地藏堂 ぢぞうどう
4737 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 長字山 ちようじやま
4738 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 朔日デン ついたちでん
4739 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 柄タ つかた
4740 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 作リ道 つくりみち
4741 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 坪根田 つぼねだ
4742 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 坪ノ内 つぼのうち
4743 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 鶴ケ城 つるがじよう
4744 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 出合 であい
4745 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 天王 てんのう
4746 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな トイケ谷山 といがたにやま
4747 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな トイシ川 といしかわ
4748 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 土居ヤシキ どいやしき
4749 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 堂トヲヤシキ どうどおやしき
4750 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな トウノ谷 とうのたに
4751 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 堂ノ本 どうのもと
4752 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 通山 とうりやま
4753 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな トノヤブ とのやぶ
4754 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 土俵 どひよう
4755 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな トリノス とりのす
4756 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな トヲカ谷 とをかたに
4757 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ナヘシロ山 なえしろやま
4758 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 長畝山 ながうねやま
4759 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 中尾 なかお
4760 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 中沢 なかざわ
4761 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 長沢 ながさわ
4762 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 永谷 ながたに
4763 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 長谷 ながたに
4764 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ナカノヲ なかのう
4765 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 中屋式 なかやしき
4766 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 中休場 なかやすみば
4767 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 中休場山 なかやすみばやま
4768 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 流越 ながれごえ
4769 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 梨ノ木 なしのき
4770 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ナベテン なべてん
4771 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 鍋デン なべでん
4772 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ナベデン山 なべでんやま
4773 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 苗代山 なわしろやま
4774 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 仁井田 にいだ
4775 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 西大駄場 にしおおだば
4776 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 西岡 にしおか
4777 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 錦谷 にしきたに
4778 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 二反田 にたんだ
4779 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 二人尻 ににんじり
4780 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 二人尻山 ににんじりやま
4781 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 入道越 にゆうどうごえ
4782 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 猫石 ねこいし
4783 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ハイノ木谷 はいのきだに
4784 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ハイノ木山 はいのきやま
4785 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ハタ岡 はたおか
4786 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 畑岡山 はたおかやま
4787 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 畠岡山 はたおかやま
4788 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 八畳岩 はちじよういわ
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4789 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 馬場田 ばばだ
4790 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな はまだやしき
4791 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 林ノ下 はやしのした
4792 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ハラマキ はらまき
4793 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 春岡 はろおか
4794 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ヒエ谷 ひえたに
4795 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ヒエ谷口 ひえたにぐち
4796 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 東大駄場 ひがしおおだば
4797 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 東フシノ木谷 ひがしふしのきだに
4798 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 引地城山 ひきぢしろやま
4799 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 柄杓田 ひしやくだ
4800 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 百畝区 ひやくせく
4801 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 福神坊 ふくじんぼう
4802 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな フシノ木谷 ふしのきだに
4803 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 二ツ森 ふたつもり
4804 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな フヂ田 ふぢた
4805 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 舩ヶ谷 ふながたね
4806 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 船付 ふなつけ
4807 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 船付 ふなつけ
4808 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 古堂ヤシキ ふるどうやしき
4809 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 法寿寺 ほうじゆじ
4810 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 坊ノ下 ぼうのした
4811 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 坊ヤシキ ぼうやしき
4812 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ホキノ峯山 ほきのみねやま
4813 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 佛ヶ谷 ほとけがたに
4814 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 佛ヶ谷東ノ畝 ほとけだにひがしのう
4815 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 本モ谷 ほんもたに
4816 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな まごえもんさわ
4817 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな マコトキ まことき
4818 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 松尾山 まつおやま
4819 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 松崎 まつざき
4820 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 丸山 まるやま
4821 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 廻リ田 まわりだ
4822 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ミカスミ みかすみ
4823 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 三角 みかど
4824 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 道ノ川屋式 みちのかわやしき
4825 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 三ツ石 みついし
4826 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 南梅ノ木 みなみうめのき
4827 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 南畑山 みなみはたやま
4828 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 南マガリタ みなみまがりた
4829 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 峯屋敷 みねやしき
4830 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 宮ノ下 みやのした
4831 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 向山 むかいやま
4832 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 向澤 むかえさわ
4833 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ム子ヶ谷 むねがたに
4834 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 室屋ノ前 むろやのまえ
4835 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 矢倉ケ谷 やぐらがたに
4836 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな ヤシキノ下 やしきのした
4837 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 柳尾 やなぎお
4838 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 山口 やまぐち
4839 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 山本 やまもと
4840 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 柚ノ木 ゆのき
4841 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 横芝居山 よこしばいやま
4842 314 山奈町芳奈 やまなちょうよしな 横タ よこた
4843 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 阿漕原 あこぎはら
4844 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 芦道 あしみち
4845 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま アシロクロミ山 あじろくろみやま
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4846 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 生ヶ嶋山 いくがしまやま
4847 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 一本橋 いつぽんばし
4848 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま ウドノソラ うどのそら
4849 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 大浦山 おおうらやま
4850 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま カンザシ松 かんざしまつ
4851 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 北峯 きたみね
4852 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 北峯山 きたみねやま
4853 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 京女郎墓 きようじよろうばか
4854 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 久保浦 くぼうら
4855 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 久保浦道 くぼうらみち
4856 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 久保浦山 くぼうらやま
4857 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 古家木山 こやきやま
4858 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 古屋ノ浦 こやのうら
4859 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 古屋ノ浦山 こやのうらやま
4860 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 古屋ノ道 こやのみち
4861 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 下高場 しもたかば
4862 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 尻無尾山 しりなしおやま
4863 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 白岩田場山 しろいわだばやま
4864 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 白岩鼻 しろいわばな
4865 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 新張 しんばり
4866 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 水晶山 すいしようやま
4867 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 蝉ヶ尾山 せみがおやま
4868 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 高場山 たかばやま
4869 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 田ノ窪 たのくぼ
4870 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 田ノ窪山 たのくぼやま
4871 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 田場 だば
4872 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 田場柵外 だばさくのそと
4873 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 田場下山 だばしたやま
4874 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 田場山 だばやま
4875 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 地蔵谷 ぢぞうだに
4876 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 寺上 てらうえ
4877 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 寺ノ下 てらのした
4878 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま トヲノハナ山 とおのはなやま
4879 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま ドギノ峯 どぎのみね
4880 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま トギノ峯下 とぎのみねした
4881 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 内頭山 ないとうやま
4882 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 中崎山 なかさきやま
4883 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま ハダカ島 はだかじま
4884 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 左ノ瀬山 ひだりのせやま
4885 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 二タ並ビ島 ふたならびじま
4886 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま ボンボリ ぼんぼり
4887 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま ボンボリ山 ぼんぼりやま
4888 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 水谷 みずたに
4889 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 水谷山 みずたにやま
4890 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 宮ノ谷 みやのたに
4891 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 母島 もしま
4892 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 焼ノ山 やきのやま
4893 401 沖の島町母島 おきのしまちょうもしま 大和山 やまとやま
4894 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ アシ あし
4895 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 網代黒 あじろぐろみ
4896 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 大平山 おおひらやま
4897 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ カイノコバ かいのこば
4898 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 開発 かいほつ
4899 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ カヂクボ かぢくぼ
4900 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 関東山 かんとうさん
4901 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 気見 きみ
4902 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 金蔵畑 きんぞうばた
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4903 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 桑代 くわじろ
4904 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 小嶋 こじま
4905 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 新弘瀬 しんびろせ
4906 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 末広山 すえひろやま
4907 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 武ノ神 たけのかみ
4908 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 立石 たていし
4909 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 谷尻 たにじり
4910 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 田ノハタ たのはた
4911 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 渡世山 とせいやま
4912 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 中崎 なかざき
4913 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 中畑 なかばた
4914 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ ハザ山 はざやま
4915 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 火道 ひみち
4916 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 姫島山 ひめじまやま
4917 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 弘瀬 ひろせ
4918 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 深谷 ふかだに
4919 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 弁作 べんさく
4920 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 三浦山 みうらやま
4921 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 三子谷山 みこたにやま
4922 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 見附 みつけ
4923 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 南先 みなみさき
4924 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 宮ノ道 みやのみち
4925 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ 夫婦松 めおとまつ
4926 402 沖の島町弘瀬 おきのしまちょうひろせ ヤケノ やけの
4927 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまウキツ うきつ
4928 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまウキツ越 うきつごし
4929 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまウキツ山 うきつやま
4930 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま内山 うちやま
4931 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま大谷 おおたに
4932 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまヲクノ川 おくのかわ
4933 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまヲクノ川山 おくのかわやま
4934 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまヲドロ おどろ
4935 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまヲノヒラ おのひら
4936 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上ウキツ かみうきつ
4937 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上大谷 かみおおたに
4938 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上ヲクノ川 かみおくのかわ
4939 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上カリマタ かみかりまた
4940 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上勘助ハギ かみかんすけはぎ
4941 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上クマガハエ かみくまがばえ
4942 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上小浦 かみこうら
4943 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上サガリ松 かみさがりまつ
4944 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上トキ かみとき
4945 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま上西ヶ峠 かみにしがとうげ
4946 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまカリマタ峯 かりまたみね
4947 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま勘助ハギ かんすけはぎ
4948 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまクビタ くびた
4949 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまクマガハエ くまがばえ
4950 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま小浦 こうら
4951 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま小浦山 こうらやま
4952 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま小松世 こまつよ
4953 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまサブ山 さぶやま
4954 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまサンタ畑 さんたばた
4955 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま下ウキツ しもうきつ
4956 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま下大谷 しもおおたに
4957 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま下サガリ松 しもさがりまつ
4958 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま下サブ山 しもさぶやま
4959 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま下サンタ畑 しもさんたばた

2016/5/15 87/88 四万十町地名辞典付属資料



宿毛市の大字・字の一覧

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

4960 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま下白ハエ しもしろばえ
4961 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま下中越 しもなかごし
4962 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま下弘野 しもひろの
4963 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま白ハエ しろばえ
4964 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま寺山 てらやま
4965 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまトヲミ とうみ
4966 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまトキ とき
4967 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま中ウキツ なかうきつ
4968 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま中コヲラ なかこおら
4969 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま中越 なかごし
4970 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま中サンタ畑 なかさんたばた
4971 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま西尾之平 にしおのひら
4972 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま西ヶ峠 にしがとうげ
4973 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま西日向ハナ にしひゆうがはな
4974 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまノホリタテ のぼりたて
4975 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま姫島山 ひめしまやま
4976 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま船原 ふなばら
4977 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまマコロバシ まころばし
4978 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま真竹作 またけづくり
4979 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま宮山 みややま
4980 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまメキタ めきた
4981 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまヤスミ場 やすみば
4982 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまヤスミ場山 やすみばやま
4983 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまヨコハエ よこばえ
4984 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしまヨコハエ山 よこばえやま
4985 403 沖の島町鵜来島おきのしまちょううぐるしま龍頭山 りゆうとうさん
4986 901 南沖須賀 みなみおきすか
4987 902 中央１丁目 ちゅうおういっちょうめ
4988 903 中央２丁目 ちゅうおうにちょうめ
4989 904 中央３丁目 ちゅうおうさんちょうめ
4990 905 中央４丁目 ちゅうおうよんちょうめ
4991 906 中央５丁目 ちゅうおうごちょうめ
4992 907 中央６丁目 ちゅうおうろくちょうめ
4993 908 中央７丁目 ちゅうおうななちょうめ
4994 909 中央８丁目 ちゅうおうはっちょうめ
4995 910 駅前町１丁目 えきまえちょういっちょうめ
4996 911 駅前町２丁目 えきまえちょうにちょうめ
4997 912 港南台１丁目 こうなんだいいっちょうめ
4998 913 港南台２丁目 こうなんだいにちょうめ
4999 914 さくらが丘 さくらがおか
5000 915 平田町東平１丁目ひらたちょうひがしだいらいっちょうめ
5001 916 平田町東平２丁目ひらたちょうひがしだいらにちょうめ
5002 917 四季の丘１丁目しきのおかいっちょうめ
5003 918 四季の丘２丁目しきのおかにちょうめ
5004 919 新港 しんこう
5005 920 駅東町１丁目 えきひがしまちいっちょうめ
5006 921 駅東町２丁目 えきひがしまちにちょうめ
5007 922 駅東町３丁目 えきひがしまちさんちょうめ
5008 923 駅東町４丁目 えきひがしまちよんちょうめ
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