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10 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 秋月丸 ｱｷﾂﾞｷﾏﾙ
28 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 有光北鍵山 ｱﾘﾐﾂｷﾀｶｷﾞﾔﾏ
21 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 大道ノ西 ｵｵﾐﾁﾉﾆｼ
6 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ カラ堀曲リ ｶﾗﾎﾞﾘﾏｶﾞﾘ
37 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 北組西 ｷﾀｸﾞﾐﾆｼ
35 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 北本町１丁目 ｷﾀﾎﾝﾏﾁｲｯﾁｮｳﾒ
33 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 北本町上１丁目 ｷﾀﾎﾝﾏﾁｶﾐｲｯﾁｮｳﾒ
36 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 北本町３丁目 ｷﾀﾎﾝﾏﾁｻﾝﾁｮｳﾒ
34 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 北本町２丁目 ｷﾀﾎﾝﾏﾁﾆﾁｮｳﾒ
19 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 黒土 ｸﾛﾂﾁ
42 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 黒土２号団地 ｸﾛﾂﾁﾆｺﾞｳﾀﾞﾝﾁ
43 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 県営住宅 ｹﾝｴｲｼﾞｭｳﾀｸ
12 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 五郎地 ｺﾞﾛｳｼﾞ
30 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 栄町 ｻｶｴﾏﾁ
25 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 新野 ｼﾝﾉ
9 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 新町丸 ｼﾝﾏﾁﾏﾙ
11 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 須江野開 ｽｴﾉﾋﾞﾗｷ
8 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 宗目殿丸 ｿｳﾒﾝﾄﾉﾏﾙ
22 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 中井ノ北 ﾅｶｲﾉｷﾀ
38 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 中組 ﾅｶｸﾞﾐ
20 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 中須 ﾅｶｽﾞ
29 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 中山丸 ﾅｶﾔﾏﾏﾙ
3 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ ナベ山 ﾅﾍﾞﾔﾏ
24 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 西臼井 ﾆｼｳｽｲ
15 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 西野溝ノ北 ﾆｼﾉﾐｿﾞﾉｷﾀ
16 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 西野溝ノ南 ﾆｼﾉﾐｿﾞﾉﾐﾅﾐ
26 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 野神 ﾉｶﾞﾐ
2 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 長谷川丸 ﾊｾｶﾞﾜﾏﾙ
5 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 八王子野開 ﾊﾁｵｳｼﾞﾉﾋﾞﾗｷ
14 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 浜道ノ西 ﾊﾏﾐﾁﾉﾆｼ
13 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 浜道ノ東 ﾊﾏﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
23 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 東臼井 ﾋｶﾞｼｳｽｲ
1 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 百石畑 ﾋｬｯｺｸﾊﾞﾀ
18 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 古町 ﾌﾙﾏﾁ
40 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 古町１丁目 ﾌﾙﾏﾁｲｯﾁｮｳﾒ
41 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 古町２丁目 ﾌﾙﾏﾁﾆﾁｮｳﾒ
7 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 前山 ﾏｴﾔﾏ
32 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 前山 ﾏｴﾔﾏ
27 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ
17 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ
39 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 南組 ﾐﾅﾐｸﾞﾐ
31 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 宮前町 ﾐﾔﾏｴﾁｮｳ
4 101 土佐山田町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳ 山ノ間丸 ﾔﾏﾉｱｲﾀﾞﾏﾙ
44 102 土佐山田町百石町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｬｯｺｸﾁｮｳ １丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
45 102 土佐山田町百石町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｬｯｺｸﾁｮｳ ２丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
46 103 土佐山田町東本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁ １丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
50 103 土佐山田町東本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁ ５丁目 ｺﾞﾁｮｳﾒ
48 103 土佐山田町東本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁ ３丁目 ｻﾝﾁｮｳﾒ
47 103 土佐山田町東本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁ ２丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
49 103 土佐山田町東本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁ ４丁目 ﾖﾝﾁｮｳﾒ
51 104 土佐山田町旭町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱｻﾋﾏﾁ １丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
55 104 土佐山田町旭町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱｻﾋﾏﾁ ５丁目 ｺﾞﾁｮｳﾒ
53 104 土佐山田町旭町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱｻﾋﾏﾁ ３丁目 ｻﾝﾁｮｳﾒ
52 104 土佐山田町旭町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱｻﾋﾏﾁ ２丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
54 104 土佐山田町旭町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱｻﾋﾏﾁ ４丁目 ﾖﾝﾁｮｳﾒ
56 105 土佐山田町西本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾎﾝﾏﾁ １丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
60 105 土佐山田町西本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾎﾝﾏﾁ ５丁目 ｺﾞﾁｮｳﾒ
58 105 土佐山田町西本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾎﾝﾏﾁ ３丁目 ｻﾝﾁｮｳﾒ
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57 105 土佐山田町西本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾎﾝﾏﾁ ２丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
59 105 土佐山田町西本町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾎﾝﾏﾁ ４丁目 ﾖﾝﾁｮｳﾒ
61 106 土佐山田町宝町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｶﾗﾏﾁ １丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
65 106 土佐山田町宝町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｶﾗﾏﾁ ５丁目 ｺﾞﾁｮｳﾒ
63 106 土佐山田町宝町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｶﾗﾏﾁ ３丁目 ｻﾝﾁｮｳﾒ
62 106 土佐山田町宝町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｶﾗﾏﾁ ２丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
64 106 土佐山田町宝町　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｶﾗﾏﾁ ４丁目 ﾖﾝﾁｮｳﾒ
66 107 土佐山田町秦山町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝｻﾞﾝﾁｮｳ １丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
68 107 土佐山田町秦山町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝｻﾞﾝﾁｮｳ ３丁目 ｻﾝﾁｮｳﾒ
67 107 土佐山田町秦山町 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝｻﾞﾝﾁｮｳ ２丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
183 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 青サレ ｱｵｻﾚ
170 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 青サレ山 ｱｵｻﾚﾔﾏ
155 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 油石 ｱﾌﾞﾗｲｼ
199 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 油石 ｱﾌﾞﾗｲｼ
151 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 油石山 ｱﾌﾞﾗｲｼﾀﾞﾆ
157 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 油石前山 ｱﾌﾞﾗｲｼﾏｴﾔﾏ
147 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 池ノ奥 ｲｹﾉｵｸ
159 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 池ノ下 ｲｹﾉｼﾀ
166 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 井田 ｲﾀﾞ
87 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 市ノ下 ｲﾁﾉｼﾀ
70 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 井ノ口 ｲﾉｸﾁ
201 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ イノ口 ｲﾉｸﾁ
118 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 宇治ケ谷 ｳｼﾞｶﾞﾀﾆ
71 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 内田 ｳﾁﾀﾞ
188 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 内田 ｳﾁﾀﾞ
96 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大河内 ｵｵｶﾜｳﾁ
144 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大佐古 ｵｵｻｺ
143 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大佐古山 ｵｵｻｺﾔﾏ
107 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大 ｵｵﾀｷ
91 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大ツカ西 ｵｵﾂｶﾆｼ
82 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大西土居 ｵｵﾆｼﾄﾞｲ
108 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大原 ｵｵﾊﾗ
171 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大元 ｵｵﾓﾄ
94 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 岡ノ神母 ｵｶﾉｲｹﾞ
112 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 奥ノ宮 ｵｸﾉﾐﾔ
126 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 小倉山 ｵｸﾞﾗﾔﾏ
75 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 小田 ｵﾀﾞ
175 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 小野 ｵﾉ
136 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ カイモリ ｶｲﾓﾘ
150 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ カクレ谷 ｶｸﾚﾀﾞﾆ
135 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 陰ノ路 ｶｹﾞﾉﾐﾁ
153 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 鐘突殿 ｶﾈﾂｷﾃﾞﾝ
185 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 上馬ノ岡 ｶﾐｳﾏﾉｵｶ
69 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 川添 ｶﾜｿﾞｴ
72 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 楠ノ木 ｸｽﾉｷ
99 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 楠目 ｸｽﾞﾒ
121 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 楠目山 ｸｽﾞﾒﾔﾏ
89 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 久保屋式 ｸﾎﾞﾔｼｷ
102 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 呉鳥 ｸﾚﾄﾘ
138 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 黒萩 ｸﾛﾊｷﾞ
142 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 黒萩山 ｸﾛﾊｷﾞﾔﾏ
140 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ コウカ谷 ｺｳｶﾀﾞﾆ
130 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 坑ケ坪 ｺｳｶﾞﾂﾎﾞ
76 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 郷本 ｺﾞｳﾓﾄ
114 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 五反畑 ｺﾞﾀﾝﾊﾞﾀ
154 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 小西谷山 ｺﾆｼﾀﾞﾆﾔﾏ
105 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 西法寺 ｻｲﾎｳｼﾞ
95 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ サウヂ ｻｳﾁﾞ
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131 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 坂本 ｻｶﾓﾄ
173 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 桜ケ谷 ｻｸﾗｶﾞﾀﾆ
84 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 下タ屋式 ｼﾀﾔｼｷ
77 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ シバノ東 ｼﾊﾞﾉﾋｶﾞｼ
178 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 芝ノ東 ｼﾊﾞﾉﾋｶﾞｼ
132 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 下馬ノ岡 ｼﾓｳﾏﾉｵｶ
182 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 下屋式 ｼﾓﾔｼｷ
180 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 障子ケ谷 ｼｮｳｼﾞｶﾞﾀﾆ
109 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 障子谷 ｼｮｳｼﾞﾀﾞﾆ
101 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 城ノ間門 ｼﾛﾉｱｲﾀﾞﾓﾝ
100 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 城ノ南 ｼﾛﾉﾐﾅﾐ
124 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 城山 ｼﾛﾔﾏ
152 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 新小佐古 ｼﾝｺｻｺ
93 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 神明 ｼﾝﾒｲ
146 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 銭神 ｾﾞﾆｶﾞﾐ
172 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 前行 ｾﾞﾝｷﾞｮｳ
200 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 前行 ｾﾞﾝｷﾞｮｳ
73 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 大門 ﾀﾞｲﾓﾝ
90 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 高ソトバ ﾀｶｿﾄﾊﾞ
88 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 高ソトバノ下 ﾀｶｿﾄﾊﾞﾉｼﾀ
117 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ タキケ谷 ﾀｷｶﾞﾀﾆ
74 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ タクミヤシキ ﾀｸﾐﾔｼｷ
128 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 立石 ﾀﾃｲｼ
165 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 田中屋式 ﾀﾅｶﾔｼｷ
119 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 檀御前 ﾀﾞﾝｺﾞｾﾞﾝ
191 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 談西 ﾀﾞﾝｾｲ
187 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 談東 ﾀﾞﾝﾄｳ
190 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 談中 ﾀﾞﾝﾅｶ
189 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 中央 ﾁｭｳｵｳ
162 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 鎮守宮 ﾁﾝｼﾞｭﾉﾐﾔ
168 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ツエケ谷 ﾂｴｶﾞﾀﾆ
123 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 手打谷 ﾃｳﾁﾀﾞﾆ
81 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 土居 ﾄﾞｲ
133 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
134 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 長谷山 ﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
174 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 中ノ坪 ﾅｶﾉﾂﾎﾞ
85 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 中村 ﾅｶﾑﾗ
193 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 中村１ ﾅｶﾑﾗｲﾁ
195 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 中村３ ﾅｶﾑﾗｻﾝ
194 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 中村２ ﾅｶﾑﾗﾆ
196 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 中村４ ﾅｶﾑﾗﾖﾝ
78 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 中ヲチ ﾅｶｦﾁ
156 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
163 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ
141 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 入道谷 ﾆｭｳﾄﾞｳﾀﾞﾆ
177 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 野寄 ﾉﾖﾘ
148 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ハシカ谷 ﾊｼｶﾀﾞﾆ
129 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 針木 ﾊﾘｷ
127 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ハリ木山 ﾊﾘｷﾔﾏ
120 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 半坂 ﾊﾝｻﾞｶ
86 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 東市 ﾋｶﾞｼｲﾁ
103 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 東内 ﾋｶﾞｼｳﾁ
139 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
161 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
115 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ヒハノキ ﾋﾊﾉｷ
80 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 平田 ﾋﾗﾀ
192 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 平田 ﾋﾗﾀ
92 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 伏原 ﾌｼﾊﾗ
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197 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 伏原 ﾌｼﾊﾗ
186 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 伏原山 ﾌｼﾊﾗﾔﾏ
125 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 法林寺 ﾎｳﾘﾝｼﾞ
116 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 甫照 ﾎﾃﾞﾘ
79 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 前ノ芝 ﾏｴﾉｼﾊﾞ
149 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ マド谷 ﾏﾄﾞﾀﾞﾆ
169 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 萬松山 ﾏﾝﾏﾂﾔﾏ
122 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 水ケ谷 ﾐｽﾞｶﾞﾀﾆ
113 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 宮田 ﾐﾔﾀ
110 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
167 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
176 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ メウカイ ﾒｳｶｲ
158 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 女夫池 ﾒｵﾄｶﾞｲｹ
164 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 門前 ﾓﾝｾﾞﾝ
83 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ヤカシラ ﾔｶｼﾗ
179 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ヤカシロ ﾔｶｼﾛ
106 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 八木谷 ﾔｷﾞﾀﾞﾆ
111 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 八木山 ﾔｷﾞﾔﾏ
181 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ヤギ山 ﾔｷﾞﾔﾏ
145 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 矢筈谷 ﾔﾊｽﾞﾀﾞﾆ
160 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 山キド ﾔﾏｷﾄﾞ
198 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 予岳 ﾖｶﾞｸ
104 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 横田 ﾖｺﾀ
97 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ 簾中 ﾚﾝﾁｭｳ
137 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ヲウハカ谷 ｦｳﾊｶﾀﾞﾆ
202 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ヲウハヤシキ ｦｳﾊﾔｼｷ
98 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ヲウバヤシキ ｦｳﾊﾞﾔｼｷ
184 108 土佐山田町楠目　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｸｽﾞﾒ ヲンハカ谷 ｦﾝﾊｶﾀﾞﾆ
242 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 石ノモト ｲｼﾉﾓﾄ
259 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ イダ ｲﾀﾞ
216 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 岩本ミマタ ｲﾜﾓﾄﾐﾏﾀ
212 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ウエムラノニシ ｳｴﾑﾗﾆｼ
211 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ウワノ ｳﾜﾉ
234 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 大切明 ｵｵｷﾞﾘｱｹ
236 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 大谷 ｵｵﾀﾆ
232 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 大谷ノ下 ｵｵﾀﾆｼﾀ
274 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 奥フカサコウエ ｵｸﾌｶｻｺｳｴ
249 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ カタフキ ｶﾀﾌｷ
221 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ カタブキ ｶﾀﾌﾞｷ
280 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ カタフキウエ ｶﾀﾌｷｳｴ
209 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ カトタ ｶﾄﾀ
286 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 北組西 ｷﾀｸﾞﾐﾆｼ
257 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ キノサキ ｷﾉｻｷ
208 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ キノシタ ｷﾉｼﾀ
263 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 京ガイ ｷｮｳｶﾞｲ
204 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
219 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ケンチウ ｹﾝﾁｳ
235 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 小切明 ｺｷﾞﾘｱｹ
223 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 古城 ｺｼﾞｮｳ
246 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 古城北平 ｺｼﾞｮｳｷﾀﾋﾗ
261 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ コダ ｺﾀﾞ
230 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 椎ノ木谷 ｼｲﾉｷﾀﾞﾆ
268 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ シナシ北 ｼﾅｼｷﾀ
270 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ シナシ下 ｼﾅｼｼﾓ
269 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ シナシ西 ｼﾅｼﾆｼ
233 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ セカイ ｾｶｲ
271 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ セカイノ上 ｾｶｲﾉｳｴ
262 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ソ子ダ ｿﾈﾀﾞ
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225 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ タンガン ﾀﾝｶﾞﾝ
241 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ タンガン東 ﾀﾝｶﾞﾝﾉﾋｶﾞｼ
287 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ タンカン東 ﾀﾝｶﾝﾋｶﾞｼ
254 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ツエ坂 ﾂｴｻｶ
284 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 杖坂 ﾂｴｻｶ
285 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ツエ坂シモ ﾂｴｻｶｼﾓ
252 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ツエ坂西平 ﾂｴｻｶﾆｼﾋﾗ
253 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ツエ坂上 ﾂｴｻｶﾉｳｴ
282 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ツエ坂ノ上 ﾂｴｻｶﾉｳｴ
255 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ツエ坂下 ﾂｴｻｶﾉｼﾓ
283 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ツエ坂東平 ﾂｴｻｶﾋｶﾞｼﾋﾗ
245 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 九十九 ﾂｸﾓ
258 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ツクリヲカ ﾂｸﾘｦｶ
229 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ トコロ谷北平 ﾄｺﾛﾀﾞﾆﾉｷﾀﾋﾗ
214 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ナカノアン ﾅｶﾉｱﾝ
217 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ナカノ内 ﾅｶﾉｳﾁ
272 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 中ノ内 ﾅｶﾉｳﾁ
264 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ナル石 ﾅﾙｲｼ
218 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 西クレトリ ﾆｼｸﾚﾄﾘ
266 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ニシマエヤマ ﾆｼﾏｴﾔﾏ
260 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ハゲ ﾊｹﾞ
222 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 東クボタ ﾋｶﾞｼｸﾎﾞﾀ
220 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 東クレトリ ﾋｶﾞｼｸﾚﾄﾘ
239 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ヒラクサ ﾋﾗｸｻ
275 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 平艸 ﾋﾗｸｻ
248 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ヒラヤマ ﾋﾗﾔﾏ
279 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 平山 ﾋﾗﾔﾏ
247 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ヒラヤマ北平 ﾋﾗﾔﾏｷﾀﾋﾗ
278 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 平山北平 ﾋﾗﾔﾏｷﾀﾋﾗ
243 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ フカサコ北平 ﾌｶｻｺｷﾀﾋﾗ
277 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ フカサコ北平ウエ ﾌｶｻｺｷﾀﾋﾗｳｴ
244 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ フカサコナロ ﾌｶｻｺﾅﾛ
240 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ フカサコ上ヱ ﾌｶｻｺﾉｳｴ
276 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ フカサコノウエ ﾌｶｻｺﾉｳｴ
267 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ マエヤマ ﾏｴﾔﾏ
265 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
205 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 丸久保田 ﾏﾙｸﾎﾞﾀ
256 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 丸山後 ﾏﾙﾔﾏﾉｳｼﾛ
224 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 万福寺 ﾏﾝﾌﾟｸｼﾞ
251 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ミシマ山 ﾐｼﾏﾔﾏ
281 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 三島山 ﾐｼﾏﾔﾏ
203 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ミソヲデン ﾐｿｦﾃﾞﾝ
207 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ 南土居 ﾐﾅﾐﾄﾞｲ
250 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
215 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ミマタ ﾐﾏﾀ
237 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ミヤマカ谷 ﾐﾔﾏｶﾞﾀﾆ
273 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ミヤマカ谷ノ下タ ﾐﾔﾏｶﾀﾆﾉｼﾀ
231 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ミヤマカ谷下タ ﾐﾔﾏｶﾞﾀﾆﾉｼﾀ
206 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ モジリガハ ﾓｼﾞﾘｶﾞﾜ
213 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ヤマソエ ﾔﾏｿｴ
210 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ユミバ ﾕﾐﾊﾞ
226 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ワラハラ ﾜﾗﾊﾗ
228 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ワラハラ上 ﾜﾗﾊﾗｳｴ
227 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ワラハラ中 ﾜﾗﾊﾗﾅｶ
238 109 土佐山田町植 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｳｴ ヲクフカサコ ｦｸﾌｶｻｺ
316 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ イワイガタニ ｲﾜｲｶﾞﾀﾆ
326 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ウシロヤマ ｳｼﾛﾔﾏ
388 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ウハカタニ ｳﾊｶﾀﾆ
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296 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ウバガタニ ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
390 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ウバガタニ山 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
383 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ウハクボ ｳﾊｸﾎﾞ
376 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ エヒス岩 ｴﾋｽｲﾜ
428 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ エヒスイワ ｴﾋｽｲﾜ
369 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ エビダニ ｴﾋﾞﾀﾞﾆ
370 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ エビ谷西平 ｴﾋﾞﾀﾞﾆﾆｼﾋﾗ
423 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヱビタニ西平 ｴﾋﾞﾀﾞﾆﾆｼﾋﾗ
425 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ エヘスヤマ ｴﾍｽﾔﾏ
372 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ エミスヤマ ｴﾐｽﾔﾏ
394 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カイソエ ｶｲｿｴ
438 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 開拓 ｶｲﾀｸ
393 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カキガトヲ ｶｷｶﾞﾄｦ
389 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ウバガタニ ｶﾐｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
347 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上コヲボヲダニ ｶﾐｺｦﾎﾞｳﾀﾞﾆ
384 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上セカイ ｶﾐｾｶｲ
289 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上セガイ ｶﾐｾｶﾞｲ
357 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上タノジリ ｶﾐﾀﾉｼﾞﾘ
391 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上トイノムカイ ｶﾐﾄｲﾉﾑｶｲ
439 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ドイノムカイ ｶﾐﾄﾞｲﾉﾑｶｲ
420 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上トクボ ｶﾐﾄｸﾎﾞ
441 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ドクボ ｶﾐﾄﾞｸﾎﾞ
432 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上トリクヒ山 ｶﾐﾄﾘｸﾋﾔﾏ
355 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ナガタ ｶﾐﾅｶﾞﾀ
413 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ナカヲ ｶﾐﾅｶｦ
331 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ナガヲ ｶﾐﾅｶﾞｦ
330 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カミニシノタニ ｶﾐﾆｼﾉｼﾀ
323 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カミノセカイ ｶﾐﾉｾｶｲ
377 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カミノタケ ｶﾐﾉﾀｹ
430 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ミノタケ ｶﾐﾉﾀｹ
292 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ノムカイ ｶﾐﾉﾑｶｲ
303 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ムクノサコ ｶﾐﾉﾑｸﾉｻｺ
314 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ハタケダ ｶﾐﾊﾀｹﾀﾞ
312 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ホソダ ｶﾐﾎｿﾀﾞ
333 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カミマツガセ ｶﾐﾏﾂｶﾞｾ
416 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ミナミノサコ ｶﾐﾐﾅﾐﾉｻｺ
445 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ヤマノカミノ山 ｶﾐﾔﾏﾉｶﾐﾉﾔﾏ
352 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 上ヤマノカミノヤマ ｶﾐﾔﾏﾉｶﾐﾔﾏ
318 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カリヤコウヤマ ｶﾘﾔｺｳﾔﾏ
294 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カリヤコヲ ｶﾘﾔｺｦ
402 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カリヤコヲ山 ｶﾘﾔｺｦﾔﾏ
288 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カワサキ ｶﾜｻｷ
309 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ カワゾヱ ｶﾜｿﾞｴ
436 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 観音 ｶﾝﾉﾝ
320 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ キクノサコ ｷｸﾉｻｺ
407 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ キクノサコ山 ｷｸﾉｻｺﾔﾏ
426 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ キタチ ｷﾀﾁ
374 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ キタヂ ｷﾀﾁﾞ
338 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ キタミ子 ｷﾀﾐﾈ
421 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コウボヲダニウシロヤマ ｺｳﾎﾞｳﾀﾞﾆｳｼﾛﾔﾏ
442 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コウボウダニノウシロヤマ ｺｳﾎﾞｳﾀﾞﾆﾉｳｼﾛﾔﾏ
415 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 弘法谷前山 ｺｳﾎﾞｳﾀﾞﾆﾏｴﾔﾏ
446 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コウホヲタニウシロヤマ ｺｳﾎｦﾀﾆｳｼﾛﾔﾏ
293 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コシリソヲ ｺｼﾘｿｦ
392 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コタニ ｺﾀﾆ
300 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コダニ ｺﾀﾞﾆ
366 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コビノモトヤマ ｺﾋﾞﾉﾓﾄﾔﾏ
336 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コヲボヲダニ ｺｦﾎﾞｳﾀﾞﾆ
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345 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コヲボヲタニマエヤマ ｺｦﾎﾞｳﾀﾞﾆﾏｴﾔﾏ
443 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コヲホヲダニヲチアイ ｺｦﾎｳﾀﾞﾆｦﾁｱｲ
363 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コヲボヲダニヲチアイ ｺｦﾎﾞｳﾀﾞﾆｦﾁｱｲ
360 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ コヲボヲヤマ ｺｦﾎﾞｳﾔﾏ
305 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サカモト ｻｶﾓﾄ
410 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サクラヤマ ｻｸﾗﾔﾏ
400 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サコヤマ ｻｺﾔﾏ
405 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サル山 ｻﾙﾔﾏ
444 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サンシウダイ ｻﾝｼｳﾀﾞｲ
373 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サンジウダイ ｻﾝｼﾞｳﾀﾞｲ
401 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サンシウタイ山 ｻﾝｼｳﾀｲﾔﾏ
447 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サンシウタイ ｻﾝｼｳﾀｲﾔﾏ
359 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サンヂウダイ ｻﾝﾁﾞｳﾀﾞｲ
448 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サンチウタイ山 ｻﾝﾁｳﾀｲﾔﾏ
429 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サンヂウタイ山 ｻﾝﾁﾞｳﾀｲﾔﾏ
440 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ サンヂウタイヤマ ｻﾝﾁﾞｳﾀｲﾔﾏ
381 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ジウハチダイヤマ ｼﾞｳﾊﾁﾀﾞｲﾔﾏ
433 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ シウハチヤマ ｼｳﾊﾁﾔﾏ
322 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下コイシ ｼﾓｺｲｼ
386 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下セカイ ｼﾓｾｶｲ
291 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下セガイ ｼﾓｾｶﾞｲ
351 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下タノシリ ｼﾓﾀﾉｼﾘ
427 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下トリクヒヤマ ｼﾓﾄﾘｸﾋﾔﾏ
418 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下ナカタ ｼﾓﾅｶﾀ
354 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下ナガタ ｼﾓﾅｶﾞﾀ
328 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下ナカヲ ｼﾓﾅｶｦ
422 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下ノタケ ｼﾓﾉﾀｹ
368 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下モノダケ ｼﾓﾉﾀﾞｹ
387 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ シモノムカイ ｼﾓﾉﾑｶｲ
397 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下ハタケダ ｼﾓﾊﾀｹﾀﾞ
311 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 下ホソダ ｼﾓﾎｿﾀﾞ
380 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ジンデン ｼﾞﾝﾃﾞﾝ
362 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ シンヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
406 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ スゝヤマ ｽｽﾔﾏ
364 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ セエミ子 ｾｴﾐﾈ
417 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ タニノヲク山 ﾀﾆﾉｦｸﾔﾏ
437 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ タビ ﾀﾋﾞ
379 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ タヲノシタ ﾀｦﾉｼﾀ
299 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ドイノムカイ ﾄﾞｲﾉﾑｶｲ
310 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
343 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ トクヤマ ﾄｸﾔﾏ
350 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ トコロバヤシ ﾄｺﾛﾊﾞﾔｼ
367 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ トヨモンヤシキ ﾄﾖﾓﾝﾔｼｷ
337 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ナガウ子 ﾅｶﾞｳﾈ
344 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ナカサコ ﾅｶｻｺ
412 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ナカサコヤマ ﾅｶｻｺﾔﾏ
378 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ナカジマ ﾅｶｼﾞﾏ
385 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 中セカイ ﾅｶｾｶｲ
290 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 中セガイ ﾅｶｾｶﾞｲ
329 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 中ナガヲヤマ ﾅｶﾅｶﾞｦﾔﾏ
371 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ナカノムカイ ﾅｶﾉﾑｶｲ
332 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ナカマツガセ ﾅｶﾏﾂｶﾞｾ
411 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 中ヲヤマ ﾅｶｦﾔﾏ
358 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ニシタイモン ﾆｼﾀｲﾓﾝ
435 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ニシタヲ ﾆｼﾀｦ
408 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ニシトイ ﾆｼﾄｲ
321 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ニシドイ ﾆｼﾄﾞｲ
327 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ニシノタニ ﾆｼﾉﾀﾆ
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324 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ニシノヤシキ ﾆｼﾉﾔｼｷ
409 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 西ノヤシキ山 ﾆｼﾉﾔｼｷﾔﾏ
424 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ニシヒラヤマ ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
306 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ニタンダ ﾆﾀﾝﾀﾞ
342 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヌタノサコ ﾇﾀﾉｻｺ
341 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヌタノサコヤマ ﾇﾀﾉｻｺﾔﾏ
414 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヌタノサコ山 ﾇﾀﾉｻｺﾔﾏ
431 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ノタキヤマ ﾉﾀｷﾔﾏ
365 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ノナカ ﾉﾅｶ
361 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ハセバタ ﾊｾﾊﾞﾀ
307 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ハタケダ ﾊﾀｹﾀﾞ
396 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 東カイソエ ﾋｶﾞｼｶｲｿｴ
382 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヒカシタヲヤマ ﾋｶｼﾀｦﾔﾏ
315 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヒメカタニ ﾋﾒｶﾀﾆ
375 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ フルミヤトコ ﾌﾙﾐﾔﾄｺ
308 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヘヱスヤヂ ﾍｴｽﾔﾁﾞ
399 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ホソタヤマ ﾎｿﾀﾔﾏ
339 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ マツカセヤマ ﾏﾂｶｾﾔﾏ
297 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ マド ﾏﾄﾞ
298 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ マドヤマ ﾏﾄﾞﾔﾏ
395 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 南カイソエ ﾐﾅﾐｶｲｿｴ
346 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ミナミノサコ ﾐﾅﾐﾉｻｺ
349 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 南ヲウバタケ ﾐﾅﾐｦｳﾊﾞﾀｹ
353 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ミ子 ﾐﾈ
356 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ミヤノモト ﾐﾔﾉﾓﾄ
419 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ミヤノヲク山 ﾐﾔﾉｦｸﾔﾏ
295 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ムカイヤマ ﾑｶｲﾔﾏ
302 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ムクノサコ ﾑｸﾉｻｺ
317 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ モンサキヤマ ﾓﾝｻｷﾔﾏ
313 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヤシキダ ﾔｼｷﾀﾞ
325 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヤヂ ﾔﾁﾞ
398 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ 山ノカミノヤマ ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾔﾏ
404 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヨチヨタイ山 ﾖﾁﾖﾀｲﾔﾏ
340 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ リサクヤマ ﾘｻｸﾔﾏ
450 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ リサケヤマ ﾘｻｹﾔﾏ
301 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲウタニ ｦｳﾀﾆ
348 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲウバタケ ｦｳﾊﾞﾀｹ
304 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲチノモト ｦﾁﾉﾓﾄ
319 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲトコヤマ ｦﾄｺﾔﾏ
403 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲトコ山 ｦﾄｺﾔﾏ
334 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲドロイシ ｦﾄﾞﾛｲｼ
335 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲドロイシウチ ｦﾄﾞﾛｲｼｳﾁ
434 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲゝナロヤマ ｦｦﾅﾛﾔﾏ
449 110 土佐山田町大法寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾀｲﾎｳｼﾞ ヲゝナロ山 ｦｦﾅﾛﾔﾏ
477 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 神母前 ｲｹﾞﾉﾏｴ
476 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 稲荷前 ｲﾅﾘﾏｴ
455 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 浦新田 ｳﾗｼﾝﾃﾞﾝ
468 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 大田 ｵｵﾀ
456 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ オノダ ｵﾉﾀﾞ
473 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 上小島 ｶﾐｺｼﾞﾏ
460 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 川田丸 ｶﾜﾀﾞﾏﾙ
471 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 岸ノ下 ｷｼﾉｼﾀ
458 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 北万坂 ｷﾀﾏﾝｻﾞｶ
467 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 義丁 ｷﾞﾁｮｳ
452 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 口戸 ｸﾁﾄﾞ
470 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 窪田 ｸﾎﾞﾀ
463 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 桑山丸 ｸﾜﾔﾏﾏﾙ
469 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 小島ノ下 ｺｼﾞﾏﾉｼﾀ
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462 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 坂西 ｻｶﾆｼ
459 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 下タ野 ｼﾀﾉ
475 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 谷殿 ﾀﾆﾄﾞﾉ
465 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 寺屋式 ﾃﾗﾔｼｷ
474 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 留場 ﾄﾒﾊﾞ
472 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 長田 ﾅｶﾞﾀ
461 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 中山丸 ﾅｶﾔﾏﾏﾙ
454 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ ナベル ﾅﾍﾞﾙ
453 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 西時光石 ﾆｼﾄｷｺｲｼ
451 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 東時光石 ﾋｶﾞｼﾄｷｺｲｼ
466 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 松原丸 ﾏﾂﾊﾞﾗﾏﾙ
457 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ 南万坂 ﾐﾅﾐﾏﾝｻﾞｶ
464 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ ミノコシ丸 ﾐﾉｺｼﾏﾙ
478 111 土佐山田町中野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶﾉ ヲノダ ｦﾉﾀﾞ
485 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 石田 ｲｼﾀﾞ
479 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 川原 ｶﾜﾊﾗ
482 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 郷堺 ｺﾞｳｻｶｲ
487 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 下野 ｼﾀﾉ
483 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ スサキ ｽｻｷ
489 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 竹ノツゴ ﾀｹﾉﾂｺﾞ
484 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 中スカ ﾅｶｽｶ
490 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 原西 ﾊﾗﾆｼ
486 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 古落 ﾌﾙｵﾁ
488 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 甫喜山 ﾎｷﾔﾏﾂｼﾞ
481 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
480 112 土佐山田町岩積　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂﾞﾐ 薮後 ﾔﾌﾞﾉｳｼﾛ
536 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 赤シサイ ｱｶｼｻｲ
554 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 秋葉ノ東 ｱｷﾊﾞﾉﾋｶﾞｼ
524 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 揚土 ｱｹﾞﾂﾁ
539 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ アタラ石 ｱﾀﾗｲｼ
562 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 阿弥陀寺中 ｱﾐﾀﾞｼﾞﾅｶ
547 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 阿弥陀寺ノ中 ｱﾐﾀﾞｼﾞﾉﾅｶ
546 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 阿弥陀寺ノ西 ｱﾐﾀﾞｼﾞﾉﾆｼ
503 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 池尻 ｲｹｼﾞﾘ
543 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 池ノ上 ｲｹﾉｳｴ
501 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 石田 ｲｼﾀﾞ
500 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 一ツ橋 ｲﾄﾂﾊﾞｼ
557 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 稲荷ノ西 ｲﾅﾘﾉﾆｼ
521 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 稲荷前 ｲﾅﾘﾏｴ
492 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 井領 ｲﾘｮｳ
563 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 岩積 ｲﾜﾂﾞﾐ
502 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ ウツケガ内 ｳｹﾂｶﾞｳﾁ
534 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ ウリウダ ｳﾘｳﾀﾞ
569 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ ウリウタ ｳﾘｳﾀﾞ
498 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ エノタ屋式 ｴﾀﾉﾔｼｷ
535 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ エノタ ｴﾉﾀ
508 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ エボシタ ｴﾎﾞｼﾀ
497 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 大田 ｵｵﾀ
505 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 岡ノ前 ｵｶﾉﾏｴ
530 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 加治屋敷 ｶｼﾞﾔｼｷ
561 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 上小島 ｶﾐｺｼﾞﾏ
513 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ ノ木 ｶﾐﾉｷ
519 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 川毛 ｶﾜｹﾞ
568 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 河原 ｶﾜﾗ
544 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 楠瀬 ｸｽﾉｾ
559 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 久保屋敷 ｸﾎﾞﾔｼｷ
522 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 車田 ｸﾙﾏﾀﾞ
537 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ クロアイ ｸﾛｱｲ
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531 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 神田石 ｺｳﾀﾞｲｼ
565 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 小島 ｺｼﾞﾏ
515 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 小島界 ｺｼﾞﾏｶｲ
556 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 小島北分 ｺｼﾞﾏｷﾀﾌﾞﾝ
553 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 小島土居 ｺｼﾞﾏﾄﾞｲ
555 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 小島東分 ｺｼﾞﾏﾋｶﾞｼﾌﾞﾝ
532 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
529 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 小屋敷 ｺﾔｼｷ
520 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ コヲヤ ｺｦﾔ
541 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 下野 ｼﾀﾉ
509 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 島田 ｼﾏﾀﾞ
523 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 甚屋敷 ｼﾞﾝﾔｼｷ
570 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ スキカ内 ｽｷｶｳﾁ
525 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ スギカ内 ｽｷﾞｶﾞｳﾁ
548 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 膳調口 ｾﾞﾝﾁｮｳｸﾞﾁ
514 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 高川原 ﾀｶｶﾞﾜﾗ
516 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 高 ﾀｶｿﾈ
506 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 高柳 ﾀｶﾔﾅｷﾞ
551 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 竹ノ都合 ﾀｹﾉﾂｺﾞ
511 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 田中ノ前 ﾀﾅｶﾉﾏｴ
560 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 谷殿井口 ﾀﾆﾄﾞﾉｲｸﾞﾁ
545 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ タフグチ ﾀﾌﾌﾞﾁ
526 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 筑後屋敷 ﾁｸｺﾞﾔｼｷ
571 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 筑後屋式 ﾁｸｺﾞﾔｼｷ
528 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 寺ノ下 ﾃﾗﾉｼﾀ
538 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
518 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 時子石 ﾄｷｺｲｼ
499 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 時久 ﾄｷﾋｻ
542 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 六反地 ﾄｸﾀﾝｼﾞ
496 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 成込ミ ﾅﾘｺﾐ
552 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 西ノ芝 ﾆｼﾉｼﾊﾞ
527 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 二ノ塀 ﾆﾉﾍｲ
540 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 野々下 ﾉﾉｼﾀ
564 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 八王子 ﾊﾁｵｳｼﾞ
558 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 八王子林 ﾊﾁｵｳｼﾞﾊﾞﾔｼ
493 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ ハツタ ﾊﾂﾀ
550 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 原田 ﾊﾗﾀﾞ
567 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 原西 ﾊﾗﾆｼ
566 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 原東 ﾊﾗﾋｶﾞｼ
504 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ カケ ﾋｶｹ
517 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 日ノ東 ﾋﾉﾋｶﾞｼ
510 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 吹揚 ﾌｷｱｹﾞ
512 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 丸田 ﾏﾙﾀﾞ
495 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ ミヤケ田 ﾐﾔｹﾀﾞ
507 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ ヤ子ソエ ﾔﾈｿｴ
494 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 山登 ﾔﾏﾉﾎﾞﾘ
491 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 横田 ﾖｺﾀ
533 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ リアンブン ﾘｱﾝﾌﾞﾝ
549 113 土佐山田町山田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞ 若宮ノ西 ﾜｶﾐﾔﾉﾆｼ
577 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 穴田 ｱﾅﾀﾞ
589 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 池ノ本 ｲｹﾉﾓﾄ
597 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 岩ノ本 ｲﾜﾉﾓﾄ
595 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 大畠 ｵｵﾊﾞﾀｹ
574 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 岡田 ｵｶﾀﾞ
599 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 沖川原 ｵｷｶﾞﾜﾗ
592 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 沖ノ西 ｵｷﾉﾆｼ
584 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 沖ノ丸 ｵｷﾉﾏﾙ
578 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 鐘ノ手 ｶﾈﾉﾃ
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585 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 観音丸 ｶﾝﾉﾝﾏﾙ
603 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 北 ｷﾀ
600 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 古井 ｺｲ
573 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 郷境 ｺﾞｳｻｶｲ
594 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 三角畑 ｻﾝｶｸﾊﾞﾀ
598 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 下川原 ｼﾓｶﾜﾗ
602 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 下池 ｼﾓﾁ
601 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 新田丸 ｼﾝﾃﾞﾝﾏﾙ
591 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 須崎 ｽｻｷ
583 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 土居 ﾄﾞｲ
596 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
582 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
575 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 中ノ丸 ﾅｶﾉﾏﾙ
586 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 長畠 ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
593 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 西川原 ﾆｼｶﾜﾗ
588 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
579 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 西ノ嶋 ﾆｼﾉｼﾞﾏ
590 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 八反田 ﾊｯﾀﾝﾀﾞ
576 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 福井 ﾌｸｲ
580 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 丸田 ﾏﾙﾀ
604 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 南 ﾐﾅﾐ
572 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 宮ノ丸 ﾐﾔﾉﾏﾙ
581 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 矢倉 ﾔｸﾞﾗ
587 114 土佐山田町戸板島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾄｲﾀｼﾞﾏ 安久保 ﾔｽｸﾎﾞ
617 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 井臺 ｲﾀﾞｲ
622 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 井筒 ｲﾂﾞﾂ
624 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 井流裏 ｲﾙｳﾗ
621 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 後ロ田 ｳｼﾛﾀﾞ
620 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 榎カ本 ｴﾉｶﾞﾓﾄ
609 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 鍛冶屋 ｶｼﾞﾔ
618 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 柏本 ｶｼﾜﾓﾄ
605 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 行島 ｷﾞｮｳｼﾞﾏ
612 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 洲崎 ｽｻｷ
607 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 関裏 ｾｷｳﾗ
606 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 関表 ｾｷｵﾓﾃ
614 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 茶壷 ﾁｬﾂﾎﾞ
608 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 長関 ﾅｶﾞｾｷ
625 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 長関丸 ﾅｶﾞｾｷﾏﾙ
611 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 長田 ﾅｶﾞﾀ
613 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 二反田 ﾆﾀﾝﾀﾞ
610 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 懸ケ ﾋｶｹ
615 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 曲リ ﾏｶﾞﾘ
616 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 待井 ﾏﾁｲ
619 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 溝田 ﾐｿﾞﾀ
623 115 土佐山田町小田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵﾀﾞｼﾞﾏ 別レ ﾜｶﾚ
651 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 池ノ本割 ｲｹﾉﾓﾄﾜﾘ
632 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 石川幾治屋式廻リ ｲｼｶﾜｲｸｼﾞﾔｼｷﾏﾜﾘ
629 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 石川與衛門古屋式前 ｲｼｶﾜﾖｴﾓﾝﾌﾙﾔｼｷﾏｴ
633 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 石川與衛門古屋式廻リ ｲｼｶﾜﾖｴﾓﾝﾌﾙﾔｼｷﾏﾜﾘ
648 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 井損田丸 ｲｼﾝﾀﾞﾏﾙ
643 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 円平古ヤシキ廻 ｴﾝﾍｲﾗｺﾔｼｷﾏﾜﾘ
656 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 尾崎丸 ｵｻﾞｷﾏﾙ
637 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 尾モ田割 ｵﾓﾀﾜﾘ
638 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 上ヤシキ廻 ｶﾐﾔｼｷﾏﾜﾘ
628 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 川原割 ｶﾜﾗﾜﾘ
661 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 行島 ｷﾞｮｳｼﾞﾏ
659 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 行分島丸 ｷﾞｮｳﾌﾞﾝｼﾞﾏﾏﾙ
639 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 銀内古ヤシキ廻 ｷﾞﾝﾅｲｺﾔｼｷﾏﾜﾘ
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640 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 黒萩丸 ｸﾛﾊｷﾞﾏﾙ
644 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ コキ石丸 ｺｷｲｼﾏﾙ
647 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 小割 ｺﾃﾞﾝﾜﾘ
626 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 五番割 ｺﾞﾊﾞﾝﾜﾘ
634 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 下タ地 ｼﾀｼﾞ
657 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 七反丸 ｼﾁﾀﾝﾏﾙ
645 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 代平古ヤシキ廻 ﾀﾞｲﾍｲｺﾔｼｷﾏﾜﾘ
627 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 平ノ木戸 ﾀｲﾗﾉｷﾄﾞ
636 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 衛割 ﾃﾞﾝｴﾓﾝ
649 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 中川原割 ﾅｶｶﾞﾜﾗﾜﾘ
660 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 長関丸 ﾅｶﾞｾｷﾏﾙ
654 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 長田丸 ﾅｶﾞﾀﾏﾙ
650 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 長丁丸 ﾅｶﾞﾁｮｳﾏﾙ
635 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 西馬越道ヨリ東 ﾆｼｳﾏｴﾂﾄﾞｳﾖﾘﾋｶﾞｼ
630 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
653 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 西ノ島 ﾆｼﾉｼﾏ
652 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 西ノ丸 ﾆｼﾉﾏﾙ
641 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 畑頭 ﾊﾀｹｱﾀﾏ
658 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 八反丸 ﾊｯﾀﾝﾏﾙ
631 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
642 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ マチ井 ﾏﾁｲ
655 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 丸島人家廻 ﾏﾙｼﾞﾏｼﾞﾝｶﾏﾜﾘ
646 116 土佐山田町下ノ村 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾓﾉﾑﾗ 勇平古ヤシキ廻 ﾕｳﾍｲｺﾔｼｷﾏﾜﾘ
664 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 井手ノ表 ｲﾃﾞﾉｵﾓﾃ
681 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 岩ノ元 ｲﾜﾉﾓﾄ
675 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ カニウド ｶﾆｳﾄﾞ
680 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ カニウドノ東山路 ｶﾆｳﾄﾞﾉﾋｶﾞｼﾔﾏﾐﾁ
674 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ カニウド南山路 ｶﾆｳﾄﾞﾐﾅﾐﾔﾏﾐﾁ
677 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ カラホリ ｶﾗﾎﾘ
668 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 久保 ｸﾎﾞ
673 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ サクラノ本 ｻｸﾗﾉﾓﾄ
671 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 四拾代 ｼｼﾞｭｳﾀﾞｲ
676 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 地藏堂ノ南 ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾉﾐﾅﾐ
666 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 下モ野ノ上ヘ ｼﾓﾉﾉｶﾐﾍ
667 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 下モ山 ｼﾓﾔﾏ
679 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 十藏ヤシキ ｼﾞｭｳｿﾞｳﾔｼｷ
662 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 高 ﾀｶｿﾈ
678 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 堂ノ下タ ﾄﾞｳﾉｼﾀ
683 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 中芝 ﾅｶｼﾊﾞ
685 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 西ノ上 ﾆｼﾉｳｴ
687 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 西ノ下 ﾆｼﾉｼﾀ
686 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 西ノ中 ﾆｼﾉﾅｶ
682 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 渕ケ上ヘ ﾌﾁｶﾞｳｴ
669 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 前ヤシキ ﾏｴﾔｼｷ
670 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 町田 ﾏﾁﾀﾞ
684 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 町田山 ﾏﾁﾀﾞﾔﾏ
672 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 山添 ﾔﾏｿﾞｴ
665 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 山ノ端 ﾔﾏﾉﾊｼ
663 117 土佐山田町町田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾁﾀﾞ 横堤 ﾖｺﾂﾂﾐ
692 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 葵代 ｱｵｲｼﾞﾛ
718 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ アカイ谷 ｱｶｲﾀﾞﾆ
691 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 石垣 ｲｼｶﾞｷ
736 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 和泉山 ｲｽﾞﾐﾔﾏ
711 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 内ケ谷 ｳﾁｶﾞﾀﾞﾆ
699 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 乳母ケ懐 ｳﾊﾞｶﾞﾌﾄｺﾛ
702 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 小野 ｵﾉ
698 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 桂谷 ｶﾂﾗﾀﾞﾆ
706 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 上賀茂 ｶﾐｶﾓ
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726 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 上中洲 ｶﾐﾅｶｽﾞ
719 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ ノ前 ｶﾐﾉﾏｴ
732 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ ミ山 ｶﾐﾔﾏ
690 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 加茂久保 ｶﾓｸﾎﾞ
697 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 加茂ノ土居 ｶﾓﾉﾄﾞｲ
709 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 加茂山 ｶﾓﾔﾏ
733 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 黄楊谷 ｺｳﾖｳﾀﾞﾆ
708 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 小山田 ｺﾔﾏﾀﾞ
695 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 作倍ノ木 ｻｸﾊﾞｲﾉｷ
716 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ シカソノ ｼｶｿﾉ
694 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 清水 ｼﾐｽﾞ
701 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 下賀茂 ｼﾓｶﾓ
729 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 下中洲 ｼﾓﾅｶｽﾞ
738 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 城ノ前 ｼﾞｮｳﾉﾏｴ
730 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ スミヤシキ ｽﾐﾔｼｷ
737 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 関山 ｾｷﾔﾏ
693 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ ソシロダ ｿｼﾛﾀﾞ
731 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ タゝスノモト ﾀﾀｽﾉﾓﾄ
728 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 玉岩 ﾀﾏｲﾜ
725 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 堂ノ下 ﾄﾞｳﾉｼﾀ
704 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 常盤井 ﾄｷﾜｲ
703 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 常盤野 ﾄｷﾜﾉ
734 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 常盤山 ﾄｷﾜﾔﾏ
714 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 鳴瀧 ﾅﾙﾀｷ
715 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ ハイタノクボ ﾊｲﾀﾉｸﾎﾞ
722 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 八幡 ﾊﾁﾏﾝ
696 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 花代 ﾊﾅﾀﾞｲ
700 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 針ノ木笠 ﾊﾘﾉｷｶﾞｻ
723 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 古土居 ﾌﾙﾄﾞｲ
721 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 前土居 ﾏｴﾄﾞｲ
707 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 待場 ﾏﾁﾊﾞ
724 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 松尾 ﾏﾂｵ
735 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
688 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ ミアレ ﾐｱﾚ
689 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ メイシ ﾒｲｼ
705 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ ヤカタ ﾔｶﾀ
727 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ ヤシキダ ﾔｼｷﾀﾞ
712 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 八代 ﾔｼﾛ
710 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 休場ケ床 ﾔｽﾊﾞｶﾞﾄﾞｺ
717 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 山本後田 ﾔﾏﾓﾄｳｼﾛﾀﾞ
713 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ 山本前田 ﾔﾏﾓﾄﾏｴﾀﾞ
720 118 土佐山田町加茂　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾓ ヲンバヤシキ ｦﾝﾊﾞﾔｼｷ
750 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ アガリト ｱｶﾞﾘﾄ
761 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 神母ノ木川原 ｲｹﾞﾉｷｶﾞﾜﾗ
747 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ ウラハンチ ｳﾗﾊﾝﾁ
741 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 北ノ ｷﾀﾉ
743 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ クスノサカ ｸｽﾉｻｶ
752 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 車ノ口 ｸﾙﾏﾉｸﾞﾁ
749 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ サンノヘ ｻﾝﾉﾍ
763 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 島 ｼﾏ
754 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ スサキ ｽｻｷ
744 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ スナハシリ ｽﾅﾊｼﾘ
748 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 寺ノ下 ﾃﾗﾉｼﾀ
756 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
762 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ ナカノ ﾅｶﾉ
759 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 中ノ内 ﾅｶﾉｳﾁ
742 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 中ノ丸 ﾅｶﾉﾏﾙ
760 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 西内川原 ﾆｼｳﾁｶﾞﾜﾗ
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745 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 東内川原 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾗ
746 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ マツヲ ﾏﾂｦ
755 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ メイシ ﾒｲｼ
751 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ ヤシキ田 ﾔｼｷﾀﾞ
758 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ ヤシキノマル ﾔｼｷﾉﾏﾙ
753 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ ヤ子ソヱ ﾔﾈｿｴ
740 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ 薮ノ下 ﾔﾌﾞﾉｼﾀ
739 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ ユメダ ﾕﾒﾀﾞ
757 119 土佐山田町山田島 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ ヨケノモト ﾖｹﾉﾓﾄ
768 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ アブラデン ｱﾌﾞﾗﾃﾞﾝ
811 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ウワノヂ ｳﾜﾉﾁﾞ
770 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 岡本 ｵｶﾓﾄ
805 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 奥高市 ｵｸﾀｶｲﾁ
778 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ カヂノモン ｶﾁﾞﾉﾓﾝ
786 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 上ハチノ ｶﾐﾊﾁﾉ
773 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ カリヤ ｶﾘﾔ
776 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ キシタ ｷｼﾀ
809 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 北ケ谷 ｷﾀｶﾞﾀﾞﾆ
792 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 北新田 ｷﾀｼﾝﾃﾞﾝ
781 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 北ノ屋式 ｷﾀﾉﾔｼｷ
765 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 九日田 ｸﾆﾁﾃﾞﾝ
799 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 小谷 ｺﾀﾞﾆ
771 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ コバタケ ｺﾊﾞﾀｹ
808 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ コバヤシ ｺﾊﾞﾔｼ
803 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ コヤガ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾞﾆ
802 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ コヤガ谷口 ｺﾔｶﾞﾀﾞﾆｸﾞﾁ
804 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ コヤガ谷東 ｺﾔｶﾞﾀﾞﾆﾋｶﾞｼ
787 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ シタノ ｼﾀﾉ
783 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ シタノヂ ｼﾀﾉﾁﾞ
782 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ シチノ ｼﾁﾉ
806 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ シントメ ｼﾝﾄﾒ
780 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 新夢田東ノ丸 ｼﾝﾕﾒﾀﾞﾋｶﾞｼﾉﾏﾙ
813 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 新ユメダ東丸 ｼﾝﾕﾒﾀﾞﾋｶﾞｼﾏﾙ
769 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ スギノシタ ｽｷﾞﾉｼﾀ
789 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ タナカ ﾀﾅｶ
777 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 谷ノヤ式 ﾀﾆﾉﾔｼｷ
793 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 塚穴 ﾂｶｶﾅ
791 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ノ丸 ﾂｼﾞﾉﾏﾙ
784 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 出口ノ前 ﾃﾞｸﾞﾁﾉﾏｴ
798 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ナカノ ﾅｶﾉ
766 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ナヲデノウラ ﾅｦﾃﾞﾉｳﾗ
779 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 西シチノ ﾆｼｼﾁﾉ
790 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 西新田 ﾆｼｼﾝﾃﾞﾝ
764 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 若一王子神社下タ ﾆｬｸｲﾁｵｳｼﾞｼﾞﾝｼﾞｬﾉｼﾀ
810 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 怒多山 ﾇﾀﾔﾏ
807 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ヌタ山下 ﾇﾀﾔﾏｼﾀ
788 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ハチマンノ丸 ﾊﾁﾏﾝﾉﾏﾙ
801 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 口市 ﾋﾀﾞｶｲﾁ
795 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ フキマハシ ﾌｷﾏﾊｼ
775 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ フルト ﾌﾙﾄﾞｲ
774 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ボヲカイ ﾎﾞｦｶｲ
797 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ホヲクチ谷 ﾎｦｸﾁﾀﾞﾆ
785 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 松田丸 ﾏﾂﾀﾞﾏﾙ
794 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 南塚穴 ﾐﾅﾐﾂｶｶﾅ
767 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 南ノヨリ ﾐﾅﾐﾉﾖﾘ
772 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ ミヨカイ ﾐﾖｶｲ
812 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 山田島 ﾔﾏﾀﾞｼﾞﾏ
796 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
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800 120 土佐山田町林田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊﾔｼﾀﾞ 柚ノ木谷口 ﾕﾉｷﾀﾞﾆｸﾞﾁ
848 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 青木ケ谷 ｱｵｷｶﾞﾀﾞﾆ
815 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ イケノシリ ｲｹﾉｼﾘ
864 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ イセヤシキ ｲｾﾔｼｷ
879 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ イチウド道 ｲﾁｳﾄﾞﾐﾁ
866 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ イチカタニ ｲﾁｶﾀﾆ
824 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ イチドウ道 ｲﾁﾄﾞｳﾐﾁ
843 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 井ノ瀧 ｲﾉﾀｷ
869 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ イノモト ｲﾉﾓﾄ
836 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 井領口 ｲﾘｮｳｸﾞﾁ
881 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ウハソヲジ ｳﾊｿｦｼﾞ
838 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ
854 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ウワソヲヅ ｳﾜｿﾖｼﾞ
823 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ エノキガ本 ｴﾉｷｶﾞﾓﾄ
867 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 大谷 ｵｵﾀﾆ
830 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
856 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 影山谷 ｶｹﾞﾔﾏﾀﾞﾆ
861 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 影山谷口 ｶｹﾞﾔﾏﾀﾞﾆｸﾞﾁ
829 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ カヂカブ ｶﾁﾞｶﾌﾞ
827 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
873 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 上ヌタ ｶﾐﾇﾀ
819 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ カミノキ ｶﾐﾉｷ
875 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 上ミヒノタニ ｶﾐﾋﾉﾀﾆ
872 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ キクカハナ ｷｸｶﾊﾅ
816 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ クロアイ ｸﾛｱｲ
883 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 桑原 ｸﾜﾊﾞﾗ
834 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 幸七屋敷 ｺｳｼﾁﾔｼｷ
878 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
870 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ゴマシリ ｺﾞﾏｼﾘ
849 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 櫻ケ谷 ｻｸﾗｶﾞﾀﾞﾆ
828 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 櫻屋敷 ｻｸﾗﾔｼｷ
853 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ サテハ谷 ｻﾃﾊﾀﾞﾆ
814 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ シチノ ｼﾁﾉ
851 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ スベリ石 ｽﾍﾞﾘｲｼ
882 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ スルハチイシ ｽﾙﾊﾁｲｼ
884 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ スルハチ石 ｽﾙﾊﾁｲｼ
858 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ スルバチ石 ｽﾙﾊﾞﾁｲｼ
852 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 僧都ケサコ ｿｳｽﾞｶﾞｻｺ
871 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ タイトヲシリ ﾀｲﾄｦｼﾘ
877 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 高森 ﾀｶﾓﾘ
862 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ タケバタケ ﾀｹﾊﾞﾀｹ
844 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 立石 ﾀﾃｲｼ
855 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 狸穴 ﾀﾇｷｱﾅ
846 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 太郎薮 ﾀﾛｳﾔﾌﾞ
857 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ツルマキケウ子 ﾂﾙﾏｷｹｳﾈ
832 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 中野 ﾅｶﾉ
822 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 西スナゴ ﾆｼｽﾅｺﾞ
859 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 西ツルマ木 ﾆｼﾂﾙﾏｷﾞ
820 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 西ミヨトキ ﾆｼﾐﾖﾄｷ
826 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ヌタ ﾇﾀ
880 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ヌ田 ﾇﾀ
876 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ハチガイハ ﾊﾁｶﾞｲﾊ
863 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 八助屋式 ﾊﾁｽｹﾔｼｷ
860 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 八兵衛 ﾊﾁﾍﾞｴ
831 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ
837 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 東中野 ﾋｶﾞｼﾅｶﾉ
842 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 東丸山 ﾋｶﾞｼﾏﾙﾔﾏ
818 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 東ユノ木 ﾋｶﾞｼﾕﾉｷ
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850 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 東ヲモ谷 ﾋｶﾞｼｦﾓﾀﾞﾆ
840 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ヒノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
839 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 佛ケ本 ﾎﾄｹｶﾞﾓﾄ
868 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 孫大夫 ﾏｺﾞﾀﾞｲｳ
835 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ マミヤ谷 ﾏﾐﾔﾀﾞﾆ
841 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
825 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ミセマチ田 ﾐｾﾏﾁﾀﾞ
833 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 南中野 ﾐﾅﾐﾅｶﾉ
821 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ミヨトキ ﾐﾖﾄｷ
874 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ モトヤヂ ﾓﾄﾔﾁﾞ
845 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 桃ケ佐古 ﾓﾓｶﾞｻｺ
817 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ユノ木 ﾕﾉｷ
865 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ 和田 ﾜﾀﾞ
847 121 土佐山田町影山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｹﾞﾔﾏ ヲモ谷 ｦﾓﾀﾞﾆ
976 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 赤岩ノ丸 ｱｶｲﾜﾉﾏﾙ
932 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 明リ戸上ミノ丸 ｱｶﾘﾄﾞｶﾐﾉﾏﾙ
927 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 明リ戸口ノ丸 ｱｶﾘﾄﾞｸﾞﾁﾉﾏﾙ
930 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 明リ戸セイ元 ｱｶﾘﾄﾞｾｲﾓﾄ
929 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 明リ戸東西ノ丸 ｱｶﾘﾄﾞﾋｶﾞｼﾆｼﾉﾏﾙ
931 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 明リ戸フモト丸 ｱｶﾘﾄﾞﾌﾓﾄﾏﾙ
934 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 石カ谷セイ元ノ丸 ｲｼｶﾞﾀﾆｾｲﾓﾄﾉﾏﾙ
938 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 石谷ノ丸 ｲｼｶﾞﾐﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
993 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 井ノ元 ｲﾉﾓﾄ
957 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 井ノ元ノ丸 ｲﾉﾓﾄﾉﾏﾙ
937 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 白岩ノ丸 ｲﾗｲﾜﾉﾏﾙ
913 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 岩倉上ミ野丸 ｲﾜｸﾗｶﾐﾉﾏﾙ
908 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 岩倉ノ丸 ｲﾜｸﾗﾉﾏﾙ
996 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 上ノ山 ｳｴﾉﾔﾏ
997 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 上エノ山西開キノ丸 ｳｴﾉﾔﾏﾆｼﾋﾗｷﾉﾏﾙ
963 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 上ノ山西開キ丸 ｳｴﾉﾔﾏﾆｼﾋﾗｷﾏﾙ
951 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作影ノ丸 ｳｼﾂﾞｸﾘｶｹﾞﾉﾏﾙ
953 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作影川添ノ丸 ｳｼﾂﾞｸﾘｶﾜｿﾞｴﾉﾏﾙ
952 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作下影ノ丸 ｳｼﾂﾞｸﾘｼﾓｶｹﾞﾉﾏﾙ
990 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作下モ影ノ丸 ｳｼﾂﾞｸﾘｼﾓｶｹﾞﾉﾏﾙ
943 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作宅地東丸 ｳｼﾂﾞｸﾘﾀｸﾁﾋｶﾞｼﾉﾏﾙ
950 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作研カ谷ノ丸 ｳｼﾂﾞｸﾘﾄｲｼｶﾞﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
954 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作日路ノ丸 ｳｼﾂﾞｸﾘﾋﾉｼﾞﾉﾏﾙ
940 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作山西丸 ｳｼﾂﾞｸﾘﾔﾏｶﾐﾆｼﾏﾙ
939 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 牛作山東丸 ｳｼﾂﾞｸﾘﾔﾏｶﾐﾋｶﾞｼﾏﾙ
977 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 馬シヤクリ ｳﾏｼｬｸﾘ
980 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大影 ｵｵｶｹﾞ
904 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大切ノ丸 ｵｵｷﾞﾘﾉﾏﾙ
979 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大谷ノ丸 ｵｵﾀﾆﾉﾏﾙ
974 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大田ノ丸 ｵｵﾀﾉﾏﾙ
903 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大田丸 ｵｵﾀﾏﾙ
984 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大平 ｵｵﾋﾗ
947 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大開ノ丸 ｵｵﾋﾗｷﾉﾏﾙ
965 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大開キ丸 ｵｵﾋﾗｷﾏﾙ
889 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 大森丸 ｵｵﾓﾘﾏﾙ
987 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 押宇津 ｵｼｳﾂﾞ
935 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 押字ト坂西ハキ ｵｼｳﾄﾞｻﾞｶﾆｼﾊｷ
961 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 本モ池ノ奥ノ丸 ｵﾓｲｹﾉｵｸﾉﾏﾙ
962 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 本モ池下タノ丸 ｵﾓｲｹﾉｼﾀﾉﾏﾙ
948 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 影山ノ丸 ｶｹﾞﾔﾏﾉﾏﾙ
966 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ カシノ下タノ丸 ｶｼﾉｼﾀﾉﾏﾙ
885 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 鎌田丸 ｶﾏﾀﾏﾙ
901 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 上ミヤシカ谷ノ丸 ｶﾐﾔｼｷｶﾀﾆﾉﾏﾙ
960 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ カラタニノ丸 ｶﾗﾀﾆﾉﾏﾙ
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892 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 瓦床丸 ｶﾜﾗﾄﾞｺﾏﾙ
896 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 北亦ノ丸 ｷﾀﾏﾀﾉﾏﾙ
971 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 北又ノ丸 ｷﾀﾏﾀﾉﾏﾙ
907 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 京田谷ノ丸 ｷｮｳﾃﾞﾝﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
958 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 外六谷ノ丸 ｹﾞﾛｸﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
899 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 田丸 ｺｳﾀﾞﾏﾙ
942 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 鴻巣口西路ノ丸 ｺｳﾉｽｸﾞﾁﾆｼｼﾞﾉﾏﾙ
933 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 鴻巣谷ノ丸 ｺｳﾉｽﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
998 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ コンヤシキノ丸 ｺﾝﾔｼｷﾉﾏﾙ
968 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 紺屋敷丸 ｺﾝﾔｼｷﾏﾙ
955 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 下ガリ野上丸 ｻｶﾞﾘﾉｶﾞﾐﾏﾙ
956 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 下ガリ野下丸 ｻｶﾞﾘﾉｼﾓﾏﾙ
946 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 笹カ谷セイ元ノ丸 ｻｻｶﾞﾀﾞﾆｾｲﾓﾄﾉﾏﾙ
945 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 笹力谷ノ丸 ｻｻｶﾞﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
944 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 芝田ノ丸 ｼﾊﾞﾀﾉﾏﾙ
988 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 柴田ノ丸 ｼﾊﾞﾀﾉﾏﾙ
991 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 下カリノ上ノ丸 ｼﾓｶﾘﾉｶﾐﾉﾏﾙ
992 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 下カリノ下ノ丸 ｼﾓｶﾘﾉｼﾓﾉﾏﾙ
983 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 下カリ之丸 ｼﾓｶﾘﾉﾏﾙ
900 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 下モヤシキカ谷 ｼﾓﾔｼｷｶﾀﾞﾆ
986 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ シモ山 ｼﾓﾔﾏ
915 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ シャシャブカ谷ノ丸 ｼｬｼｬﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
888 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 城山丸 ｼﾛﾔﾏﾏﾙ
964 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 新池西ノ丸 ｼﾝｲｹﾆｼﾉﾏﾙ
891 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 須崎丸 ｽｻｷﾏﾙ
936 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 高棚口ノ丸 ﾀｶﾀﾞﾅｸﾞﾁﾉﾏﾙ
978 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 散リ林 ﾁﾘﾊﾞﾔｼ
909 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ ツク田ノ丸 ﾂｸﾀﾞﾉﾏﾙ
910 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 常石ノ丸 ﾂﾈｲｼﾉﾏﾙ
887 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 寺屋敷丸 ﾃﾗﾔｼｷﾏﾙ
969 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 寺屋式丸 ﾃﾗﾔｼｷﾏﾙ
989 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 研カ谷ノ丸 ﾄｲｼｶﾞﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
886 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 時戸丸 ﾄｷｺﾏﾙ
941 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 土橋丸 ﾄﾞﾊﾞｼﾏﾙ
973 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 長畝丸 ﾅｶﾞｳﾈﾏﾙ
982 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 長バタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
894 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 西谷ノ丸 ﾆｼﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
906 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 西ノ谷ノ丸 ﾆｼﾉﾀﾆﾉﾏﾙ
902 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 韮生口丸 ﾆﾛｳｸﾞﾁﾏﾙ
970 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 子スガ岡東丸 ﾈｽｶﾞｵｶﾋｶﾞｼﾏﾙ
893 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 根須ガ岡東丸 ﾈｽﾞｶﾞｵｶﾋｶﾞｼﾏﾙ
967 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 間ヤシキ丸 ﾊｻﾞﾏﾔｼｷﾏﾙ
897 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 畠田丸 ﾊﾀｹﾀﾞﾏﾙ
890 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 早房中ノ丸 ﾊﾔﾌﾞｻﾅｶﾉﾏﾙ
898 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 日裏谷ノ丸 ﾋｳﾗﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
972 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ ヒウラ谷丸 ﾋｳﾗﾀﾞﾆﾏﾙ
985 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 日裏バヘ ﾋｳﾗﾊﾞﾍ
905 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 日裏ヤシキノ丸 ﾋｳﾗﾔｼｷﾉﾏﾙ
975 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 日裏屋式ノ丸 ﾋｳﾗﾔｼｷﾉﾏﾙ
959 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 東屋敷丸 ﾋｶﾞｼﾔｼｷﾏﾙ
994 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
926 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 藤カ谷ノ丸 ﾌｼﾞｶﾞﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
981 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 藤カ谷丸 ﾌｼﾞｶﾞﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
922 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路大谷口丸 ﾌﾙﾏｼﾞｵｵﾀﾞﾆｸﾞﾁﾏﾙ
912 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路口ハタゼノ丸 ﾌﾙﾏｼﾞｸﾞﾁﾊﾀｾﾞﾉﾏﾙ
920 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路小谷ノ丸 ﾌﾙﾏｼﾞｺﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
918 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路ソバシリノ丸 ﾌﾙﾏｼﾞｿﾊﾞｼﾘﾉﾏﾙ
999 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路研石カ谷 ﾌﾙﾏｼﾞﾄｲｼｶﾞﾀﾆ
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914 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路トイシ谷ノ丸 ﾌﾙﾏｼﾞﾄｲｼﾀﾞﾆﾉﾏﾙ
925 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路鳥井カ谷丸 ﾌﾙﾏｼﾞﾄﾘｲｶﾞﾀﾞﾆﾏﾙ
923 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路灰床上ミノ丸 ﾌﾙﾏｼﾞﾊｲﾄﾞｺｶﾐﾉﾏﾙ
924 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路灰床下タ丸 ﾌﾙﾏｼﾞﾊｲﾄﾞｺｼﾀﾏﾙ
919 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路ヤシカ谷 ﾌﾙﾏｼﾞﾔｼｶﾀﾞﾆ
921 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路ヤヂ上ミノ丸 ﾌﾙﾏｼﾞﾔﾁﾞｶﾐﾉﾏﾙ
917 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路ヤヂノ丸 ﾌﾙﾏｼﾞﾔﾁﾞﾉﾏﾙ
916 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 古馬路山床東丸 ﾌﾙﾏｼﾞﾔﾏｶﾞﾐﾄﾞｺﾋｶﾞｼﾏﾙ
928 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ ヘンロ谷口ノ丸 ﾍﾝﾛﾀﾞﾆｸﾞﾁﾉﾏﾙ
949 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 堀切ノ丸 ﾎﾘｷﾘﾉﾏﾙ
895 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 松カ佐ノ丸 ﾏﾂｶﾞｻﾉﾏﾙ
911 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ 夫婦岩ノ丸 ﾒｵﾄｲﾜﾉﾏﾙ
995 122 土佐山田町間 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾊｻﾞﾏ ヲモ池ノ奥ノ丸 ｦﾓｲｹﾉｵｸﾉﾏﾙ
1010 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ イゲノ丸 ｲｹﾞﾉﾏﾙ
1021 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 上ノヤシキ ｳｴﾉﾔｼｷ
1019 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 後ロ新田 ｳｼﾛｼﾝﾃﾞﾝ
1020 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ カマダ ｶﾏﾀﾞ
1007 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ サコダ ｻｺﾀﾞ
1014 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ サマノシン ｻﾏﾉｼﾝ
1005 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ シカヲトシ ｼｶｵﾄｼ
1003 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 竹ケ端 ﾀｹｶﾞﾊﾅ
1022 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 竹ノ前 ﾀｹﾉﾏｴ
1013 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ トキコ石 ﾄｷｺｲｼ
1015 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ ドヲメン ﾄﾞｦﾒﾝ
1002 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 中長久保 ﾅｶﾅｶﾞｸﾎﾞ
1018 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 中ノヤシキ ﾅｶﾉﾔｼｷ
1016 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 西ノヤシキ ﾆｼﾉﾔｼｷ
1004 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 二反田 ﾆﾀﾝﾀﾞ
1008 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 東サコダ ﾋｶﾞｼｻｺﾀﾞ
1012 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 東ヨシモト ﾋｶﾞｼﾖｼﾓﾄ
1017 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ 前新田 ﾏｴｼﾝﾃﾞﾝ
1009 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ ヤシキダ ﾔｼｷﾀﾞ
1001 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ ヤヂ ﾔﾁﾞ
1000 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ ユメダ ﾕﾒﾀﾞ
1006 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ ユメノ ﾕﾒﾉ
1011 123 土佐山田町佐古薮 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｺﾔﾌﾞ ヨシモト ﾖｼﾓﾄ
1047 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ アカハカ ｱｶﾊｶ
1051 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 秋葉下タ ｱｷﾊﾞﾉｼﾀ
1056 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 池ノ裏 ｲｹﾉｳﾗ
1062 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 池ノ奥 ｲｹﾉｵｸ
1028 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 池ノ東 ｲｹﾉﾋｶﾞｼ
1058 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 池ノ丸 ｲｹﾉﾏﾙ
1033 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 神母丸 ｲｹﾞﾉﾏﾙ
1030 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 井戸ノ元 ｲﾄﾞﾉﾓﾄ
1045 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ イモシカ谷 ｲﾓｼｶﾀﾞﾆ
1060 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 岩井ケ谷 ｲﾜｲｶﾞﾀﾞﾆ
1031 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 上ヱノ山 ｳｴﾉﾔﾏ
1063 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 大平谷 ｵｵﾋﾗﾀﾞﾆ
1029 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 於菊屋敷 ｵｷｸﾔｼｷ
1055 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 奥ヤシキ ｵｸﾔｼｷ
1046 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 開発 ｶｲﾊﾂ
1024 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ カキナガシ ｶｷﾅｶﾞｼ
1025 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 野荒 ｶｹﾞﾉｱﾚ
1023 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 鍛治屋 ｶｼﾞﾔﾂｼﾞ
1037 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 鎌田 ｶﾏﾀ
1027 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 北上ミ野地 ｷﾀｶﾐﾉｼﾞ
1034 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 喜代作屋式 ｷﾖｻｸﾔｼｷ
1041 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 九代 ｸﾀﾞｲ
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1035 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 黒合 ｸﾛｱｲ
1036 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 黒田屋式 ｸﾛﾀﾞﾔｼｷ
1032 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 小松屋敷 ｺﾏﾂﾔｼｷ
1064 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 小松ヤシキ ｺﾏﾂﾔｼｷ
1026 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 下タ野地 ｼﾀﾉｼﾞ
1050 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ ショヲブガモト ｼｮｦﾌﾞｶﾞﾓﾄ
1048 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 神田 ｼﾝﾃﾞﾝ
1042 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 関ノ川 ｾｷﾉｶﾜ
1059 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ タイトヲジリ ﾀｲﾄｦｼﾞﾘ
1049 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
1043 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ ナガウ子 ﾅｶﾞｳﾈ
1054 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 名本屋式 ﾅﾓﾄﾔｼｷ
1052 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 西谷 ﾆｼﾀﾆ
1044 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 子スガ岡 ﾈｽｶﾞｵｶ
1065 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 船谷山 ﾌﾅﾀﾞﾆﾔﾏ
1053 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ ムカイヂ ﾑｶｲﾁﾞ
1040 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 村上丸 ﾑﾗｶﾐﾏﾙ
1061 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 休場ケ谷 ﾔｽﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ
1057 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 柳ケ谷 ﾔﾅｷﾞｶﾞﾀﾞﾆ
1039 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
1038 124 土佐山田町船谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾌﾅﾀﾞﾆ 連福寺 ﾚﾝﾌﾟｸｼﾞ
1128 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ アミダノ前 ｱﾐﾀﾞﾉﾏｴ
1152 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 阿ミダノ前 ｱﾐﾀﾞﾉﾏｴ
1066 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 神母ノ木 ｲｹﾞﾉｷ
1139 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 池ノ久保 ｲｹﾉｸﾎﾞ
1120 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 池林 ｲｹﾊﾞﾔｼ
1096 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 井戸丸 ｲﾄﾞﾏﾙ
1075 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 入舟 ｲﾘﾌﾈ
1110 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 後田 ｳｼﾛﾀﾞ
1129 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 内ドイ ｳﾁﾄﾞｲ
1115 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 大澤 ｵｵｻﾜ
1154 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 大平山下 ｵｵﾋﾗﾔﾏｼﾀ
1136 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 大平山ノ下 ｵｵﾋﾗﾔﾏﾉｼﾀ
1119 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 奥堤 ｵｸﾂﾞﾂﾐ
1085 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 上赤亀 ｶﾐｱｶｶﾞﾒ
1148 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 上浦久保 ｶﾐｳﾗｸﾎﾞ
1105 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 北谷下モ ｷﾀﾀﾞﾆｼﾓ
1102 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 北ノ山 ｷﾀﾉﾔﾏ
1133 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ サイダ ｻｲﾀﾞ
1109 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 猿辷リ ｻﾙｽﾍﾞﾘ
1141 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 澤丸 ｻﾜﾏﾙ
1144 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 三月田 ｻﾝｶﾞﾂﾀﾞ
1134 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 三代田 ｻﾝﾀﾞｲﾀ
1121 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 椎林 ｼｲﾊﾞﾔｼ
1068 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 鹿落南ノ丸 ｼｶｵﾄｼﾐﾅﾐﾉﾏﾙ
1122 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 地蔵 ｼﾞｿﾞｳ
1072 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 西ノ丸ノ北 ｼﾆﾉﾏﾙﾉｷﾀ
1093 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 芝ノ下タ ｼﾊﾞﾉｼﾀ
1083 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 下モ赤亀 ｼﾓｱｶｶﾞﾒ
1143 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 下池ノ久保 ｼﾓｲｹﾉｸﾎﾞ
1086 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 下モ浦久保 ｼﾓｳﾗｸﾎﾞ
1089 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 下モスサキ ｼﾓｽｻｷ
1092 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 庄屋池 ｼｮｳﾔｲｹ
1078 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 庄屋池掛リ上ミ ｼｮｳﾔｲｹｶﾞｶﾘｶﾐ
1077 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 庄屋池掛リ下モ ｼｮｳﾔｲｹｶﾞｶﾘｼﾓ
1114 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 新池 ｼﾝｲｹ
1142 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
1147 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 神田丸 ｼﾞﾝﾃﾞﾝﾏﾙ
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1098 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 水神丸 ｽｲｼﾞﾝﾏﾙ
1088 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ スサキ ｽｻｷ
1094 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ スス原 ｽｽﾊﾗ
1106 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 善右エ門古ヤシキ ｾﾞﾝｴﾓﾝﾌﾙﾔｼｷ
1150 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 善右衛門古屋式 ｾﾞﾝｴﾓﾝﾌﾙﾔｼｷ
1107 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 惣左衛門古ヤシキ ｿｳｻｴﾓﾝﾌﾙﾔｼｷ
1151 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 惣左衛門古屋式 ｿｳｻｴﾓﾝﾌﾙﾔｼｷ
1108 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 田ノ尻 ﾀﾉｼﾞﾘ
1095 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ タンチウ ﾀﾝﾁｳ
1073 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 茶屋ノ丸ノ中 ﾁｬﾔﾉﾏﾙﾉﾅｶ
1082 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 茶屋丸北 ﾁｬﾔﾏﾙｷﾀ
1100 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ チヨシロ ﾁﾖｼﾛ
1130 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ チヨナ谷 ﾁﾖﾅﾀﾞﾆ
1118 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 堤 ﾂﾂﾐ
1116 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 堤山ノ下 ﾂﾂﾐﾔﾏﾉｼﾀ
1111 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ トイノ東 ﾄｲﾉﾋｶﾞｼ
1097 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 土居丸 ﾄﾞｲﾏﾙ
1084 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 中赤亀 ﾅｶｱｶｶﾞﾒ
1140 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 中池久保 ﾅｶｲｹｸﾎﾞ
1099 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 中浦久保 ﾅｶｳﾗｸﾎﾞ
1074 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 中ノ丸下 ﾅｶﾉﾏﾙｼﾀ
1081 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 中丸上ミ ﾅｶﾏﾙｶﾐ
1080 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 中丸北 ﾅｶﾏﾙｷﾀ
1125 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1104 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ ナナマガリ ﾅﾅﾏｶﾞﾘ
1087 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
1137 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 西谷 ﾆｼﾀﾆ
1090 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 西野地 ﾆｼﾉｼﾞ
1101 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 西ノタキ ﾆｼﾉﾀｷ
1071 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 西ノ丸ノ南 ﾆｼﾉﾏﾙﾉﾐﾅﾐ
1131 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ ヌタタ ﾇﾀﾀ
1138 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 登尾 ﾉﾎﾞﾘｵ
1153 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 八合林 ﾊﾁｺﾞｳﾊﾞﾔｼ
1091 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 東野地 ﾋｶﾞｼﾉｼﾞ
1079 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 東丸北 ﾋｶﾞｼﾏﾙｷﾀ
1076 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 東丸南 ﾋｶﾞｼﾏﾙﾐﾅﾐ
1126 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 東ヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
1117 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 古池 ﾌﾙｲｹ
1132 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 傍士池ノ上 ﾎｳｼﾞｲｹﾉｳｴ
1103 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 傍士ヤシキ ﾎｳｼﾞﾔｼｷ
1149 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 傍士屋式 ﾎｳｼﾞﾔｼｷ
1156 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 星ノ丸 ﾎｼﾉﾏﾙ
1127 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 前田 ﾏｴﾀﾞ
1123 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 溝ノ下 ﾐｿﾞﾉｼﾀ
1067 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 南酒屋床 ﾐﾅﾐｻｶﾔﾄﾞｺ
1146 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 宮ノ口前 ﾐﾔﾉｸﾁﾏｴ
1124 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
1113 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 宮ノ前北 ﾐﾔﾉﾏｴｷﾀ
1112 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 宮ノ前南 ﾐﾔﾉﾏｴﾐﾅﾐ
1155 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
1070 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 夢野酒屋床北 ﾕﾒﾉｻｶﾔﾄﾞｺｷﾀ
1069 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 夢野南ノ丸 ﾕﾒﾉﾐﾅﾐﾉﾏﾙ
1135 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 横屋敷 ﾖｺﾔｼｷ
1145 125 土佐山田町宮ノ口 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾐﾔﾉｸﾁ 六反田 ﾛｸﾀﾝﾀﾞ
1181 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 岩ケ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾞﾆ
1198 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 岩ノシタ ｲﾜﾉｼﾀ
1185 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 馬石 ｳﾏｲｼ
1207 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 大岩畝 ｵｵｲﾜｳﾈ
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1186 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 大滝 ｵｵﾀｷ
1189 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 大谷 ｵｵﾀﾆ
1167 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 岡崎 ｵｶｻﾞｷ
1193 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 川ナロ ｶﾜﾅﾛ
1172 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 北ヤ式 ｷﾀﾔｼｷ
1168 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ キミヲガ谷 ｷﾐｦｶﾞﾀﾞﾆ
1182 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ クニチデン ｸﾆﾁﾃﾞﾝ
1158 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 小島付 ｺｼﾞﾏﾂｷ
1196 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ コノ谷 ｺﾉﾀﾆ
1162 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 米川原 ｺﾒｶﾞﾜﾗ
1200 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ サカイウ子 ｻｶｲｳﾈ
1206 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ サカイノウ子 ｻｶｲﾉｳﾈ
1165 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ サカエヤシキ ｻｶｴﾔｼｷ
1192 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 猿カ内 ｻﾙｶﾞｳﾁ
1202 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ サルガウチウ子 ｻﾙｶﾞｳﾁｳﾈ
1161 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 椎ノ木本 ｼｲﾉｷﾓﾄ
1209 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
1184 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 神田 ｼﾞﾝﾃﾞﾝ
1171 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 竹黒 ﾀｹｸﾞﾛ
1188 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 狸穴 ﾀﾇｷｱﾅ
1163 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 田ノ尻 ﾀﾉｼﾞﾘ
1173 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 天王 ﾃﾝﾉｳ
1190 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ トヒス ﾄﾋｽ
1187 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 飛渡 ﾄﾋﾞﾜﾀﾘ
1204 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 飛渡リ ﾄﾋﾞﾜﾀﾘ
1197 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ トヲ谷 ﾄｦﾀﾞﾆ
1205 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ トヲダニ ﾄｦﾀﾞﾆ
1174 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ ナカヤ ﾅｶﾔ
1166 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 西ノ前 ﾆｼﾉﾏｴ
1159 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 西山 ﾆｼﾔﾏ
1164 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ ハナシバ ﾊﾅｼﾊﾞ
1210 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 東大滝 ﾋｶﾞｼｵｵﾀｷ
1194 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 東川ナロ ﾋｶﾞｼｶﾜﾅﾛ
1176 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 東野 ﾋｶﾞｼﾉ
1183 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ ノ口 ﾋﾉｸﾁ
1203 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ ノ口 ﾋﾉｸﾁ
1199 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ フキコシ ﾌｷｺｼ
1208 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 前山 ﾏｴﾔﾏ
1175 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 松本 ﾏﾂﾓﾄ
1191 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ マミアカサコ ﾏﾐｱｶｻｺ
1201 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ ミヅノクチ ﾐﾂﾞﾉｸﾁ
1180 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ
1178 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 宮ノ上西谷 ﾐﾔﾉｳｴﾆｼﾀﾞﾆ
1179 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 宮ノ上東セイモト ﾐﾔﾉｳｴﾋｶﾞｼｾｲﾓﾄ
1177 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
1160 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
1195 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 山口谷 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞﾆ
1169 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾆ
1170 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 山ノ根 ﾔﾏﾉﾈ
1157 126 土佐山田町杉田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｲﾀ 山バナ ﾔﾏﾊﾞﾅ
1219 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 伊気元 ｲｹﾞﾉﾓﾄ
1217 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 牛ツキ岩 ｳｼﾂｷｲﾜ
1227 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 鏡石 ｶｶﾞﾐｲｼ
1221 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 上舟渡 ｶﾐﾌﾅﾜﾀｼ
1212 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 川尻 ｶﾜｼﾞﾘ
1224 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 川添 ｶﾜｿﾞｴ
1222 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 北野 ｷﾀﾉ
1211 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 郷元 ｺﾞｳﾓﾄ
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1214 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 古告野 ｺﾖｼﾉ
1225 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 散田 ｻﾝﾀﾞ
1215 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 鹿落 ｼｶｵﾄｼ
1226 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 鹿寝覚 ｼｶﾈｻﾞﾒ
1228 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 鹿ノ寝覚 ｼｶﾉﾈｻﾞﾒ
1216 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 下野 ｼﾓﾉ
1220 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 下舟渡 ｼﾓﾌﾅﾜﾀｼ
1213 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 突廻 ﾄﾂﾏﾜﾘ
1218 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 西野 ﾆｼﾉ
1223 127 土佐山田町神母ノ木　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲｹﾞﾉｷ 夢野 ﾕﾒﾉ
1376 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
1326 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 穴口 ｱﾅｸﾞﾁ
1423 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 穴ノ上 ｱﾅﾉｳｴ
1282 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 穴ノ峯 ｱﾅﾉﾐﾈ
1281 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 穴ノ山 ｱﾅﾉﾔﾏ
1291 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 荒谷屋敷 ｱﾗﾀﾆﾔｼｷ
1418 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 荒谷山 ｱﾗﾀﾆﾔﾏ
1283 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 有ノ木谷 ｱﾘﾉｷﾀﾞﾆ
1310 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 井裏 ｲｳﾗ
1389 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 井口 ｲｸﾞﾁ
1348 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 石本 ｲｼﾓﾄ
1268 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 泉ケ尻 ｲｽﾞﾐｶﾞｼﾞﾘ
1401 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 泉ガ瀧 ｲｽﾞﾐｶﾞﾀｷ
1409 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 礒畝 ｲｿｳﾈ
1322 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ イソマツ ｲｿﾏﾂ
1435 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 一本松 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
1342 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 井ノ表 ｲﾉｵﾓﾃ
1253 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
1271 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 井流田 ｲﾘｭｳﾀﾞ
1287 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岩穴 ｲﾜｱﾅ
1351 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岩ケ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾆ
1414 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岩瀧 ｲﾜﾀｷ
1262 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岩ノ本 ｲﾜﾉﾓﾄ
1290 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岩間 ｲﾜﾏ
1352 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岩村谷 ｲﾜﾑﾗﾀﾞﾆ
1309 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 植田屋式 ｳｴﾀﾔｼｷ
1344 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 植田山 ｳｴﾀﾔﾏ
1257 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 上エ松 ｳｴﾏﾂ
1359 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 牛作ガ谷 ｳｼﾂﾞｸﾘｶﾞﾀﾆ
1360 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 牛伏 ｳｼﾌﾞｾ
1412 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ウヅカガ森 ｳﾂﾞｶｶﾞﾓﾘ
1399 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 馬入ラズ ｳﾏｲﾗｽﾞ
1293 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 馬トコ ｳﾏﾄｺ
1419 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 馬床山 ｳﾏﾄﾞｺﾔﾏ
1277 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ エビ子 ｴﾋﾞﾈ
1338 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 王上 ｵｳｼﾞｮｳ
1383 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 大谷 ｵｵﾀﾞﾆ
1242 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
1256 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 大峠 ｵｵﾄｳｹﾞ
1308 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 大前屋敷 ｵｵﾏｴﾔｼｷ
1274 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 大峯 ｵｵﾐﾈ
1258 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岡田 ｵｶﾀﾞ
1245 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岡ノ畝 ｵｶﾉｳﾈ
1244 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 岡屋式 ｵｶﾔｼｷ
1317 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 小田ノ畝 ｵﾀﾞﾉｳﾈ
1273 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ カキヤスバ ｶｷﾔｽﾊﾞ
1266 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ カクレ畠 ｶｸﾚﾊﾞﾅ
1439 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ カゲ谷 ｶｹﾞﾀﾞﾆ
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1328 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 笠松 ｶｻﾏﾂ
1366 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ カサヤ ｶｻﾔ
1375 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ カマノクチ ｶﾏﾉｸﾁ
1422 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ カマノ平 ｶﾏﾉﾀﾞｲﾗ
1314 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ カマノ東 ｶﾏﾉﾋｶﾞｼ
1231 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 神ノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
1362 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ カラ谷 ｶﾗﾀﾞﾆ
1387 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ キウエデン ｷｳｴﾃﾞﾝ
1280 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ キソダ ｷｿﾀﾞ
1421 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 京後岳 ｷｮｳｺﾞﾀｹ
1307 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 京後谷 ｷｮｳｺﾞﾀﾆ
1382 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 金王寺 ｷﾝｵｳｼﾞ
1374 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 久保 ｸﾎﾞ
1318 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
1339 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ゲシヨヲ ｹﾞｼﾖｦ
1357 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 源助屋敷 ｹﾞﾝｽｹﾔｼｷ
1316 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 越エ戸 ｺｴﾄﾞ
1335 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 小芝 ｺｼﾊﾞ
1255 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ コチムキ ｺﾁﾑｷ
1428 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 五輪ガ平 ｺﾞﾘﾝｶﾞﾋﾗ
1386 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ コヲデン ｺｦﾃﾞﾝ
1433 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
1361 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 崎ノ畝 ｻｷﾉｳﾈ
1353 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 崎ノ谷 ｻｷﾉﾀﾞﾆ
1261 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ サブロゲ ｻﾌﾞﾛｹﾞ
1327 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 澤 ｻﾜ
1426 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 澤ノ畝 ｻﾜﾉｳﾈ
1427 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 澤林 ｻﾜﾊﾞﾔｼ
1445 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 重岩 ｼｹﾞｲﾜ
1295 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ シバ ｼﾊﾞ
1294 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 芝ノ上 ｼﾊﾞﾉｳｴ
1298 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ シミヅ ｼﾐｽﾞ
1420 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 清水山 ｼﾐｽﾞﾔﾏ
1379 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 下モ谷 ｼﾓﾀﾞﾆ
1304 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 下ノ岡 ｼﾓﾉｵｶ
1315 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 下龍川 ｼﾓﾘｭｳｶﾞﾜ
1346 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ シャシャブダニ ｼｬｼｬﾌﾞﾀﾞﾆ
1450 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ シャシャブ谷 ｼｬｼｬﾌﾞﾀﾞﾆ
1267 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 新改谷 ｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾆ
1413 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 杉ケ畝 ｽｷﾞｶﾞｳﾈ
1286 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 杉ガ谷 ｽｷﾞｶﾞﾀﾆ
1233 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 辷石 ｽﾍﾞﾘｲｼ
1347 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 戸ケ谷 ｾﾄｶﾞﾀﾆ
1345 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ セト山 ｾﾄﾔﾏ
1311 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 善宗坊 ｾﾞﾝｿｳﾎﾞｳ
1301 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 大改地 ﾀﾞｲｶｲﾁ
1424 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 瀧 ﾀｷ
1416 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 瀧ノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
1319 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
1260 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ タキノタニ ﾀｷﾉﾀﾆ
1398 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 竹ノ尻 ﾀｹﾉｼﾘ
1237 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 立山 ﾀﾃﾔﾏ
1343 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 棚田 ﾀﾅﾀﾞ
1384 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 谷 ﾀﾆ
1263 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 谷愛 ﾀﾆｱｲ
1264 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
1370 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 谷遺シ ﾀﾆﾂﾌﾞｼ
1448 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 谷潰シ ﾀﾆﾂﾌﾞｼ
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1438 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 谷ノ上 ﾀﾆﾉｳｴ
1394 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 谷渡 ﾀﾆﾜﾀﾘ
1288 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 狸岩 ﾀﾇｷｲﾜ
1415 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 狸谷 ﾀﾇｷﾀﾞﾆ
1270 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ タビノ下タ ﾀﾋﾞﾉｼﾀ
1230 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 太郎薮 ﾀﾛｳﾔﾌﾞ
1437 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ タンチ山 ﾀﾝﾁﾔﾏ
1354 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ツエケ谷 ﾂｴｹﾀﾞﾆ
1358 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 川内 ﾂｼﾞｶﾜｳﾁ
1279 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ノ尻 ﾂｼﾞﾉｼﾞﾘ
1364 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ツマリ石 ﾂﾏﾘｲｼ
1447 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 手作ガ谷 ﾃﾂﾞｸﾘｶﾞﾀﾆ
1337 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
1363 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 天狗谷 ﾃﾝｸﾞｶﾞﾀﾆ
1241 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 土居 ﾄﾞｲ
1440 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 堂ノ後ロ ﾄﾞｳﾉｳｼﾛｸﾞﾁ
1385 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 桃坊 ﾄｳﾎﾞｳ
1402 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 土俵場 ﾄﾞﾋｮｳﾊﾞ
1372 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
1371 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ トリツキ ﾄﾘﾂｷ
1250 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ トヲゲ山 ﾄｦｹﾞﾔﾏ
1429 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中畝 ﾅｶｳﾈ
1289 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中尾 ﾅｶｵ
1340 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中澤 ﾅｶｻﾞﾜ
1232 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 長田 ﾅｶﾞﾀ
1407 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中西谷 ﾅｶﾆｼﾀﾞﾆ
1405 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中西ノ畝 ﾅｶﾆｼﾉｳﾈ
1246 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中西ノ谷 ﾅｶﾆｼﾉﾀﾞﾆ
1404 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中西ノ平 ﾅｶﾆｼﾉﾋﾗ
1403 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 永野 ﾅｶﾞﾉ
1341 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ナカノウチ ﾅｶﾉｳﾁ
1380 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中ノキレ ﾅｶﾉｷﾚ
1247 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
1284 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ナカノヒラ ﾅｶﾉﾋﾗ
1334 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中溝 ﾅｶﾌﾞﾁ
1373 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1377 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 中山屋式 ﾅｶﾔﾏﾔｼｷ
1229 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 流川 ﾅｶﾞﾚｶﾞﾜ
1251 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ナガレ田 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
1434 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ナキヤマ ﾅｷﾔﾏ
1446 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 七曲リ ﾅﾅﾏｶﾞﾘ
1240 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 西ガ内 ﾆｼｶﾞｳﾁ
1356 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
1234 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
1381 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 西ノ平ラ ﾆｼﾉﾀﾞｲﾗ
1406 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 西ノ林 ﾆｼﾉﾊﾞﾔｼ
1239 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ニノナロ ﾆﾉﾅﾛ
1333 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヌタ ﾇﾀ
1331 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヌタノ谷 ﾇﾀﾉﾀﾆ
1330 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヌタ山 ﾇﾀﾔﾏ
1243 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 子キノヒラ ﾈｷﾉﾋﾗ
1442 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 猫タキ ﾈｺﾀｷ
1410 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 蠅ケ谷 ﾊｴｶﾞﾀﾆ
1431 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ハギバ ﾊｷﾞﾊﾞ
1236 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 畠ガ佐古 ﾊﾀｹｶﾞｻｺ
1325 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ハチギ ﾊﾁｷﾞ
1400 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 八兵ヱ嶽 ﾊﾁﾍﾞｴｶﾞﾀｹ
1265 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 林ケ谷 ﾊﾔｼｶﾞﾀﾆ
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1329 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヒエドノ穴 ﾋｴﾄﾞﾉｱﾅ
1430 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 東サコ ﾋｶﾞｼｻｺ
1248 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
1235 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 東ノ内 ﾋｶﾞｼﾉｳﾁ
1312 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
1432 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 土方 ﾋｼﾞｶﾀ
1388 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 谷 ﾋﾀﾞﾆ
1324 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 一ツ畑 ﾋﾄﾂﾊﾞﾀｹ
1378 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヒノミソ ﾋﾉﾐｿ
1396 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヒラキカ谷 ﾋﾗｷｶﾀﾆ
1395 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヒラキサコ ﾋﾗｷｻｺ
1365 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヒルメガ石 ﾋﾙﾒｶﾞｲｼ
1302 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ フカタ ﾌｶﾀ
1285 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 吹上ゲ ﾌｷｱｹﾞ
1397 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 吹越 ﾌｷｺﾞｴ
1249 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 伏穴 ﾌｼｱﾅ
1292 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 双股河 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜ
1332 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ フヂガ谷 ﾌﾁﾞｶﾞﾀﾆ
1336 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ フナ岩 ﾌﾅｲﾜ
1278 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 古土表 ﾌﾙﾄﾞﾋｮｳ
1449 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 古土俵 ﾌﾙﾄﾞﾋｮｳ
1444 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 聞楽 ﾌﾞﾝﾗｸ
1349 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 別当 ﾍﾞｯﾄｳ
1350 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 別当林 ﾍﾞｯﾄｳﾘﾝ
1411 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 蛇岩 ﾍﾋﾞｲﾜ
1276 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 蛇ケ嶽 ﾍﾋﾞｶﾞﾀｹ
1252 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ホツサコ ﾎﾂｻｺ
1417 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
1390 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 本坂 ﾎﾝｻﾞｶ
1443 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 本谷 ﾎﾝﾀﾞﾆ
1269 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 舞上リ ﾏｲﾉﾎﾞﾘ
1300 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 前清水 ﾏｴｼﾐｽﾞ
1441 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 松ケ端 ﾏﾂｶﾞﾊｼ
1296 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
1313 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1391 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 水出 ﾐｽﾞｲﾃﾞ
1306 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 南ケ谷 ﾐﾅﾐｶﾞﾀﾆ
1305 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ミノコシ谷 ﾐﾉｺｼﾀﾞﾆ
1254 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 見渡 ﾐﾜﾀｼ
1299 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 向イ坂 ﾑｶｲｻﾞｶ
1259 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 椋ガサコ ﾑｸｶﾞｻｺ
1323 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 椋ノ畝 ﾑｸﾉｳﾈ
1321 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ムクノキ谷 ﾑｸﾉｷﾀﾞﾆ
1297 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 夜討 ﾔｳﾁ
1320 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 屋式 ﾔｼｷ
1425 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 屋式ノ岡 ﾔｼｷﾉｵｶ
1355 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 柳久保 ﾔﾅｷﾞｸﾎﾞ
1275 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヤハズガ石 ﾔﾊｽﾞｶﾞｲｼ
1238 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 山中 ﾔﾏﾅｶ
1272 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
1436 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ 吉野畠 ﾖｼﾉﾊﾞﾀｹ
1393 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヨシロバタケ ﾖｼﾛﾊﾞﾀｹ
1303 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヲギハチ ｦｷﾞﾊﾁ
1367 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヲトシグラ ｦﾄｼｸﾞﾗ
1408 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヲモ谷 ｦﾓﾀﾆ
1392 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヲモヒラ ｦﾓﾋﾗ
1369 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヲモヤグチ ｦﾓﾔｸﾞﾁ
1368 128 土佐山田町逆川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻｶｶﾜ ヲモヤグチ山 ｦﾓﾔｸﾞﾁﾔﾏ
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1495 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ アンノシバ ｱﾝﾉｼﾊﾞ
1582 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 池ノシモ ｲｹﾉｼﾓ
1581 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 池ノ前 ｲｹﾉﾏｴ
1505 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ イケノモト ｲｹﾉﾓﾄ
1579 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ イシガメ ｲｼｶﾞﾒ
1542 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ イシガメマル ｲｼｶﾞﾒﾏﾙ
1569 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 石亀丸 ｲｼｶﾞﾒﾏﾙ
1538 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 井ノ本 ｲﾉﾓﾄ
1485 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ イハサキ ｲﾊｻｷ
1535 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ イマキド ｲﾏｷﾄﾞ
1561 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 岩サキ ｲﾜｻｷ
1531 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ エゴノマル ｴｺﾞﾉﾏﾙ
1565 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 大谷ノクチ ｵｵﾀﾆﾉｸﾁ
1508 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カキソエ ｶｷｿｴ
1515 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カゾク ｶｿﾞｸ
1520 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カチガ久保 ｶﾁｶﾞｸﾎﾞ
1497 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
1527 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カドイシ ｶﾄﾞｲｼ
1467 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カナヤシキ ｶﾅﾔｼｷ
1499 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カマガクボ ｶﾏｶﾞｸﾎﾞ
1574 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カマケクボ ｶﾏｹｸﾎﾞ
1453 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 上ミウエノ ｶﾐｳｴﾉ
1465 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 上ミカナヤマツ ｶﾐｶﾅﾔﾏﾂ
1492 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 上ミタイノウチ ｶﾐﾀｲﾉｳﾁ
1477 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 上ミノバヤシ ｶﾐﾉﾊﾞﾔｼ
1523 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 上ミヒヂカタマル ｶﾐﾋﾁﾞｶﾀﾏﾙ
1472 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 上ミヤマウチマル ｶﾐﾔﾏｳﾁﾏﾙ
1460 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 上ヨシムラ丸 ｶﾐﾖｼﾑﾗﾏﾙ
1481 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 上ミヲカモト ｶﾐｦｶﾓﾄ
1484 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ カミヲゝトミ ｶﾐｦｦﾄﾐ
1580 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 北スシバ谷 ｷﾀｽｼﾊﾞﾀﾆ
1575 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 北マツヲヤマ ｷﾀﾏﾂｦﾔﾏ
1469 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ キタヤマウチ丸 ｷﾀﾔﾏｳﾁﾏﾙ
1486 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ キタヲキタ ｷﾀｦｷﾀ
1562 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 北ヲキタ ｷﾀｦｷﾀ
1559 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ キタヲヽタニ ｷﾀｦｦﾀﾆ
1466 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ キチゾヲヤシキ ｷﾁｿﾞｦﾔｼｷ
1457 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ キドヤシキ ｷﾄﾞﾔｼｷ
1540 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 楠目山 ｸｽﾞﾒﾔﾏ
1516 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ クロツボ ｸﾛﾂﾎﾞ
1463 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ケイゾヲ ｹｲｿﾞｦ
1470 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ コウジンノマル ｺｳｼﾞﾝﾉﾏﾙ
1455 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 五社丸 ｺﾞｼｬﾏﾙ
1536 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ サカモト ｻｶﾓﾄ
1541 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ サカモトマル ｻｶﾓﾄﾏﾙ
1556 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ サカモトヤマ ｻｶﾓﾄﾔﾏ
1567 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 坂本山 ｻｶﾓﾄﾔﾏ
1454 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ サゝキリ ｻｻｷﾘ
1526 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下ノハヤシ ｼﾀﾉﾊﾔｼ
1547 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ シタヲヽタニ ｼﾀｦｦﾀﾆ
1509 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ シタンタ ｼﾀﾝﾀ
1517 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ シマダ ｼﾏﾀﾞ
1452 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下モウエノ ｼﾓｳｴﾉ
1476 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下モカナヤマツ ｼﾓｶﾅﾔﾏﾂ
1537 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下サカモト ｼﾓｻｶﾓﾄ
1583 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下モサカモト ｼﾓｻｶﾓﾄ
1493 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下モタイノウチ ｼﾓﾀｲﾉｳﾁ
1524 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下モヒヂカタ丸 ｼﾓﾋﾁﾞｶﾀﾏﾙ
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1473 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下モヤマウチマル ｼﾓﾔﾏｳﾁﾏﾙ
1501 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下ヨシムラ丸 ｼﾓﾖｼﾑﾗﾏﾙ
1483 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 下モヲゝトミ ｼﾓｦｦﾄﾐ
1573 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ スシバ谷 ｽｼﾊﾞﾀﾆ
1553 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ スシバタニ ｽｼﾊﾞﾀﾞﾆ
1464 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ センバ ｾﾝﾊﾞ
1504 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ タムラ丸 ﾀﾑﾗﾏﾙ
1518 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ タムラマルノマエ ﾀﾑﾗﾏﾙﾉﾏｴ
1506 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ドイ ﾄﾞｲ
1468 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ドイノマル ﾄﾞｲﾉﾏﾙ
1550 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ トリコエ ﾄﾘｺｴ
1549 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ トリコエノシタ ﾄﾘｺｴﾉｼﾀ
1570 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ トリコエノ下タ ﾄﾘｺｴﾉｼﾀ
1488 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 仲ナカヤマ ﾅｶﾅｶﾔﾏ
1563 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ナカナカヤマ ﾅｶﾅｶﾔﾏ
1500 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ナカノ ﾅｶﾉ
1554 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ナカノタニ ﾅｶﾉﾀﾆ
1479 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ナカノバヤシ ﾅｶﾉﾊﾞﾔｼ
1490 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ナカヤマ ﾅｶﾔﾏ
1522 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ナキヤマ ﾅｷﾔﾏ
1584 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 仁井田 ﾆｲﾀﾞ
1458 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 仁井田久保 ﾆｲﾀﾞｸﾎﾞ
1461 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 西タイヤシキ ﾆｼﾀｲﾔｼｷ
1489 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 西ナカヤマ ﾆｼﾅｶﾔﾏ
1564 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 西中山 ﾆｼﾅｶﾔﾏ
1546 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ニシノタニ ﾆｼﾉﾀﾆ
1568 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
1474 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 西ノヤシキ ﾆｼﾉﾔｼｷ
1532 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ノゾエ ﾉｿﾞｴ
1456 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ノボリ立ノ下タ ﾉﾎﾞﾘﾘｭｳﾉｼﾀ
1578 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ハイバラ ﾊｲﾊﾞﾗ
1560 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ハイバラヤマ ﾊｲﾊﾞﾗﾔﾏ
1529 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ハンザカデクチ ﾊﾝｻﾞｶﾃﾞｸﾞﾁ
1521 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 東カチガ久保 ﾋｶﾞｼｶﾁｶﾞｸﾎﾞ
1459 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 東タイヤシキ ﾋｶﾞｼﾀｲﾔｼｷ
1487 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 東ナカヤマ ﾋｶﾞｼﾅｶﾔﾏ
1507 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ フカタ ﾌｶﾀ
1544 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ フカタニ ﾌｶﾀﾆ
1543 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ フカタニノ下タ ﾌｶﾀﾆﾉｼﾀ
1482 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ フキゴエ ﾌｷｺﾞｴ
1471 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ フキコシ ﾌｷｺｼ
1566 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ホドゲウチ ﾎﾄﾞｹﾞｳﾁ
1555 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ マカリヲヤマ ﾏｶﾘｦﾔﾏ
1585 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ マガリヲ山 ﾏｶﾞﾘｦﾔﾏ
1530 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ
1513 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ マツヲ ﾏﾂｦ
1557 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ マツヲヤマ ﾏﾂｦﾔﾏ
1451 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ マトヲデン ﾏﾄｦﾃﾞﾝ
1478 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ミヅクボ ﾐﾂﾞｸﾎﾞ
1572 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 南スシバ谷 ﾐﾅﾐｽｼﾊﾞﾀﾞﾆ
1552 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 南スジハダニ ﾐﾅﾐｽｼﾞﾊﾀﾞﾆ
1514 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 南マツヲ ﾐﾅﾐﾏﾂｦ
1475 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 南山内丸 ﾐﾅﾐﾔﾏｳﾁﾏﾙ
1494 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 南ヲキタ ﾐﾅﾐｦｷﾀ
1558 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 南ヲヽタニ ﾐﾅﾐｦｦﾀﾆ
1528 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ムマナガシ ﾑﾏﾅｶﾞｼ
1503 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ メンマツハヤシ ﾒﾝﾏﾂﾊﾔｼ
1510 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ モリノマエ ﾓﾘﾉﾏｴ
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1511 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ モリヤシキ ﾓﾘﾔｼｷ
1577 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ モリヤマ ﾓﾘﾔﾏ
1533 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヤナガモト ﾔﾅｶﾞﾓﾄ
1462 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ 山神ノ丸 ﾔﾏｶﾞﾐﾉﾏﾙ
1496 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヤマサキ ﾔﾏｻｷ
1545 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ユルギイシ ﾕﾙｷﾞｲｼ
1571 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヨヲゾヲ谷 ﾖｦｿﾞｦﾀﾞﾆ
1551 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヨヲツヲタニ ﾖｦﾂｦﾀﾆ
1534 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ロクタンダ ﾛｸﾀﾝﾀﾞ
1480 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲカモト ｦｶﾓﾄ
1491 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲキダ ｦｷﾀﾞ
1519 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲキノマル ｦｷﾉﾏﾙ
1525 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲクホリノキタ ｦｸﾎﾘﾉｷﾀ
1539 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲサバイダニ ｦｻﾊﾞｲﾀﾆ
1548 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲヽタニ ｦｦﾀﾆ
1512 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲヽタニクチ ｦｦﾀﾆｸﾁ
1576 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲヽタニヤマ ｦｦﾀﾆﾔﾏ
1498 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲヽヒガシ ｦｦﾋｶﾞｼ
1502 129 土佐山田町佐野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾉ ヲンマツバヤシ ｦﾝﾏﾂﾊﾞﾔｼ
1619 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ イシリ ｲｼﾘ
1715 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 泉カサコクチ ｲｽﾞﾐｶｻｺｸﾁ
1662 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 泉ガサコグチ ｲｽﾞﾐｶﾞｻｺｸﾞﾁ
1605 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ イリエ ｲﾘｴ
1634 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ウシロダ ｳｼﾛﾀﾞ
1631 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ウチコエ ｳﾁｺｴ
1653 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ウド ｳﾄﾞ
1680 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 大アレ ｵｵｱﾚ
1698 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 大アレセイ ｵｵｱﾚｾｲ
1711 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 大ワレ ｵｵﾜﾚ
1691 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ カキガサコ ｶｷｶﾞｻｺ
1695 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ カキガサコ西平 ｶｷｶﾞｻｺﾆｼﾋﾗ
1696 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ カキガサコ東平 ｶｷｶﾞｻｺﾋｶﾞｼﾋﾗ
1697 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ カキガサコ東ヒラ ｶｷｶﾞｻｺﾋｶﾞｼﾋﾗ
1672 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 柿ガトヲ ｶｷｶﾞﾄｦ
1674 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ カキガトヲ ｶｷｶﾞﾄｦ
1673 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ カキガトヲ東ヒラ ｶｷｶﾞﾄｦﾋｶﾞｼﾋﾗ
1630 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ カキケトヲ東平 ｶｷｹﾄｦﾋｶﾞｼﾀﾞｲﾗ
1661 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上エタキノシタ ｶﾐｴﾀｷﾉｼﾀ
1690 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上ヱタキノシタセイ ｶﾐｴﾀｷﾉｼﾀｾｲ
1628 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上カキケトヲ ｶﾐｶｷｹﾄｦ
1626 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上サカモト ｶﾐｻｶﾓﾄ
1670 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上ミ坂本 ｶﾐｻｶﾓﾄ
1703 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上ミサカモト ｶﾐｻｶﾓﾄ
1642 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上ミセキ定 ｶﾐｾｷﾃｲ
1709 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上タキノシタ ｶﾐﾀｷﾉｼﾀ
1659 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上ナカミ子 ｶﾐﾅｶﾐﾈ
1589 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上流田 ｶﾐﾅｶﾞﾚﾀ
1648 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 上ミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
1610 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ キタシバタ ｷﾀｼﾊﾞﾀ
1666 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 北芝田 ｷﾀｼﾊﾞﾀ
1701 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 北シバタ ｷﾀｼﾊﾞﾀ
1615 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ キタダニノセイ ｷﾀﾀﾞﾆﾉｾｲ
1590 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ グイミ谷 ｸﾞｲﾐﾀﾞﾆ
1699 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ グイミダニ ｸﾞｲﾐﾀﾞﾆ
1620 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ クラタニ ｸﾗﾀﾆ
1608 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ コメヤマ ｺﾒﾔﾏ
1669 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 五郎次郎谷 ｺﾞﾛｳｼﾞﾛｳﾀﾞﾆ
1702 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ゴロジロタニ ｺﾞﾛｼﾞﾛﾀﾆ
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1625 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ゴロジロダニ ｺﾞﾛｼﾞﾛﾀﾞﾆ
1624 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ シイノモト ｼｲﾉﾓﾄ
1717 130 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ 下タカアゼ ｼﾀﾀｶｱｾﾞ
1671 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ シモカキガトヲ ｼﾓｶｷｶﾞﾄｦ
1627 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 下モカキケトヲ ｼﾓｶｷｹﾄｦ
1623 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 下サカモト ｼﾓｻｶﾓﾄ
1668 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 下坂本 ｼﾓｻｶﾓﾄ
1660 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 下ナカミ子 ｼﾓﾅｶﾐﾈ
1708 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 下モナカミ子 ｼﾓﾅｶﾐﾈ
1588 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 下流田 ｼﾓﾅｶﾞﾚﾀ
1586 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ シンイシ ｼﾝｲｼ
1645 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 高川原 ﾀｶｶﾞﾜﾗ
1644 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 高川原セイ ﾀｶｶﾞﾜﾗｾｲ
1712 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 高川原ノセイ ﾀｶｶﾞﾜﾗﾉｾｲ
1652 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
1643 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ タキワラ ﾀｷﾜﾗ
1617 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ツクダ ﾂｸﾀﾞ
1609 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ツチバシ ﾂﾁﾊﾞｼ
1633 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ドイノニシ ﾄﾞｲﾉﾆｼ
1675 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 土居ノ西 ﾄﾞｲﾉﾆｼ
1613 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ドイノマエ ﾄﾞｲﾉﾏｴ
1693 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ トヒ岩ノ東平 ﾄﾋｲﾜﾉﾋｶﾞｼﾀﾞｲﾗ
1716 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ トビ岩ノ東ヒラ ﾄﾋﾞｲﾜﾉﾋｶﾞｼﾋﾗ
1692 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ トヒ岩ノ前 ﾄﾋｲﾜﾉﾏｴ
1687 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ナカガウ ﾅｶｶﾞｳ
1688 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ナカガウ西平 ﾅｶｶﾞｳﾆｼﾋﾗ
1686 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ナカゴウ ﾅｶｺﾞｳ
1713 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ナカゴウ西平 ﾅｶｺﾞｳﾆｼﾋﾗ
1658 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ナカゴヲ ﾅｶｺﾞｦ
1640 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 中サコセイ ﾅｶｻｺｾｲ
1594 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 中ナカ山 ﾅｶﾅｶﾔﾏ
1654 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ナカニシノウエ ﾅｶﾆｼﾉｳｴ
1684 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ナカニシノ上ヱ ﾅｶﾆｼﾉｳｴ
1639 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 中ノサコ ﾅｶﾉｻｺ
1678 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ナカノサコ ﾅｶﾉｻｺ
1679 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 中ノサコセイ ﾅｶﾉｻｺｾｲ
1600 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 中ハヤシノツメ ﾅｶﾊﾔｼﾉﾂﾒ
1602 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 中南芝田 ﾅｶﾐﾅﾐｼﾊﾞﾀ
1595 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1587 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 流田口 ﾅｶﾞﾚﾀｸﾞﾁ
1667 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 西キタ谷ノセイ ﾆｼｷﾀﾀﾆﾉｾｲ
1616 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 西キタゞニノセイ ﾆｼｷﾀﾀﾞﾆﾉｾｲ
1636 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 西サキデン ﾆｼｻｷﾃﾞﾝ
1676 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 西セキ定 ﾆｼｾｷｻﾀﾞ
1651 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
1650 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 西谷西平 ﾆｼﾀﾞﾆﾆｼﾋﾗ
1682 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 西谷西ヒラ ﾆｼﾀﾞﾆﾆｼﾋﾗ
1593 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 西中山 ﾆｼﾅｶﾔﾏ
1655 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 這首 ﾊｲｸﾋﾞ
1689 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ハツチャウ ﾊﾂﾁｬｳ
1714 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ハツチヤウ ﾊﾂﾁｬｳ
1597 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ハヤシノツメ ﾊﾔｼﾉﾂﾒ
1694 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ハンガクボ ﾊﾝｶﾞｸﾎﾞ
1591 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 東キタ谷 ﾋｶﾞｼｷﾀﾀﾆ
1663 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 東キタゞニ ﾋｶﾞｼｷﾀﾀﾞﾆ
1611 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 東サキデン ﾋｶﾞｼｻｷﾃﾞﾝ
1677 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 東セキ定 ﾋｶﾞｼｾｷｻﾀﾞ
1637 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヒガシダニ ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
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1705 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 東谷セイ ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆｾｲ
1638 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 東谷ノセイ ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆﾉｾｲ
1596 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 東中山 ﾋｶﾞｼﾅｶﾔﾏ
1607 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヒラタブン ﾋﾀﾗﾌﾞﾝ
1612 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
1599 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヒラキ ﾋﾗｷ
1700 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヒラタゾン ﾋﾗﾀｿﾞﾝ
1649 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 平正寺 ﾍｲｾｲｼﾞ
1681 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 平正寺中西 ﾍｲｾｲｼﾞﾅｶﾆｼ
1685 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ホソザコ ﾎｿｻﾞｺ
1657 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ホソザコ引廻シ ﾎｿｻﾞｺﾋｷﾏﾜｼ
1707 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ホツサコ引廻シ ﾎﾂｻｺﾋｷﾏﾜｼ
1632 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ マエヤマ ﾏｴﾔﾏ
1606 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ マトヲデン ﾏﾄｦﾃﾞﾝ
1618 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 丸田 ﾏﾙﾀ
1592 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 南シバタ ﾐﾅﾐｼﾊﾞﾀ
1601 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 南芝田 ﾐﾅﾐｼﾊﾞﾀ
1647 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 宮ノ口 ﾐﾔﾉｸﾁ
1646 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 宮ノ脇 ﾐﾔﾉﾜｷ
1656 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 宮ノ脇ノ上ヱ ﾐﾔﾉﾜｷﾉｳｴ
1706 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 宮脇ノ上エ ﾐﾔﾜｷﾉｳｴ
1635 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ムカイヤシキ ﾑｶｲﾔｼｷ
1614 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ムカイヤマ ﾑｶｲﾔﾏ
1704 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヤクシテン ﾔｸｼﾃﾝ
1629 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヤクシデン ﾔｸｼﾃﾞﾝ
1683 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヤクシデンセイ ﾔｸｼﾃﾞﾝｾｲ
1621 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヤシキガタニ ﾔｼｷｶﾞﾀﾆ
1622 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヤマゾエ ﾔﾏｿﾞｴ
1710 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 山ノ神西 ﾔﾏﾉｶﾐﾆｼ
1603 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヤマノカミノシタ ﾔﾏﾉｶﾐﾉｼﾀ
1664 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 山ノ神ノ下タ ﾔﾏﾉｶﾐﾉｼﾀ
1604 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヤマノカミノニシ ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾆｼ
1665 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ 山ノ神ノ西 ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾆｼ
1598 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヨコマクラ ﾖｺﾏｸﾗ
1641 130 土佐山田町大平　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵﾋﾗ ヲゝアレ ｦｦｱﾚ
1725 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ アカノミゾ ｱｶﾉﾐｿﾞ
1756 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ アカノミヅ ｱｶﾉﾐｿﾞ
1742 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ イケギヨウ ｲｹｷﾞﾖｳ
1733 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ イシカゲ ｲｼｶｹﾞ
1730 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ 井ノ上ヤシキ ｲﾉｳｴﾔｼｷ
1737 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ イバ ｲﾊﾞ
1727 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ウエノヤシキ ｳｴﾉﾔｼｷ
1752 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ウワボヲ ｳﾜﾎﾞｦ
1750 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ エノキノサコ ｴﾉｷﾉｻｺ
1759 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ カジヤシキ ｶｼﾞﾔｼｷ
1729 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
1724 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ カドタ ｶﾄﾞﾀ
1719 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ 上タカアセ ｶﾐﾀｶｱｾ
1749 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ 上ボヲ ｶﾐﾎﾞｦ
1754 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ 上ボヲノオカ ｶﾐﾎﾞｦﾉｵｶ
1726 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ カンヌシヤシキ ｶﾝﾇｼﾔｼｷ
1723 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ コクブデン ｺｸﾌﾞﾃﾞﾝ
1739 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ コジヨヲ ｺｼﾞﾖｦ
1734 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ サヲカダイ ｻｦｶﾀﾞｲ
1755 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ 下タカアセ ｼﾓﾀｶｱｾ
1738 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ シヨノマエ ｼﾖﾉﾏｴ
1757 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ジヨノマエ ｼﾞﾖﾉﾏｴ
1720 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ シヨブタ ｼﾖﾌﾞﾀ
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1736 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ シンデン ｼﾝﾃﾞﾝ
1743 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ タカイ ﾀｶｲ
1758 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ タカ井 ﾀｶｲ
1751 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ タカヒ ﾀｶﾋ
1728 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ テラヤシキ ﾃﾗﾔｼｷ
1745 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ トキコイシ ﾄｷｺｲｼ
1740 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
1746 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ニイダクボ ﾆｲﾀﾞｸﾎﾞ
1731 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ニシノヨリ ﾆｼﾉﾖﾘ
1741 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ヒガシヅクリ ﾋｶﾞｼﾂﾞｸﾘ
1748 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ボヲ ﾎﾞｦ
1760 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ボヲノキタ ﾎﾞｦﾉｷﾀ
1747 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ボヲノタキ ﾎﾞｦﾉﾀｷ
1753 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ボヲノヲカ ﾎﾞｦﾉｦｶ
1721 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ マテダ ﾏﾃﾀﾞ
1722 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
1718 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ヨコマクラ ﾖｺﾏｸﾗ
1732 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ヲシバヤシ ﾖｼﾊﾞﾔｼ
1735 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ヲキノドイ ｦｷﾉﾄﾞｲ
1744 131 土佐山田町本村　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾎﾝﾑﾗ ヲゝジブン ｦｦｼﾞﾌﾞﾝ
1782 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ アミダドヲ ｱﾐﾀﾞﾄﾞｦ
1775 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イキナシタニ ｲｷﾅｼﾀﾆ
1816 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イケシタ ｲｹｼﾀ
1810 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イケジリ ｲｹｼﾞﾘ
1860 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イケジリ ｲｹｼﾞﾘ
1813 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イケノニシ ｲｹﾉﾆｼ
1869 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イケノヒカシ ｲｹﾉﾋｶｼ
1854 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イケノヒガシ ｲｹﾉﾋｶﾞｼ
1856 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イケノヲク ｲｹﾉｦｸ
1870 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 井ヅミガザコ ｲｽﾞﾐｶﾞｻﾞｺ
1794 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 井チドヲ ｲﾁﾄﾞｦ
1833 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イチドヲ ｲﾁﾄﾞｦ
1783 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 井ヅミガサコ ｲﾂﾞﾐｶﾞｻｺ
1827 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イヅミザコ ｲﾂﾞﾐｻﾞｺ
1797 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 井ノナロ ｲﾉﾅﾛ
1765 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 井ノハナ ｲﾉﾊﾅ
1819 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ イノハナウ子 ｲﾉﾊﾅｳﾈ
1784 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ウエノヤシキ ｳｴﾉﾔｼｷ
1848 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ウハクボ ｳﾊｸﾎﾞ
1793 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ウハナロ ｳﾊﾅﾛ
1800 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ウメノクボ ｳﾒﾉｸﾎﾞ
1861 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ オカサキ ｵｶｻｷ
1815 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ オカザキ ｵｶｻﾞｷ
1785 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ オモダ ｵﾓﾀﾞ
1829 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ カマトノシンシヤ ｶﾏﾄﾉｼﾝｼﾔ
1786 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ カマドノタニ ｶﾏﾄﾞﾉﾀﾆ
1802 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 上ミカラタニ ｶﾐｶﾗﾀﾆ
1837 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ カミカラタニ ｶﾐｶﾗﾀﾆ
1820 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 上フカタニ東ヒラ ｶﾐﾌｶﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ
1801 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
1838 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ キタンメノクボ ｷﾀﾝﾒﾉｸﾎﾞ
1811 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ コエヤマ ｺｴﾔﾏ
1831 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
1868 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ コヤスハ ｺﾔｽﾊ
1844 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ
1842 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ コヲロアレ ｺｦﾛｱﾚ
1773 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ サゴノイシ ｻｺﾞﾉｲｼ
1804 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ サコノクチ ｻｺﾉｸﾁ
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1840 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ サデ ｻﾃﾞ
1841 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ サデノヲカ ｻﾃﾞﾉｦｶ
1777 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ス井ゴチ ｽｲｺﾞﾁ
1824 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ スイゴチ ｽｲｺﾞﾁ
1822 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ スヽハラ ｽｽﾊﾗ
1770 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ スヽワラ ｽｽﾜﾗ
1862 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ススワラ ｽｽﾜﾗ
1778 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ソヲダ ｿｦﾀﾞ
1790 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ タニノヲク ﾀﾆﾉｦｸ
1799 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヂクボ ﾁﾞｸﾎﾞ
1767 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ツヽミノ東 ﾂﾂﾐﾉﾋｶﾞｼ
1821 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ツヽミノヒガシ ﾂﾂﾐﾉﾋｶﾞｼ
1863 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ツツミノヒガシ ﾂﾂﾐﾉﾋｶﾞｼ
1857 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ツナツケ ﾂﾅﾂｹ
1764 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ トクヒロイシ ﾄｸﾋﾛｲｼ
1774 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ナカヤノカハ ﾅｶﾔﾉｶﾊ
1836 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ナコヲカ ﾅｺｦｶ
1795 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 西イチドヲ ﾆｼｲﾁﾄﾞｦ
1781 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 西サコ ﾆｼｻｺ
1826 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ニシザコ ﾆｼｻﾞｺ
1805 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 西サコノクチ ﾆｼｻｺﾉｸﾁ
1839 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ニシサコノクチ ﾆｼｻｺﾉｸﾁ
1780 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 西ノカハ ﾆｼﾉｶﾊ
1825 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ニシノカハ ﾆｼﾉｶﾊ
1769 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 西ヒラキ ﾆｼﾋﾗｷ
1809 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 西リヨウシ ﾆｼﾘﾖｳｼ
1867 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ハウシカタキ ﾊｳｼｶﾀｷ
1832 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ハウシガタキ ﾊｳｼｶﾞﾀｷ
1798 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ハラヤシキ ﾊﾗﾔｼｷ
1788 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 東ウメノクボ ﾋｶﾞｼｳﾒﾉｸﾎﾞ
1806 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 東ゴヲロヲアレ ﾋｶﾞｼｺﾞｦﾛｦｱﾚ
1834 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒガシヂクボ ﾋｶﾞｼﾁﾞｸﾎﾞ
1845 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 東ヒヨウエカ岩 ﾋｶﾞｼﾋﾖｳｴｶｲﾜ
1808 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 東ヒヨウエガ岩 ﾋｶﾞｼﾋﾖｳｴｶﾞｲﾜ
1871 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 東ヒヨエカイハ ﾋｶﾞｼﾋﾖｴｶｲﾊ
1763 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒカシフカタニ ﾋｶｼﾌｶﾀﾆ
1858 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒカシフカタニ ﾋｶｼﾌｶﾀﾆ
1766 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ 東フカタニ東ヒラ ﾋｶﾞｼﾌｶﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ
1768 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒガシヤマ ﾋｶﾞｼﾔﾏ
1866 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒカシンメノクボ ﾋｶｼﾝﾒﾉｸﾎﾞ
1830 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒガシンメノクボ ﾋｶﾞｼﾝﾒﾉｸﾎﾞ
1772 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
1779 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒヤツケン ﾋﾔﾂｹﾝ
1859 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒヨウエカイワイ ﾋﾖｳｴｶｲﾜｲ
1843 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒヨエカイハ ﾋﾖｴｶｲﾊ
1846 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒヨエカイハノウシロ ﾋﾖｴｶｲﾊﾉｳｼﾛ
1807 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒヨエガイワヤ ﾋﾖｴｶﾞｲﾜﾔ
1803 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒラナベ ﾋﾗﾅﾍﾞ
1761 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヒルマイシ ﾋﾙﾏｲｼ
1818 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ フカタニ ﾌｶﾀﾆ
1762 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ フカタニシリ ﾌｶﾀﾆｼﾘ
1789 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ホヲシカタケ ﾎｦｼｶﾀｹ
1850 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ マエヤマ ﾏｴﾔﾏ
1849 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ マエヤマノ南 ﾏｴﾔﾏﾉﾐﾅﾐ
1776 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ マツカヤスバ ﾏﾂｶﾔｽﾊﾞ
1823 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ マツノヤスバ ﾏﾂﾉﾔｽﾊﾞ
1865 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ミツタニ ﾐﾂﾀﾆ
1787 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ミヅタニ ﾐﾂﾞﾀﾆ
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1855 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ミヤノヲク ﾐﾔﾉｦｸ
1771 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ムカイダ ﾑｶｲﾀﾞ
1835 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ムメノクボ ﾑﾒﾉｸﾎﾞ
1796 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ モリノハナ ﾓﾘﾉﾊﾅ
1817 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ モンサキ ﾓﾝｻｷ
1864 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ モンザキ ﾓﾝｻﾞｷ
1814 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
1852 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヤスバノミナミ ﾔｽﾊﾞﾉﾐﾅﾐ
1851 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヤチノミナミ ﾔﾁﾉﾐﾅﾐ
1812 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヤヂノ南 ﾔﾁﾞﾉﾐﾅﾐ
1791 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヤマノサコ ﾔﾏﾉｻｺ
1792 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヨコトノ井ノマエ ﾖｺﾄﾉｲﾉﾏｴ
1847 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ リヨシカモリ ﾘﾖｼｶﾓﾘ
1853 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヲカサキ ｦｶｻｷ
1828 132 土佐山田町有谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｱﾗﾀﾆ ヲモダ ｦﾓﾀﾞ
1944 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ アカツカモリ ｱｶﾂｶﾓﾘ
2001 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ アマヅガモリ ｱﾏﾂﾞｶﾞﾓﾘ
1873 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ イゝノ石 ｲｲﾉｲｼ
1893 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ イキナシ谷 ｲｷﾅｼﾀﾆ
1984 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 泉ガジリ ｲｽﾞﾐｶﾞｼﾞﾘ
2003 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ イツミカシリ ｲﾂﾐｶｼﾘ
1937 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ イヅミガジリ ｲﾂﾞﾐｶﾞｼﾞﾘ
1884 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 井ノハナ ｲﾉﾊﾅ
1905 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 射場 ｲﾊﾞ
1960 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 宇治ケ瀧 ｳｼﾞｶﾞﾀｷ
1906 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ウヂガタキ ｳﾁﾞｶﾞﾀｷ
1874 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 馬トコ ｳﾏﾄｺ
1917 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 梅ガ平 ｳﾒｶﾞﾀﾞｲﾗ
1977 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 梅ノ久保 ｳﾒﾉｸﾎﾞ
1908 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ
1914 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 榎谷 ｴﾉﾀﾆ
1900 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 大畝 ｵｵｳﾈ
1909 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 岡田 ｵｶﾀﾞ
1915 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ カイゾロエ ｶｲｿﾞﾛｴ
1966 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ カキデラ ｶｷﾃﾞﾗ
1895 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ カゲヂ ｶｹﾞﾁﾞ
1891 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ カシヤシキ ｶｼﾔｼｷ
1899 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
1881 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上馬床 ｶﾐｳﾏﾄﾞｺ
1897 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上影路 ｶﾐｶｹﾞｼﾞ
1957 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ミ影地 ｶﾐｶｹﾞﾁ
1929 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ カミコエ山 ｶﾐｺｴﾔﾏ
1975 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上越山 ｶﾐｺﾞｴﾔﾏ
1879 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上重岩 ｶﾐｼｹﾞｲﾜ
1950 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ミ重岩 ｶﾐｼｹﾞｲﾜ
1878 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ミセノ谷 ｶﾐｾﾉﾀﾆ
1949 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ミセノタニ ｶﾐｾﾉﾀﾆ
1982 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ミタキワキ ｶﾐﾀｷﾜｷ
1983 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ミ中畠ケ ｶﾐﾅｶﾊﾞﾀｹ
1886 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ミハナセ ｶﾐﾊﾅｾ
1954 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ カミハナセ ｶﾐﾊﾅｾ
1952 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ミムマトコ ｶﾐﾑﾏﾄｺ
1910 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
1990 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ガラク ｶﾞﾗｸ
1924 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ キタノコヲ ｷﾀﾉｺｦ
2002 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ キヒノセ ｷﾋﾉｾ
1967 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ キビノセ ｷﾋﾞﾉｾ
1939 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ クシサコ ｸｼｻｺ
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1903 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 楠井 ｸｽｲ
1907 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 楠ノクボ ｸｽﾉｸﾎﾞ
1961 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 楠ノ久保 ｸｽﾉｸﾎﾞ
1918 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ コエ山 ｺｴﾔﾏ
1964 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ コエヤマ ｺｴﾔﾏ
1998 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ゴショガタニ ｺﾞｼｮｶﾞﾀﾆ
1965 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 小関ガ畝 ｺｾｷｶﾞｳﾈ
1997 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ゴミタマリ ｺﾞﾐﾀﾏﾘ
1980 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
1968 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ コヲノガウ子 ｺｦﾉｶﾞｳﾈ
1889 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ シモ大畝 ｼﾓｵｵｳﾈ
1955 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 下大畝 ｼﾓｵｵｳﾈ
1938 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ シモコセド ｼﾓｺｾﾄﾞ
1987 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 下モコセド ｼﾓｺｾﾄﾞ
1994 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 下モ重岩 ｼﾓｼｹﾞｲﾜ
1999 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 下重岩 ｼﾓｼｹﾞｲﾜ
1992 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 下モヲバナ ｼﾓｦﾊﾞﾅ
1951 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ シリタカ ｼﾘﾀｶ
1880 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 尻高 ｼﾘﾀﾞｶ
1876 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ シヲリ ｼｦﾘ
1988 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ セドナロ ｾﾄﾞﾅﾛ
1877 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ セノ谷 ｾﾉﾀﾆ
1948 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ セノタニ ｾﾉﾀﾆ
1902 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 僧田ノクボ ｿｳﾀﾉｸﾎﾞ
1959 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 僧田ノ久保 ｿｳﾀﾞﾉｸﾎﾞ
1945 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 袖山 ｿﾃﾞﾔﾏ
1995 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ソデヤマ ｿﾃﾞﾔﾏ
1986 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ソマヅガタキ ｿﾏﾂﾞｶﾞﾀｷ
1979 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ソヲダノサコ ｿｦﾀﾞﾉｻｺ
1963 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 高畠 ﾀｶﾊﾀ
2000 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 高畠ケ ﾀｶﾊﾞﾀｹ
1936 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ タキグラ ﾀｷｸﾞﾗ
1971 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ タキハキ ﾀｷﾊｷ
1925 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ タキワキ ﾀｷﾜｷ
1920 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ タチバノタキ ﾀﾁﾊﾞﾉﾀｷ
1931 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 立石 ﾀﾃｲｼ
1976 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 立テ石 ﾀﾃｲｼ
1958 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 鍛治屋敷 ﾀﾝｼﾞﾔｼｷ
1916 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 中井口 ﾅｶｲｸﾞﾁ
1901 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 中畝 ﾅｶｳﾈ
1941 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 中尾 ﾅｶｵ
1989 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
1956 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 中邸 ﾅｶﾃｲ
1875 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 中野 ﾅｶﾉ
1947 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ナカノ ﾅｶﾉ
1974 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 中萩 ﾅｶﾊｷﾞ
1928 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ナカバキ ﾅｶﾊﾞｷ
1923 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 中畠ケ ﾅｶﾊﾞﾀｹ
1970 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ナカバタケ ﾅｶﾊﾞﾀｹ
1892 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
1991 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ナカヲ ﾅｶｦ
1927 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ナシガヒラ ﾅｼｶﾞﾋﾗ
1912 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 西村屋式 ﾆｼﾑﾗﾔｼｷ
1888 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
1885 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 猫ノ石 ﾈｺﾉｲｼ
1953 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 子コノイシ ﾈｺﾉｲｼ
1911 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ノツゴ ﾉﾂｺﾞ
1969 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ハウシガタキ ﾊｳｼｶﾞﾀｷ
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1890 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ハエノクビ ﾊｴﾉｸﾋﾞ
1919 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ハシカミシリ ﾊｼｶﾐｼﾘ
1882 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ハナセ ﾊﾅｾ
1934 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ハリノキウ子 ﾊﾘﾉｷｳﾈ
1933 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ハリノキザコ ﾊﾘﾉｷｻﾞｺ
1993 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ハンノイシ ﾊﾝﾉｲｼ
1943 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ バンノ石 ﾊﾞﾝﾉｲｼ
1887 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
1898 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 開ノ畝 ﾋﾗｷﾉｳﾈ
1872 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 深谷尻 ﾌｶﾀﾆｼﾞﾘ
1935 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 吹越 ﾌｷｺｼ
1981 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ フキコシ ﾌｷｺｼ
1932 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 坊主ガ瀧 ﾎﾞｳｽﾞｶﾞﾀｷ
1883 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ホヒムマ ﾎﾋﾑﾏ
1930 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 堀ノサコ ﾎﾘﾉｻｺ
1978 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ボヲズガタキ ﾎﾞｦｽﾞｶﾞﾀｷ
1985 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 本宮 ﾎﾝﾐﾔ
1894 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 松ノ休場 ﾏﾂﾉﾔｽﾊﾞ
1904 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
1896 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ
1926 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 宮ノアト ﾐﾔﾉｱﾄ
1972 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 宮ノ跡 ﾐﾔﾉｱﾄ
2004 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 宮ノアト ﾐﾔﾉｱﾄ
1921 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
1946 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ムマトコ ﾑﾏﾄｺ
1942 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ メノギガタキ ﾒﾉｷﾞｶﾞﾀｷ
1940 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ モヽガウ子 ﾓﾓｶﾞｳﾈ
1913 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ モリヤシキ ﾓﾘﾔｼｷ
1962 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 森屋敷 ﾓﾘﾔｼｷ
1996 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ユルギガイシ ﾕﾙｷﾞｶﾞｲｼ
1973 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ 梨子ガ平 ﾘｼｶﾞﾋﾗ
1922 133 土佐山田町佐竹　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｻﾀﾞｹ ヲセキガウ子 ｦｾｷｶﾞｳﾈ
2008 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ アカサコ ｱｶｻｺ
2033 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ イグチ ｲｸﾞﾁ
2031 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ イザヤシキ ｲｻﾞﾔｼｷ
2059 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ イナハヤシキ ｲﾅﾊﾔｼｷ
2011 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ イナバヤシキ ｲﾅﾊﾞﾔｼｷ
2083 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 上エタチバダニ ｳｴﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ
2063 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 上エハザマ ｳｴﾊｻﾞﾏ
2079 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 上エヨコム子 ｳｴﾖｺﾑﾈ
2071 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ウエヲシウド ｳｴｦｼｳﾄﾞ
2093 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ エノナロ ｴﾉﾅﾛ
2094 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ エノナロミチ ｴﾉﾅﾛﾐﾁ
2047 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 大落 ｵｵﾗｸ
2023 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 上押ウド ｶﾐｵｼｳﾄﾞ
2044 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ カラタヒ ｶﾗﾀﾋ
2054 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ コアナ ｺｱﾅ
2030 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 高知谷 ｺｳﾁﾀﾞﾆ
2051 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ コハリ ｺﾊﾘ
2075 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ コヲチダニ ｺｦﾁﾀﾞﾆ
2027 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サカモトキタ ｻｶﾓﾄｷﾀ
2020 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サカモトヒラ ｻｶﾓﾄﾋﾗ
2021 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サカモトヤシキ ｻｶﾓﾄﾔｼｷ
2026 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サクラクボ ｻｸﾗｸﾎﾞ
2069 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サクラノクボ ｻｸﾗﾉｸﾎﾞ
2029 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サコダ ｻｺﾀﾞ
2077 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サコノヤマ ｻｺﾉﾔﾏ
2037 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サコヤブ ｻｺﾔﾌﾞ
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2055 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サルタキ ｻﾙﾀｷ
2089 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サルダキ ｻﾙﾀﾞｷ
2046 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ サンカト ｻﾝｶﾄ
2070 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 下タサクラノクボ ｼﾀｻｸﾗﾉｸﾎﾞ
2072 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 下タヲシウド ｼﾀｦｼｳﾄﾞ
2024 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 下押ウド ｼﾓｵｼｳﾄﾞ
2060 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ タカゼ ﾀｶｾﾞ
2042 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ タチハタニ ﾀﾁﾊﾀﾆ
2090 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヂザカイ ﾁﾞｻﾞｶｲ
2056 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ チサカヒ ﾁｻｶﾋ
2062 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ツルイノヲク ﾂﾙｲﾉｦｸ
2034 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
2045 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ トゝロ ﾄﾄﾛ
2084 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ トヾロ ﾄﾄﾞﾛ
2028 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ トバシ ﾄﾊﾞｼ
2074 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ドバシ ﾄﾞﾊﾞｼ
2041 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ トヒイハ ﾄﾋｲﾊ
2081 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ トヒイワ ﾄﾋｲﾜ
2022 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 中押ウド ﾅｶｵｼｳﾄﾞ
2043 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ナカノサコ ﾅｶﾉｻｺ
2038 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 中ノサコシタ ﾅｶﾉｻｺｼﾀ
2078 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ナカノサコノ下タ ﾅｶﾉｻｺﾉｼﾀ
2006 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 中フカタニ ﾅｶﾌｶﾀﾆ
2048 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ナガレタ ﾅｶﾞﾚﾀ
2015 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ナモトヤシキ ﾅﾓﾄﾔｼｷ
2085 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 西サンカド ﾆｼｻﾝｶﾄﾞ
2087 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ニシタニノヲク ﾆｼﾀﾆﾉｦｸ
2016 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ニシノサコ ﾆｼﾉｻｺ
2091 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ニシヨコム子 ﾆｼﾖｺﾑﾈ
2049 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ニシヲモダ ﾆｼｦﾓﾀﾞ
2014 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ノボリタテ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ
2010 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ハエクビ ﾊｴｸﾋﾞ
2064 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ハサマ ﾊｻﾏ
2017 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ハザマ ﾊｻﾞﾏ
2080 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシヨコム子 ﾋｶﾞｼﾖｺﾑﾈ
2013 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヒノツメ ﾋﾉﾂﾒ
2005 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ フカタニ ﾌｶﾀﾆ
2076 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ フロガタニ ﾌﾛｶﾞﾀﾆ
2035 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ フロゲタニ ﾌﾛｹﾞﾀﾆ
2092 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ マエタ ﾏｴﾀ
2032 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ マエダ ﾏｴﾀﾞ
2019 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 前屋式 ﾏｴﾔｼｷ
2068 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ マエヤシキ ﾏｴﾔｼｷ
2025 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 水舟東 ﾐｽﾞﾌﾅﾋｶﾞｼ
2073 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミズフ子ヒガシ ﾐｽﾞﾌﾈﾋｶﾞｼ
2007 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ 南フカタニ ﾐﾅﾐﾌｶﾀﾆ
2058 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミナミフカタニ ﾐﾅﾐﾌｶﾀﾆ
2067 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミヤカゲ ﾐﾔｶｹﾞ
2050 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミヤノタニ ﾐﾔﾉﾀﾆ
2052 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミヤノニシ ﾐﾔﾉﾆｼ
2088 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミヤノヒガシ ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
2018 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミヤヒガシ ﾐﾔﾋｶﾞｼ
2066 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミヤヒガシノウエ ﾐﾔﾋｶﾞｼﾉｳｴ
2065 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ミヤヒガシノ空 ﾐﾔﾋｶﾞｼﾉｿﾗ
2057 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ムクガタキ ﾑｸｶﾞﾀｷ
2036 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ モゝガウ子 ﾓﾓｶﾞｳﾈ
2039 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ユノナロ ﾕﾉﾅﾛ
2040 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ユノナロミチ ﾕﾉﾅﾛﾐﾁ
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2009 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヲカノハナ ｦｶﾉﾊﾅ
2061 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヲソコエノウエ ｦｿｺｴﾉｳｴ
2012 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヲモダ ｦﾓﾀﾞ
2053 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヲモヂ ｦﾓﾁﾞ
2082 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヲヽ子ウ子 ｦｦﾈｳﾈ
2086 134 土佐山田町中後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾅｶｺﾞｳﾆｭｳ ヲヽヲトシ ｦｦｦﾄｼ
2217 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ アシタニ ｱｼﾀﾆ
2111 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ アシダニ ｱｼﾀﾞﾆ
2172 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ イエノヲク ｲｴﾉｦｸ
2305 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ イケイカモト ｲｹｲｶﾓﾄ
2210 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ イケイガモト ｲｹｲｶﾞﾓﾄ
2313 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ イケタ ｲｹﾀ
2182 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ イケダ ｲｹﾀﾞ
2303 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 井ケダ ｲｹﾀﾞ
2183 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 井ケノモリ ｲｹﾉﾓﾘ
2268 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ イケノモリ ｲｹﾉﾓﾘ
2195 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ イシワラバタ ｲｼﾜﾗﾊﾞﾀ
2232 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ イワタキ ｲﾜﾀｷ
2166 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウエアヲマツ ｳｴｱｦﾏﾂ
2283 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウエツエ ｳｴﾂｴ
2285 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウエドヲノス ｳｴﾄﾞｦﾉｽ
2134 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウエム子ヤシキ ｳｴﾑﾈﾔｼｷ
2135 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウエヤシキ ｳｴﾔｼｷ
2150 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 上エヤヂ ｳｴﾔﾁﾞ
2237 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウエヤヂ ｳｴﾔﾁﾞ
2316 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウエヤナノウチ ｳｴﾔﾅﾉｳﾁ
2276 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウエヤナノウ子 ｳｴﾔﾅﾉｳﾈ
2269 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウシガハカ ｳｼｶﾞﾊｶ
2272 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウシカヲカ ｳｼｶｦｶ
2159 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウドツトヲ ｳﾄﾞﾂﾄｦ
2314 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
2190 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウ子ザキ ｳﾈｻﾞｷ
2181 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウハヤマナカ ｳﾊﾔﾏﾅｶ
2271 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウラハン ｳﾗﾊﾝ
2255 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウワクボ ｳﾜｸﾎﾞ
2267 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ウワヤマナカ ｳﾜﾔﾏﾅｶ
2163 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ エノキザコ ｴﾉｷｻﾞｺ
2231 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カキガサコ ｶｷｶﾞｻｺ
2109 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カキノモト ｶｷﾉﾓﾄ
2192 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カクバ ｶｸﾊﾞ
2162 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カゲヤシキ ｶｹﾞﾔｼｷ
2247 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カサマツ ｶｻﾏﾂ
2320 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カスカノウ子 ｶｽｶﾉｳﾈ
2286 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カスガノウ子 ｶｽｶﾞﾉｳﾈ
2262 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カナマツ ｶﾅﾏﾂ
2130 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カミダ ｶﾐﾀﾞ
2256 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カミネキ ｶﾐﾈｷ
2186 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カラタヒ ｶﾗﾀﾋ
2209 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カラタビ ｶﾗﾀﾋﾞ
2280 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ カンヲミチ ｶﾝｦﾐﾁ
2155 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ キタスゲゾヲ ｷﾀｽｹﾞｿﾞｦ
2194 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ キタトイシ ｷﾀﾄｲｼ
2257 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ キタ子キ ｷﾀﾈｷ
2250 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ キタメミヨトイワ ｷﾀﾒﾐﾖﾄｲﾜ
2309 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ クサリタ ｸｻﾘﾀ
2165 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ クサリダ ｸｻﾘﾀﾞ
2241 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ クロイソ ｸﾛｲｿ
2199 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ クロイワ ｸﾛｲﾜ
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2189 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ケイトク ｹｲﾄｸ
2297 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ケタノ奥 ｹﾀﾉｵｸ
2096 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ケタノヲク ｹﾀﾉｦｸ
2113 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ コアナ ｺｱﾅ
2143 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ コエタヲ ｺｴﾀｦ
2208 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ゴシャガヲク ｺﾞｼｬｶﾞｦｸ
2293 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ コトバ ｺﾄﾊﾞ
2214 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ サヽガナロ ｻｻｶﾞﾅﾛ
2213 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ サゝガヌタ ｻｻｶﾞﾇﾀ
2265 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ サノゝワタリ ｻﾉﾉﾜﾀﾘ
2095 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ サノワタリ ｻﾉﾜﾀﾘ
2170 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ サンジウダイ ｻﾝｼﾞｳﾀﾞｲ
2132 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ジウダイヂ ｼﾞｳﾀﾞｲﾁﾞ
2133 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ジウダイヂ ｼﾞｳﾀﾞｲﾁﾞ
2171 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シウタヒヂ ｼｳﾀﾋﾁﾞ
2144 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シタアヲマツ ｼﾀｱｦﾏﾂ
2200 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シタツエノクチ ｼﾀﾂｴﾉｸﾁ
2244 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シタトメイワ ｼﾀﾄﾒｲﾜ
2289 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シタナカウ子 ｼﾀﾅｶｳﾈ
2323 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シタナガウ子 ｼﾀﾅｶﾞｳﾈ
2153 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シタニウドヲ ｼﾀﾆｳﾄﾞｦ
2151 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シタヤヂ ｼﾀﾔﾁﾞ
2288 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シタヨコトヲ ｼﾀﾖｺﾄｦ
2234 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シノベガウ子 ｼﾉﾍﾞｶﾞｳﾈ
2176 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シバヤシキ ｼﾊﾞﾔｼｷ
2295 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シマハギバ ｼﾏﾊｷﾞﾊﾞ
2129 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シモコアナ ｼﾓｺｱﾅ
2156 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シモスゲゾヲ ｼﾓｽｹﾞｿﾞｦ
2258 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シモ子キ ｼﾓﾈｷ
2296 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シモホヲシ ｼﾓﾎｦｼ
2168 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シモホヲジ ｼﾓﾎｦｼﾞ
2319 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シャシャウダニ ｼｬｼｬｳﾀﾞﾆ
2317 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シャシャブハラ ｼｬｼｬﾌﾞﾊﾗ
2198 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シャシャブワラ ｼｬｼｬﾌﾞﾜﾗ
2278 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シャチャウダニ ｼｬﾁｬｳﾀﾞﾆ
2318 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シャチャウダニ ｼｬﾁｬｳﾀﾞﾆ
2202 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ジャテウダニ ｼﾞｬﾃｳﾀﾞﾆ
2184 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シリタテウ子 ｼﾘﾀﾃｳﾈ
2277 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シリナシダニ ｼﾘﾅｼﾀﾞﾆ
2321 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シリナシミナヂ ｼﾘﾅｼﾐﾅﾁﾞ
2205 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シリナシミナミ ｼﾘﾅｼﾐﾅﾐ
2196 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シリナシヲチアイ ｼﾘﾅｼｦﾁｱｲ
2175 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シンヂフチノウエ ｼﾝﾁﾞﾌﾁﾉｳｴ
2264 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シンデノフチ ｼﾝﾃﾞﾉﾌﾁ
2140 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シンドメ ｼﾝﾄﾞﾒ
2160 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ シンミチウラ ｼﾝﾐﾁｳﾗ
2291 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ スミヨシノカミ ｽﾐﾖｼﾉｶﾐ
2279 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ セイモン ｾｲﾓﾝ
2245 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ セエジヤヂ ｾｴｼﾞﾔﾁﾞ
2106 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ タカバタケ ﾀｶﾊﾞﾀｹ
2161 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ タナカ ﾀﾅｶ
2178 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ タノキアナ ﾀﾉｷｱﾅ
2191 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ダンダンハタケ ﾀﾞﾝﾀﾞﾝﾊﾀｹ
2312 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヂンデノフチ ﾁﾞﾝﾃﾞﾉﾌﾁ
2252 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツエノウ子 ﾂｴﾉｳﾈ
2282 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツエノセイ ﾂｴﾉｾｲ
2203 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツエノホンクチ ﾂｴﾉﾎﾝｸﾁ
2179 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツヾミガドヲ ﾂﾂﾞﾐｶﾞﾄﾞｦ
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2221 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツ子イシクチ ﾂﾈｲｼｸﾁ
2307 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツ子イシグチ ﾂﾈｲｼｸﾞﾁ
2107 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツ子イワ ﾂﾈｲﾜ
2174 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツバキガタヲ ﾂﾊﾞｷｶﾞﾀｦ
2263 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ツバキガタヲ ﾂﾊﾞｷｶﾞﾀｦ
2115 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
2116 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ トギヤシキ ﾄｷﾞﾔｼｷ
2243 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ トメイワ ﾄﾒｲﾜ
2154 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ トメヤシキ ﾄﾒﾔｼｷ
2204 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ドヲノス ﾄﾞｦﾉｽ
2188 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカイツタン ﾅｶｲﾂﾀﾝ
2206 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
2322 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナガウ子 ﾅｶﾞｳﾈ
2185 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカサコ ﾅｶｻｺ
2304 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナガザコ ﾅｶﾞｻﾞｺ
2157 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカスゲゾヲ ﾅｶｽｹﾞｿﾞｦ
2229 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカタニ ﾅｶﾀﾆ
2121 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカダニ ﾅｶﾀﾞﾆ
2124 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカタニカゲ ﾅｶﾀﾆｶｹﾞ
2298 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカタニクチ ﾅｶﾀﾆｸﾁ
2119 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカダニグチ ﾅｶﾀﾞﾆｸﾞﾁ
2299 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカタニサコ ﾅｶﾀﾆｻｺ
2120 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカダニザコ ﾅｶﾀﾞﾆｻﾞｺ
2201 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナカツエ ﾅｶﾂｴ
2173 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ナモトヤシキ ﾅﾓﾄﾔｼｷ
2193 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 仁井田宮ノヲク ﾆｲﾀﾞﾐﾔﾉｦｸ
2275 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニイダミヤノヲク ﾆｲﾀﾞﾐﾔﾉｦｸ
2294 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニウドウガタキ ﾆｳﾄﾞｳｶﾞﾀｷ
2240 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニウドガタキ ﾆｳﾄﾞｶﾞﾀｷ
2142 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 西コエタオ ﾆｼｺｴﾀｵ
2141 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニシコエタヲ ﾆｼｺｴﾀｦ
2212 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニシサヽガナロ ﾆｼｻｻｶﾞﾅﾛ
2266 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニシタノキ ﾆｼﾀﾉｷ
2100 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニシハギ ﾆｼﾊｷﾞ
2251 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニシヤセマチダ ﾆｼﾔｾﾏﾁﾀﾞ
2235 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ニシヲヽナロ ﾆｼｦｦﾅﾛ
2169 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 子キハタケ ﾈｷﾊﾀｹ
2259 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 子キバタケ ﾈｷﾊﾞﾀｹ
2310 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 子キバダケ ﾈｷﾊﾞﾀﾞｹ
2164 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ノクボ ﾉｸﾎﾞ
2238 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ノツゴ ﾉﾂｺﾞ
2131 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ノナカゾ ﾉﾅｶｿﾞ
2233 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ノナカゾヲ ﾉﾅｶｿﾞｦ
2127 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ハエノサコ ﾊｴﾉｻｺ
2101 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ハギノウ子 ﾊｷﾞﾉｳﾈ
2103 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ハギノサコ ﾊｷﾞﾉｻｺ
2137 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ハザマダニ ﾊｻﾞﾏﾀﾞﾆ
2138 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ハザマノウ子 ﾊｻﾞﾏﾉｳﾈ
2112 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシウラ ﾋｶﾞｼｳﾗ
2136 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシトコロダキ ﾋｶﾞｼﾄｺﾛﾀﾞｷ
2242 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシノツゴ ﾋｶﾞｼﾉﾂｺﾞ
2228 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシホヲジ ﾋｶﾞｼﾎｦｼﾞ
2315 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシマンタ ﾋｶﾞｼﾏﾝﾀ
2274 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシマンダ ﾋｶﾞｼﾏﾝﾀﾞ
2215 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシンマノセ ﾋｶﾞｼﾝﾏﾉｾ
2261 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒシヤガウ子 ﾋｼﾔｶﾞｳﾈ
2311 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ビシヤガウ子 ﾋﾞｼﾔｶﾞｳﾈ
2230 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒノキダニ ﾋﾉｷﾀﾞﾆ
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2102 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヒノモト ﾋﾉﾓﾄ
2158 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ フヂガタキ ﾌﾁﾞｶﾞﾀｷ
2167 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ フノオカ ﾌﾉｵｶ
2302 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ フノヲカ ﾌﾉｦｶ
2177 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ フルヤヂ ﾌﾙﾔﾁﾞ
2260 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヘヨモン ﾍﾖﾓﾝ
2123 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ホヽシノヲカ ﾎﾎｼﾉｦｶ
2145 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ホリアゲ ﾎﾘｱｹﾞ
2227 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ホヲジノヲカ ﾎｦｼﾞﾉｦｶ
2273 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ボヲノヲカ ﾎﾞｦﾉｦｶ
2114 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ マエヤマ ﾏｴﾔﾏ
2180 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ マシダ ﾏｼﾀﾞ
2117 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ
2224 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ マツモト ﾏﾂﾓﾄ
2128 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
2292 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ マトヲデン ﾏﾄｦﾃﾞﾝ
2105 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ミセマチダ ﾐｾﾏﾁﾀﾞ
2152 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 南岡 ﾐﾅﾐｵｶ
2281 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ミナミカンヲンミチ ﾐﾅﾐｶﾝｦﾝﾐﾁ
2197 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ミナミダニ ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
2254 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ミナミメヨトイワ ﾐﾅﾐﾒﾖﾄｲﾜ
2239 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ミナミヲカ ﾐﾅﾐｦｶ
2098 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ミヤノヲク ﾐﾔﾉｦｸ
2099 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ミヤノヲクヒガシ ﾐﾔﾉｦｸﾋｶﾞｼ
2222 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ムカエダ ﾑｶｴﾀﾞ
2108 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 向ヒダ ﾑｶﾋﾀﾞ
2139 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ムクケゴエ ﾑｸｹｺﾞｴ
2308 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ムクレノコエ ﾑｸﾚﾉｺｴ
2149 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ム子ヤシキ ﾑﾈﾔｼｷ
2216 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ムマノセ ﾑﾏﾉｾ
2253 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ メヨトイワ ﾒﾖﾄｲﾜ
2300 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ モリカサコ ﾓﾘｶｻｺ
2126 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ モリガサコ ﾓﾘｶﾞｻｺ
2306 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤスハノ下タ ﾔｽﾊﾉｼﾀ
2211 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤスバノ下タ ﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
2290 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤスバノシタ ﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
2248 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤセマチダ ﾔｾﾏﾁﾀﾞ
2148 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤヂノヲカ ﾔﾁﾞﾉｦｶ
2110 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ 柳ケ本 ﾔﾅｶﾞﾓﾄ
2223 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤナガモト ﾔﾅｶﾞﾓﾄ
2207 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤナノウ子 ﾔﾅﾉｳﾈ
2147 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤマカミノウシロ ﾔﾏｶﾐﾉｳｼﾛ
2301 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤマガミノウシロ ﾔﾏｶﾞﾐﾉｳｼﾛ
2236 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヤマノカミウシロ ﾔﾏﾉｶﾐｳｼﾛ
2249 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヨコアレ ﾖｺｱﾚ
2287 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヨコトヲ ﾖｺﾄｦ
2218 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ リタガマエ ﾘﾀｶﾞﾏｴ
2187 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ワダ ﾜﾀﾞ
2146 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲカダ ｦｶﾀﾞ
2226 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲクナカダニ ｦｸﾅｶﾀﾞﾆ
2219 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲクノイン ｦｸﾉｲﾝ
2122 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲヽアレ ｦｦｱﾚ
2225 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲヽイシガモト ｦｦｲｼｶﾞﾓﾄ
2118 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲゝイシノモト ｦｦｲｼﾉﾓﾄ
2284 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲヽダキ ｦｦﾀﾞｷ
2104 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲヽタニ ｦｦﾀﾆ
2125 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ヲヽナロ ｦｦﾅﾛ
2270 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ンバガタニ ﾝﾊﾞｶﾞﾀﾆ
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2220 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ンマノクビ ﾝﾏﾉｸﾋﾞ
2097 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ンマノセ ﾝﾏﾉｾ
2246 135 土佐山田町西後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼｺﾞｳﾆｭｳ ンマハギバ ﾝﾏﾊｷﾞﾊﾞ
2348 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ アカサカ ｱｶｻｶ
2364 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
2327 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ アリノサコ ｱﾘﾉｻｺ
2398 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ イグチ ｲｸﾞﾁ
2437 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ イケノシリ ｲｹﾉｼﾘ
2360 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ イヅミザコ ｲﾂﾞﾐｻﾞｺ
2405 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ イノウヱ ｲﾉｳｴ
2373 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ イワガラ ｲﾜｶﾞﾗ
2366 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ウエヤシキ ｳｴﾔｼｷ
2380 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ウキヨヲド ｳｷﾖｦﾄﾞ
2346 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ウバガフチ ｳﾊﾞｶﾞﾌﾁ
2338 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ エノキノモト ｴﾉｷﾉﾓﾄ
2404 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カゲヤマ ｶｹﾞﾔﾏ
2430 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カナヤシキ ｶﾅﾔｼｷ
2337 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 上アリノサコ ｶﾐｱﾘﾉｻｺ
2385 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミイワガラ ｶﾐｲﾜｶﾞﾗ
2421 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミゲンパチダニ ｶﾐｹﾞﾝﾊﾟﾁﾀﾞﾆ
2325 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 上サルダケ ｶﾐｻﾙﾀﾞｹ
2416 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミサンボンマツ ｶﾐｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
2395 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミシイノヲ ｶﾐｼｲﾉｦ
2332 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 上ミチガヲサコ ｶﾐﾁｶﾞｦｻｺ
2441 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 上ヂザカイ ｶﾐﾁﾞｻﾞｶｲ
2442 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミヂザカイ ｶﾐﾁﾞｻﾞｶｲ
2418 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミヌタノサコ ｶﾐﾇﾀﾉｻｺ
2408 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミノイ子 ｶﾐﾉｲﾈ
2400 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミハデトコ ｶﾐﾊﾃﾞﾄｺ
2422 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミフルヤスバ ｶﾐﾌﾙﾔｽﾊﾞ
2402 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 上宮ケ谷 ｶﾐﾐﾔｶﾞﾀﾆ
2438 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カミミヤガタニ ｶﾐﾐﾔｶﾞﾀﾆ
2368 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ カワノムカイ ｶﾜﾉﾑｶｲ
2376 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ クマドヲ ｸﾏﾄﾞｦ
2431 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ クロダケ ｸﾛﾀﾞｹ
2381 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ゲンパチダニ ｹﾞﾝﾊﾟﾁﾀﾞﾆ
2341 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ コエタヲ ｺｴﾀｦ
2394 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 小ナカダニ ｺﾅｶﾀﾞﾆ
2436 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ コナカダニ ｺﾅｶﾀﾞﾆ
2406 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ コヤシキ ｺﾔｼｷ
2326 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ
2359 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ サヽガウ子 ｻｻｶﾞｳﾈ
2419 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ サゝガナロ ｻｻｶﾞﾅﾛ
2413 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ サゝケウ子 ｻｻｹｳﾈ
2324 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ サルダケ ｻﾙﾀﾞｹ
2362 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ サンボンマツ ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
2353 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ シイノヲ ｼｲﾉｦ
2396 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ シモコナカダニ ｼﾓｺﾅｶﾀﾞﾆ
2329 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ シモゴヲロ ｼﾓｺﾞｦﾛ
2397 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ シモハデトコ ｼﾓﾊﾃﾞﾄｺ
2382 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ シモヒカリイワ ｼﾓﾋｶﾘｲﾜ
2432 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ シモヨコダケ ｼﾓﾖｺﾀﾞｹ
2370 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ セト ｾﾄ
2386 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ダイモン ﾀﾞｲﾓﾝ
2339 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ タケノシタ ﾀｹﾉｼﾀ
2355 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ タシロヲ ﾀｼﾛｦ
2377 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ タテイシ ﾀﾃｲｼ
2343 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ タニダ ﾀﾆﾀﾞ
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2367 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ タニヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
2414 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ チウダ谷 ﾁｳﾀﾞﾀﾞﾆ
2415 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ チウダゞニ ﾁｳﾀﾞﾀﾞﾆ
2374 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ チウダニ ﾁｳﾀﾞﾆ
2331 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヂザカイ ﾁﾞｻﾞｶｲ
2363 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ツヱ ﾂｴ
2328 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ツ子イワ ﾂﾈｲﾜ
2423 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ツバキウ子 ﾂﾊﾞｷｳﾈ
2336 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ツル井ノモト ﾂﾙｲﾉﾓﾄ
2351 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ドイノウエ ﾄﾞｲﾉｳｴ
2410 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ド井ノウエ ﾄﾞｲﾉｳｴ
2347 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ドイノマエ ﾄﾞｲﾉﾏｴ
2345 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ドヲノモト ﾄﾞｦﾉﾓﾄ
2375 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
2369 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ナカタダニ ﾅｶﾀﾀﾞﾆ
2389 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ナカダニ ﾅｶﾀﾞﾆ
2356 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ナカヅ ﾅｶﾂﾞ
2335 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
2330 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ナガヲサコ ﾅｶﾞｦｻｺ
2365 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 西タテイシ ﾆｼﾀﾃｲｼ
2379 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ニシノヲカ ﾆｼﾉｦｶ
2352 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 西ホリザコ ﾆｼﾎﾘｻﾞｺ
2417 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヌタノサコ ﾇﾀﾉｻｺ
2407 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ノイ子 ﾉｲﾈ
2399 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ハデトコ ﾊﾃﾞﾄｺ
2378 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ハブセ ﾊﾌﾞｾ
2429 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヒイラギ ﾋｲﾗｷﾞ
2392 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシクロタケ ﾋｶﾞｼｸﾛﾀｹ
2435 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシクロダケ ﾋｶﾞｼｸﾛﾀﾞｹ
2426 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシヲゝイワ ﾋｶﾞｼｦｦｲﾜ
2428 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヒガシヲゝタヲ ﾋｶﾞｼｦｦﾀｦ
2383 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヒカリイワ ﾋｶﾘｲﾜ
2361 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヒノモト ﾋﾉﾓﾄ
2342 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 百セマチ ﾋｬｸｾﾏﾁ
2412 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヒヨシヤマ ﾋﾖｼﾔﾏ
2434 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ フチガダケ ﾌﾁｶﾞﾀﾞｹ
2420 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ フルヤスバ ﾌﾙﾔｽﾊﾞ
2388 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ フルヤマガミ ﾌﾙﾔﾏｶﾞﾐ
2409 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ホソザコ ﾎｿｻﾞｺ
2350 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ホリザコ ﾎﾘｻﾞｺ
2354 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ マツヲカ ﾏﾂｦｶ
2440 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ マミアナ ﾏﾐｱﾅ
2344 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
2433 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ミトシガヲカ ﾐﾄｼｶﾞｦｶ
2334 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ミ子ヤシキ ﾐﾈﾔｼｷ
2403 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ 宮ケ谷 ﾐﾔｶﾞﾀﾆ
2439 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ミヤガタニ ﾐﾔｶﾞﾀﾆ
2358 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ミヤクビ ﾐﾔｸﾋﾞ
2357 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ミヤノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
2401 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ミヤノシモ ﾐﾔﾉｼﾓ
2411 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ミヤノタニ ﾐﾔﾉﾀﾆ
2371 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ メヲトイワ ﾒｦﾄｲﾜ
2427 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ モツコク ﾓﾂｺｸ
2340 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ モヽガウ子 ﾓﾓｶﾞｳﾈ
2372 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヤマガミダニ ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾞﾆ
2390 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヤマガミノヲク ﾔﾏｶﾞﾐﾉｦｸ
2391 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヨコダケ ﾖｺﾀﾞｹ
2425 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヨツツジ ﾖﾂﾂｼﾞ
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2349 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ワカミヤ ﾜｶﾐﾔ
2387 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ワシガダケ ﾜｼｶﾞﾀﾞｹ
2424 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヲゝイワ ｦｦｲﾜ
2384 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヲゝタヲ ｦｦﾀｦ
2393 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヲゝナカダニ ｦｦﾅｶﾀﾞﾆ
2333 136 土佐山田町大後入 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｵｵｺﾞｳﾆｭｳ ヲゝマエ ｦｦﾏｴ
2473 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 赤兀 ｱｶｺﾞﾂ
2451 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 池ノ尻 ｲｹﾉｼﾞﾘ
2477 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 今井 ｲﾏｲ
2455 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ カ子マガリ ｶﾈﾏｶﾞﾘ
2448 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ カリヤガノ ｶﾘﾔｶﾞﾉ
2450 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 川床 ｶﾜﾄﾞｺ
2458 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 北島 ｷﾀｼﾏ
2471 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 北野 ｷﾀﾉ
2453 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 鯉ケ島 ｺｲｶﾞｼﾏ
2444 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 甲木 ｺｳｷﾞ
2478 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 古城 ｺｼﾞｮｳ
2464 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 古城丸 ｺｼﾞｮｳﾏﾙ
2446 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
2467 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 五反山田 ｺﾞﾀﾝﾔﾏﾀﾞ
2465 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 古坊 ｺﾎﾞｳ
2447 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ サコガウチ ｻｺｶﾞｳﾁ
2466 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 修理 ｼｭｳﾘ
2461 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 隅田 ｽﾐﾀﾞ
2462 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 高添 ﾀｶｿﾞｴ
2474 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 厨ガ峯 ﾁｭｳｶﾞﾐﾈ
2469 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 永久 ﾅｶﾞﾋｻ
2454 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 七十ガ島 ﾅﾅｼﾞｭｳｶﾞｼﾏ
2472 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
2443 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 林田 ﾊﾔｼﾀﾞ
2470 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 東久保 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ
2479 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 東平 ﾋｶﾞｼﾀﾞｲﾗ
2463 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 久次前 ﾋｻﾂｷﾞﾏｴ
2468 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 福田 ﾌｸﾀﾞ
2459 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 藤原 ﾌｼﾞﾜﾗ
2460 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 渕ケ上 ﾌﾁｶﾞｳｴ
2449 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 法城居 ﾎｳｼﾞｮｳｲ
2445 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 前田 ﾏｴﾀﾞ
2456 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ マガリ ﾏｶﾞﾘ
2452 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 的ノ窪 ﾏﾄﾉｸﾎﾞ
2476 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
2457 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 道ノ表 ﾐﾁﾉｵﾓﾃ
2475 137 土佐山田町久次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｻﾂｷﾞ 奴田野 ﾔﾂﾀﾉ
2506 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 池ノ下タ ｲｹﾉｼﾀ
2520 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 池ノ下 ｲｹﾉｼﾀ
2507 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 池ノ下西 ｲｹﾉｼﾀﾆｼ
2505 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 池ノ下東 ｲｹﾉｼﾀﾋｶﾞｼ
2522 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 今井 ｲﾏｲ
2482 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 後神母 ｳｼﾛｲｹﾞ
2490 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ ウシロ田 ｳｼﾛﾀﾞ
2521 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ ウジロ田 ｳｼﾞﾛﾀﾞ
2517 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 上ヘシケン ｳﾍｼｹﾝ
2523 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 御神母 ｵｲｹﾞ
2484 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 改田城 ｶｲﾀﾞｼﾞｮｳ
2502 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 亀ケ谷 ｶﾒｶﾞﾀﾆ
2503 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ キヨ川 ｷﾖｶﾜ
2486 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ クキカウチ ｸｷｶｳﾁ
2485 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ コモノ ｺﾓﾉ
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2500 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ シタシケン ｼﾀｼｹﾝ
2518 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 下タシケン ｼﾀｼｹﾝ
2515 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ シマ ｼﾏ
2513 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ シマタイ ｼﾏﾀｲ
2499 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 次郎ケ谷 ｼﾞﾛｳｶﾞﾀﾆ
2511 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 城ノ北 ｼﾛﾉｷﾀ
2497 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 城ノ西 ｼﾛﾉﾆｼ
2510 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 城ノ東 ｼﾛﾉﾋｶﾞｼ
2509 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 城ノ前 ｼﾛﾉﾏｴ
2483 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 城ノ前弓場 ｼﾛﾉﾏｴﾕﾐﾊﾞ
2504 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ スケノ谷 ｽｹﾉﾀﾆ
2496 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 谷田 ﾂｼﾞﾀﾆﾀﾞ
2519 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 寺ケトウ ﾃﾗｹﾄｳ
2501 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 寺ケトヲ ﾃﾗｹﾄｦ
2491 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ トガリ山 ﾄｶﾞﾘﾔﾏ
2512 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 仲川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
2487 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
2495 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 西山田 ﾆｼﾔﾏﾀﾞ
2488 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ
2508 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 東古田 ﾋｶﾞｼﾌﾙﾀ
2494 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 東山田 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾀﾞ
2516 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ ヒノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
2498 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 平田 ﾋﾗﾀ
2489 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 渕ケ上クホ ﾌﾁｶﾞｳｴｸﾎ
2514 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 古川 ﾌﾙｶﾜ
2481 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 前神母 ﾏｴｲｹﾞ
2493 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ ミトロ ﾐﾄﾛ
2480 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ ミヤウチ ﾐﾔｳﾁ
2492 138 土佐山田町上改田 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｶｲﾀﾞ 山ノ根 ﾔﾏﾉﾈ
2584 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ アガリ ｱｶﾞﾘ
2577 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ イケノシリ ｲｹﾉｼﾘ
2579 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 一丁田 ｲｯﾁｮｳﾀﾞ
2555 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ イノ坂 ｲﾉｻｶ
2596 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ イマイ ｲﾏｲ
2572 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 内垣 ｳﾁｶﾞｷ
2592 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ウチダ ｳﾁﾀﾞ
2594 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ウラコヲタ ｳﾗｺｦﾀ
2590 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ウルシ ｳﾙｼ
2554 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ エノ坂 ｴﾉｻｶ
2578 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ エビヤシキ ｴﾋﾞﾔｼｷ
2531 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ エボシ形 ｴﾎﾞｼｶﾀ
2565 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 岳ノ端 ｵｶﾉﾊﾅ
2597 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 改田島 ｶｲﾀﾞｼﾞﾏ
2573 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 楽田 ｶｸﾞﾗﾃﾞﾝ
2553 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ カシワギ ｶｼﾜｷﾞ
2559 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ カド ｶﾄﾞ
2533 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 神ノ坪 ｶﾐﾉﾂﾎﾞ
2589 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 川モゾエ ｶﾜﾓｿﾞｴ
2581 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 観音経田 ｶﾝﾉﾝｷｮｳﾃﾞﾝ
2542 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 勘兵衛ヤシキ ｶﾝﾍﾞｴﾔｼｷ
2543 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 北ムロヤ ｷﾀﾑﾛﾔ
2583 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ キビシダ ｷﾋﾞｼﾀﾞ
2595 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ クウデン ｸｳﾃﾞﾝ
2536 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 九反地 ｸﾀﾝﾁﾞ
2593 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ コウダ ｺｳﾀﾞ
2587 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 小瀧 ｺﾀﾞｷ
2535 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 五反地 ｺﾞﾀﾝﾁﾞ
2524 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ コロン坊 ｺﾛﾝﾎﾞｳ
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2539 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ゴンゲン ｺﾞﾝｹﾞﾝ
2545 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 四反ダ ｼﾀﾝﾀﾞ
2560 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 実相寺 ｼﾞｯｿｳｼﾞ
2566 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 芝屋式 ｼﾊﾞﾔｼｷ
2549 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ シマダイ ｼﾏﾀﾞｲ
2576 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 島ノ頭 ｼﾏﾉｶｼﾗ
2586 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 下モ古川 ｼﾓﾌﾙｶﾜ
2599 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ シリフクラ ｼﾘﾌｸﾗ
2532 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ シリブクラ ｼﾘﾌﾞｸﾗ
2541 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 助右エ門ヤシキ ｽｹｳｴﾓﾝﾔｼｷ
2598 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ スミタ ｽﾐﾀ
2526 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ スミダ ｽﾐﾀﾞ
2567 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 田池ケ内 ﾀﾞｲｹｶﾞｳﾁ
2574 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 畑 ﾀｶﾊﾞﾀｹ
2551 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ タチバナ ﾀﾁﾊﾞﾅ
2557 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 太郎兵衛屋敷 ﾀﾛｳﾍﾞｴﾔｼｷ
2530 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ツカ穴 ﾂｶｱﾅ
2552 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ツカダ ﾂｶﾀﾞ
2529 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 時光石 ﾄｷｺｲｼ
2547 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
2556 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ナカゴヤシキ ﾅｶｺﾞﾔｼｷ
2575 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 長丁 ﾅｶﾞﾁｮｳ
2561 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
2570 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 流田 ﾅｶﾞﾚﾀ
2563 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 西久保田 ﾆｼｸﾎﾞﾀ
2580 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
2537 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 二町地 ﾆﾁｮｳﾁﾞ
2568 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ハツダ ﾊﾂﾀﾞ
2527 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 八反地 ﾊｯﾀﾝﾁ
2564 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 土生川 ﾊﾌﾞｶﾞﾜ
2546 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 東川原 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾗ
2540 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 彦次郎ヤシキ ﾋｺｼﾞﾛｳﾔｼｷ
2571 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
2588 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ フケ ﾌｹ
2550 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 古川 ﾌﾙｶﾜ
2585 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 坊ケ関 ﾎﾞｳｶﾞｾｷ
2558 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 町屋敷 ﾏﾁﾔｼｷ
2534 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
2582 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ マゝチ ﾏﾏﾁ
2569 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 丸田 ﾏﾙﾀﾞ
2562 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 光藏ヤシキ ﾐﾂｿﾞｳﾔｼｷ
2525 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 宮坂 ﾐﾔｻﾞｶ
2528 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 八木原 ﾔｷﾞﾊﾗ
2538 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ヤマソエ ﾔﾏｿｴ
2548 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ ヨコキ ﾖｺｷ
2544 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ 米ケ内 ﾖﾈｶﾞｳﾁ
2591 139 土佐山田町須江　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｽｴ リヨウゲ ﾘﾖｳｹﾞ
2605 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 足谷 ｱｼﾀﾞﾆ
2623 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 芋ケ谷 ｲﾓｶﾞﾀﾞﾆ
2621 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 大草 ｵｵｸｻ
2613 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 大谷 ｵｵﾀﾆ
2604 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 奥ノ野 ｵｸﾉﾉ
2632 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 奥野々 ｵｸﾉﾉ
2603 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 奥ノ野丸 ｵｸﾉﾉﾏﾙ
2610 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 小山田 ｵﾔﾏﾀﾞ
2608 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 垣添 ｶｷｿﾞｴ
2615 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 加名木 ｶﾅｷ
2602 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 三反山田 ｻﾝﾀﾞﾝﾔﾏﾀﾞ
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2626 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 繁ケ谷 ｼｹﾞｶﾞﾀﾆ
2629 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 茂山 ｼｹﾞﾔﾏ
2611 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 土表谷 ﾄﾞﾋｮｳｶﾞﾀﾆ
2630 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 土俵ケ谷 ﾄﾞﾋｮｳｶﾞﾀﾆ
2617 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
2624 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 西ノ内 ﾆｼﾉｳﾁ
2627 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
2618 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 奴田坪 ﾇﾀﾂﾎﾞ
2622 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 奴田野 ﾇﾀﾉ
2600 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 八ノ谷 ﾊﾁﾉﾀﾆ
2607 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 林ノ谷 ﾊﾔｼﾉﾀﾆ
2616 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
2620 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 平岩 ﾋﾗｲﾜ
2601 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 開キ丸 ﾋﾗｷﾏﾙ
2619 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 平椎 ﾋﾗｼﾞｲ
2614 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 深谷 ﾌｶﾔ
2628 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 古 ﾌﾙｶﾞﾐ
2612 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 前茂山 ﾏｴｼｹﾞﾔﾏ
2609 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 南ケ内 ﾐﾅﾐｶﾞｳﾁ
2606 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 屋舗田丸 ﾔｼｷﾀﾞﾏﾙ
2631 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 屋敷田丸 ﾔｼｷﾀﾞﾏﾙ
2625 140 土佐山田町新改　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾝｶﾞｲ 横走 ﾖｺﾊﾞｼﾘ
2654 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 大石ケ本 ｵｵｲｼｶﾞﾓﾄ
2652 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 大釜 ｵｵｶﾞﾏ
2650 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 岡ノ丸 ｵｶﾉﾏﾙ
2635 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 垣添 ｶｷｿﾞｴ
2659 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 陰ヶ谷 ｶｹﾞｶﾞﾀﾞﾆ
2634 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ カチヤシキ ｶﾁﾔｼｷ
2646 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 北ヤシキ ｷﾀﾔｼｷ
2649 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 佐古ノ上 ｻｺﾉｳｴ
2668 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 佐古ノ上エ ｻｺﾉｳｴ
2648 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 佐古丸 ｻｺﾏﾙ
2662 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 申居リ ｻﾙｵﾘ
2667 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 自田丸 ｼﾞﾀﾏﾙ
2664 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 下タヲモダ ｼﾀｦﾓﾀﾞ
2660 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 白岩 ｼﾗｲﾜ
2639 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 白田丸 ｼﾛﾀﾏﾙ
2644 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 城ノ谷 ｼﾛﾉﾀﾆ
2638 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 城ノ丸 ｼﾛﾉﾏﾙ
2661 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 宗津ケ谷 ｿｳｽﾞｶﾞﾀﾞﾆ
2645 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 津ノ宮 ﾂﾉﾐﾔ
2647 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 土居丸 ﾄﾞｲﾉﾏﾙ
2655 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 寅ケ谷 ﾄﾗｶﾞﾀﾞﾆ
2636 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ ナヲテ丸 ﾅｦﾃﾏﾙ
2642 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 野中 ﾉﾅｶ
2640 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ ヒノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
2658 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ ヒヨテ丸 ﾋﾖﾃﾏﾙ
2663 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 松ノ丸 ﾏﾂﾉﾏﾙ
2653 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 廻リ渕 ﾏﾜﾘﾌﾞﾁ
2657 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 南山陰 ﾐﾅﾐﾔﾏﾉｶｹﾞ
2666 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 南山ノ陰 ﾐﾅﾐﾔﾏﾉｶｹﾞ
2651 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 宮ノ丸 ﾐﾔﾉﾏﾙ
2633 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 宮部 ﾐﾔﾍﾞ
2637 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ ヤシキタ丸 ﾔｼｷﾀﾏﾙ
2641 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 薮田丸 ﾔﾌﾞﾀﾞﾏﾙ
2656 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ 猟師ケ谷 ﾘｮｳｼｶﾞﾀﾆ
2643 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ ヲドリ石 ｦﾄﾞﾘｲｼ
2665 141 土佐山田町入野　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾘﾉ ヲモダ ｦﾓﾀﾞ
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2749 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 青野 ｱｵﾉ
2669 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ アマガセ ｱﾏｶﾞｾ
2694 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ アンザコ ｱﾝｻﾞｺ
2729 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ イケガナロ ｲｹｶﾞﾅﾛ
2713 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 伊豆ケ谷 ｲｽﾞｶﾞﾀﾆ
2733 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ イチノサコ ｲﾁﾉｻｺ
2677 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 井口 ｲﾉｸﾁ
2699 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ イワヤ ｲﾜﾔ
2754 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 岩屋 ｲﾜﾔ
2697 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ウド ｳﾄﾞ
2722 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 大平田 ｵｵﾋﾗﾀﾞ
2723 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 大平屋敷 ｵｵﾋﾗﾔｼｷ
2725 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 大ミ子 ｵｵﾐﾈ
2730 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
2742 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ カゲ畑 ｶｹﾞﾊﾞﾀｹ
2756 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ カゲバタケ ｶｹﾞﾊﾞﾀｹ
2680 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ カタナギリ ｶﾀﾅｷﾞﾘ
2693 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ カバサコ ｶﾊﾞｻｺ
2673 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 上ワレ岩 ｶﾐﾜﾚｲﾜ
2752 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ カミワレ岩 ｶﾐﾜﾚｲﾜ
2744 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ カリヤガノ ｶﾘﾔｶﾞﾉ
2703 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 北前 ｷﾀﾉﾏｴ
2755 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 北ノ前 ｷﾀﾉﾏｴ
2679 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ キバン ｷﾊﾞﾝ
2750 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ クヅレ川 ｸﾂﾞﾚｶﾞﾜ
2739 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ クリガサコ ｸﾘｶﾞｻｺ
2740 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 杭 ｸﾛｸﾞｲ
2761 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 杭山 ｸﾛｸﾞｲﾔﾏ
2721 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 地境 ｼﾞｻﾞｶｲ
2705 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 地谷 ｼﾞｿﾞｳﾀﾞﾆ
2736 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 島田 ｼﾏﾀﾞ
2681 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ シマンノヲ ｼﾏﾝﾉｦ
2753 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 下モセキ ｼﾓｾｷ
2675 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 下モゼキ ｼﾓｾﾞｷ
2698 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 下モムカイダ ｼﾓﾑｶｲﾀﾞ
2751 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 下横川 ｼﾓﾖｺｶﾜ
2670 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 下モ横川 ｼﾓﾖｺｶﾞﾜ
2707 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ シヤラ ｼﾔﾗ
2735 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 十二社 ｼﾞｭｳﾆｼｬ
2757 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ シラガハ ｼﾗｶﾞﾊ
2710 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ シラガワ ｼﾗｶﾞﾜ
2760 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 城山 ｼﾛﾔﾏ
2741 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ スイモンガ谷 ｽｲﾓﾝｶﾞﾀﾆ
2762 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ スイモンノ谷 ｽｲﾓﾝﾉﾀﾆ
2708 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ タヲ ﾀｵ
2700 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ タクミ ﾀｸﾐ
2689 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 竹ノ本 ﾀｹﾉﾓﾄ
2731 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 立テ石 ﾀﾃｲｼ
2709 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 谷尾 ﾀﾆｼﾞﾘ
2715 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 太郎谷井床 ﾀﾛｳﾀﾞﾆｲﾄﾞｺ
2716 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 太郎谷口 ﾀﾛｳﾀﾞﾆｸﾞﾁ
2759 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 太郎谷山 ﾀﾛｳﾀﾞﾆﾔﾏ
2706 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ タンナロ ﾀﾝﾅﾛ
2686 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ツヱ ﾂｴ
2683 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 土瀧 ﾂﾁﾀｷ
2726 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
2743 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
2718 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
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2747 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 中杭 ﾅｶｸﾛｸﾞｲ
2685 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ナカヤ ﾅｶﾔ
2676 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ナラガサコ ﾅﾗｶﾞｻｺ
2717 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 仁井田 ﾆｲﾀﾞ
2714 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 西伊豆ケ谷 ﾆｼｲｽﾞｶﾞﾀﾆ
2746 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 西杭 ﾆｼｸﾛｸﾞｲ
2704 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 西ノ前 ﾆｼﾉﾏｴ
2695 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 西森 ﾆｼﾓﾘ
2671 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 西横川 ﾆｼﾖｺｶﾞﾜ
2692 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
2712 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ハチマン ﾊﾁﾏﾝ
2745 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 東尾崎 ﾋｶﾞｼｵｻﾞｷ
2748 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 東杭 ﾋｶﾞｼｸﾛｸﾞｲ
2720 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヒキチ ﾋｷﾁ
2674 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヒヨダ ﾋﾖﾀﾞ
2728 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヒラキ ﾋﾗｷ
2684 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 福寶屋敷 ﾌｸﾎｳﾔｼｷ
2682 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ フヂワラ ﾌﾁﾞﾜﾗ
2688 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 前田 ﾏｴﾀﾞ
2701 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 松岡 ﾏﾂｵｶ
2702 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 松岡山 ﾏﾂｵｶﾔﾏ
2719 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 南川原 ﾐﾅﾐｶﾞﾜﾗ
2727 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ミ子ヤシキ ﾐﾈﾔｼｷ
2732 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
2734 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 宮ノ西平 ﾐﾔﾉﾆｼﾋﾗ
2696 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ムカイダ ﾑｶｲﾀﾞ
2738 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ モトヤヂ ﾓﾄﾔﾁﾞ
2737 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヤナガサワ ﾔﾅｶﾞｻﾜ
2758 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヤマキワ ﾔﾏｷﾜ
2711 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 山ギワ ﾔﾏｷﾞﾜ
2690 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヤマサキ ﾔﾏｻｷ
2691 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ 山 ﾔﾏｻｷ
2672 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ワレ岩 ﾜﾚｲﾜ
2678 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヲカ ｦｶ
2724 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヲビヤグチ ｦﾋﾞﾔｸﾞﾁ
2687 142 土佐山田町曾我部川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜ ヲモダ ｦﾓﾀﾞ
2820 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 東越 ｱｽﾞﾏｺﾞｴ
2791 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 甘草菜 ｱﾏｸｻﾅ
2773 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 安楽寺 ｱﾝﾗｸｼﾞ
2768 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 池ケナロ ｲｹｶﾞﾅﾛ
2812 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 居場 ｲﾊﾞ
2766 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 今宮 ｲﾏﾐﾔ
2837 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 氏原 ｳｼﾞﾊﾗ
2815 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 姥ケ窟 ｳﾊﾞｶﾞｸﾂ
2817 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 姥ケ懐 ｳﾊﾞｶﾞﾌﾄｺﾛ
2803 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 姥之前 ｳﾊﾞﾉﾏｴ
2849 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 姥ノ前 ｳﾊﾞﾉﾏｴ
2775 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 胡ノ前 ｴﾋﾞｽﾉﾏｴ
2816 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 大我 ｵｵｶﾞｾ
2813 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 大峯 ｵｵﾐﾈ
2827 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 岡田 ｵｶﾀﾞ
2839 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 岡田丸 ｵｶﾀﾞﾏﾙ
2835 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 奥田 ｵｸﾀﾞ
2814 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 奥ノ谷 ｵｸﾉﾀﾆ
2811 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
2765 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 門トノ石 ｶﾄﾞﾉｲｼ
2844 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 門ノ石 ｶﾄﾞﾉｲｼ
2832 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 兜石 ｶﾌﾞﾄｲｼ
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2850 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 上瀧 ｶﾐﾀﾞｷ
2801 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 上トチノ木 ｶﾐﾄﾁﾉｷ
2809 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 上中峯 ｶﾐﾅｶﾐﾈ
2776 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 上ヒヨダ ｶﾐﾋﾖﾀﾞ
2798 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 上ヨケヂ ｶﾐﾖｹﾁﾞ
2763 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 亀ノ野 ｶﾒﾉﾉ
2784 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 北地丸 ｷﾀｼﾞﾏﾙ
2767 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 桑サコ ｸﾜｻｺ
2845 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 桑ザコ ｸﾜｻﾞｺ
2810 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 小畝 ｺｳﾈ
2846 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 古城 ｺｼﾞｮｳ
2792 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 権谷 ｺﾞﾝｿﾞｳﾀﾞﾆ
2840 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 堺谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
2787 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 桜丸 ｻｸﾗﾏﾙ
2822 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ サバイ瀧 ｻﾊﾞｲﾀﾞｷ
2823 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ サバイ谷 ｻﾊﾞｲﾀﾞﾆ
2788 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 寒山 ｻﾌﾞﾔﾏ
2802 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 猿遊ビ ｻﾙｱｿﾋﾞ
2848 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 猿ル遊ビ ｻﾙｱｿﾋﾞ
2828 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 椎ノ木谷 ｼｲﾉｷﾀﾞﾆ
2819 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 地丸 ｼﾞｿﾞｳﾏﾙ
2783 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 下モ岡 ｼﾓｵｶ
2778 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 下ヒヨダ ｼﾓﾋﾖﾀﾞ
2842 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 白岩谷 ｼﾗｲﾜﾀﾞﾆ
2782 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 城ノ本 ｼﾛﾉﾓﾄ
2785 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 明丸 ｼﾝﾒｲﾏﾙ
2779 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 千本 ｾﾝﾎﾞﾝ
2834 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 瀧本口 ﾀｷﾓﾄｸﾞﾁ
2777 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 竹ケサコ ﾀｹｶﾞｻｺ
2826 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 立石丸 ﾀﾃｲｼﾏﾙ
2770 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 谷 ﾀﾆ
2795 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 他ノ上 ﾀﾉｳｴ
2806 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 都合得 ﾂｺﾞｴ
2786 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 椿屋 ﾂﾊﾞｷﾔ
2764 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 鶴ケ遊 ﾂﾙｶﾞｱｿﾋﾞ
2774 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 土居 ﾄﾞｲ
2790 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 童子荒 ﾄﾞｳｼｱﾚ
2838 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 所谷 ﾄｺﾛﾀﾞﾆ
2833 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 長磯谷 ﾅｶﾞｲｿﾀﾞﾆ
2772 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 長畝 ﾅｶﾞｳﾈ
2847 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 長畝子 ﾅｶﾞｳﾈ
2805 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 中川 ﾅｶｶﾞﾜ
2794 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
2824 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 中瀧 ﾅｶﾀﾞｷ
2796 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 中ノ休場 ﾅｶﾉﾔｽﾊﾞ
2789 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 中甫ノ峯 ﾅｶﾎｷｶﾞﾐﾈ
2808 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 中峯 ﾅｶﾐﾈ
2800 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ ナヘラ谷 ﾅﾍﾗﾀﾞﾆ
2781 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ ナロノ向 ﾅﾛﾉﾑｶｲ
2771 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 西山 ﾆｼﾔﾏ
2825 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ ニスヂ丸 ﾆｽﾁﾞﾏﾙ
2804 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 奴田 ﾇﾀ
2797 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 伴六屋地 ﾊﾞﾝﾛｸﾔｼﾞ
2821 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 東甫喜 ﾋｶﾞｼﾎｷ
2836 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ ヒトン棒 ﾋﾄﾝﾎﾞｳ
2851 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 渕ケ上 ﾌﾁｶﾞｳｴ
2818 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 船石 ﾌﾅｲｼ
2843 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 文吾谷 ﾌﾞﾝｺﾞﾀﾞﾆ
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2807 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 堀切下 ﾎﾘｷﾘｼﾀ
2831 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 槙ケ谷 ﾏｷｶﾞﾀﾞﾆ
2780 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 美古ケ内 ﾐｺｶﾞｳﾁ
2841 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ
2852 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 宮ノ向イ ﾐﾔﾉﾑｶｲ
2853 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ
2793 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 屋敷谷 ﾔｼｷﾀﾞﾆ
2769 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 柳ケ本 ﾔﾅｶﾞﾓﾄ
2829 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 山ノノ上ヱ ﾔﾏﾉｶﾐﾉｳｴ
2799 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 龍ケ龍 ﾘｭｳｶﾞﾀｷ
2830 143 土佐山田町平山　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋﾗﾔﾏ 六ケ谷 ﾛｸｶﾞﾀﾆ
2926 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 赤松 ｱｶﾏﾂ
2923 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 赤松ノ上ヘ ｱｶﾏﾂﾉｶﾐﾍ
2861 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ アマカセ ｱﾏｶｾ
2899 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 井口 ｲｸﾞﾁ
2884 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イサリイシ ｲｻﾘｲｼ
2970 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イシカアヂ ｲｼｶｱﾁﾞ
3031 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イシカミ ｲｼｶﾐ
2915 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イツミガサコ ｲｽﾞﾐｶﾞｻｺ
2916 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イツミガサコ下 ｲｽﾞﾐｶﾞｻｺｼﾀ
3058 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イヅミガサコ ｲﾂﾞﾐｶﾞｻｺ
3059 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イヅミガサコ下 ｲﾂﾞﾐｶﾞｻｺｼﾀ
2908 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イツミ口 ｲﾂﾐｸﾞﾁ
2901 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
2977 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イボアレ ｲﾎﾞｱﾚ
2934 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イボ山 ｲﾎﾞﾔﾏ
3064 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イワヤカサコ ｲﾜﾔｶｻｺ
2989 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イワヤガサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
2990 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イワヤガサコ上ヘ ｲﾜﾔｶﾞｻｺｳｴ
3063 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イワヤガサコノ上ヘ ｲﾜﾔｶﾞｻｺﾉｳｴ
2988 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ イワヤガサコノ下 ｲﾜﾔｶﾞｻｺﾉｼﾀ
2903 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ウケアシ ｳｹｱｼ
2875 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ウシキリ谷 ｳｼｷﾘﾀﾞﾆ
2946 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ウズカ口 ｳｽﾞｶｸﾞﾁ
2949 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上ハウヅカ ｳﾊｳﾂﾞｶ
2978 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上ハ三十代 ｳﾊｻﾝｼﾞｭｳﾀﾞｲ
2944 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ウハ仁井田 ｳﾊﾆｲﾀﾞ
3057 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上ハヒヨダガトヲ ｳﾊﾋﾖﾀﾞｶﾞﾄｦ
2859 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ウハヤスバ ｳﾊﾔｽﾊﾞ
3000 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上ハ日丈 ｳﾜﾋﾀﾞｹ
2879 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上ハヒヨダガトウ ｳﾜﾋﾖﾀﾞｶﾞﾄｳ
2886 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ エノキノモト ｴﾉｷﾉﾓﾄ
2929 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大石ガ谷 ｵｵｲｼｶﾞﾀﾆ
3061 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大石カ谷 ｵｵｲｼｶﾞﾀﾆ
2980 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ
2979 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大カケ口 ｵｵｶｹｸﾞﾁ
3039 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大ガマノ上ヘ ｵｵｶﾞﾏﾉｳｴ
3008 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大タキ西平 ｵｵﾀｷﾆｼﾋﾗ
3006 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大タキノ下タ ｵｵﾀｷﾉｼﾀ
3009 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大タキ東平 ｵｵﾀｷﾋｶﾞｼﾋﾗ
2889 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大谷 ｵｵﾀﾆ
2887 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ
2921 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大ツエ ｵｵﾂｴ
2919 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大ツエ中ノサコ ｵｵﾂｴﾅｶﾉｻｺ
2920 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大ツエ西 ｵｵﾂｴﾆｼ
3060 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大ツエノ西 ｵｵﾂｴﾉﾆｼ
2918 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大ツエ東ノサコ ｵｵﾂｴﾋｶﾞｼﾉｻｺ
2872 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
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3045 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大子キ ｵｵﾈｷ
2866 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 大ネギ ｵｵﾈｷﾞ
2930 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カゲ ｶｹﾞ
2952 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カゲジ ｶｹﾞｼﾞ
3038 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カゲツゴエ ｶｹﾞﾂｺﾞｴ
2951 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カゲ中スカ ｶｹﾞﾅｶｽｶ
2953 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カゲノ下タ ｶｹﾞﾉｼﾀ
2900 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カチヤ ｶﾁﾔ
2998 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カヂヤクボ ｶﾁﾞﾔｸﾎﾞ
2935 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
2991 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上カリ又山 ｶﾐｶﾘﾏﾀﾔﾏ
2997 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上ノキレ ｶﾐﾉｷﾚ
3066 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カミノキレ ｶﾐﾉｷﾚ
3042 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上八川谷 ｶﾐﾔｶﾜﾀﾞﾆ
3041 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 上ハヤスバ ｶﾐﾔｽﾊﾞ
2987 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ カリ又山 ｶﾘﾇﾀﾔﾏ
2911 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ キタナロ ｷﾀﾅﾛ
2862 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ キタノコモ ｷﾀﾉｺﾓ
2863 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ キタヤスバ ｷﾀﾔｽﾊﾞ
3033 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ キリイシ ｷﾘｲｼ
3036 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ キリコミ ｷﾘｺﾐ
2928 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ キワダガ谷 ｷﾜﾀﾞｶﾞﾀﾆ
2882 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ クラゝカモト ｸﾗﾗｶﾓﾄ
3048 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ クロウ口 ｸﾛｳｸﾞﾁ
2981 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 小中谷 ｺﾅｶﾀﾞﾆ
2912 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ゴボザコ ｺﾞﾎﾞｻﾞｺ
3065 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ コヤカタニ ｺﾔｶﾀﾆ
2993 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
2986 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ コヤガ谷ノ下 ｺﾔｶﾞﾀﾆﾉｼﾀ
2961 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ コヲナロ ｺｦﾅﾛ
3026 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ サアノクビ ｻｱﾉｸﾋﾞ
3021 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ サガ山 ｻｶﾞﾔﾏ
3027 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ サコダ ｻｺﾀﾞ
3003 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ サデ ｻﾃﾞ
3004 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ サデノ上 ｻﾃﾞﾉｳｴ
2867 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ サトヤマ ｻﾄﾔﾏ
3018 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ サルダキ ｻﾙﾀﾞｷ
2975 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 三十代 ｻﾝｼﾞｭｳﾀﾞｲ
2898 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 三枚口 ｻﾝﾏｲｸﾞﾁ
2992 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ジウザアレ ｼﾞｳｻﾞｱﾚ
2996 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ジウザアレ西平 ｼﾞｳｻﾞｱﾚﾆｼﾋﾗ
2983 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 下小中谷 ｼﾀｺﾅｶﾀﾞﾆ
2868 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 下タサトヤマ ｼﾀｻﾄﾔﾏ
2984 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シタノヤシキ ｼﾀﾉﾔｼｷ
2860 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シタヤスバ ｼﾀﾔｽﾊﾞ
2976 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シノベ ｼﾉﾍﾞ
2947 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シモウヅカ ｼﾓｳﾂﾞｶ
2939 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シモコヤシキ ｼﾓｺﾔｼｷ
3046 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 下サトヤマ ｼﾓｻﾄﾔﾏ
2922 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シモノキレ ｼﾓﾉｷﾚ
2958 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シモハデトコ ｼﾓﾊﾃﾞﾄｺ
2962 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シモヤタゝズ ｼﾓﾔﾀﾀｽﾞ
2965 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シロノイシ ｼﾛﾉｲｼ
3040 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ シンメイ ｼﾝﾒｲ
3037 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ スゝノ本 ｽｽﾉﾓﾄ
2924 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ セト ｾﾄ
2917 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ セトノ上ヘ ｾﾄﾉｳｴ
2956 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ センロクヤヂ ｾﾝﾛｸﾔﾁﾞ
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2869 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ソガベ川口 ｿｶﾞﾍﾞｶﾞﾜｸﾞﾁ
2856 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タキアレ ﾀｷｱﾚ
2904 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タケガハナ ﾀｹｶﾞﾊﾅ
2873 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タケケサコ ﾀｹｹｻｺ
2967 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
3017 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タビ ﾀﾋﾞ
3067 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タヒノ西 ﾀﾋﾉﾆｼ
3022 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タビノ西 ﾀﾋﾞﾉﾆｼ
3062 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タヒノモト ﾀﾋﾉﾓﾄ
2902 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タビノモト ﾀﾋﾞﾉﾓﾄ
3029 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ タヲ ﾀｦ
2950 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヂビラキ ﾁﾞﾋﾞﾗｷ
2905 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ツルイノシタ ﾂﾙｲﾉｼﾀ
2933 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 寺ノ前 ﾃﾗﾉﾏｴ
2925 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 天グダキ ﾃﾝｸﾞﾀﾞｷ
2896 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
2948 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ トノウチ ﾄﾉｳﾁ
2955 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ドヲブツ ﾄﾞｦﾌﾞﾂ
2914 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ トヲミガタキ ﾄｦﾐｶﾞﾀｷ
3049 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ トヲミガ瀧 ﾄｦﾐｶﾞﾀｷ
2881 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾗ
2865 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
2931 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 中ズカ ﾅｶｽﾞｶ
2972 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 中谷 ﾅｶﾀﾞﾆ
2971 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 中谷屋敷 ﾅｶﾀﾞﾆﾔｼｷ
3007 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
2857 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ナミマツ ﾅﾐﾏﾂ
2943 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 仁井田 ﾆｲﾀﾞ
2942 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 仁井田ノ向 ﾆｲﾀﾞﾉﾑｶｲ
2937 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 西ノサコ ﾆｼﾉｻｺ
2936 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 西日浦 ﾆｼﾋｳﾗ
3030 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヌタ ﾇﾀ
2927 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヌタノヲ ﾇﾀﾉｦ
2945 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヌタノヲノ上ヘ ﾇﾀﾉｦﾉｳｴ
3034 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ハシノモト ﾊｼﾉﾓﾄ
2885 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 八代 ﾊﾁﾀﾞｲ
2957 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ハデトコ ﾊﾃﾞﾄｺ
2883 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヒウラ ﾋｳﾗ
2893 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヒウラアレ ﾋｳﾗｱﾚ
2966 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 東ウラ ﾋｶﾞｼｳﾗ
2938 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 東日浦 ﾋｶﾞｼﾋｳﾗ
2999 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 東日丈 ﾋｶﾞｼﾋﾀﾞｹ
3025 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 東ヲクヤシキ ﾋｶﾞｼｦｸﾔｼｷ
2969 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヒコヤシキ ﾋｺﾔｼｷ
3001 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 日丈 ﾋﾀﾞｹ
3002 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 日丈口 ﾋﾀﾞｹｸﾞﾁ
2941 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 桧ノ本 ﾋﾉｷﾉﾓﾄ
3052 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヒヨガ森 ﾋﾖｶﾞﾓﾘ
2880 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヒヨダガトウ ﾋﾖﾀﾞｶﾞﾄｳ
3056 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヒヨダガトヲ ﾋﾖﾀﾞｶﾞﾄｦ
2871 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 平山口 ﾋﾗﾔﾏｸﾞﾁ
2874 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヒラゝ ﾋﾗﾗ
2891 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ブヤシキ ﾌﾞﾔｼｷ
3011 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ フル田 ﾌﾙﾀ
3012 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ フルタノシタ ﾌﾙﾀﾉｼﾀ
3013 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ フル田ノ下 ﾌﾙﾀﾉｼﾀ
3035 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ フロノモト ﾌﾛﾉﾓﾄ
3043 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ホウジカヲカ ﾎｳｼﾞｶｦｶ
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3014 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ホソノ ﾎｿﾉ
3015 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ホソノ谷 ﾎｿﾉﾀﾆ
3005 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ホソノ谷東平 ﾎｿﾉﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ
3053 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ホヲシカタニ ﾎｦｼｶﾀﾆ
2890 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ホヲシガタニ ﾎｦｼｶﾞﾀﾆ
2907 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ホヲジガヲカ ﾎｦｼﾞｶﾞｦｶ
2973 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ボヲジデン ﾎﾞｦｼﾞﾃﾞﾝ
2932 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ボヲノ向 ﾎﾞｦﾉﾑｶｲ
2897 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 前田 ﾏｴﾀﾞ
3028 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ マエノヤシキ ﾏｴﾉﾔｼｷ
2940 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ マエヤシキ ﾏｴﾔｼｷ
2895 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
2878 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ミスミ川 ﾐｽﾐｶﾜ
2877 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ミスミ川口 ﾐｽﾐｶﾜｸﾞﾁ
3016 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ミゾ田 ﾐｿﾞﾀﾞ
3010 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ミゾノ口 ﾐｿﾞﾉｸﾁ
2888 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 南大谷 ﾐﾅﾐｵｵﾀﾆ
3023 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ミ子ヤシキ ﾐﾈﾔｼｷ
2909 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
2964 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
3054 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ミヨカタニ ﾐﾖｶﾀﾆ
2894 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ミヨヲカタニ ﾐﾖｦｶﾀﾆ
2876 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ムクノモト ﾑｸﾉﾓﾄ
2910 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ムクレノ ﾑｸﾚﾉ
2906 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ムクレノ向平 ﾑｸﾚﾉﾑｶｲﾋﾗ
3050 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ムマノセ ﾑﾏﾉｾ
2994 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ モミヤマタニ ﾓﾐﾔﾏﾀﾆ
2995 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ モミ山谷 ﾓﾐﾔﾏﾀﾆ
3024 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ モリヤシキ ﾓﾘﾔｼｷ
2864 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 八川谷 ﾔｶﾜﾀﾞﾆ
2892 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヤクシアレ ﾔｸｼｱﾚ
2959 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヤタゝズ ﾔﾀﾀｽﾞ
2963 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヤタゝズ口 ﾔﾀﾀｽﾞｸﾞﾁ
2960 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヤタゝズ前 ﾔﾀﾀｽﾞﾏｴ
2974 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ 柳ケ本 ﾔﾅｶﾞﾓﾄ
2858 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヤマノカミ ﾔﾏﾉｶﾐ
2913 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヨコバタケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ
3047 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヨコ畑 ﾖｺﾊﾞﾀｹ
2982 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ワカミヤ谷 ﾜｶﾐﾔﾀﾞﾆ
3019 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ワサダ ﾜｻﾀﾞ
3020 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ワサダノ上ヘ ﾜｻﾀﾞﾉｳｴ
2968 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲカダ ｦｶﾀﾞ
3055 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲクヤシキ ｦｸﾔｼｷ
2954 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲクヤタゝズ ｦｸﾔﾀﾀｽﾞ
2870 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲトガフチ ｦﾄｶﾞﾌﾁ
3068 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲトロ石 ｦﾄﾛｲｼ
2854 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲドロイシ ｦﾄﾞﾛｲｼ
3044 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲモザコ ｦﾓｻﾞｺ
2855 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲゝカマノ上エ ｦｦｶﾞﾏﾉｳｴ
2985 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲゝシモ ｦｦｼﾓ
3051 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲゝダキノシタ ｦｦﾀﾞｷﾉｼﾀ
3032 144 土佐山田町東川　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ヲゝチ田 ｦｦﾁﾀﾞ
3074 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 青野詰 ｱｵﾉﾂﾒ
3130 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 青野山 ｱｵﾉﾔﾏ
3120 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ アヅキジリ ｱｽﾞｷｼﾞﾘ
3083 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ イダ渕 ｲﾀﾞﾌﾞﾁ
3165 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 井トノ本 ｲﾄﾉﾓﾄ
3102 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 井戸ノモト ｲﾄﾞﾉﾓﾄ
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3167 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 井戸ノ本 ｲﾄﾞﾉﾓﾄ
3082 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ エンコヲ渕 ｴﾝｺｦﾌﾞﾁ
3070 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 大奈路 ｵｵﾅﾛ
3151 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 大別宮 ｵｵﾍﾞﾂﾐﾔ
3144 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 岡村谷 ｵｶﾑﾗﾀﾞﾆ
3089 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ カバジリキ ｶﾊﾞｼﾞﾘｷ
3131 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミ青野 ｶﾐｱｵﾉ
3117 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上アヅキジリ ｶﾐｱｽﾞｷｼﾞﾘ
3166 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミアヅキジリ ｶﾐｱﾂﾞｷｼﾞﾘ
3085 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミイタ渕 ｶﾐｲﾀﾌﾞﾁ
3134 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミクハキガナロ ｶﾐｸﾊｷｶﾞﾅﾛ
3079 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミクワキガナロ ｶﾐｸﾜｷｶﾞﾅﾛ
3118 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミ田 ｶﾐｺｳﾀﾞ
3160 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上小谷薮 ｶﾐｺﾀﾆｶﾞﾔﾌﾞ
3156 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミ土山 ｶﾐﾂﾁﾔﾏ
3153 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミ中山 ｶﾐﾅｶﾔﾏ
3112 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ハ久保 ｶﾐﾊｸﾎﾞ
3097 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ カミフルタ ｶﾐﾌﾙﾀ
3136 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 上ミ女夫ト岩 ｶﾐﾒｵﾄｲﾜ
3069 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 北井詰 ｷﾀｲﾂﾒ
3092 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 北ノ谷 ｷﾀﾉﾀﾆ
3128 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ クツレ川 ｸﾂﾚｶﾜ
3072 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ クヅレ川 ｸﾂﾞﾚｶﾜ
3127 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ クツレ山 ｸﾂﾚﾔﾏ
3078 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ クワキガナロ ｸﾜｷｶﾞﾅﾛ
3111 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ケヤキ谷 ｹﾔｷﾀﾆ
3119 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 神田 ｺｳﾀﾞ
3162 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 小倉北平 ｺｸﾞﾗﾉｷﾀﾋﾗ
3142 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 小倉ノ東 ｺｸﾗﾉﾋｶﾞｼ
3123 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 小倉南平 ｺｸﾞﾗﾉﾐﾅﾐﾋﾗ
3121 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 小谷口チ ｺﾀﾆｸﾞﾁ
3152 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 小別宮 ｺﾍﾞﾂﾐﾔ
3103 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ コヤノ前 ｺﾔﾉﾏｴ
3125 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ササガナロ ｻｻｶﾞﾅﾛ
3155 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 澤ノ谷 ｻﾜﾉﾀﾆ
3073 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ サンスアレ ｻﾝｽｱﾚ
3107 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ シイノ谷 ｼｲﾉﾀﾆ
3157 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 篠原谷 ｼﾉﾊﾗﾀﾞﾆ
3132 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 下モ青野 ｼﾓｱｵﾉ
3145 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 下モ明カナロ ｼﾓｱｶﾅﾛ
3075 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 下モアヲノ ｼﾓｱｦﾉ
3099 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 下モカゲ ｼﾓｶｹﾞ
3122 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 下モ小谷カ薮 ｼﾓｺﾀﾆｶﾞﾔﾌﾞ
3114 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 下モ土山 ｼﾓﾂﾁﾔﾏ
3154 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 下モ中山 ｼﾓﾅｶﾔﾏ
3110 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 下明カナロ ｼﾓﾐｮｳｶﾅﾛ
3087 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ シヤカジ口 ｼｬｶｼﾞｸﾞﾁ
3088 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ シヤカジ口ノ東ヒラ ｼｬｶｼﾞｸﾞﾁﾉﾋｶﾞｼﾋﾗ
3164 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ シヤカシ口東ヒラ ｼﾔｶｼｸﾞﾁﾋｶﾞｼﾋﾗ
3106 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ シラヒゲ ｼﾗﾋｹﾞ
3081 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ シラヒケ口 ｼﾗﾋｹｸﾞﾁ
3105 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ソデ山 ｿﾃﾞﾔﾏ
3133 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 中青野 ﾅｶｱｵﾉ
3168 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 中井詰 ﾅｶｲﾂﾒ
3080 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ナカクロミ ﾅｶｸﾛﾐ
3163 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 中小倉 ﾅｶｺｸﾞﾗ
3161 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 中小谷カ薮 ﾅｶｺﾀﾆｶﾞﾔﾌﾞ
3098 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ナガタ ﾅｶﾞﾀ
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3139 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
3077 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ナカレタ ﾅｶﾚﾀ
3076 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ナガレタ ﾅｶﾞﾚﾀ
3140 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ナミイワ ﾅﾐｲﾜ
3071 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 西井詰 ﾆｼｲﾂﾒ
3149 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 西瀧 ﾆｼﾀｷ
3090 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
3093 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ニワトリ石 ﾆﾜﾄﾘｲｼ
3115 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ニヲドクチ ﾆｦﾄﾞｸﾁ
3159 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ニヲド口 ﾆｦﾄﾞｸﾞﾁ
3084 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ハタノ口 ﾊﾀﾉｸﾁ
3137 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ハタノ口チ ﾊﾀﾉｸﾁ
3143 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ハタ山 ﾊﾀﾔﾏ
3104 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ヒウチ岩 ﾋｳﾁｲﾜ
3100 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ヒウチ谷 ﾋｳﾁﾀﾞﾆ
3113 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ヒガシタキ ﾋｶﾞｼﾀｷ
3148 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 東ノ瀧 ﾋｶﾞｼﾉﾀｷ
3091 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 東ノ谷 ﾋｶﾞｼﾉﾀﾆ
3116 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ビシャモングチ ﾋﾞｼｬﾓﾝｸﾞﾁ
3094 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ヒヨコ石 ﾋﾖｺｲｼ
3124 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 弘 ﾋﾛｾ
3086 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ フタツ岩 ﾌﾀﾂｲﾜ
3138 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 二ツ岩 ﾌﾀﾂｲﾜ
3096 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ フルタ ﾌﾙﾀ
3150 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 別宮穴内谷 ﾍﾞﾂﾐﾔｱﾅﾅｲﾀﾞﾆ
3147 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ マコエノ畝 ﾏｺｴﾉｳﾈ
3095 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ミヅタガタキ ﾐﾂﾞﾀｶﾞﾀｷ
3126 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 南井詰 ﾐﾅﾐｲﾂﾒ
3129 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 南クツレ山 ﾐﾅﾐｸﾂﾚﾔﾏ
3146 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ミヤウカナロ ﾐﾔｳｶﾅﾛ
3101 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ムカイダ ﾑｶｲﾀﾞ
3135 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 女夫ト岩 ﾒｵﾄｲﾜ
3109 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ モサク谷 ﾓｻｸﾀﾞﾆ
3158 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ 口ヱンボ ﾛｴﾝﾎﾞ
3108 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ヲカムラ谷 ｦｶﾑﾗﾀﾞﾆ
3141 145 土佐山田町北滝本 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷﾀﾀｷﾓﾄ ヲトギガヒウラ ｦﾄｷﾞｶﾞﾋｳﾗ
3231 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 赤ゲタ ｱｶｹﾞﾀ
3211 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 穴ノ本 ｱﾅﾉﾓﾄ
3175 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 池ケナロ ｲｹｶﾞﾅﾛ
3245 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 池野 ｲｹﾉ
3174 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 池ノ上 ｲｹﾉｳｴ
3247 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 池之本 ｲｹﾉﾓﾄ
3169 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 磯ノ元 ｲｿﾉﾓﾄ
3178 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 一佐古 ｲﾁｻｺ
3248 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ウシヤガ奈路 ｳｼﾔｶﾞﾅﾛ
3219 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ウシヤ奈路 ｳｼﾔﾅﾛ
3227 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ウドサコ ｳﾄﾞｻｺ
3196 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 姥ケ上 ｳﾊﾞｶﾞｳｴ
3209 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 姥ケ谷 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ
3229 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 馬ノ岡 ｳﾏﾉｵｶ
3212 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ヱボシ岩 ｴﾎﾞｼｲﾜ
3182 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
3170 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 岡田 ｵｶﾀﾞ
3237 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 織田谷 ｵﾀﾞﾀﾞﾆ
3194 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 尾谷 ｵﾀﾞﾆ
3189 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 樫ケ谷 ｶｼｶﾞﾀﾆ
3190 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 樫ケ谷奥 ｶｼｶﾞﾀﾆｵｸ
3183 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ カヂヤシキ ｶｼﾞﾔｼｷ
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3214 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 上横藤 ｶﾐﾖｺﾄｳ
3206 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 狩揃 ｶﾘｿﾞﾛｴ
3226 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 木地ケナロ ｷﾁｶﾞﾅﾛ
3225 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 杭ノ本 ｸｲﾉﾓﾄ
3243 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 楠ケ多尾 ｸｽｶﾞﾀｵ
3185 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 木山 ｸﾛｷﾔﾏ
3207 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 幸崎 ｺｳｻｷ
3173 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ゴヲロヲ ｺﾞｦﾛｦ
3242 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 伐抜 ｻﾞｲﾊﾞﾂ
3176 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 柴田 ｼﾊﾞﾀ
3193 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ シラカヤ ｼﾗｶﾔ
3228 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 水神上 ｽｲｼﾞﾝﾉｳｴ
3221 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 杉ナロ ｽｷﾞﾅﾛ
3184 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ セゴ谷 ｾｺﾞﾀﾞﾆ
3204 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ タキノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
3205 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
3210 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 谷山 ﾀﾆﾔﾏ
3187 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 田ノ向 ﾀﾉﾑｶｲ
3216 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ツキアイ ﾂｷｱｲ
3202 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ツルイサコ ﾂﾙｲｻｺ
3171 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 堂ノ元 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ
3198 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ トゞロ ﾄﾄﾞﾛ
3244 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ トヲミ石 ﾄｦﾐｲｼ
3201 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 長石 ﾅｶﾞｲｼ
3200 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
3238 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 仲ノ瀧 ﾅｶﾉﾀｷ
3199 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 長野谷 ﾅｶﾞﾉﾀﾞﾆ
3186 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 中山 ﾅｶﾔﾏ
3236 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
3241 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 西之山 ﾆｼﾉﾔﾏ
3197 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 子ス原 ﾈｽﾊﾗ
3240 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 子ズ原 ﾈｽﾞﾊﾗ
3177 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 野地ノ平 ﾉｼﾞﾉﾋﾗ
3232 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 野地平 ﾉｼﾞﾋﾗ
3223 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 東立割 ﾋｶﾞｼﾀﾃﾜﾘ
3249 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 東立割北 ﾋｶﾞｼﾀﾃﾜﾘｷﾀ
3250 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 東深堂 ﾋｶﾞｼﾌｶﾝﾄﾞｳ
3251 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 東フカンドウ ﾋｶﾞｼﾌｶﾝﾄﾞｳ
3220 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 光石 ﾋｶﾘｲｼ
3172 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ノ口 ﾋﾉｸﾁ
3191 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 平ケ多尾 ﾋﾗｶﾞﾀｵ
3235 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 平ゲ多尾 ﾋﾗｹﾞﾀｵ
3203 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ヒラジリ ﾋﾗｼﾞﾘ
3180 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ヒロ ﾋﾛｾ
3233 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 弘 ﾋﾛｾ
3234 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ フタマタ ﾌﾀﾏﾀ
3239 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ フルツク ﾌﾙﾂｸ
3208 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 保ロケナロ ﾎﾛｶﾞﾅﾛ
3218 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ マスブチ ﾏｽﾌﾞﾁ
3230 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 溝ノ上 ﾐｿﾞﾉｳｴ
3192 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 光ツ知景 ﾐﾂﾁｶｹﾞ
3252 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 光ツ知影 ﾐﾂﾁｶｹﾞ
3224 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ モヂゼ ﾓﾁﾞｾﾞ
3181 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ モリサコ ﾓﾘｻｺ
3246 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 柳ケ ﾔﾅｶﾞｾ
3222 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 山目ケ野 ﾔﾏﾒｶﾞﾉ
3215 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 横藤 ﾖｺﾄｳ
3213 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 嫁ケ石 ﾖﾒｶﾞｲｼ



香美市の大字・字の一覧

2016/5/14 57/161 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

3217 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ 嫁ケ石下 ﾖﾒｶﾞｲｼｼﾀ
3179 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ヲサブチ ｦｻﾌﾞﾁ
3188 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ヲセンド ｦｾﾝﾄﾞ
3195 146 土佐山田町樫谷　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｼﾉﾀﾆ ヲリタ谷 ｦﾘﾀﾀﾞﾆ
3291 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 赤荒 ｱｶｱﾚ
3273 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 足谷 ｱｼﾀﾞﾆ
3277 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 石舟 ｲｼﾌﾞﾈ
3258 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 壱ノ内 ｲﾁﾉｳﾁ
3260 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ イラアラ ｲﾗｱﾗ
3254 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 岩見瀧 ｲﾜﾐﾀﾞｷ
3292 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 岩見瀧赤荒南山 ｲﾜﾐﾀﾞｷｱｶｱﾚﾐﾅﾐﾔﾏ
3271 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 大谷 ｵｵﾀﾆ
3266 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 柿ナロ ｶｷﾅﾛ
3264 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 上本村 ｶﾐﾎﾝﾑﾗ
3255 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 栗石 ｸﾘｲｼ
3282 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 栗ノ木ナロ ｸﾘﾉｷﾅﾛ
3269 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 渕 ｸﾛﾌﾞﾁ
3275 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 坂口 ｻｶｸﾞﾁ
3285 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 逆シ谷 ｻｶｼﾀﾞﾆ
3280 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 盛音谷 ｻｶﾘｵﾄﾀﾞﾆ
3283 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 下栗ノ木ナロ ｼﾓｸﾘﾉｷﾅﾛ
3265 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 下野 ｼﾓﾉ
3268 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 城坂 ｼﾛｻｶ
3256 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 高岩 ﾀｶｲﾜ
3267 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ タキワキ ﾀｷﾜｷ
3279 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 立石 ﾀﾃｲｼ
3284 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 立割 ﾀﾃﾜﾘ
3261 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 田ノ元 ﾀﾉﾓﾄ
3259 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 鉄砧峯 ﾃﾂﾁﾝﾐﾈ
3257 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 堂ノ元 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ
3272 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 長川原 ﾅｶﾞｶﾞﾜﾗ
3286 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 中逆シ谷 ﾅｶｻｶｼﾀﾞﾆ
3278 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 中山 ﾅｶﾔﾏ
3270 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 西渕 ﾆｼｸﾛﾌﾞﾁ
3287 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 西逆シ谷 ﾆｼｻｶｼﾀﾞﾆ
3253 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 西山 ﾆｼﾔﾏ
3274 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 埜中 ﾉﾅｶ
3288 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 東逆シ谷 ﾋｶﾞｼｻｶｼﾀﾞﾆ
3290 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 東不寒道 ﾋｶﾞｼﾌｶﾝﾄﾞｳ
3281 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ ヒノ本 ﾋﾉﾓﾄ
3289 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 不寒道 ﾌｶﾝﾄﾞｳ
3294 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 下寒道北谷 ﾌｶﾝﾄﾞｳｷﾀﾀﾞﾆ
3295 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 不寒道向山 ﾌｶﾝﾄﾞｳﾑｶｲﾔﾏ
3276 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ フキナロ ﾌｷﾅﾛ
3263 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 本村 ﾎﾝﾑﾗ
3262 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 前田ノ元 ﾏｴﾀﾞﾉﾓﾄ
3293 147 土佐山田町上穴内 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶﾐｱﾅﾅｲ 嫁ケ山 ﾖﾒｶﾞﾔﾏ
3303 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ アキノ谷 ｱｷﾉﾀﾆ
3299 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ アケボノ ｱｹﾎﾞﾉ
3335 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 生松 ｲｸﾏﾂ
3341 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
3323 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 岩屋佐古 ｲﾜﾔﾉｻｺ
3330 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 丑飼野 ｳｼｶｲﾉ
3311 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 馬込 ｳﾏﾉｾｺﾞﾐ
3328 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 鱗ケ谷 ｳﾛｺｶﾞﾀﾆ
3346 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 鱗谷 ｳﾛｺﾀﾆ
3343 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 大タロ ｵｵﾀﾛ
3340 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 大橋 ｵｵﾊｼ
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3308 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 奥小倉 ｵｸｺｸﾞﾗ
3338 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 面谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
3297 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ カイゴヤ ｶｲｺﾞﾔ
3302 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 上アキノ谷 ｶﾐｱｷﾉﾀﾞﾆ
3326 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 亀ケ谷 ｶﾒｶﾞﾀﾆ
3345 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 亀ガ谷 ｶﾒｶﾞﾀﾆ
3324 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ カレ ｶﾚﾋ
3321 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ ギザヂ ｷﾞｻﾞﾁﾞ
3331 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 北路 ｷﾀｼﾞ
3309 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 小倉 ｺｸﾞﾗ
3304 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 下アキノ谷 ｼﾓｱｷﾉﾀﾆ
3334 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 昌蒲谷 ｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆ
3339 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 白ヒゲ ｼﾛﾋｹﾞ
3320 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ タカセ ﾀｶｾ
3306 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 田ノ上 ﾀﾉｳｴ
3307 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 出口 ﾃﾞｸﾞﾁ
3336 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 土居 ﾄﾞｲ
3313 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ トチ谷 ﾄﾁﾀﾞﾆ
3300 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ ナガザコ ﾅｶﾞｻﾞｺ
3301 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 中ダキ ﾅｶﾀﾞｷ
3337 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 中屋 ﾅｶﾔ
3329 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 中山 ﾅｶﾔﾏ
3319 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 西井ノ谷 ﾆｼｲﾉﾀﾆ
3332 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 西路 ﾆｼｼﾞ
3305 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 西谷口 ﾆｼﾀﾆｸﾞﾁ
3310 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 西野々 ﾆｼﾉﾉ
3318 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 東井ノ谷 ﾋｶﾞｼｲﾉﾀﾆ
3298 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 東谷口 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆｸﾞﾁ
3312 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 東トチ谷 ﾋｶﾞｼﾄﾁﾀﾞﾆ
3322 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 東宮ノナロ ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉﾅﾛ
3344 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 東ミヤノナロ ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉﾅﾛ
3315 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 東明神谷 ﾋｶﾞｼﾐｮｳｼﾞﾝﾀﾞﾆ
3317 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ ヒトキダ ﾋﾄｷﾀﾞ
3314 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 船ケ窪 ﾌﾈｶﾞｸﾎﾞ
3342 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 船カ窪 ﾌﾈｶﾞｸﾎﾞ
3333 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ ホリタ ﾎﾘﾀ
3296 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 南カイゴヤ ﾐﾅﾐｶｲｺﾞﾔ
3327 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 宮ノナロ ﾐﾔﾉﾅﾛ
3316 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ 明谷 ﾐｮｳｼﾞﾝﾀﾞﾆ
3325 148 土佐山田町繁藤　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼｹﾞﾄｳ ムマトコ ﾑﾏﾄｺ
3519 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ アクゼノ岡 ｱｸｾﾞﾉｵｶ
3352 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 小豆荒 ｱｽﾞｷｱﾚ
3476 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 有カ瀧 ｱﾗｾｶﾞﾀｷ
3356 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 在カ瀧 ｱﾘｾﾞｶﾞﾀｷ
3355 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ アリゼノ岡 ｱﾘｾﾞﾉｵｶ
3474 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 猪落 ｲｵﾄｼ
3421 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 井口 ｲｸﾞﾁ
3379 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 池ノ元 ｲｹﾉﾓﾄ
3416 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 岩ノ元 ｲﾜﾉﾓﾄ
3453 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ウエ新 ｳｴｱﾗﾀ
3395 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ヘ屋式 ｳｴﾔｼｷ
3378 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 畝田 ｳﾈﾀﾞ
3514 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 梅ノナロ ｳﾒﾉﾅﾛ
3427 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上カゲ ｳﾜｶｹﾞ
3455 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ エビスタキ ｴﾋﾞｽﾀｷ
3512 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ エビスダキ ｴﾋﾞｽﾀﾞｷ
3463 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ エビスノモト ｴﾋﾞｽﾉﾓﾄ
3464 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 追廻シ ｵｲﾏﾜｼ
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3520 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 追廻し ｵｲﾏﾜｼ
3469 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 追廻ヤシキ ｵｲﾏﾜｼﾔｼｷ
3354 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ
3432 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 大タワ ｵｵﾀﾜ
3433 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 大タワ岩 ｵｵﾀﾜｲﾜ
3444 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 大ナロノ向イ ｵｵﾅﾛﾉﾑｶｲ
3448 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 大ノ谷 ｵｵﾉﾀﾆ
3350 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 大本 ｵｵﾓﾄ
3513 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 大ヤスバ ｵｵﾔｽﾊﾞ
3388 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 押床 ｵｼﾄｺ
3410 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ カゲ ｶｹﾞ
3430 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 陰ノ前 ｶｹﾞﾉﾏｴ
3507 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ カゲノマエ ｶｹﾞﾉﾏｴ
3500 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ カゲノ山 ｶｹﾞﾉﾔﾏ
3372 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ カザフケ ｶｻﾞﾌｹ
3351 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上小豆荒 ｶﾐｱｽﾞｷｱﾚ
3462 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ヱビス ｶﾐｴﾋﾞｽ
3389 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上押床 ｶﾐｵｼﾄｺ
3505 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ カミカゲ ｶﾐｶｹﾞ
3365 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上クロブチ ｶﾐｸﾛﾌﾞﾁ
3367 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上コボシ ｶﾐｺﾎﾞｼ
3347 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ヒラゝ ｶﾐﾋﾗﾗ
3370 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 部 ｶﾐﾍﾞ
3515 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ヘンロヤ ｶﾐﾍﾝﾛﾔ
3349 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ロクブチ ｶﾐﾛｸﾌﾞﾁ
3493 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 川ノ上 ｶﾜﾉｳｴ
3521 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 河の川 ｶﾜﾉｶﾜ
3390 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 川茂 ｶﾜﾓ
3384 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 磯 ｸﾛｲｿ
3473 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ コエト ｺｴﾄ
3359 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 郡山 ｺｵﾘﾔﾏ
3368 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ コボシ谷 ｺﾎﾞｼﾀﾆ
3480 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ コボシノヒラ ｺﾎﾞｼﾉﾋﾗ
3363 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ コボシノヲク ｺﾎﾞｼﾉｦｸ
3348 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ゴホシノヲク ｺﾞﾎｼﾉｦｸ
3491 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ コミ ｺﾐ
3490 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ コミノ西 ｺﾐﾉﾆｼ
3492 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ コミノ峯 ｺﾐﾉﾐﾈ
3400 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 小見峯 ｺﾐﾐﾈ
3398 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 小見元 ｺﾐﾓﾄ
3456 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 小休場 ｺﾔｽﾊﾞ
3458 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ コヤスバウチ ｺﾔｽﾊﾞｳﾁ
3411 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ サガリノ ｻｶﾞﾘﾉ
3502 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ サガリ山 ｻｶﾞﾘﾔﾏ
3380 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 澤 ｻﾜ
3494 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 三宝畝 ｻﾝﾎﾟｳｳﾈ
3508 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 鹿場 ｼｶﾊﾞ
3434 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 鹿場谷 ｼｶﾊﾞﾀﾞﾆ
3357 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下タアリゼ ｼﾀｱﾘｾﾞ
3477 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ シタアリゼ ｼﾀｱﾘｾﾞ
3457 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下タコヤスバ ｼﾀｺﾔｽﾊﾞ
3402 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下休場 ｼﾀﾔｽﾊﾞ
3358 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ シノベ ｼﾉﾍﾞ
3420 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下井口 ｼﾓｲｸﾞﾁ
3431 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下磯 ｼﾓｲｿ
3466 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下追廻シ ｼﾓｵｲﾏﾜｼ
3426 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下カゲ ｼﾓｶｹﾞ
3371 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下カザフケ ｼﾓｶｻﾞﾌｹ
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3383 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下クロイソ ｼﾓｸﾛｲｿ
3360 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下郡山 ｼﾓｺｵﾘﾔﾏ
3369 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下モコボシ ｼﾓｺﾎﾞｼ
3413 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下サガリノ ｼﾓｻｶﾞﾘﾉ
3446 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下新谷 ｼﾓｼﾝﾀﾆ
3422 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下立割 ｼﾓﾀﾃﾜﾘ
3362 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下トノシガキ ｼﾓﾄﾉｼｶﾞｷ
3376 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下ナラガモト ｼﾓﾅﾗｶﾞﾓﾄ
3497 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下ハシカ谷 ｼﾓﾊｼｶﾀﾆ
3405 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下ハシガ谷 ｼﾓﾊｼｶﾞﾀﾆ
3417 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下ヒラゝ ｼﾓﾋﾗ
3467 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下ヘンロヤ ｼﾓﾍﾝﾛﾔ
3382 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 下ヨコダキ ｼﾓﾖｺﾀﾞｷ
3442 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ シモワラビ ｼﾓﾜﾗﾋﾞ
3447 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 新谷口 ｼﾝﾀﾆｸﾞﾁ
3385 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ タテダキ ﾀﾃﾀﾞｷ
3485 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 立瀧 ﾀﾃﾀﾞｷ
3424 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 立割 ﾀﾃﾜﾘ
3436 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ツキ出 ﾂｷﾃﾞ
3361 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ トノシガキ ﾄﾉｼｶﾞｷ
3478 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ トノシノ畝 ﾄﾉｼﾉｳﾈ
3518 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ トノミガキ ﾄﾉﾐｶﾞｷ
3481 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 富ノ岡 ﾄﾐﾉｵｶ
3391 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ナカ ﾅｶ
3449 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 中大ノ谷 ﾅｶｵｵﾉﾀﾆ
3392 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 中上 ﾅｶｶﾞﾐ
3399 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 中小見 ﾅｶｺﾐ
3454 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 中シン ﾅｶｼﾝ
3510 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 中新 ﾅｶｼﾝ
3423 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 中立割 ﾅｶﾀﾃﾜﾘ
3393 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 中ノ西 ﾅｶﾉﾆｼ
3418 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 中ヒラゝ ﾅｶﾋﾗ
3386 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ナカヨコダキ ﾅｶﾖｺﾀﾞｷ
3501 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ナカヲシトコ ﾅｶｦｼﾄｺ
3415 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ナカヲストコ ﾅｶｦｽﾄｺ
3375 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ナラガモト ﾅﾗｶﾞﾓﾄ
3443 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ナロノ向イ ﾅﾛﾉﾑｶｲ
3437 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ナロバナ ﾅﾛﾊﾞﾅ
3377 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西畝田 ﾆｼｳﾈﾀﾞ
3460 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ヱビス ﾆｼｴﾋﾞｽ
3465 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西追廻シ ﾆｼｵｲﾏﾜｼ
3414 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西カゲ ﾆｼｶｹﾞ
3373 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西風フケ ﾆｼｶｻﾞﾌｹ
3482 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西カザフケ ﾆｼｶｻﾞﾌｹ
3412 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西サガリノ ﾆｼｻｶﾞﾘﾉ
3425 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西立割 ﾆｼﾀﾃﾜﾘ
3498 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ハシカ谷 ﾆｼﾊｼｶﾀﾆ
3406 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ハシガ谷 ﾆｼﾊｼｶﾞﾀﾆ
3470 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西藤野 ﾆｼﾌｼﾞﾉｾ
3438 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西松カウチ ﾆｼﾏﾂｶｳﾁ
3441 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ワラビ ﾆｼﾜﾗﾋﾞ
3364 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 怒田久保 ﾇﾀｸﾎﾞ
3504 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヌタノ谷 ﾇﾀﾉﾀﾆ
3495 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 橋カサコ ﾊｼｶｻｺ
3496 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ハシカ谷 ﾊｼｶﾀﾆ
3404 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ハシガ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
3452 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヒエ ﾋｴ
3506 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヒエガ平 ﾋｴｶﾞﾋﾗ
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3451 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヒエガモリ ﾋｴｶﾞﾓﾘ
3450 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 東大ノ谷 ﾋｶﾞｼｵｵﾉﾀﾆ
3387 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 東磯 ﾋｶﾞｼｸﾛｲｿ
3401 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 東小見 ﾋｶﾞｼｺﾐ
3459 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 東コヤスバ ﾋｶﾞｼｺﾔｽﾊﾞ
3439 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 東ナロハナ ﾋｶﾞｼﾅﾛﾊﾅ
3509 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 東ヒエガモリ ﾋｶﾞｼﾋｴｶﾞﾓﾘ
3503 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヒラゝ山 ﾋﾗﾗヤマ
3479 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 福山 ﾌｸﾔﾏ
3517 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 藤ノ岡 ﾌｼﾞﾉｵｶ
3435 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 藤 ﾌｼﾞﾉｾ
3516 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 藤林 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ
3381 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヘ助地 ﾍｽｹｼﾞ
3468 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヘンロヤ ﾍﾝﾛﾔ
3472 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 豊栄山 ﾎｳｴｲｻﾞﾝ
3484 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ホクロク林 ﾎｸﾛｸﾊﾞﾔｼ
3486 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ホテイ林 ﾎﾃｲﾊﾞﾔｼ
3353 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 堀川ノ奥 ﾎﾘｶﾜﾉｵｸ
3475 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ホリノヲカ ﾎﾘﾉｦｶ
3429 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 松カ内 ﾏﾂｶｳﾁ
3440 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 松ガ向イ ﾏﾂｶﾞﾑｶｲ
3461 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ミチブチ ﾐﾁﾌﾞﾁ
3511 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 南ヒエ ﾐﾅﾐﾋｴ
3407 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノウヱ ﾐﾔﾉｳｴ
3499 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
3409 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
3408 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
3366 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 向イコボシ ﾑｶｲｺﾎﾞｼ
3445 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ モメアイ ﾓﾒｱｲ
3489 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヤシキノ畝 ﾔｼｷﾉｳﾈ
3397 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 屋式ノケタ ﾔｼｷﾉｹﾀ
3396 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 屋式ノサコ ﾔｼｷﾉｻｺ
3488 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヤシキノサコ ﾔｼｷﾉｻｺ
3394 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 屋式平 ﾔｼｷﾋﾗ
3403 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 休場 ﾔｽﾊﾞ
3419 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 山カゲ ﾔﾏｶｹﾞ
3487 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
3374 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ロクブチ ﾛｸﾌﾞﾁ
3471 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ 渡リツキ ﾜﾀﾘﾂｷ
3428 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ワラビウチ ﾜﾗﾋﾞｳﾁ
3483 149 土佐山田町角茂谷 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｶｸﾓﾀﾞﾆ ヲゝダキ ｦｦﾀﾞｷ
3538 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 合谷 ｱｲﾀﾞﾆ
3619 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 赤岩 ｱｶｲﾜ
3620 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 赤岩カゲ ｱｶｲﾜｶｹﾞ
3612 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 赤ノタヲ ｱｶﾉﾀｦ
3526 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 井グチ ｲｸﾞﾁ
3553 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 一ノセ ｲﾁﾉｾ
3605 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 鵜ノ石 ｳﾉｲｼ
3550 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 上ハクボ ｳﾜｸﾎﾞ
3563 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ エ市ダニ ｴｲﾁﾀﾞﾆ
3570 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ エツシウ ｴﾂｼｳ
3573 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 大アレ ｵｵｱﾚ
3568 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 大サコ ｵｵｻｺ
3543 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 大栃谷 ｵｵﾄﾞﾁﾀﾞﾆ
3590 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 大野 ｵｵﾉ
3606 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 大森 ｵｵﾓﾘ
3539 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 大モリカゲ ｵｵﾓﾘｶｹﾞ
3578 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ カウチヤハタゼ ｶｳﾁﾔﾊﾀｾﾞ
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3533 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ カキノサコ ｶｷﾉｻｺ
3524 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ カゲ ｶｹﾞ
3622 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 柏カサコ ｶｼﾜｶｻｺ
3582 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 柏ガサコ ｶｼﾜｶﾞｻｺ
3629 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 柏タ荒 ｶｼﾜﾀｱﾚ
3588 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ カツトリダニ ｶﾂﾄﾘﾀﾞﾆ
3528 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ カツラ ｶﾂﾗ
3554 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 上ミイグチ ｶﾐｲｸﾞﾁ
3565 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ カミエイチ ｶﾐｴｲﾁ
3607 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 上ミ聖 ｶﾐﾋｼﾞﾘ
3556 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 上藤ガナロ ｶﾐﾌｼﾞｶﾞﾅﾛ
3547 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
3549 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ カラ谷ノモリ ｶﾗﾀﾞﾆﾉﾓﾘ
3548 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 北カラ谷 ｷﾀｶﾗﾀﾞﾆ
3584 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ キヂヤガサコ ｷﾁﾞﾔｶﾞｻｺ
3559 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ クロマツ ｸﾛﾏﾂ
3562 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 源作平 ｹﾞﾝｻｸﾋﾗ
3523 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ コグラ ｺｸﾞﾗ
3579 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ゴケズガタニ ｺﾞｹｽﾞｶﾞﾀﾆ
3614 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 小迫 ｺｻｺ
3532 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ゴミ ｺﾞﾐ
3591 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ サカイノタニ ｻｶｲﾉﾀﾆ
3608 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 三角 ｻﾝｶｸ
3596 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 三宝ノ岡 ｻﾝﾎﾞｳﾉｵｶ
3626 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 下タ大野 ｼﾀｵｵﾉ
3600 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 下タ天狗 ｼﾀﾃﾝｸﾞ
3569 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ シモエツシウ ｼﾓｴﾂｼﾕｳ
3531 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 下モカツラ ｼﾓｶﾂﾗ
3525 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 下モギレ ｼﾓｷﾞﾚ
3599 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 下モキレ山 ｼﾓｷﾚﾔﾏ
3583 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 白タキノサコ ｼﾗﾀｷﾉｻｺ
3575 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ シレエダキ ｼﾚｴﾀﾞｷ
3618 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ シレエノモリ ｼﾚｴﾉﾓﾘ
3546 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 城地ヤシキ ｼﾛｼﾞﾔｼｷ
3621 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 信ケ渓 ｼﾝｶﾞｹｲ
3530 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ セト ｾﾄ
3551 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ タカバ ﾀｶﾊﾞ
3529 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 立石 ﾀﾃｲｼ
3580 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ツエノサコ ﾂｴﾉｻｺ
3577 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ツヅラノサコ ﾂﾂﾞﾗﾉｻｺ
3576 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ツナゾヲヤヂ ﾂﾅｿﾞｳﾔﾁﾞ
3597 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 天狗瀧 ﾃﾝｸﾞﾀｷ
3542 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 天神 ﾃﾝｼﾞﾝ
3560 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
3623 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 仲尾 ﾅｶｵ
3615 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 仲澤 ﾅｶｻﾞﾜ
3567 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
3592 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ナギヤ ﾅｷﾞﾔ
3586 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
3587 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 西久保ウ子 ﾆｼｸﾎﾞｳﾈ
3598 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 西小倉 ﾆｼｺｸﾞﾗ
3613 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 西澤 ﾆｼｻﾞﾜ
3624 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 西仲尾 ﾆｼﾅｶｵ
3594 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 西八丁 ﾆｼﾊｯﾁｮｳ
3625 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 西モノイダキ ﾆｼﾓﾉｲﾀﾞｷ
3557 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 入道 ﾆｭｳﾄﾞｳ
3558 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 入道ノヒラ ﾆｭｳﾄﾞｳﾉﾋﾗ
3595 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 八丁 ﾊｯﾁｮｳ
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3593 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 東大栃 ﾋｶﾞｼｵｵﾄﾞﾁ
3616 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 東澤 ﾋｶﾞｼｻﾜ
3537 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ヒジリ ﾋｼﾞﾘ
3540 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 平 ﾋﾗﾉｾ
3581 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ヒララノヤシキ ﾋﾗﾗﾉﾔｼｷ
3610 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ヒロラ ﾋﾛﾗ
3555 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 藤ガナロ ﾌｼﾞｶﾞﾅﾛ
3534 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ フドヲノモリ ﾌﾄﾞｳﾉﾓﾘ
3602 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ フルシ ﾌﾙｼ
3601 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ フルシガトコ ﾌﾙｼｶﾞﾄｺ
3571 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 弁右ヱ門ヲツヤ ﾍﾞﾝｳｴﾓﾝｵﾂﾔ
3572 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 本乙ヤ ﾎﾝｵﾂﾔ
3617 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 本乙家 ﾎﾝｵﾂﾔ
3545 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ マツバノ谷 ﾏﾂﾊﾞﾉﾀﾆ
3627 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 松村 ﾏﾂﾑﾗ
3603 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
3609 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 南大森 ﾐﾅﾐｵｵﾓﾘ
3604 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 南岡 ﾐﾅﾐｵｶ
3585 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 南キヂヤ ﾐﾅﾐｷﾁﾞﾔ
3536 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
3574 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ミヨガノ畝 ﾐﾖｳｶﾞﾉｾ
3535 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ミヨガブチ ﾐﾖｶﾞﾌﾞﾁ
3566 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ミヨヲガノナロ ﾐﾖｦｶﾞﾉﾅﾛ
3564 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ミヨヲトイハ ﾐﾖｦﾄｲﾜ
3544 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ムカイサコ ﾑｶｲｻｺ
3589 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ モノイダキ ﾓﾉｲﾀﾞｷ
3628 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 椴我平 ﾓﾐｶﾞﾋﾗ
3561 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 弥三郎アレ ﾔｻﾌﾞﾛｳｱﾚ
3611 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 弥三郎畝 ﾔｻﾌﾞﾛｳｶﾞｳﾈ
3541 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ヤヂ ﾔﾁﾞ
3552 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ 檮山 ﾕｽﾔﾏ
3527 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ヨケガ渕 ﾖｹｶﾞﾌﾞﾁ
3522 150 土佐山田町西又　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾆｼﾏﾀ ヲクコグラ ｦｸｺｸﾞﾗ
3636 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ イヅミ ｲﾂﾞﾐ
3643 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 大田 ｵｵｸﾞﾛﾀﾞ
3653 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ カウメン田 ｶｳﾒﾝﾀﾞ
3656 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 兼近 ｶﾈﾁｶ
3645 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 上品 ｶﾐｼﾅ
3646 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 苅田 ｶﾘﾀ
3652 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 北野 ｷﾀﾉ
3651 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 北野屋式 ｷﾀﾉﾔｼｷ
3658 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 北野屋敷 ｷﾀﾉﾔｼｷ
3644 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 清田 ｷﾖﾀ
3657 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ コヲタ ｺｦﾀ
3659 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ コヲタ ｺｦﾀ
3642 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ サウミ ｻｳﾐ
3655 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 七反田 ｼﾁﾀﾝﾀﾞ
3634 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 常実 ﾂﾈﾐ
3633 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 天神ケ岡 ﾃﾝｼﾞﾝｶﾞｵｶ
3632 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 西川田 ﾆｼｶﾜﾀﾞ
3648 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 西藤 ﾆｼﾌｼﾞ
3650 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 野川ノ内 ﾉｶﾞﾜﾉｳﾁ
3630 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 蓮ケ坪 ﾊｽｶﾞﾂﾎﾞ
3640 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 八反田 ﾊｯﾀﾝﾀﾞ
3641 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 掛 ﾋｶｹ
3631 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 東川原田 ﾋｶﾞｼｶﾜﾗﾀﾞ
3647 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 東藤木 ﾋｶﾞｼﾌｼﾞｷ
3637 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 松林 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ
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3635 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 松本 ﾏﾂﾓﾄ
3638 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 南篭 ﾐﾅﾐｶｺﾞ
3639 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 南新篭 ﾐﾅﾐｼﾝｶｺﾞ
3654 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ 行正 ﾕｷﾏｻ
3649 151 土佐山田町松本　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾏﾂﾓﾄ ヨコテ ﾖｺﾃ
3672 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ イナバ ｲﾅﾊﾞ
3678 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ エラミ ｴﾗﾐ
3682 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 大黒 ｵｵｸﾞﾛ
3684 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 大西カ内 ｵｵﾆｼｶﾞｳﾁ
3660 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 風早 ｶｻﾞﾊﾔ
3665 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ カドタ ｶﾄﾞﾀ
3674 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ カマダ ｶﾏﾀﾞ
3673 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 北徳松 ｷﾀﾄｸﾏﾂ
3664 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 北西ノ内 ｷﾀﾆｼﾉｳﾁ
3683 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 木ノ内 ｷﾉｳﾁ
3679 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 空田 ｸｳﾃﾞﾝ
3675 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ クツカダ ｸﾂｶﾀﾞ
3680 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 白坂 ｼﾗｻﾞｶ
3666 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ シヲタ ｼｦﾀ
3670 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 清蔵ケ内 ｾｲｿﾞｳｶﾞｳﾁ
3662 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 大リョウ ﾀﾞｲﾘｮｳ
3676 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 永田 ﾅｶﾞﾀ
3663 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 西大リョウ ﾆｼﾀﾞｲﾘｮｳ
3667 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 西タクラ ﾆｼﾀｸﾗ
3668 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 東タクラ ﾋｶﾞｼﾀｸﾗ
3669 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ ビヤバコ ﾋﾞﾔﾊﾞｺ
3671 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 町田 ﾏﾁﾀﾞ
3677 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 南トクマツ ﾐﾅﾐﾄｸﾏﾂ
3681 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ ヤイタ ﾔｲﾀ
3661 152 土佐山田町岩次　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｲﾜﾂｷﾞ 柳ガ久保 ﾔﾅｶﾞｸﾎﾞ
3693 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 飯田 ｲｲﾀﾞ
3708 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 姥ガコタ ｳﾊﾞｶﾞｺﾀ
3695 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 厩ガ尻 ｳﾏﾔｶﾞｼﾘ
3688 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
3685 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 門田 ｶﾄﾞﾀ
3691 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 空田 ｸｳﾃﾞﾝ
3701 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ クツカタ ｸﾂｶﾀ
3686 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ コヲカキ ｺｳｶｷ
3697 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
3699 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 芝カ内 ｼﾊﾞｶﾞｳﾁ
3696 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 下厩尻 ｼﾓｳﾏﾔｶﾞｼﾘ
3687 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 下門田 ｼﾓｶﾄﾞﾀ
3689 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 杉ガ坪 ｽｷﾞｶﾞｳﾁ
3690 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 生連寺 ｾｲﾚﾝｼﾞ
3706 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
3705 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 七ツ城 ﾅﾅﾂｼﾛ
3700 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 成行 ﾅﾘﾕｷ
3710 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 西ノ内 ﾆｼﾉｳﾁ
3703 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 西坊ケ内 ﾆｼﾎﾞｳｶﾞｳﾁ
3709 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 西村 ﾆｼﾑﾗ
3698 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
3694 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 東田 ﾋｶﾞｼﾀﾞ
3711 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 東西ノ内 ﾋｶﾞｼﾆｼﾉｳﾁ
3704 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 東坊ケ内 ﾋｶﾞｼﾎﾞｳｶﾞｳﾁ
3702 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 細メ田 ﾎｿﾒﾀ
3692 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ ミコカ内 ﾐｺｶｳﾁ
3707 153 土佐山田町神通寺 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｼﾞﾝﾂｳｼﾞ 宮後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ
3712 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 市ノ坪 ｲﾁﾉﾂﾎﾞ
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3714 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 上久保 ｶﾐｸﾎﾞ
3726 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 北京田 ｷﾀｷｮｳﾃﾞﾝ
3719 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 源太丸 ｹﾞﾝﾀﾏﾙ
3718 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 五反丸 ｺﾞﾀﾝﾏﾙ
3721 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 下池 ｼﾓｲｹ
3713 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 立石 ﾀﾃｲｼ
3727 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 立石 ﾀﾃｲｼ
3724 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 中京田 ﾅｶｷｮｳﾃﾞﾝ
3728 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 東 ﾋｶﾞｼ
3716 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 東京田 ﾋｶﾞｼｷｮｳﾃﾞﾝ
3722 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 東久保 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ
3715 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 福ノ丸 ﾌｸﾉﾏﾙ
3720 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 前川原 ﾏｴｶﾞﾜﾗ
3723 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 南川原 ﾐﾅﾐｶﾞﾜﾗ
3725 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 南京田 ﾐﾅﾐｷｮｳﾃﾞﾝ
3717 154 土佐山田町京田　 ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳｷｮｳﾃﾞﾝ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
3729 155 土佐山田町テクノパーク ﾄｻﾔﾏﾀﾞﾁｮｳﾃｸﾉﾊﾟｰｸ
3785 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ イサラコ ｲｻﾗｺ
3777 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 石ガケ ｲｼｶﾞｹ
3756 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 石立 ｲｼﾀﾃ
3761 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 石ノミヅ ｲｼﾉﾐｽﾞ
3738 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 井ヅモ ｲｽﾞﾓ
3737 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 出雲ノ上 ｲｽﾞﾓﾉｳｴ
3745 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ イチヤマ ｲﾁﾔﾏ
3787 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ イヅノヒラ ｲﾂﾞﾉﾋﾗ
3732 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ウノイシ ｳﾉｲｼ
3780 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 大サコ ｵｵｻｺ
3770 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ヲヲザコ ｵｵｻﾞｺ
3733 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 大ジロ ｵｵｼﾞﾛ
3743 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ヲヲタ ｵｵﾀ
3771 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 大谷 ｵｵﾀﾆ
3752 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ヲヲヅエ ｵｵﾂﾞｴ
3788 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 大ヒラ ｵｵﾋﾗ
3784 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ヲカヤシキ ｵｶﾔｼｷ
3755 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ヲシイレ ｵｼｲﾚ
3766 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ カエタ ｶｴﾀ
3731 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 鎌田 ｶﾏﾀﾞ
3730 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 鎌ノ刃 ｶﾏﾉﾊ
3735 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ カメ渕 ｶﾒﾌﾞﾁ
3747 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ カヤトコ ｶﾔﾄｺ
3775 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 楠ノヒラ ｸｽﾉﾋﾗ
3741 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ クボノマエ ｸﾎﾞﾉﾏｴ
3742 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 栗ノ前 ｸﾘﾉﾏｴ
3746 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ コ井デ ｺｲﾃﾞ
3776 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ コヤトコ ｺﾔﾄｺ
3739 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ サカブキ ｻｶﾌﾞｷ
3759 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ シダノサコ ｼﾀﾞﾉｻｺ
3769 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ シヅナ ｼﾂﾞﾅ
3783 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ジヨヅルイ ｼﾞﾖﾂﾞﾙｲ
3781 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 城ノ下タ ｼﾛﾉｼﾀ
3754 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 高松 ﾀｶﾏﾂ
3736 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ タキバタケ ﾀｷﾊﾞﾀｹ
3773 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ タケノヒラ ﾀｹﾉﾋﾗ
3751 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 立石 ﾀﾃｲｼ
3782 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ タニヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
3764 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ドヲノマエ ﾄﾞｵﾉﾏｴ
3740 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 栃ノ瀬 ﾄﾁﾉｾ
3767 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ナカヤマ ﾅｶﾔﾏ
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3768 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ナカ山谷 ﾅｶﾔﾏﾀﾞﾆ
3763 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
3734 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ヌタノウヅ ﾇﾀﾉｳﾂﾞ
3778 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ノダケ ﾉﾀﾞｹ
3779 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ヒウラ ﾋｳﾗ
3765 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 東川 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ
3774 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ フヂヤブ ﾌﾁﾞﾔﾌﾞ
3772 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ フヂ山 ﾌﾁﾞﾔﾏ
3758 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ フナギノヒラ ﾌﾅｷﾞﾉﾋﾗ
3760 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ フナト ﾌﾅﾄ
3757 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ フナニシ ﾌﾅﾆｼ
3750 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ フナモト ﾌﾅﾓﾄ
3748 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ
3753 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ホヲジデグチ ﾎｵｼﾞﾃﾞｸﾞﾁ
3786 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ マル山 ﾏﾙﾔﾏ
3762 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ミカケ石 ﾐｶｹｲｼ
3749 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ミコノイシ ﾐｺﾉｲｼ
3744 201 香北町永瀬 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞｾ ヤマムギ ﾔﾏﾑｷﾞ
3793 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ アウタ ｱｳﾀ
3789 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ イチノ内 ｲﾁﾉｳﾁ
3803 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ イチノウチ ｲﾁﾉｳﾁ
3796 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ カウタキ ｶｳﾀｷ
3813 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ 上カラタキ ｶﾐｶﾗﾀｷ
3799 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ 川辺 ｶﾜﾍﾞ
3794 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ キタノモト ｷﾀﾉﾓﾄ
3807 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ キタム子 ｷﾀﾑﾈ
3805 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ クツワダニ ｸﾂﾜﾀﾞﾆ
3795 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ クロノモト ｸﾛﾉﾓﾄ
3809 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ コウバヤシ ｺｳﾊﾞﾔｼ
3814 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
3812 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ シバダ ｼﾊﾞﾀﾞ
3798 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ タカマツ ﾀｶﾏﾂ
3802 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ 谷ノヲク ﾀﾆﾉｵｸ
3804 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ 谷ノ西 ﾀﾆﾉﾆｼ
3806 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ タビカタ ﾀﾋﾞｶﾀ
3791 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ タビノクチ ﾀﾋﾞﾉｸﾁ
3811 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ テンノヲ ﾃﾝﾉｵ
3792 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
3800 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ ハウシガ谷 ﾊｳｼｶﾞﾀﾆ
3790 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ バウノ西 ﾊﾞｳﾉﾆｼ
3797 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ フキコシ ﾌｷｺｼ
3808 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ フナイエノ下 ﾌﾅｲｴﾉｼﾀ
3810 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ ユスガタニ ﾕｽｶﾞﾀﾆ
3801 202 香北町蕨野 ｶﾎｸﾁｮｳﾜﾗﾋﾞﾉ ヨコワラビ ﾖｺﾜﾗﾋﾞ
3846 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 蟻ノ谷 ｱﾘﾉﾀﾆ
3860 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 一ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ
3851 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 姥婆石 ｳﾊﾞｶﾞｲｼ
3831 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 岸廻リ ｷｼﾏﾜﾘ
3844 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 北峯 ｷﾀﾐﾈ
3848 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 轡谷 ｸﾂﾜﾀﾞﾆ
3828 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ グドヲジ ｸﾞﾄﾞｵｼﾞ
3839 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 久保川西掛テ ｸﾎﾞｶﾜﾆｼｶｹﾃ
3815 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 五反川 ｺﾞﾀﾝｶﾞﾜ
3850 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ ゴンドヲ ｺﾞﾝﾄﾞｵ
3841 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ サガリノ ｻｶﾞﾘﾉ
3834 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 下タ田 ｼﾀﾀﾞ
3843 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 七郎 ｼﾁﾛｳ
3824 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 城西 ｼﾛﾉﾆｼ
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3854 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 高松 ﾀｶﾏﾂ
3858 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ
3840 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 天王 ﾃﾝﾉｳ
3825 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 土居 ﾄﾞｲ
3829 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
3827 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 栃ノ瀬 ﾄﾁﾉｾ
3830 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 中畷 ﾅｶﾅﾜﾃ
3820 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 仲屋 ﾅｶﾔ
3859 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 西谷ノ奥 ﾆｼﾀﾆﾉｵｸ
3823 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ
3826 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 西横谷 ﾆｼﾖｺﾀﾞﾆ
3836 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 野地 ﾉｼﾞ
3847 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 日浦町 ﾋｳﾗﾉﾏﾁ
3849 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 東蟻谷 ﾋｶﾞｼｱﾘﾉﾀﾆ
3835 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 東久保川 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞｶﾜ
3853 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 藤薮 ﾌｼﾞﾔﾌﾞ
3838 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 府内 ﾌﾅｲ
3837 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 府内西掛テ ﾌﾅｲﾆｼｶｹﾃ
3816 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ
3857 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ ホウジ ﾎｳｼﾞ
3832 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 巻ノ上 ﾏｷﾉｳｴ
3833 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 松久保 ﾏﾂｸﾎﾞ
3818 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 南和田 ﾐﾅﾐﾜﾀﾞ
3856 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ ミミズガウチ ﾐﾐｽﾞｶﾞｳﾁ
3821 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
3822 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 向イ畝 ﾑｶｲﾉｾ
3852 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 屋敷平 ﾔｼｷﾉﾋﾗ
3845 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
3842 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 横山 ﾖｺﾔﾏ
3855 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 横蕨 ﾖｺﾜﾗﾋﾞ
3819 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 和田 ﾜﾀﾞ
3817 203 香北町白石 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｲｼ 和田峯 ﾜﾀﾞﾉﾐﾈ
3904 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 青木谷 ｱｵｷﾀﾞﾆ
3961 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 赤木 ｱｶｷﾞ
3966 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
3970 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 石切畝 ｲｼｷﾘﾉｳﾈ
3911 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
3954 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 一ノ渡瀬 ｲﾁﾉﾜﾀｾ
3865 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 逸幸 ｲﾂｺｳ
3906 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 犬カ墓 ｲﾇｶﾞﾊｶ
3873 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ イノ久保 ｲﾉｸﾎﾞ
3877 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ウシ路 ｳｼﾛ
3927 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 薄桐谷 ｳｽｷﾘﾀﾞﾆ
3929 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 薄桐畝 ｳｽｷﾘﾉｳﾈ
3935 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 薄谷平 ｳｽﾀﾞﾆﾀﾞｲﾗ
3909 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 姥加谷 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ
3968 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 馬道 ｳﾏﾐﾁ
3948 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 大畝 ｵｵｳﾈ
3975 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 大佐古 ｵｵｻｺ
3974 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 大佐古畝 ｵｵｻｺﾉｳﾈ
3885 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 大田 ｵｵﾀ
3978 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 大田西 ｵｵﾀﾆｼ
3977 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 大田東 ｵｵﾀﾋｶﾞｼ
3937 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
3964 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 沖ノ谷 ｵｷﾉﾀﾆ
3893 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 小田尾向キ ｵﾀﾞｵﾑｷ
3945 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾆ
3955 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 柿野佐古 ｶｷﾉｻｺ
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3931 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 風穴谷 ｶｻﾞｱﾅﾀﾞﾆ
3886 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 梶屋敷 ｶｼﾞﾔｼｷ
3941 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 門石平 ｶﾄﾞｲｼﾀﾞｲﾗ
3882 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 上川瀧 ｶﾐｺｳﾀｷ
3866 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 上ツヱ ｶﾐﾂｴ
3864 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 上ミ土居 ｶﾐﾄﾞｲ
3861 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ガヤガ瀧 ｶﾞﾔｶﾞﾀｷ
3938 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ カラカイ ｶﾗｶｲ
3933 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 北ノ平 ｷﾀﾉﾋﾗ
3892 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 吉ショウ ｷﾁｼｮｳ
3969 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ クシヤ鍋 ｸｼﾔﾅﾍﾞ
3881 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
3973 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ クモン ｸﾓﾝ
3899 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 蔵ノ石 ｸﾗﾉｲｼ
3919 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 黒磯 ｸﾛｲｿ
3883 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 川瀧 ｺｳﾀｷ
3870 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 高知屋敷 ｺｳﾁﾔｼｷ
3920 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 小渕瀬 ｺﾌﾞﾁﾉｾ
3958 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ゴマ尻 ｺﾞﾏｼﾞﾘ
3917 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 小吉野 ｺﾖｼﾉ
3868 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ サカリ野 ｻｶﾞﾘﾉ
3871 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ サコ代 ｻｺﾀﾞｲ
3918 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 猿頭 ｻﾙｶﾞｼﾗ
3913 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ シデ原 ｼﾃﾞﾊﾗ
3890 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 下モ赤木 ｼﾓｱｶｷﾞ
3884 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 下モ古味 ｼﾓｺﾞﾐ
3914 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 下シデ原 ｼﾓｼﾃﾞﾊﾗ
3863 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 下モ総尾 ｼﾓｿﾞｵ
3867 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 下モツヱ ｼﾓﾂｴ
3944 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 下モ中屋 ｼﾓﾅｶﾔ
3921 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 下モ野地 ｼﾓﾉｼﾞ
3908 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 下モヤロク ｼﾓﾔﾛｸ
3947 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ シルサコ ｼﾙｻｺ
3869 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 城山 ｼﾛﾔﾏ
3951 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 甚加岩 ｼﾞﾝｶﾞｲﾜ
3967 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 大方 ﾀﾞｲﾎｳ
3926 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 立石 ﾀﾃｲｼ
3960 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ タハノ畝 ﾀﾊﾉｾ
3965 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ タ比ノ口 ﾀﾋﾞﾉｸﾁ
3878 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 茶園ノ岡 ﾁｬｿﾞﾉﾉｵｶ
3953 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 恒石 ﾂﾈｲｼ
3889 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ツルイ川 ﾂﾙｲｶﾞﾜ
3902 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 天狗谷 ﾃﾝｸﾞﾀﾞﾆ
3976 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 天皇 ﾃﾝﾉｳ
3930 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ト石平 ﾄｲｼﾉﾋﾗ
3880 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
3875 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
3963 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 栃ノ谷 ﾄﾁﾉﾀﾆ
3897 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 轟 ﾄﾄﾞﾛ
3972 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 土俵ノ畝 ﾄﾞﾋｮｳﾉｳﾈ
3925 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ
3872 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 中野 ﾅｶﾉ
3943 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 中焼ノ平 ﾅｶﾔｷﾉﾋﾗ
3879 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 中山 ﾅｶﾔﾏ
3936 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 西立石 ﾆｼﾀﾃｲｼ
3894 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 西ナ田 ﾆｼﾅﾀ
3888 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 西野岡 ﾆｼﾉｵｶ
3912 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 西春ケ野 ﾆｼﾊﾙｶﾞﾉ
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3887 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 西番屋敷 ﾆｼﾊﾞﾝﾔｼｷ
3950 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 奴田 ﾇﾀ
3952 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 奴田平 ﾇﾀﾉﾋﾗ
3962 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 野猪ノ尻 ﾉｲﾉｼﾞﾘ
3862 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 野地 ﾉｼﾞ
3891 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 野添 ﾉｿﾞｴ
3971 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 野竹 ﾉﾀﾞｹ
3942 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 野ベリ ﾉﾍﾞﾘ
3907 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 呑不谷 ﾉﾏｽﾞﾀﾞﾆ
3910 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 春ゲ野 ﾊﾙｶﾞﾉ
3876 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
3905 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 引地 ﾋｷﾁ
3949 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ビシヤコ ﾋﾞｼﾔｺ
3896 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ヒノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
3946 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 船久保尻 ﾌﾅｸﾎﾞｼﾞﾘ
3932 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 古里 ﾌﾙｻﾄ
3956 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 古畑 ﾌﾙﾊﾀ
3934 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 孫作平 ﾏｺﾞｻｸﾀﾞｲﾗ
3915 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 松本 ﾏﾂﾓﾄ
3916 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 松本サコ ﾏﾂﾓﾄｻｺ
3939 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 狸穴 ﾏﾐｱﾅ
3957 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 三ツ釜 ﾐﾂｶﾞﾏ
3901 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 宮之上 ﾐﾔﾉｳｴ
3900 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
3874 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 妙道 ﾐｮｳﾄﾞｳ
3895 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ メヲト岩 ﾒｵﾄｲﾜ
3940 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 森焼佐古 ﾓﾘﾔｹｻﾞｺ
3922 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 休場 ﾔｽﾊﾞ
3924 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 休場ノ畝 ﾔｽﾊﾞﾉｳﾈ
3959 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 柳加本 ﾔﾅｶﾞﾓﾄ
3898 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ ヤロク ﾔﾛｸ
3903 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 横尾 ﾖｺｵ
3928 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 吉ノ谷 ﾖｼﾉﾀﾞﾆ
3923 204 香北町根須 ｶﾎｸﾁｮｳﾈｽﾞ 渡瀬 ﾜﾀｾﾞ
4036 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 赤坂 ｱｶｻｶ
4038 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 赤坂山 ｱｶｻｶﾔﾏ
4082 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 荒田 ｱﾚﾀ
4086 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 池ノ谷大佐古 ｲｹﾉﾀﾆｵｵｻｺ
4060 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 池ノ谷瀧ノ上 ｲｹﾉﾀﾆﾀｷﾉｳｴ
3982 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
4039 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 壱ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ
4014 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
4083 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 命谷姓本 ｲﾉﾁﾀﾞﾆｾｲﾓﾄ
4114 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 命谷中ノ丸 ｲﾉﾁﾀﾞﾆﾅｶﾉﾏﾙ
4113 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 命谷西ノ丸 ｲﾉﾁﾀﾞﾆﾆｼﾉﾏﾙ
4073 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 命谷日浦 ｲﾉﾁﾀﾞﾆﾋｳﾗ
4115 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 命谷東ノ丸 ｲﾉﾁﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾉﾏﾙ
4116 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 命谷南ノキレ ｲﾉﾁﾀﾞﾆﾐﾅﾐﾉｷﾚ
4074 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 命南谷 ｲﾉﾁﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
4103 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 岩クロ ｲﾜｸﾛ
4102 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 岩クロ谷 ｲﾜｸﾛﾀﾞﾆ
4087 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 扇佐古 ｵｵｷﾞｻｺ
4099 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 大シダガ畝 ｵｵｼﾀﾞｶﾞｳﾈ
4037 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
3989 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 沖野々 ｵｷﾉﾉ
3994 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
3988 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 尾崎 ｵｻｷ
4100 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ヲスエキ ｵｽｴｷ
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4005 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 尾知田 ｵﾁﾀﾞ
4040 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ヲドロイシ ｵﾄﾞﾛｲｼ
4024 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 生産谷 ｵﾌﾞﾔﾀﾞﾆ
4026 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 生産谷姓本 ｵﾌﾞﾔﾀﾞﾆｾｲﾓﾄ
4108 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ カシガヤスバ ｶｼｶﾞﾔｽﾊﾞ
3996 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 門 ｶﾄﾞ
3998 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 門石 ｶﾄﾞｲｼ
3983 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ カミ井グチ ｶﾐｲｸﾞﾁ
4004 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 上ノ川 ｶﾐﾉｶﾜ
4091 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 上ノ川姓本 ｶﾐﾉｶﾜｾｲﾓﾄ
4092 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 上ノ川西ノ平 ｶﾐﾉｶﾜﾆｼﾉﾋﾗ
3997 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 栖谷 ｶﾗﾀﾆ
4023 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 願常寺 ｶﾞﾝｼﾞﾖｳｼﾞ
4109 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ガンマロ谷 ｶﾞﾝﾏﾛﾀﾞﾆ
4044 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ガンマロ山 ｶﾞﾝﾏﾛﾔﾏ
4029 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 喜右衛門ツルイ ｷｳｴﾓﾝﾂﾙｲ
4042 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 祇園北 ｷﾞｵﾝｷﾀ
4043 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 祇園ケ畝 ｷﾞｵﾝﾉｳﾈ
4098 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 北大シダガ畝 ｷﾀｵｵｼﾀﾞｶﾞｳﾈ
4051 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 北平羅岩 ｷﾀﾋﾗｲﾜ
4010 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 北村ノ丁 ｷﾀﾑﾗﾉﾁﾖｳ
3990 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 北屋敷 ｷﾀﾔｼｷ
4078 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 楠ケ畝 ｸｽｶﾞｳﾈ
4075 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 楠ケサコ ｸｽｶﾞｻｺ
4079 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 楠ケ佐古東姓本 ｸｽｶﾞｻｺﾋｶﾞｼｾｲﾓﾄ
4057 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ グドヲジ谷 ｸﾞﾄﾞｵｼﾞﾀﾞﾆ
3985 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 小谷 ｺﾀﾞﾆ
4094 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 小谷畝 ｺﾀﾞﾆｶﾞｳﾈ
4096 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 小谷姓本 ｺﾀﾞﾆｾｲﾓﾄ
4097 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 小谷南平 ｺﾀﾞﾆﾐﾅﾐﾋﾗ
4000 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
4008 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ コツモ ｺﾂﾓ
4088 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ コヤガナロ ｺﾔｶﾞﾅﾛ
4032 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ サイ原谷 ｻｲﾊﾞﾗﾀﾞﾆ
4076 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ サカイガ畝 ｻｶｲｶﾞｳﾈ
4077 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ サカイガ谷姓本 ｻｶｲｶﾞﾀﾞﾆｾｲﾓﾄ
4022 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 坂本西ノ丸 ｻｶﾓﾄﾆｼﾉﾏﾙ
4018 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 坂本東ノ丸 ｻｶﾓﾄﾋｶﾞｼﾉﾏﾙ
4095 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 三宝畝 ｻﾝﾎﾞｳｳﾈ
4028 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 椎ノ本 ｼｲﾉﾓﾄ
4035 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 下モ山 ｼﾓﾔﾏ
4061 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 庄平瀧 ｼﾖｳﾍｲﾀﾞｷ
4009 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 城コツモ ｼﾛｺﾂﾓ
4106 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ スズカサコ ｽｽﾞｶｻｺ
4107 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ゼノウシカゲ ｾﾞﾉｳｼｶｹﾞ
3984 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 立石 ﾀﾃｲｼ
4017 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 寺ノ丸 ﾃﾗﾉﾏﾙ
3991 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 土居 ﾄﾞｲ
4027 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ドヲガマ ﾄﾞｵｶﾞﾏ
4012 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ドヲサコ ﾄﾞｵｻｺ
4068 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ トビワタリ ﾄﾋﾞﾜﾀﾘ
4006 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 鳥居ノ元 ﾄﾘｲﾉﾓﾄ
4045 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 鳥越山 ﾄﾘｺﾞｴﾔﾏ
4081 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 中イノチ谷 ﾅｶｲﾉﾁﾀﾞﾆ
4025 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 中生産谷 ﾅｶｵﾌﾞﾔﾀﾞﾆ
4001 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 中ノ町 ﾅｶﾉﾁﾖｳ
4093 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ナロ道 ﾅﾛﾐﾁ
4007 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 仁井田 ﾆｲﾀﾞ
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4062 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西池ノ谷 ﾆｼｲｹﾉﾀﾆ
4104 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西岩姓本 ﾆｼｲﾜｾｲﾓﾄ
4020 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西ケ沖 ﾆｼｶﾞｵｷ
4021 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西ガキ ﾆｼｶﾞｷ
4033 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西カサキ高タビ ﾆｼｶｻｷﾀｶﾀﾋﾞ
4046 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西黒岩佐古 ﾆｼｸﾛｲﾜｻｺ
4080 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西ゼノウジ ﾆｼｾﾞﾉｳｼﾞ
4034 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西高タビ ﾆｼﾀｶﾀﾋﾞ
4050 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西谷山 ﾆｼﾀﾆﾔﾏ
4013 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 西ノ町 ﾆｼﾉﾁﾖｳ
3986 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ヌクモリ ﾇｸﾓﾘ
4067 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 猫ノ谷 ﾈｺﾉﾀﾆ
4089 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 猫ノ谷姓本 ﾈｺﾉﾀﾆｾｲﾓﾄ
4053 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ノドノ岩 ﾉﾄﾞﾉｲﾜ
4011 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 野中 ﾉﾅｶ
3981 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 登立 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ
3987 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 橋床 ﾊｼﾄｺ
4048 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 東黒岩佐古 ﾋｶﾞｼｸﾛｲﾜｻｺ
4105 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 東ゼノウジ ﾋｶﾞｼｾﾞﾉｳｼﾞ
4066 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
4065 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 東谷畝 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆｳﾈ
4015 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 東谷口 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆｸﾞﾁ
3993 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 東寺 ﾋｶﾞｼﾃﾞﾗ
3995 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 東ノ町 ﾋｶﾞｼﾉﾁﾖｳ
3992 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
4003 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 比砂門堂 ﾋﾞｼﾔﾓﾝﾄﾞｳ
4059 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 平山 ﾋﾗﾔﾏ
4101 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 吹抜 ﾌｷﾇｷ
3980 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 藤ガナロ ﾌｼﾞｶﾞﾅﾛ
4058 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 藤山 ﾌｼﾞﾔﾏ
4031 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ フタマタ ﾌﾀﾏﾀ
4064 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
4069 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 堀田ケ畝 ﾎﾘﾀｶﾞｳﾈ
4055 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ マガリ ﾏｶﾞﾘ
4054 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ マガリ山 ﾏｶﾞﾘﾔﾏ
4071 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 松取場 ﾏﾂﾄﾘﾊﾞ
4084 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
4085 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ミコガ畝 ﾐｺｶﾞｳﾈ
4047 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 南黒岩佐古 ﾐﾅﾐｸﾛｲﾜｻｺ
4052 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 南平羅岩 ﾐﾅﾐﾋﾗｲﾜ
4090 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ミヤマガクビ ﾐﾔﾏｶﾞｸﾋﾞ
4016 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ヤカタガ畝 ﾔｶﾞﾀｶﾞｳﾈ
4019 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 柳沢 ﾔﾅｷﾞｻﾜ
4002 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 山根 ﾔﾏﾈ
4117 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾆ
4063 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 横畝 ﾖｺｳﾈ
4056 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 横谷口 ﾖｺﾀﾞﾆｸﾞﾁ
4041 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ ヨコノリカゲ ﾖｺﾉﾘｶｹﾞ
3999 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 横枕 ﾖｺﾏｸﾗ
3979 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 吉野谷 ﾖｼﾉﾀﾞﾆ
4110 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 蓮花北谷 ﾚﾝｹﾞｷﾀﾀﾞﾆ
4070 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 連花谷 ﾚﾝｹﾞﾀﾞﾆ
4072 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 連花谷姓本 ﾚﾝｹﾞﾀﾞﾆｾｲﾓﾄ
4111 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 蓮花中谷 ﾚﾝｹﾞﾅｶﾀﾞﾆ
4112 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 蓮花南谷 ﾚﾝｹﾞﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
4030 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 和田ノ向 ﾜﾀﾞﾉﾑｶｲ
4049 205 香北町吉野 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｼﾉ 和田ノ向イ山 ﾜﾀﾞﾉﾑｶｲﾔﾏ
4153 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ アリノキ瀬 ｱﾘﾉｷｾ
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4173 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ イササキ谷 ｲｻｻｷﾀﾞﾆ
4187 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上エ穴ノ久保 ｳｴｱﾅﾉｸﾎﾞ
4128 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上エ岡田 ｳｴｵｶﾀﾞ
4146 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上エ北カサコ ｳｴｷﾀｶﾞｻｺ
4178 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上エ新屋 ｳｴｼﾝﾔ
4163 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上松トリバ ｳｴﾏﾂﾄﾘﾊﾞ
4175 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上エ丸山 ｳｴﾏﾙﾔﾏ
4159 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 牛ツナギ場 ｳｼﾂﾅｷﾞﾊﾞ
4180 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 大サコ ｵｵｻｺ
4185 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 大常谷 ｵｵｼﾞﾖｳﾀﾞﾆ
4168 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 小川井口 ｵｶﾞﾜﾕｸﾞﾁ
4162 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 奥ホリ田 ｵｸﾎﾘﾀ
4165 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 奥山ノ神 ｵｸﾔﾏﾉｶﾐ
4184 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上ミクレ石 ｶﾐｸﾚｲｼ
4171 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上鹿野々 ｶﾐｼｶﾉﾉ
4155 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 上ミ檜ノ畝 ｶﾐﾋﾉｷｶﾞｳﾈ
4131 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 川瀧 ｶﾜﾀｷ
4121 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 北野畑 ｷﾀﾉﾊﾀ
4143 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 北横谷 ｷﾀﾖｺﾀﾞﾆ
4164 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 楠ノ木佐古 ｸｽﾉｷｻﾞｺ
4170 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 九代分 ｸﾀﾞｲﾌﾞﾝ
4188 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ
4149 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 鹿野ノ井口 ｼｶﾉﾉﾕｸﾞﾁ
4176 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下タ穴ノ久保 ｼﾀｱﾅﾉｸﾎﾞ
4129 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下タ岡田 ｼﾀｵｶﾀﾞ
4144 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下タ北カサコ ｼﾀｷﾀｶｻｺ
4181 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下タ新屋 ｼﾀｼﾝﾔ
4158 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下タ松トリバ ｼﾀﾏﾂﾄﾘﾊﾞ
4174 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下タ丸山 ｼﾀﾏﾙﾔﾏ
4167 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下タ山ノ神 ｼﾀﾔﾏﾉｶﾐ
4136 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ シノベウ子 ｼﾉﾍﾞｳﾈ
4182 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下モクレ石 ｼﾓｸﾚｲｼ
4152 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下モ鹿野 ｼﾓｼｶﾉ
4154 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 下モ檜ノ畝 ｼﾓﾋﾉｷｶﾞｳﾈ
4119 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 拾弐石 ｼﾞﾕｳﾆｺｸ
4133 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 常石 ﾂﾈｲｼ
4124 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ ドヲノ本 ﾄﾞｵﾉﾓﾄ
4139 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ ドヲメキ ﾄﾞｵﾒｷ
4134 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ トノバタケ ﾄﾉﾊﾞﾀｹ
4189 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 仲畝 ﾅｶｳﾈ
4145 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 仲北カサコ ﾅｶｷﾀｶﾞｻｺ
4183 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 仲クレ石 ﾅｶｸﾚｲｼ
4179 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 仲新屋 ﾅｶｼﾝﾔ
4161 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 仲桧ガ畝 ﾅｶﾋﾉｷｶﾞｳﾈ
4166 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 仲山ノ神 ﾅｶﾔﾏﾉｶﾐ
4147 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 西浦 ﾆｼｳﾗ
4118 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
4125 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 西野地ノ浦 ﾆｼﾉｼﾞﾉｳﾗ
4120 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 西野畑 ﾆｼﾉﾊﾀ
4135 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ ヌタ平 ﾇﾀﾀﾞｲﾗ
4141 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ ノトノ岩 ﾉﾄﾉｲﾜ
4123 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ ハシトコ ﾊｼﾄｺ
4127 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 東久保 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ
4126 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 東野地ノ浦 ﾋｶﾞｼﾉｼﾞﾉｳﾗ
4122 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 東野畑 ﾋｶﾞｼﾉﾊﾀ
4138 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 平ラ岩 ﾋﾗｲﾜ
4132 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 分木 ﾌﾞﾝｷﾞ
4156 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ ホカイナロ上段北 ﾎｶｲﾅﾛｳﾜﾀﾞﾝｷﾀ
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4157 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ ホカイナロ上段南 ﾎｶｲﾅﾛｳﾜﾀﾞﾝﾐﾅﾐ
4169 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ ホカイナロ下段 ﾎｶｲﾅﾛｼﾀﾀﾞﾝ
4160 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 堀田モザカ谷 ﾎﾘﾀﾓｻﾞｶﾀﾞﾆ
4137 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 前山 ﾏｴﾔﾏ
4172 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 丸石 ﾏﾙｲｼ
4150 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 南横谷 ﾐﾅﾐﾖｺﾀﾞﾆ
4130 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 宮前 ﾐﾔﾏｴ
4140 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 本根 ﾓﾄﾈ
4186 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 山犬岩 ﾔﾏｲﾇｲﾜ
4177 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 横イソ ﾖｺｲｿ
4151 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 横谷上ノ屋敷 ﾖｺﾀﾞﾆｳｴｶﾞﾔｼｷ
4148 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 横谷ウシロ山 ﾖｺﾀﾞﾆｳｼﾛﾔﾏ
4142 206 香北町小川 ｶﾎｸﾁｮｳｵｶﾞﾜ 横谷口 ﾖｺﾀﾞﾆｸﾞﾁ
4493 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 相谷 ｱｲﾀﾆ
4324 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 相奈路 ｱｲﾅﾛ
4231 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ アヲギ ｱｵｷﾞ
4365 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 赤松 ｱｶﾏﾂ
4451 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ アサビガタア ｱｻﾋﾞｶﾞﾀｱ
4535 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ アツカリ ｱﾂｶﾘ
4290 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ アナノ本 ｱﾅﾉﾓﾄ
4315 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ アハカセ ｱﾊｶｾ
4333 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ アベツトヲ ｱﾍﾞﾂﾄｵ
4520 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 雨ケ城 ｱﾒｶﾞｼﾛ
4235 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 池ケ渕 ｲｹｶﾞﾌﾁ
4390 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
4389 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 池ノ谷奥 ｲｹﾉﾀﾆｵｸ
4376 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 石ケ本 ｲｼｹﾞﾓﾄ
4271 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 石ノ本 ｲｼﾉﾓﾄ
4329 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 磯谷 ｲｿﾀﾆ
4253 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 一和尚 ｲﾁﾜｾ
4346 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 岩ガ佐古 ｲﾜｶﾞｻｺ
4336 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 植竹 ｳｴﾀｹ
4246 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 丑垣 ｳｼｶﾞｷ
4405 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 牛鋤 ｳｼｽﾞｷ
4299 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
4514 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 姥ケ谷 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
4321 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上ハ奈路 ｳﾊﾅﾛ
4205 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 馬ガ谷 ｳﾏｶﾞﾀﾆ
4203 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 馬ガ谷口 ｳﾏｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
4273 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 梅カ本 ｳﾒｶﾞﾓﾄ
4400 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 梅ノ木ナロ ｳﾒﾉｷﾅﾛ
4255 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ウルシサコ ｳﾙｼｻｺ
4283 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヱノキ ｴﾉｷ
4278 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヱノキ口 ｴﾉｷｸﾁ
4199 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ エノキサコ ｴﾉｷｻｺ
4282 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 榎ノ奥 ｴﾉｷﾉｵｸ
4279 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヱノキノムカイ ｴﾉｷﾉﾑｶｲ
4420 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 榎木日浦 ｴﾉｷﾋｳﾗ
4262 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヱノキヤシキ ｴﾉｷﾔｼｷ
4270 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヲイマアシ ｵｲﾏｱｼ
4312 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大ウエ ｵｵｳｴ
4210 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大坂谷 ｵｵｻｶﾀﾞﾆ
4406 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大佐古 ｵｵｻｺ
4304 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大ゼト ｵｵｾﾞﾄ
4450 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大千枚 ｵｵｾﾝﾏｲ
4368 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大子キ ｵｵﾈｷ
4437 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大子キ山 ｵｵﾈｷﾔﾏ
4257 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大ヒラ ｵｵﾋﾗ
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4371 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大平 ｵｵﾋﾗ
4486 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 大平 ｵｵﾋﾗ
4307 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 岡田 ｵｶﾀﾞ
4412 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 岡田 ｵｶﾀﾞ
4413 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 岡田奥 ｵｶﾀﾞｵｸ
4240 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 岡村ヤシキ ｵｶﾑﾗﾔｼｷ
4425 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
4466 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 奥エンメヤウ ｵｸｴﾝﾒﾔｳ
4215 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 奥上竹 ｵｸｶﾐﾀﾞｹ
4218 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 奥シタガ谷 ｵｸｼﾀｶﾞﾀﾆ
4265 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 奥竹谷 ｵｸﾀｹﾀﾞﾆ
4459 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 奥中谷 ｵｸﾅｶﾀﾞﾆ
4226 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヲソブチ ｵｿﾌﾞﾁ
4393 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 落合 ｵﾁｱｲ
4544 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カイデガサコ ｶｲﾃﾞｶﾞｻｺ
4294 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カキカサコ ｶｷｶｻｺ
4497 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 柿ケ谷 ｶｷｶﾞﾀﾆ
4519 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 鍵野 ｶｷﾞﾉ
4280 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カキノキサコ ｶｷﾉｷｻｺ
4480 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 柿ノ平 ｶｷﾉﾋﾗ
4248 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カゲ ｶｹﾞ
4341 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 影古味 ｶｹﾞｺﾞﾐ
4254 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カケ芝 ｶｹｼﾊﾞ
4250 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カケ下モトトロ ｶｹｼﾓﾄﾄﾛ
4234 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カゲ辻 ｶｹﾞﾂｼﾞ
4513 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 影ノ内 ｶｹﾞﾉｳﾁ
4233 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カケノドイ ｶｹﾉﾄﾞｲ
4352 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 影ノ平 ｶｹﾞﾉﾋﾗ
4479 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 影平 ｶｹﾞﾋﾗ
4249 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カケヤシキ ｶｹﾔｼｷ
4478 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 影屋式 ｶｹﾞﾔｼｷ
4538 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カゲヤマ ｶｹﾞﾔﾏ
4468 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カシエンメヤウ ｶｼｴﾝﾒﾔｳ
4484 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 樫ガサコ ｶｼｶﾞｻｺ
4370 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 樫ガ休場 ｶｼｶﾞﾔｽﾊﾞ
4245 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カチツクリ ｶﾁﾂｸﾘ
4539 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カヂフ ｶﾁﾞﾌ
4256 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カツラ ｶﾂﾗ
4475 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 桂ノサコ ｶﾂﾗﾉｻｺ
4526 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 門ガ渕 ｶﾄﾞｶﾞﾌﾞﾁ
4491 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 竈土 ｶﾏﾂﾁ
4261 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カマフチ ｶﾏﾌﾁ
4395 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カミアリガタア ｶﾐｱﾘｶﾞﾀｱ
4456 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上ミエノ木 ｶﾐｴﾉｷ
4401 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上ミヲモサコ ｶﾐｵﾓｻｺ
4349 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上ミ久保川 ｶﾐｸﾎﾞｶﾜ
4323 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上ミ倉谷 ｶﾐｸﾗﾀﾆ
4317 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上ミ胡麻尻 ｶﾐｺﾞﾏｼﾞﾘ
4340 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上ミコミ ｶﾐｺﾐ
4214 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上竹 ｶﾐﾀｹ
4213 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上竹口 ｶﾐﾀｹｸﾞﾁ
4241 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上ミトトロ ｶﾐﾄﾄﾛ
4545 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 神ノ奥 ｶﾐﾉｵｸ
4488 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 上本谷 ｶﾐﾓﾄﾀﾞﾆ
4326 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 神横 ｶﾐﾖｺ
4331 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カラ佐古 ｶﾗｻｺ
4252 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カラスカナロ ｶﾗｽｶﾅﾛ
4303 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
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4330 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
4500 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 枯楠 ｶﾚｸｽ
4212 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カンハガサコ ｶﾝﾊｶﾞｻｺ
4553 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ガンバガサコ ｶﾞﾝﾊﾞｶﾞｻｺ
4470 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カンバガヒラ ｶﾝﾊﾞｶﾞﾋﾗ
4392 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カンバサコ ｶﾝﾊﾞｻｺ
4487 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ カンバサコ ｶﾝﾊﾞｻｺ
4442 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ キジガヤブ ｷｼﾞｶﾞﾔﾌﾞ
4464 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 北浦 ｷﾀｳﾗ
4293 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ キタカサコ ｷﾀｶｻｺ
4374 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 北佐古 ｷﾀｻｺ
4509 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 北ザコ ｷﾀｻﾞｺ
4467 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 北トヲモチ ｷﾀﾄｵﾓﾁ
4417 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 桐佐古 ｷﾘｻｺ
4517 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 切ヌキ ｷﾘﾇｷ
4332 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 桐ノ平 ｷﾘﾉﾋﾗ
4460 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 草キウ ｸｻｷｳ
4380 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 楠ガ佐古 ｸｽｶﾞｻｺ
4507 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 楠ガ佐古 ｸｽｶﾞｻｺ
4444 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 楠ガ平ラ ｸｽｶﾞﾋﾗ
4316 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 楠ケ平 ｸｽﾉｷｶﾞﾋﾗ
4430 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 久保屋鋪 ｸﾎﾞﾔｼｷ
4481 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 久保渡瀬 ｸﾎﾞﾜﾀｾ
4457 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 熊紐 ｸﾏｶｾ
4369 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 栗ノ本 ｸﾘﾉﾓﾄ
4458 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 黒右衛門瀧 ｸﾛｳｴﾓﾝﾀﾞｷ
4402 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 黒見ノ向イ ｸﾛﾐﾉﾑｶｲ
4377 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 黒見屋敷 ｸﾛﾐﾔｼｷ
4391 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 桑ノ佐古 ｸﾜﾉｻｺ
4414 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 桑ノサコ ｸﾜﾉｻｺ
4202 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ クワノ本 ｸﾜﾉﾓﾄ
4476 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ケサガサコ ｹｻｶﾞｻｺ
4494 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 小アイナ ｺｱｲﾅ
4424 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 香瀧 ｺｳﾀｷ
4440 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ コウナロ ｺｳﾅﾛ
4207 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 小坂谷 ｺｻｶﾀﾞﾆ
4206 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 小坂谷口 ｺｻｶﾀﾆｸﾞﾁ
4209 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 小坂谷清本 ｺｻｶﾀﾞﾆｾｲﾓﾄ
4536 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 小ザコ ｺｻﾞｺ
4528 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ コヤカナロ ｺﾔｶﾅﾛ
4384 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 木屋ガナロ ｺﾔｶﾞﾅﾛ
4385 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ コヤノ奥 ｺﾔﾉｵｸ
4286 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 小ヤブ谷 ｺﾔﾌﾞﾀﾞﾆ
4472 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ゴンボウジリ ｺﾞﾝﾎﾞｳｼﾞﾘ
4272 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ サカイ ｻｶｲ
4220 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ サカイカサコ ｻｶｲｶｻｺ
4434 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 佐古ノ奥 ｻｺﾉｵｸ
4428 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 佐古屋敷 ｻｺﾔｼｷ
4433 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 佐古屋敷 ｻｺﾔｼｷ
4524 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 笹ガ畝 ｻｻｶﾞｳﾈ
4339 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 笹ケナロ ｻｻｶﾞﾅﾛ
4298 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 笹山 ｻｻﾔﾏ
4308 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ サシキ ｻｼｷ
4548 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ サタケノ上ヘ ｻﾀｹﾉｳﾍ
4415 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 椎ノ本屋敷 ｼｲﾉﾓﾄﾔｼｷ
4224 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シゲガ谷口 ｼｹﾞｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
4195 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 地蔵谷 ｼﾞｿﾞｳﾀﾞﾆ
4522 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シタガサコ ｼﾀｶﾞｻｺ
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4217 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シタガ谷 ｼﾀｶﾞﾀﾆ
4216 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シタガ谷口 ｼﾀｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
4518 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シタ切リ ｼﾀｷﾘ
4422 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 七代地 ｼﾁﾀﾞｲﾁ
4269 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シデノ本 ｼﾃﾞﾉﾓﾄ
4284 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シバ ｼﾊﾞ
4222 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 四分一 ｼﾌﾞｲﾁ
4223 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 四分一口 ｼﾌﾞｲﾁｸﾞﾁ
4398 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モアリガタア ｼﾓｱﾘｶﾞﾀｱ
4453 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モエノ木 ｼﾓｴﾉｷ
4469 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下エンメヤウ ｼﾓｴﾝﾒﾔｳ
4540 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モヲカ ｼﾓｵｶ
4344 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モ久保川 ｼﾓｸﾎﾞｶﾜ
4318 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モ胡麻尻 ｼﾓｺﾞﾏｼﾞﾘ
4441 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モサコ ｼﾓｻｺ
4443 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モサ古出口 ｼﾓｻｺﾃﾞｸﾞﾁ
4337 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モスズレ ｼﾓｽｽﾞﾚ
4239 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モトトロ ｼﾓﾄﾄﾛ
4322 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下モ流田 ｼﾓﾅｶﾞﾚﾀ
4533 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下日裏込 ｼﾓﾋｳﾗｺﾐ
4551 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下フヂカヅラ ｼﾓﾌｼﾞｶﾂﾞﾗ
4338 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下向 ｼﾓﾑｶｲ
4490 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下本谷 ｼﾓﾓﾄﾀﾞﾆ
4525 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 下本野 ｼﾓﾓﾄﾉ
4399 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 楸カタア ｼｭｳｶﾀｱ
4455 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 十代 ｼﾞｭｳﾀﾞｲ
4474 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 珠数サコ ｼﾞｭｼﾞｭｶﾞｻｺ
4499 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 庄三屋舗 ｼﾖｳｻﾞﾔｼｷ
4243 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 状ノ平 ｼﾞﾖﾉﾋﾗ
4277 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シル谷 ｼﾙﾀﾆ
4276 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シル谷奥 ｼﾙﾀﾆｵｸ
4508 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ シレイガ谷 ｼﾚｲｶﾞﾀﾆ
4301 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 新堀 ｼﾝﾎﾞﾘ
4357 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 新屋 ｼﾝﾔ
4274 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ
4335 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ スズレ ｽｽﾞﾚ
4529 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ スベリ石 ｽﾍﾞﾘｲｼ
4305 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 炭カマ谷 ｽﾐｶﾞﾏﾀﾞﾆ
4426 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 瀬戸ガ岡 ｾﾄｶﾞｵｶ
4427 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 瀬戸ガ谷 ｾﾄｶﾞﾀﾆ
4498 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 世土ガ谷 ｾﾄｶﾞﾀﾆ
4449 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 千枚谷 ｾﾝﾏｲﾀﾞﾆ
4447 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 千枚ノ佐古 ｾﾝﾏｲﾉｻｺ
4353 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 善妙寺 ｾﾞﾝﾐｮｳｼﾞ
4361 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 善妙寺屋敷 ｾﾞﾝﾐｮｳｼﾞﾔｼｷ
4259 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ タカアセ ﾀｶｱｾ
4492 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 高石掛 ﾀｶｲｼｶｹ
4429 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 高岩 ﾀｶｲﾜ
4419 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 高野 ﾀｶﾉ
4439 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 高野影 ﾀｶﾉｶｹﾞ
4192 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 瀧下タ ﾀｷｼﾀ
4193 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 瀧下タノ西路 ﾀｷｼﾀﾉﾆｼｼﾞ
4411 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 瀧ノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
4289 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ タキワキ ﾀｷﾜｷ
4495 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 竹谷 ﾀｹﾀﾞﾆ
4421 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 竹ノ畝 ﾀｹﾉｾ
4266 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 竹ノ谷下モ ﾀｹﾉﾀﾆｼﾓ
4423 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ
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4351 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 谷ノ畝 ﾀﾆﾉｾ
4388 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ タビガサコ ﾀﾋﾞｶﾞｻｺ
4381 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ タビノ上ヘ ﾀﾋﾞﾉｳﾍ
4485 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ チウチ屋舗 ﾁｳﾁﾔｼｷ
4285 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ チカヤ ﾁｶﾔ
4473 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヂクノ木 ﾁﾞｸﾉｷ
4237 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ツカノハナ ﾂｶﾉﾊﾅ
4416 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 椿ケ本 ﾂﾊﾞｷｶﾞﾓﾄ
4363 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 坪ノ屋敷 ﾂﾎﾞﾉﾔｼｷ
4503 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ツルイカ谷 ﾂﾙｲｶﾀﾆ
4221 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ツルイガ谷 ﾂﾙｲｶﾞﾀﾆ
4230 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ テロチ ﾃﾛﾁ
4197 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
4347 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 堂ガ奈路 ﾄﾞｳｶﾞﾅﾛ
4356 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ トウノス ﾄｳﾉｽ
4310 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ トクヒサ ﾄｸﾋｻ
4311 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ トクヒサ谷 ﾄｸﾋｻﾀﾞﾆ
4436 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 土久保 ﾄﾞｸﾎﾞ
4251 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ トトログチ ﾄﾄﾛｸﾞﾁ
4477 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 鳶鷹石 ﾄﾋﾞﾀｶｲｼ
4232 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
4541 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 直ヒラ ﾅｵﾋﾗ
4387 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中畝 ﾅｶｳﾈ
4247 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
4394 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ
4501 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
4515 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
4537 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
4448 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中千枚 ﾅｶｾﾝﾏｲ
4462 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中谷 ﾅｶﾀﾞﾆ
4511 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中谷山 ﾅｶﾀﾞﾆﾔﾏ
4489 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中西 ﾅｶﾆｼ
4360 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中ノ佐古 ﾅｶﾉｻｺ
4319 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中ノ平 ﾅｶﾉﾋﾗ
4510 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中ノ平 ﾅｶﾉﾋﾗ
4309 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中ノ前 ﾅｶﾉﾏｴ
4348 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中ノ本 ﾅｶﾉﾓﾄ
4366 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中ノ屋敷 ﾅｶﾉﾔｼｷ
4549 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中屋 ﾅｶﾔ
4196 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
4543 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
4547 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中屋谷 ﾅｶﾔﾀﾞﾆ
4275 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 中山 ﾅｶﾔﾏ
4211 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 流田 ﾅｶﾞﾚﾀ
4378 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 鍋神 ﾅﾍﾞｶﾞﾐ
4379 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 鍋神ノ峠 ﾅﾍﾞｶﾞﾐﾉﾄｳｹﾞ
4530 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ナラ田 ﾅﾗﾀ
4364 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ニイヤ ﾆｲﾔ
4204 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西馬ガ谷口 ﾆｼｳﾏｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
4264 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西大平 ﾆｼｵｵﾋﾗ
4296 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西栗ノ木 ﾆｼｸﾘﾉｷ
4287 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西栗ノ木ノ向 ﾆｼｸﾘﾉｷﾉﾑｶｲ
4355 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西ダヒラ ﾆｼﾀﾞﾋﾗ
4292 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ
4198 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西ノ畝 ﾆｼﾉｾ
4194 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
4342 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西ノ平 ﾆｼﾉﾋﾗ
4431 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
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4372 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 根木 ﾈｷﾞ
4373 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 根木谷 ﾈｷﾞﾀﾞﾆ
4438 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 子ヂレ ﾈｼﾞﾚ
4228 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 野地 ﾉｼﾞ
4225 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ノヂ山 ﾉｼﾞﾔﾏ
4546 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ノダケ ﾉﾀﾞｹ
4242 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ノホリ ﾉﾎﾘ
4461 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 幟立 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ
4313 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ バガ石 ﾊﾞｶﾞｲｼ
4190 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 萩ノ平 ﾊｷﾞﾉﾋﾗ
4512 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ハチガ石 ﾊﾁｶﾞｲｼ
4542 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 八升子キ ﾊｯｼｮｳﾈｷ
4359 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 日裏 ﾋｳﾗ
4532 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 日裏込 ﾋｳﾗｺﾐ
4362 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 日裏坂 ﾋｳﾗｻﾞｶ
4238 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 日裏瀧 ﾋｳﾗﾀﾞｷ
4297 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 東栗ノ木 ﾋｶﾞｼｸﾘﾉｷ
4229 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
4343 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 東ノ平 ﾋｶﾞｼﾉﾋﾗ
4219 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 東丸山 ﾋｶｼﾞﾏﾙﾔﾏ
4263 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヒカリ石 ﾋｶﾘｲｼ
4418 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 光岩 ﾋｶﾘｲﾜ
4523 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 平瀬山 ﾋﾗｾﾔﾏ
4435 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 平土久保 ﾋﾗﾄﾞｸﾎﾞ
4432 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 平ラ屋敷 ﾋﾗﾔｼｷ
4521 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヒリウノ瀬 ﾋﾘｳﾉｾ
4552 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ フヂカヅラグチ ﾌｼﾞｶﾂﾞﾗｸﾞﾁ
4550 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ フヂカヅラ ﾌﾁﾞｶﾂﾞﾗ
4295 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ フヂカナロ ﾌﾁﾞｶﾅﾛ
4502 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ブヤガサコ ﾌﾞﾔｶﾞｻｺ
4465 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 古宮畝 ﾌﾙﾐﾔｾ
4367 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 古屋地 ﾌﾙﾔｼﾞ
4267 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ フルヤヂ ﾌﾙﾔﾁﾞ
4320 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 平家ガ森 ﾍｲｹｶﾞﾓﾘ
4534 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ホトケガウ子 ﾎﾄｹｶﾞｳﾈ
4291 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
4328 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 本田 ﾎﾝﾃﾞﾝ
4409 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 本モサコ ﾎﾝﾓｻｺ
4268 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ マカリ谷 ﾏｶﾘﾀﾞﾆ
4505 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 又谷 ﾏﾀﾀﾞﾆ
4506 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 松ガ平 ﾏﾂｶﾞﾋﾗ
4516 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 松サコ ﾏﾂｻｺ
4302 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 松場 ﾏﾂﾊﾞ
4483 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ マト場 ﾏﾄﾊﾞ
4445 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 丸畑ケ ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
4446 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 丸畠ケ ﾏﾙﾊﾞﾀｹ
4200 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
4227 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
4452 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 見懸石 ﾐｶｹﾞｲｼ
4281 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 水出 ﾐｽﾞｲﾃﾞ
4463 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
4325 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 店ノ神 ﾐｾﾉｶﾐ
4201 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 南田 ﾐﾅﾐﾀﾞ
4345 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 宮ガ佐古 ﾐﾔｶﾞｻｺ
4504 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 宮ガ瀧 ﾐﾔｶﾞﾀｷ
4404 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 宮ケ谷 ﾐﾔｶﾞﾀﾆ
4191 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
4403 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 宮ノ首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ



香美市の大字・字の一覧

2016/5/14 79/161 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

4482 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 宮ノ瀧 ﾐﾔﾉﾀｷ
4306 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 女夫岩谷 ﾐﾖﾄｲﾜﾀﾆ
4383 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ムクノ上ヘ ﾑｸﾉｳﾍ
4382 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ムクノ佐古 ﾑｸﾉｻｺ
4396 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ムクノ向イ ﾑｸﾉﾑｶｲ
4397 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ムクノ本 ﾑｸﾉﾓﾄ
4244 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ム子サコ ﾑﾈｻｺ
4358 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 村栗 ﾑﾗｸﾘ
4471 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ モヲカノサコ ﾓｵｶﾉｻｺ
4527 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 本野 ﾓﾄﾉ
4288 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ モミカウチ ﾓﾐｶｳﾁ
4454 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ モミチガタビ ﾓﾐﾁｶﾞﾀﾋﾞ
4496 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 桃サコ ﾓﾓｻｺ
4300 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 桃ノ木橋 ﾓﾓﾉｷﾊﾞｼ
4375 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 守屋ガ佐古 ﾓﾘﾔｶﾞｻｺ
4354 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 休場 ﾔｽﾊﾞ
4258 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 山神ノ平 ﾔﾏｶﾞﾐﾉﾋﾗ
4407 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 山木サコ ﾔﾏｷｻｺ
4408 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 山本 ﾔﾏﾓﾄ
4334 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 井ノ下タ ﾕﾉｼﾀ
4350 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 井流ノ本 ﾕﾙﾉﾓﾄ
4208 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 要平谷 ﾖｳﾍｲﾀﾞﾆ
4327 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 横磯 ﾖｺｲｿ
4386 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 横磯 ﾖｺｲｿ
4236 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 横山 ﾖｺﾔﾏ
4410 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 四ツ辻 ﾖﾂﾂｼﾞ
4314 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ヨロイ谷 ﾖﾛｲﾀﾞﾆ
4260 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ ロンキ谷 ﾛﾝｷﾀﾞﾆ
4531 207 香北町西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼｶﾞﾜ 和久保 ﾜｸﾎﾞ
4577 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 有ノ本 ｱﾘﾉﾓﾄ
4595 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 有光 ｱﾘﾐﾂ
4658 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 岩ガ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾆ
4650 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ウエウシガフ子 ｳｴｳｼｶﾞﾌﾈ
4642 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ウシガツ子 ｳｼｶﾞﾂﾈ
4605 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 畝崎 ｳﾈｻｷ
4636 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ウバガホトコロ ｳﾊﾞｶﾞﾎﾄｺﾛ
4675 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 馬床 ｳﾏﾄﾞｺ
4601 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 馬渡瀬ノ上 ｳﾏﾜﾀｾﾞﾉｳｴ
4616 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 梅ケ畝 ｳﾒｶﾞｳﾈ
4598 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 梅ノナロ ｳﾒﾉﾅﾛ
4592 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ
4613 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ウワスナゴヲ ｳﾜｽﾅｺﾞｵ
4585 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 上ハナロ ｳﾜﾅﾛ
4672 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 大上谷ノ出口 ｵｵｶﾐﾀﾞﾆﾉﾃﾞｸﾞﾁ
4588 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 大前 ｵｵﾏｴ
4566 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 大宮 ｵｵﾐﾔ
4629 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 岡山 ｵｶﾔﾏ
4660 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 奥岩 ｵｸｲﾜ
4663 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
4604 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 尾崎 ｵｻｷ
4612 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ヲニザサ ｵﾆｻﾞｻ
4634 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 柿ガサコ ｶｷｶﾞｻｺ
4668 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ カキツメ ｶｷﾂﾒ
4671 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ カゲノ井グチ ｶｹﾞﾉｲｸﾞﾁ
4615 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ カツラガ谷 ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆ
4686 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 上ミ大ナロ ｶﾐｵｵﾅﾛ
4670 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ カミカキヅメ ｶﾐｶｷﾂﾞﾒ
4607 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 上ミ佛念 ｶﾐﾌﾞﾂﾈﾝ
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4610 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ カミモト子 ｶﾐﾓﾄﾈ
4690 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ カラスガモリ ｶﾗｽｶﾞﾓﾘ
4562 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 北ノヤシキ ｷﾀﾉﾔｼｷ
4568 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ゲロク ｹﾞﾛｸ
4573 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 後家内 ｺﾞｹﾉｳﾁ
4679 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
4683 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ コヤトコ ｺﾔﾄｺ
4680 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ コヤノ谷ジリ ｺﾔﾉﾀﾆｼﾞﾘ
4594 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 金蔵寺 ｺﾝｿﾞｳｼﾞ
4627 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ サコノクチ ｻｺﾉｸﾁ
4665 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ササガウ子 ｻｻｶﾞｳﾈ
4582 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ サデバ ｻﾃﾞﾊﾞ
4652 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ サルスベリ ｻﾙｽﾍﾞﾘ
4653 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ サルトヲ中畝 ｻﾙﾄｵﾅｶｳﾈ
4591 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 山王 ｻﾝﾉｳ
4599 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 山王橋 ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ
4649 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ サンホヲ ｻﾝﾎｵ
4691 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ サンマイ ｻﾝﾏｲ
4635 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ シイノモト ｼｲﾉﾓﾄ
4617 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ジウジ ｼﾞｳｼﾞ
4620 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ジウジノヲク ｼﾞｳｼﾞﾉｵｸ
4618 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ジウジノデグチ ｼﾞｳｼﾞﾉﾃﾞｸﾞﾁ
4583 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 下タナロ ｼﾀﾅﾛ
4631 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ シヅクガ谷 ｼﾂﾞｸｶﾞﾀﾆ
4593 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ シバ ｼﾊﾞ
4581 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
4608 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 下モモト子 ｼﾓﾓﾄﾈ
4684 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 尻高尻 ｼﾘﾀｶｼﾞﾘ
4677 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ジルザ ｼﾞﾙｻﾞ
4664 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ジンガ ｼﾞﾝｶﾞ
4614 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ スナゴヲ ｽﾅｺﾞｵ
4688 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 高タビ ﾀｶﾀﾋﾞ
4678 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 立石 ﾀﾃｲｼ
4602 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 谷尻 ﾀﾆｼﾞﾘ
4578 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 田尻 ﾀﾉｼﾘ
4640 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ チウ子 ﾁｳﾈ
4681 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ チウ子尻 ﾁｳﾈｼﾞﾘ
4687 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ チヨセン ﾁﾖｾﾝ
4574 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 辻ドヲ ﾂｼﾞﾄﾞｵ
4644 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ツツミトコ ﾂﾂﾐﾄｺ
4669 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ツナツケ ﾂﾅﾂｹ
4559 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ツボイ ﾂﾎﾞｲ
4630 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 寺ケ谷 ﾃﾗｶﾞﾀﾆ
4571 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
4655 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ トヲガタニ ﾄｳｶﾞﾀﾆ
4656 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ トヲガタニヲク ﾄｵｶﾞﾀﾆｵｸ
4569 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 堂ノ前 ﾄﾞｵﾉﾏｴ
4555 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ トコナベ ﾄｺﾅﾍﾞ
4600 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
4622 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ
4596 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
4643 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ナカゾ ﾅｶｿﾞ
4626 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ナカゾ谷 ﾅｶｿﾞﾀﾞﾆ
4589 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 仲ノキレ ﾅｶﾉｷﾚ
4567 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 仲ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
4654 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ニウドヲサコ ﾆｳﾄﾞｵｻｺ
4662 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 西岩 ﾆｼｲﾜ
4561 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 西ヲソバ ﾆｼｵｿﾊﾞ
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4659 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 西カ谷 ﾆｼｶﾞﾀﾆ
4624 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ニシガヒラ ﾆｼｶﾞﾋﾗ
4645 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
4647 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 西谷ノヲク ﾆｼﾀﾞﾆﾉｵｸ
4646 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 西谷フカザコ ﾆｼﾀﾞﾆﾌｶｻﾞｺ
4564 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
4597 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 主ガヒラ ﾇｼｶﾞﾋﾗ
4625 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ヌシガヒラ ﾇｼｶﾞﾋﾗ
4557 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ノツゴ ﾉﾂｺﾞ
4689 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ハゴ谷 ﾊｺﾞﾀﾆ
4590 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ハザマ ﾊｻﾞﾏ
4575 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ
4586 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 東上ハナロ ﾋｶﾞｼｳﾜﾅﾛ
4579 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 東ヲソバ ﾋｶﾞｼｵｿﾊﾞ
4584 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 東下タナロ ﾋｶﾞｼｼﾀﾅﾛ
4661 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
4556 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 東トコナベ ﾋｶﾞｼﾄｺﾅﾍﾞ
4619 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ヒノ木ガ畝 ﾋﾉｷｶﾞｳﾈ
4648 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ヒヨケ ﾋﾖｹ
4570 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 府川 ﾌｶﾜ
4606 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ブツ子ン ﾌﾞﾂﾈﾝ
4651 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ フナザコ ﾌﾅｻﾞｺ
4641 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ フナザコノ出口 ﾌﾅｻﾞｺﾉﾃﾞｸﾞﾁ
4576 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ホコノモト ﾎｺﾉﾓﾄ
4673 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ホソノ ﾎｿﾉ
4657 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ マエガタニ ﾏｴｶﾞﾀﾆ
4572 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 前野 ﾏｴﾉ
4632 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 前山 ﾏｴﾔﾏ
4623 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 孫三畝 ﾏｺﾞﾐｳﾈ
4667 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 松畝 ﾏﾂｳﾈ
4558 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 松ケ瀬 ﾏﾂｶﾞｾ
4633 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ マツドヲ ﾏﾂﾄﾞｵ
4563 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
4554 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 松林 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ
4628 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ミサキガ谷 ﾐｻｷﾞｶﾞﾀﾆ
4565 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
4560 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 宮ノカイチ ﾐﾔﾉｶｲﾁ
4609 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ モト子 ﾓﾄﾈ
4580 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ヤケノ ﾔｹﾉ
4587 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ヤナゼ ﾔﾅｾﾞ
4676 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 山イヌ岩 ﾔﾏｲﾇｲﾜ
4685 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 横岩 ﾖｺｲﾜ
4682 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ヨコイワ尻 ﾖｺｲﾜｼﾞﾘ
4621 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 横畝 ﾖｺｳﾈ
4666 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 横畝 ﾖｺｳﾈ
4611 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ 横谷 ﾖｺﾀﾞﾆ
4637 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ロンギ出口 ﾛﾝｷﾞﾃﾞｸﾞﾁ
4638 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ロンギナカウ子ジリ ﾛﾝｷﾞﾅｶｳﾈｼﾞﾘ
4639 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ロンギノヲク ﾛﾝｷﾞﾉｵｸ
4603 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ロンドン ﾛﾝﾄﾞﾝ
4674 208 香北町韮生野 ｶﾎｸﾁｮｳﾆﾛｳﾉ ヲヲジヨ谷ノヲク ｦｦｼﾞﾖﾀﾞﾆﾉｵｸ
4800 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 赤ハゲ ｱｶﾊｹﾞ
4788 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 赤道 ｱｶﾐﾁ
4717 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 池野本 ｲｹﾉﾓﾄ
4748 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 泉ノ西 ｲﾂﾞﾐﾉﾆｼ
4695 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 岩ノ本 ｲﾜﾉﾓﾄ
4773 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 上エ堂常 ｳｴﾄﾞｵｼﾞﾖｳ
4798 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 畝サキ ｳﾈｻｷ
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4692 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 馬路大川渕 ｳﾏﾁﾞｵｵｶﾜﾌﾞﾁ
4756 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 梅ケ谷 ｳﾒｶﾞﾀﾆ
4746 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ
4701 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 大木戸 ｵｵｷﾄﾞ
4714 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 大堀谷 ｵｵﾎﾘﾀﾞﾆ
4789 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 岡ノ谷 ｵｶﾉﾀﾆ
4803 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 奥谷 ｵｸﾀﾞﾆ
4802 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 奥谷口 ｵｸﾀﾆｸﾞﾁ
4777 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 押谷 ｵｽﾀﾞﾆ
4774 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ヲソ谷 ｵｿﾀﾞﾆ
4749 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 小谷口 ｵﾀﾞﾆｸﾞﾁ
4785 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
4766 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ヲモ谷口 ｵﾓﾀﾞﾆｸﾞﾁ
4698 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 柿ノ津 ｶｷﾉﾂ
4786 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 桂ケ谷 ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆ
4729 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ カマノクビ ｶﾏﾉｸﾋﾞ
4740 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 上ゴヲジョヲ ｶﾐｺﾞｳｼﾞｮｳ
4796 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 上ジルミ ｶﾐｼﾞﾙﾐ
4825 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 川モ ｶﾜﾓ
4758 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 北清水 ｷﾀｼﾐｽﾞ
4721 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 北ノベ ｷﾀﾉﾍﾞ
4813 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 楠ノ木佐古 ｸｽﾉｷｻｺ
4736 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ コナカゾ ｺﾅｶｿﾞ
4735 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 小松ケ瀬 ｺﾏﾂｶﾞｾ
4763 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 栄ケ谷 ｻｶｴｶﾞﾀﾆ
4812 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 坂尻 ｻｶｼﾞﾘ
4702 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 笹岡野後 ｻｻｵｶﾉｳｼﾛ
4704 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 笹岡ノ西 ｻｻｵｶﾉﾆｼ
4709 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 笹岡ノ南 ｻｻｵｶﾉﾐﾅﾐ
4780 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ サルガ石 ｻﾙｶﾞｲｼ
4707 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 沢畑 ｻﾜﾊﾞﾀ
4712 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 三ケ一 ｻﾝｶﾞｲﾁ
4820 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 山王 ｻﾝﾉｳ
4810 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 下タ平田畝 ｼﾀﾋﾗﾀｳﾈ
4726 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 島田 ｼﾏﾀﾞ
4818 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 清水 ｼﾐｽﾞ
4731 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 下モゴウジョウ ｼﾓｺﾞｳｼﾞｮｳ
4705 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 下野 ｼﾓﾉ
4706 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 下野大道浦 ｼﾓﾉｵｵﾐﾁﾉｳﾗ
4711 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 常福寺 ｼﾞｮｳﾌｸｼﾞ
4790 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ジルミガ谷 ｼﾞﾙﾐｶﾞﾀﾆ
4720 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 城 ｼﾛ
4750 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 新林 ｼﾝﾊﾞﾔｼ
4747 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 神明馬場 ｼﾝﾒｲﾊﾞﾊﾞ
4764 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 千日屋敷 ｾﾝﾆﾁﾔｼｷ
4791 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ セン子屋敷 ｾﾝﾈﾔｼｷ
4779 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 杣ガ谷 ｿﾏｶﾞﾀﾆ
4808 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 立石 ﾀﾃｲｼ
4694 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
4799 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 狸ガ石 ﾀﾇｷｶﾞｲｼ
4727 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 茶畑 ﾁｬﾊﾞﾀ
4804 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ツエガウチ ﾂｴｶﾞｳﾁ
4795 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ツ越 ﾂｺﾞｴ
4739 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 辻野口 ﾂｼﾞﾉｸﾞﾁ
4765 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 土居前 ﾄﾞｲﾏｴ
4742 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
4781 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ドヲガ畝 ﾄﾞｵｶﾞｳﾈ
4771 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 堂常 ﾄﾞｵｼﾞｮｳ
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4751 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 鳥居ノ本 ﾄﾘｲﾉﾓﾄ
4821 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 中畝 ﾅｶｳﾈ
4718 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 中野 ﾅｶﾉ
4745 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 中道 ﾅｶﾐﾁ
4816 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 長持佐古 ﾅｶﾞﾓﾁｻﾞｺ
4762 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
4761 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西大柿 ﾆｼｵｵｶﾞｷ
4722 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西ガヤノキ ﾆｼｶﾞﾔﾉｷ
4815 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西楠 ﾆｼｸｽ
4759 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西清水 ﾆｼｼﾐｽﾞ
4703 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西茶畑 ﾆｼﾁｬﾊﾞﾀ
4823 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
4715 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西土居屋敷 ﾆｼﾄｲﾔｼｷ
4700 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西ヌノベ ﾆｼﾇﾉﾍﾞ
4738 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西野口 ﾆｼﾉｸﾞﾁ
4806 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西ボソロ ﾆｼﾎﾞｿﾛ
4730 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 西松林 ﾆｼﾏﾂﾊﾞﾔｼ
4713 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 主屋敷 ﾇｼﾔｼｷ
4724 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ヌノベ ﾇﾉﾍﾞ
4733 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 野地 ﾉｼﾞ
4776 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 野尻休場 ﾉｼﾞﾘﾔｽﾊﾞ
4693 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ハギアケ ﾊｷﾞｱｹ
4819 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ハザマ ﾊｻﾞﾏ
4743 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ
4716 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 馬場屋敷 ﾊﾞﾊﾞﾔｼｷ
4725 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 林 ﾊﾔｼ
4699 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 林ノ本 ﾊﾔｼﾉﾓﾄ
4754 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ バンバタケ ﾊﾞﾝﾊﾞﾀｹ
4824 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ バンバタケ ﾊﾞﾝﾊﾞﾀｹ
4811 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 日裏谷 ﾋｳﾗﾀﾞﾆ
4723 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 東ガヤノキ ﾋｶﾞｼｶﾞﾔﾉｷ
4814 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 東楠 ﾋｶﾞｼｸｽ
4710 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 東笹岡 ﾋｶﾞｼｻｻｵｶ
4757 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 東清水 ﾋｶﾞｼｼﾐｽﾞ
4737 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 東野口 ﾋｶﾞｼﾉｸﾞﾁ
4734 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 東野地 ﾋｶﾞｼﾉｼﾞ
4767 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 東三ツ屋敷 ﾋｶﾞｼﾐﾂﾔｼｷ
4728 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 日野水口 ﾋﾉﾐｽﾞｸﾁ
4793 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 火道 ﾋﾐﾁ
4809 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 平田ガ畝 ﾋﾗﾀｶﾞｳﾈ
4805 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 深佐古 ﾌｶｻｺ
4807 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 福浦ガ畝 ﾌｸｳﾗｶﾞｳﾈ
4708 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 府中 ﾌﾁｭｳ
4822 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ブツ子ン ﾌﾞﾂﾈﾝ
4755 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ヘイ ﾍｲ
4826 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 本田 ﾎﾝﾃﾞﾝ
4827 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 本田上 ﾎﾝﾃﾞﾝｶﾐ
4801 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 松カサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
4696 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
4784 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 祭ガ谷 ﾏﾂﾘｶﾞﾀﾆ
4783 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 祭ガ谷口 ﾏﾂﾘｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
4753 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 丸田 ﾏﾙﾀ
4752 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 水分ノ本 ﾐｽﾞﾜｶﾚﾉﾓﾄ
4741 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 溝尻 ﾐｿﾞｼﾞﾘ
4768 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 三ツ屋敷 ﾐﾂﾔｼｷ
4760 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 南大柿 ﾐﾅﾐｵｵｶﾞｷ
4787 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 南ヲモ谷口 ﾐﾅﾐｵﾓﾀﾞﾆｸﾁ
4772 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 南堂常 ﾐﾅﾐﾄﾞｵｼﾞｮｳ
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4792 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 南ヘイノ上 ﾐﾅﾐﾍｲﾉｳｴ
4732 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 南松林 ﾐﾅﾐﾏﾂﾊﾞﾔｼ
4769 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
4782 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ
4778 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 麦ワラ畝 ﾑｷﾞﾜﾗｳﾈ
4744 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 室屋 ﾑﾛﾔ
4719 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 本中野 ﾓﾄﾅｶﾉ
4817 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 焼野 ﾔｹﾉ
4775 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 休場下 ﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
4797 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 横道 ﾖｺﾐﾁ
4794 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ロクバタケ ﾛｸﾊﾞﾀｹ
4770 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ ワサダ ﾜｻﾀﾞ
4697 209 香北町美良布 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾞﾗﾌ 渡シ場 ﾜﾀｼﾊﾞ
4888 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 有瀬腰堀田 ｱﾗｾｺｼﾎﾞﾘﾀﾞ
4834 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ アンノカイチ ｱﾝﾉｶｲﾁ
4890 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 池ノ下 ｲｹﾉｼﾀ
4860 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
4868 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 井林 ｲﾊﾞﾔｼ
4866 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 上カソヲシ谷 ｳｴｶｿｵｼﾀﾞﾆ
4864 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 上長ザコ ｳｴﾅｶﾞｻﾞｺ
4871 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 馬地 ｳﾏｼﾞ
4883 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
4873 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ カキノツ ｶｷﾉﾂ
4885 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ カヅラ畑 ｶﾂﾞﾗﾊﾞﾀ
4854 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 上鍋ラガ谷 ｶﾐﾅﾍﾞﾗｶﾞﾀﾆ
4833 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ キイヤシキ ｷｲﾔｼｷ
4829 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 北野地 ｷﾀﾉｼﾞ
4832 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 吉作屋敷 ｷﾁｻｸﾔｼｷ
4855 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 小畝 ｺｳﾈ
4836 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ コヲベ ｺｵﾍﾞ
4842 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 沢畑ケ ｻﾜﾊﾞﾀｹ
4893 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ サンマイ ｻﾝﾏｲ
4865 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 下カソヲシ谷 ｼﾀｶｿｵｼﾀﾞﾆ
4884 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 下タカヅラ畑 ｼﾀｶﾂﾞﾗﾊﾞﾀ
4846 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ シバヤシキ ｼﾊﾞﾔｼｷ
4889 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 清水前 ｼﾐｽﾞﾏｴ
4887 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 下モ有瀬腰堀田 ｼﾓｱﾗｾｺｼﾎﾞﾘﾀﾞ
4872 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 下モカキノツ ｼﾓｶｷﾉﾂ
4852 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 下鍋ラガ谷 ｼﾓﾅﾍﾞﾗｶﾞﾀﾆ
4839 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ シヤカドヲ ｼﾔｶﾄﾞｵ
4877 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ シヨシ ｼﾖｼ
4828 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 辻ケ内 ﾂｼﾞｶﾞｳﾁ
4838 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ツルイモト ﾂﾙｲﾓﾄ
4880 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
4844 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ドヲノマエ ﾄﾞｵﾉﾏｴ
4851 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 戸鹿谷 ﾄｶﾀﾞﾆ
4869 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 戸鹿谷東 ﾄｶﾀﾞﾆﾋｶﾞｼ
4859 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 長ザコ ﾅｶﾞｻﾞｺ
4853 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 中鍋ラガ谷 ﾅｶﾅﾍﾞﾗｶﾞﾀﾆ
4861 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西石休場 ﾆｼｲｼﾔｽﾊﾞ
4867 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西井林 ﾆｼｲﾊﾞﾔｼ
4882 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西ヲモ谷 ﾆｼｵﾓﾀﾞﾆ
4840 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西桑ノ久保 ﾆｼｸﾜﾉｸﾎﾞ
4875 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西笹岡 ﾆｼｻｻｵｶ
4850 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西ツルイ ﾆｼﾂﾙｲ
4847 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西子ギケ内 ﾆｼﾈｷﾞｶﾞｳﾁ
4837 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西ノ内 ﾆｼﾉｳﾁ
4830 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西野地 ﾆｼﾉｼﾞ
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4878 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 西別ヤシキ ﾆｼﾍﾞﾂﾔｼｷ
4856 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ヌタノ本 ﾇﾀﾉﾓﾄ
4870 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 萩上 ﾊｷﾞｱｹﾞ
4857 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ハゴノサコ ﾊｺﾞﾉｻｺ
4845 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 八反地桑ノ内 ﾊｯﾀﾝｼﾞｸﾜﾉｳﾁ
4858 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 林ノ尻 ﾊﾔｼﾉｼﾘ
4835 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ハルギ ﾊﾙｷﾞ
4841 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 東桑ノ久保 ﾋｶﾞｼｸﾜﾉｸﾎﾞ
4876 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 東笹岡 ﾋｶﾞｼｻｻｵｶ
4881 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 東土居ノ前 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲﾉﾏｴ
4848 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 東子ギケ内 ﾋｶﾞｼﾈｷﾞｶﾞｳﾁ
4874 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 東野地 ﾋｶﾞｼﾉｼﾞ
4891 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ヘイ ﾍｲ
4894 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 本田 ﾎﾝﾃﾞﾝ
4892 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 松トヲ谷 ﾏﾂﾄﾞｵﾀﾞﾆ
4849 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 水落シ ﾐｽﾞｵﾄｼ
4879 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ミツヤシキ ﾐﾂﾔｼｷ
4831 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 南野地 ﾐﾅﾐﾉｼﾞ
4886 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ムロヤシキ ﾑﾛﾔｼｷ
4862 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ 山本井ノ上 ﾔﾏﾓﾄｲﾉｳｴ
4843 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ レンゲノ芝 ﾚﾝｹﾞﾉｼﾊﾞ
4863 210 香北町下野尻 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾓﾉｼﾞﾘ ロクボ ﾛｸﾎﾞ
4911 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 井林 ｲﾊﾞﾔｼ
4946 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 井山 ｲﾔﾏ
4938 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 後ロ屋式 ｳｼﾛﾔｼｷ
4942 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 馬瀬 ｳﾏｾﾞ
4947 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 大木場 ｵｵｷﾊﾞ
4913 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 小谷 ｵﾀﾞﾆ
4910 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 折レ松 ｵﾚﾏﾂ
4922 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 梶屋式 ｶｼﾞﾔｼｷ
4897 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 樫好シ ｶｼﾖｼ
4933 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 竈森 ｶﾏﾓﾘ
4900 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 北屋式 ｷﾀﾔｼｷ
4937 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 木山 ｷﾔﾏ
4932 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 五郎 ｺﾞﾛｳ
4940 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 小ワリ ｺﾜﾘ
4923 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 坂林 ｻｶﾊﾞﾔｼ
4930 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ サデバ ｻﾃﾞﾊﾞ
4945 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 千合 ｾﾝｺﾞｳ
4944 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 千合谷 ｾﾝｺﾞｳﾀﾞﾆ
4928 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 大師 ﾀﾞｲｼ
4906 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 高森 ﾀｶﾓﾘ
4931 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 竹ケハナ ﾀｹﾊﾅ
4895 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 竹屋式 ﾀｹﾔｼｷ
4915 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 谷ノ内 ﾀﾆﾉｳﾁ
4909 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 忠ヤシキ ﾁｭｳﾔｼｷ
4904 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ ツクダ ﾂｸﾀﾞ
4898 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 土居 ﾄﾞｲ
4921 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ トイシノ元 ﾄｲｼﾉﾓﾄ
4920 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
4908 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 土久保 ﾄﾞｸﾎﾞ
4896 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 仲屋式 ﾅｶﾔｼｷ
4914 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
4941 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 西ノ久ボ ﾆｼﾉｸﾎﾞ
4943 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 西前 ﾆｼﾏｴ
4899 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 西屋式 ﾆｼﾔｼｷ
4948 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ ニツガマ ﾆﾂｶﾞﾏ
4926 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ ニバ地 ﾆﾊﾞｼﾞ
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4905 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 畷テ ﾉｵﾃ
4929 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 野地 ﾉｼﾞ
4901 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 馳出 ﾊｾﾃﾞ
4907 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ ハリノ木 ﾊﾘﾉｷ
4927 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 東屋式 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
4918 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 彼岸田 ﾋｶﾞﾝﾃﾞ
4912 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 冨向作リ ﾌｺｳﾂﾞｸﾘ
4902 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 道ノ北 ﾐﾁﾉｷﾀ
4936 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｾ
4934 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
4919 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
4903 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
4916 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 休場 ﾔｽﾊﾞ
4939 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ ヤナゼ ﾔﾅｾﾞ
4924 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 山崎 ﾔﾏｻｷ
4925 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 山崎口 ﾔﾏｻｷｸﾞﾁ
4917 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 山下タ ﾔﾏｼﾀ
4935 211 香北町太郎丸 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾛｳﾏﾙ 若宮谷セイ ﾜｶﾐﾔﾀﾞﾆｾｲ
5039 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 青木 ｱｵｷ
5038 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 青木ノ奥 ｱｵｷﾉｵｸ
5064 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 赤ケ谷 ｱｶｶﾞﾀﾆ
4981 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 赤松 ｱｶﾏﾂ
5088 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 荒田 ｱﾚﾀ
5009 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 生ケ谷 ｲｶﾀﾞﾆ
5019 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 泉ケ佐古 ｲｽﾞﾐｶﾞｻｺ
5033 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 市原 ｲﾁﾊﾗ
5044 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 市原口 ｲﾁﾊﾗｸﾞﾁ
5032 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 市原西ノ谷 ｲﾁﾊﾗﾆｼﾉﾀﾆ
5034 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 市原ノ岡 ｲﾁﾊﾗﾉｵｶ
4986 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 岩井谷 ｲﾜｲﾀﾞﾆ
5000 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上ヱノ田 ｳｴﾉﾀ
5089 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 植松 ｳｴﾏﾂ
5086 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 植松谷 ｳｴﾏﾂﾀﾆ
5027 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 牛渡瀬 ｳｼﾜﾀｾ
5002 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 梅ノ久保 ｳﾒﾉｸﾎﾞ
5075 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上芝 ｳﾜｼﾊﾞ
5103 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
5058 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 大平 ｵｵﾋﾗ
5012 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
5053 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 岡 ｵｶ
5069 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 岡田 ｵｶﾀﾞ
4959 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヲガ床 ｵｶﾞﾄｺ
4960 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヲガ床ノ畝 ｵｶﾞﾄｺｳﾈ
5087 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥荒田 ｵｸｱﾚﾀ
5010 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥生ケ谷 ｵｸｲｶﾀﾞﾆ
4987 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥岩井谷 ｵｸｲﾜｲﾀﾞﾆ
5004 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥梅ノクボ ｵｸｳﾒﾉｸﾎﾞ
4974 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥ヲモ谷 ｵｸｵﾓﾀﾞﾆ
4970 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥熊渕 ｵｸｸﾏﾌﾞﾁ
5005 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥ゲロク ｵｸｹﾞﾛｸ
5082 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥木屋ヶ谷 ｵｸｺﾔｶﾞﾀﾆ
5108 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 奥枝折 ｵｸｼｵﾘ
5100 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 小佐古 ｵｻｺ
5119 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヲシウド ｵｼｳﾄﾞ
5118 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヲシウドノ上ミ ｵｼｳﾄﾞﾉｶﾐ
5022 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 小谷 ｵﾀﾞﾆ
5045 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 落合 ｵﾁｱｲ
5046 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 落合ノ上 ｵﾁｱｲﾉｳｴ
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4973 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
4999 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 柿ノ田 ｶｷﾉﾀ
5030 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 柿ノ平 ｶｷﾉﾋﾗ
4978 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 影田 ｶｹﾞﾀ
5077 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヶ谷 ｶｼｶﾞﾀﾆ
5093 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヶ谷前 ｶｼｶﾞﾀﾆﾏｴ
4989 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ カニガ内 ｶﾆｶﾞｳﾁ
5047 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 釜ノ首 ｶﾏﾉｸﾋﾞ
5036 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上ミ市原 ｶﾐｲﾁﾊﾗ
4961 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上ヲガ床 ｶﾐｵｶﾞﾄｺ
4968 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上熊渕 ｶﾐｸﾏﾌﾞﾁ
5083 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上木屋ヶ谷 ｶﾐｺﾔｶﾞﾀﾆ
4995 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上ジョウリキ ｶﾐｼﾞｮｳﾘｷ
5080 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上造座 ｶﾐｿﾞｳｻﾞ
5017 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上平 ｶﾐﾀﾞｲﾗ
4993 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上竹ケハナ ｶﾐﾀｹﾊﾅ
4975 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上中ゴウロ ｶﾐﾅｶｺﾞｳﾛ
4983 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 上長田 ｶﾐﾅｶﾞﾀ
5041 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ カラ岩 ｶﾗｲﾜ
5114 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 北木屋ヶ谷 ｷﾀｷﾔｶﾞﾀﾆ
4997 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 北ジョウリキ谷 ｷﾀｼﾞｮｳﾘｷﾀﾞﾆ
5113 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 木屋ヶ谷口 ｷﾔｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
5067 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 久保 ｸﾎﾞ
5066 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 久保ノ奥 ｸﾎﾞﾉｵｸ
4967 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 熊渕 ｸﾏﾌﾞﾁ
5050 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 栗屋敷 ｸﾘﾔｼｷ
5097 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 久礼石 ｸﾚｲｼ
5098 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 久礼石ノ岡 ｸﾚｲｼﾉｵｶ
5008 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ゲロク ｹﾞﾛｸ
4979 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ コヲライ ｺｵﾗｲ
5065 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 駒士越 ｺﾏｼｺﾞｴ
5084 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 木屋ヶ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾆ
4964 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ コンガ内 ｺﾝｶﾞｳﾁ
5018 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 笹ノ本 ｻｻﾉﾓﾄ
5043 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 笹原 ｻｻﾊﾗ
5042 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 笹原奥 ｻｻﾊﾗｵｸ
4990 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 笹山 ｻｻﾔﾏ
4958 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ サゞレ谷 ｻｻﾞﾚﾀﾞﾆ
5060 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 猿打 ｻﾙｳﾁ
5061 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ サルウチノ岡 ｻﾙｳﾁﾉｵｶ
4966 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 猿ケ瀧 ｻﾙｶﾞﾀｷ
5068 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 澤 ｻﾜ
5107 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 枝折 ｼｵﾘ
5106 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 枝折口 ｼｵﾘｸﾞﾁ
4980 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 下タ影田 ｼﾀｶｹﾞﾀ
5070 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 芝 ｼﾊﾞ
5071 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 芝ノ上 ｼﾊﾞﾉｳｴ
5052 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 下針ノ木 ｼﾓﾊﾘﾉｷ
5025 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 下モヒラゝ岩 ｼﾓﾋﾗﾗｲﾜ
4977 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 下ボソロ ｼﾓﾎﾞｿﾛ
5001 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ジョウリキ ｼﾞｮｳﾘｷ
4996 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ジョウリキ谷 ｼﾞｮｳﾘｷﾀﾞﾆ
5094 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 尻高 ｼﾘﾀｶ
5101 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 神田ノ上 ｼﾞﾝﾃﾞﾝﾉｳｴ
5076 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ
5110 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 新山 ｼﾝﾔﾏ
5105 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 瀬ノ浦 ｾﾉｳﾗ
5109 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ セリコミ ｾﾘｺﾐ
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5078 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 造座 ｿﾞｳｻﾞ
5079 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 造座ノ岡 ｿﾞｳｻﾞﾉｵｶ
5016 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 平 ﾀｲﾗ
5048 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ タキグラ ﾀｷｸﾞﾗ
4965 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 竹ケ佐古 ﾀｹｻｺ
4994 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 竹ケハナ ﾀｹﾊﾅ
5057 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 立岩 ﾀﾃｲﾜ
4969 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ツエガ内 ﾂｴｶﾞｳﾁ
5062 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 継木 ﾂｷﾞｷ
5063 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 継木ノ奥 ﾂｷﾞｷﾉｵｸ
5117 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 蔦石 ﾂﾀｲｼ
4992 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 土山 ﾂﾁﾔﾏ
4956 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ツルイ谷 ﾂﾙｲﾀﾞﾆ
5035 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 釣井ノ奥 ﾂﾙｲﾉｵｸ
4988 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ テマガ谷 ﾃﾏｶﾞﾀﾆ
5090 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 天狗岩 ﾃﾝｸﾞｲﾜ
4950 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 土居 ﾄﾞｲ
4952 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 土居ノ奥 ﾄﾞｲﾉｵｸ
5014 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
5013 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 堂ノ本 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ
5059 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 取付 ﾄﾘﾂｷ
5003 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 中梅ノクボ ﾅｶｳﾒﾉｸﾎﾞ
5007 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 中ゲロク ﾅｶｹﾞﾛｸ
4972 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 中ゴウロ ﾅｶｺﾞｳﾛ
4984 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 長田 ﾅｶﾞﾀ
5116 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 中ノキレ ﾅｶﾉｷﾚ
5020 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 中屋 ﾅｶﾔ
5021 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 中屋ノ岡 ﾅｶﾔﾉｵｶ
4962 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 鍋倉口 ﾅﾍﾞｸﾗｸﾞﾁ
5092 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 名邊良 ﾅﾍﾞﾗ
4982 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 仁井田 ﾆｲﾀﾞ
5031 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 仁王ケ石 ﾆｵｳｶﾞｲｼ
4991 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 西カニガ内 ﾆｼｶﾆｶﾞｳﾁ
5006 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 西ゲロク ﾆｼｹﾞﾛｸ
5112 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 西ハゼガウチ ﾆｼﾊｾﾞｶﾞｳﾁ
5028 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 西笛ケ内 ﾆｼﾌｴｶﾞｳﾁ
4976 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 西ボソロ ﾆｼﾎﾞｿﾛ
4949 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
4951 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 西屋敷ノ上 ﾆｼﾔｼｷﾉｳｴ
5095 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 登ノ奥 ﾉﾎﾞﾘﾉｵｸ
5096 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 登ノ谷 ﾉﾎﾞﾘﾉﾀﾆ
5111 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ハゼガウチ ﾊｾﾞｶﾞｳﾁ
4963 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 鉢ヶ石 ﾊﾁｶﾞｲｼ
5049 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 鳩ノ巣 ﾊﾄﾉｽ
5051 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 針ノ木 ﾊﾘﾉｷ
4971 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 日浦田 ﾋｳﾗﾀﾞ
5091 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 日浦谷 ﾋｳﾗﾀﾆ
4953 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 東 ﾋｶﾞｼ
5029 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 東笛ケ内 ﾋｶﾞｼﾌｴｶﾞｳﾁ
5023 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
4954 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 日ノ佐古 ﾋﾉｻｺ
4955 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 日ノ佐古ノ上 ﾋﾉｻｺﾉｳｴ
5026 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 平ラ岩 ﾋﾗｲﾜ
5056 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 船久保 ﾌﾅｸﾎﾞ
5073 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 文臺 ﾌﾞﾝﾀﾞｲ
5074 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 文臺ノ岡 ﾌﾞﾝﾀﾞｲﾉｵｶ
5072 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 文臺ノ谷 ﾌﾞﾝﾀﾞｲﾉﾀﾆ
5015 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
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5115 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 丸瀧 ﾏﾙﾀﾞｷ
5081 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
5102 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 女夫木 ﾐｵﾄｷﾞ
4998 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 南ジョウリキ谷 ﾐﾅﾐｼﾞｮｳﾘｷﾀﾞﾆ
5054 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
5099 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 妙屋敷 ﾐｮｳﾔｼｷ
5011 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ムカイ田 ﾑｶｲﾀﾞ
5040 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 役知ノ谷 ﾔｸﾁﾉﾀﾆ
4985 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 屋敷ノ平 ﾔｼｷﾉﾋﾗ
4957 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヤナガ内 ﾔﾅｶﾞｳﾁ
5037 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ ヤナガ谷 ﾔﾅｶﾞﾀﾆ
5024 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 山ノ神ノ本 ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾓﾄ
5104 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 井ノ上 ﾕﾉｳｴ
5085 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 横遠 ﾖｺﾄｳ
5055 212 香北町岩改 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾜｶｲ 若宮 ﾜｶﾐﾔ
5120 213 香北町口西川 ｶﾎｸﾁｮｳｸﾁﾆｼｶﾞﾜ 宇津賀 ｳﾂｶ
5123 213 香北町口西川 ｶﾎｸﾁｮｳｸﾁﾆｼｶﾞﾜ 北大平 ｷﾀｵｵﾋﾗ
5127 213 香北町口西川 ｶﾎｸﾁｮｳｸﾁﾆｼｶﾞﾜ 志多ケ森 ｼﾀﾞｶﾞﾓﾘ
5124 213 香北町口西川 ｶﾎｸﾁｮｳｸﾁﾆｼｶﾞﾜ 中谷 ﾅｶﾀﾞﾆ
5121 213 香北町口西川 ｶﾎｸﾁｮｳｸﾁﾆｼｶﾞﾜ 西谷 ﾆｼﾀﾆ
5125 213 香北町口西川 ｶﾎｸﾁｮｳｸﾁﾆｼｶﾞﾜ 藤ケ瀧 ﾌｼﾞｶﾞﾀｷ
5126 213 香北町口西川 ｶﾎｸﾁｮｳｸﾁﾆｼｶﾞﾜ 藤ケ森 ﾌｼﾞｶﾞﾓﾘ
5122 213 香北町口西川 ｶﾎｸﾁｮｳｸﾁﾆｼｶﾞﾜ 柳谷 ﾔﾅﾀﾆ
5157 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 穴ノクボ ｱﾅﾉｸﾎﾞ
5181 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 井口 ｲｸﾞﾁ
5161 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 石ケ方 ｲｼｶﾞﾎｳ
5183 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 石ノムカイ ｲｼﾉﾑｶｲ
5156 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 牛スキ ｳｼｽｷ
5145 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ ウツゲ谷 ｳﾂｹﾞﾀﾞﾆ
5146 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
5136 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 大平ラ ｵｵﾋﾗ
5158 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 奥朴ノ内 ｵｸﾎｳﾉｳﾁ
5150 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ ヲモザコ ｵﾓｻﾞｺ
5131 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
5141 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ カゲ床 ｶｹﾞﾄｺ
5168 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 笠松 ｶｻﾏﾂ
5165 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 笠松出口 ｶｻﾏﾂﾃﾞｸﾞﾁ
5167 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 柏ケ内 ｶｼﾜｶﾞｳﾁ
5166 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 柏ケ谷 ｶｼﾜｶﾞﾀﾆ
5143 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 上ミウツゲ ｶﾐｳﾂｹﾞ
5133 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 上馬床 ｶﾐｳﾏﾄｺ
5128 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 上シノベ ｶﾐｼﾉﾍﾞ
5149 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 上ミシリキ ｶﾐｼﾘｷ
5148 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 上ミ永ウ子 ｶﾐﾅｶﾞｳﾈ
5151 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ カヤガサコ ｶﾔｶﾞｻｺ
5170 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 北古田 ｷﾀﾌﾙﾀ
5177 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 北丸山 ｷﾀﾏﾙﾔﾏ
5180 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ クスノ木サコ ｸｽﾉｷｻｺ
5132 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 己屋ケ畝 ｺﾔｹｳﾈ
5171 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ サゝ山 ｻｻﾔﾏ
5164 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 佐兵田 ｻﾋｮｳﾀﾞ
5169 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ シゝヲトシ ｼｼｵﾄｼ
5134 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 下モ馬床 ｼﾓｳﾏﾄｺ
5130 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 下モシノベ ｼﾓｼﾉﾍﾞ
5153 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 下モシリキ ｼﾓｼﾘｷ
5147 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 下モ長ウ子 ｼﾓﾅｶﾞｳﾈ
5154 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 下ホヲノ内 ｼﾓﾎｵﾉｳﾁ
5142 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 十八代 ｼﾞﾕｳﾊﾁﾀﾞｲ
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5185 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 城ケモリ ｼﾛｶﾞﾓﾘ
5162 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 新道 ｼﾝﾐﾁ
5176 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 菅沢 ｽｶﾞｻﾞﾜ
5135 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ ゾヲザ道 ｿｵｻﾞﾐﾁ
5138 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 瀧倉 ﾀｷｸﾗ
5182 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ タツミカウ子 ﾀﾂﾐｶﾞｳﾈ
5175 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ ツエノヒラ ﾂｴﾉﾋﾗ
5163 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
5152 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 中シリキ ﾅｶｼﾘｷ
5184 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 中瀧 ﾅｶﾀｷ
5140 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 永通リ ﾅｶﾞﾄｳﾘ
5160 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 中朴ノ内 ﾅｶﾎｳﾉｳﾁ
5179 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 中屋舗 ﾅｶﾔｼｷ
5174 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ ナロ ﾅﾛ
5144 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ ノゾキ石 ﾉｿﾞｷｲｼ
5172 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 平ラ ﾋﾗ
5137 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 平山 ﾋﾗﾔﾏ
5129 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 吹越シ ﾌｷｺｼ
5139 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 藤原 ﾌｼﾞﾜﾗ
5159 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 朴ノカゲ ﾎｳﾉｶｹﾞ
5173 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 松ケウ子 ﾏﾂｶﾞｳﾈ
5178 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ
5155 214 香北町中西川 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾆｼｶﾞﾜ 水ツ田 ﾐﾂﾀ
5297 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 赤チガヤ ｱｶﾁｶﾞﾔ
5272 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 明戸 ｱｶﾘﾄﾞ
5275 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 穴ノ谷 ｱﾅﾉﾀﾆ
5234 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 新井口 ｱﾗｲｸﾞﾁ
5279 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ アラセ田 ｱﾗｾﾀﾞ
5295 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 石上 ｲｼｶﾞﾐ
5294 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 石下 ｲｼｼﾀ
5296 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 石場 ｲｼﾊﾞ
5233 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 岩ガラ ｲﾜｶﾞﾗ
5292 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 馬ステバ ｳﾏｽﾃﾊﾞ
5195 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ウルシ谷 ｳﾙｼﾀﾆ
5291 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 冠子岩 ｴﾎﾞｼｲﾜ
5204 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 大下 ｵｵｼﾀ
5187 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 大野 ｵｵﾉ
5205 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 大日浦 ｵｵﾋｳﾗ
5196 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 大峰 ｵｵﾐﾈ
5197 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 大山 ｵｵﾔﾏ
5225 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ヲガ床 ｵｶﾞﾄｺ
5198 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 沖ノナロ ｵｷﾉﾅﾛ
5261 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 押ウド畝 ｵｼｳﾄﾞｳﾈ
5237 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 押ムト ｵｼﾑﾄ
5254 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ヲソ越 ｵｿｺﾞｴ
5223 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ヲリ付 ｵﾘﾂｷ
5264 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 影地 ｶｹﾞﾁ
5249 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ カヂヤ畝 ｶｼﾞﾔｳﾈ
5243 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 加治屋敷 ｶｼﾞﾔｼｷ
5299 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ カナオカ ｶﾅｵｶ
5248 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 包ミ谷 ｶﾅﾐﾀﾞﾆ
5293 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ カナヤシキ ｶﾅﾔｼｷ
5202 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 上ミ ｶﾐ
5188 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 上ミ大野 ｶﾐｵｵﾉ
5236 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 上ミツノカヂ ｶﾐﾂﾉｶｼﾞ
5266 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 勘右衛門谷 ｶﾝｳｴﾓﾝﾀﾞﾆ
5186 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 北浦 ｷﾀｳﾗ
5273 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 北坂 ｷﾀｻﾞｶ
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5193 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 岐森 ｷﾓﾘ
5265 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 杭谷 ｸｲﾀﾞﾆ
5300 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 楠 ｸｽﾉｷ
5220 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 楠ノナロ ｸｽﾉﾅﾛ
5255 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 具道子 ｸﾞﾄﾞｳｼﾞ
5285 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 国木 ｸﾆｷﾞ
5283 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 国木谷 ｸﾆｷﾞﾀﾞﾆ
5244 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
5290 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 栗尾 ｸﾘｵ
5214 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 九郎谷 ｸﾛｳﾀﾞﾆ
5232 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 小木田原 ｺｷﾞﾀﾊﾗ
5298 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ コシデ ｺｼﾃﾞ
5211 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 小芝畝 ｺｼﾊﾞｾ
5271 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 坂ノ谷 ｻｶﾉﾀﾆ
5219 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ヂクガ谷口 ｼﾞｸｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
5217 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ヂクガ森 ｼﾞｸｶﾞﾓﾘ
5238 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ シノベ ｼﾉﾍﾞ
5246 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 芝 ｼﾊﾞ
5210 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 芝口 ｼﾊﾞｸﾁ
5281 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 芝田山 ｼﾊﾞﾀﾔﾏ
5245 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ シハン場 ｼﾊﾝﾊﾞ
5216 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 神賀 ｼﾝｶﾞ
5226 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ソゲグエ ｿｹﾞｸﾞｴ
5263 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ タカノ巣 ﾀｶﾉｽ
5257 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 高森 ﾀｶﾓﾘ
5221 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 竹ケサコ ﾀｹｻｺ
5284 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 田中 ﾀﾅｶ
5247 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 谷 ﾀﾆ
5207 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 茶臼森 ﾁｬｳｽﾓﾘ
5276 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 佃 ﾂｸﾀﾞ
5235 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ツノカヂ ﾂﾉｶｼﾞ
5242 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 寺屋敷 ﾃﾗﾔｼｷ
5218 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 天狗瀧 ﾃﾝｸﾞﾀﾞｷ
5227 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 土居岡 ﾄﾞｲｵｶ
5212 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ トイシガ畝 ﾄｲｼｶﾞｳﾈ
5229 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
5203 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 道具屋敷 ﾄﾞｳｸﾞﾔｼｷ
5239 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 堂ノ畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
5262 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 通畝子 ﾄｳﾘｳﾈ
5251 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 仲芝 ﾅｶｼﾊﾞ
5282 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 永田 ﾅｶﾞﾀ
5278 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 仲坪 ﾅｶﾂﾎﾞ
5199 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 中ノサコ ﾅｶﾉｻｺ
5190 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 仲屋 ﾅｶﾔ
5208 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 鍋倉 ﾅﾍﾞｸﾗ
5287 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 仁井田林 ﾆｲﾀﾞﾊﾞﾔｼ
5189 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 仁尾ケ谷 ﾆｵｶﾞﾀﾆ
5260 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 西樋ノ谷 ﾆｼﾋﾉﾀﾆ
5252 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 野中 ﾉﾅｶ
5277 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ハザコ畝 ﾊｻﾞｺｳﾈ
5222 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ハチケ石 ﾊﾁｶﾞｲｼ
5192 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 日ウラ ﾋｳﾗ
5191 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 日浦峯 ﾋｳﾗﾐﾈ
5259 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 東ヒノ谷 ﾋｶﾞｼﾋﾉﾀﾆ
5258 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 日ノ谷口 ﾋﾉﾀﾆｸﾞﾁ
5200 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ
5256 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 蛇岩 ﾍﾋﾞｲﾜ
5241 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 傍士ケ瀬 ﾎｳｼﾞｶﾞｾ
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5215 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
5228 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 堀屋式 ﾎﾘﾔｼｷ
5267 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 本谷 ﾎﾝﾀﾞﾆ
5213 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 本田境 ﾎﾝﾃﾞﾝｻﾞｶｲ
5201 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 政 ﾏｻ
5250 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
5274 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 松葉 ﾏﾂﾊﾞ
5253 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
5270 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 道田 ﾐﾁﾀﾞ
5269 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 道田畝 ﾐﾁﾀﾞｳﾈ
5206 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 見付 ﾐﾂｹ
5230 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 南 ﾐﾅﾐ
5224 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 南坂 ﾐﾅﾐｻﾞｶ
5194 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
5288 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 向田 ﾑｺｳﾀﾞ
5280 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 薬研サコ ﾔｹﾞﾝｻｺ
5286 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 休場 ﾔｽﾊﾞ
5268 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 山犬岩 ﾔﾏｲﾇｲﾜ
5209 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 山神畝 ﾔﾏｶﾞﾐｾ
5240 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 嫁ケ渕 ﾖﾒｶﾞﾌﾞﾁ
5289 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ 六百地 ﾛｯﾋﾟｬｸﾁ
5231 215 香北町萩野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｷﾞﾉ ワロ渕 ﾜﾛﾌﾞﾁ
5308 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 池ノ下タ ｲｹﾉｼﾀ
5331 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 筧 ｶｹﾋ
5318 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 笠松 ｶｻﾏﾂ
5315 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 桂ケ谷 ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆ
5316 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ カナ松 ｶﾅﾏﾂ
5304 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ カマノ上 ｶﾏﾉｳｴ
5320 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 木屋谷 ｷﾔｶﾞﾀﾆ
5319 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 久助畑 ｷｭｳｽｹﾊﾞﾀ
5334 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ サル川 ｻﾙｶﾞﾜ
5322 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ シヲリ ｼｵﾘ
5321 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ シヲリノ岡 ｼｵﾘﾉｵｶ
5314 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 下モ山 ｼﾓﾔﾏ
5329 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ ジル沢 ｼﾞﾙｻﾞﾜ
5330 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ ジル沢 ｼﾞﾙｻﾞﾜ
5335 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
5311 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ タビノ岡 ﾀﾋﾞﾉｵｶ
5312 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ タビノ西 ﾀﾋﾞﾉﾆｼ
5305 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 土居 ﾄﾞｲ
5306 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 中西 ﾅｶﾆｼ
5307 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 中屋 ﾅｶﾔ
5332 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
5337 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 西桧 ﾆｼﾋﾞﾉｷ
5339 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 西部 ﾆｼﾌﾞ
5317 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 西山 ﾆｼﾔﾏ
5336 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 桧瀧 ﾋﾉｷｶﾞﾀﾞｷ
5325 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 開キケ畝 ﾋﾗｷｶﾞｾ
5333 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 夫婦石 ﾌｳﾌｲｼ
5340 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 踏込石 ﾌﾐｺﾐｲｼ
5302 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ フル堂 ﾌﾙﾄﾞｳ
5324 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 堀田畝 ﾎﾘﾀﾉｾ
5303 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 南 ﾐﾅﾐ
5301 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｾ
5309 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
5323 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 屋敷ノ谷 ﾔｼｷﾉﾀﾆ
5326 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 休場 ﾔｽﾊﾞ
5327 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 休場ノ上 ﾔｽﾊﾞﾉｳｴ
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5310 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 山スズレ ﾔﾏｽｽﾞﾚ
5313 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
5328 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 山本作リ ﾔﾏﾓﾄﾂﾞｸﾘ
5338 216 香北町橋川野 ｶﾎｸﾁｮｳﾊｼｶﾜﾉ 横部 ﾖｺﾌﾞ
5382 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 秋山 ｱｷﾔﾏ
5358 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 有ノ木谷 ｱﾘﾉｷﾀﾞﾆ
5363 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 嚴島 ｲﾂｸｼﾏ
5352 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 岩村田 ｲﾜﾑﾗﾃﾞﾝ
5399 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 兎ガ内 ｳｻｷﾞｶﾞｳﾁ
5393 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 鶉ガ迫 ｳｽﾞﾗｶﾞｻｺ
5342 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 梅ケ谷 ｳﾒｶﾞﾀﾆ
5345 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
5362 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 大戸 ｵｵﾄ
5387 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 大根木 ｵｵﾈｷﾞ
5388 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 大根木嶽 ｵｵﾈｷﾞﾀﾞｹ
5354 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 沖野々 ｵｷﾉﾉ
5392 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 鏡石 ｶｶﾞﾐｲｼ
5379 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 樫ノ下タ ｶｼﾉｼﾀ
5401 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 金キ ｶﾅﾊﾊﾞｷ
5398 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 上城ガ背 ｶﾐｼﾛｶﾞｾ
5402 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 上ミ本宮 ｶﾐﾎﾝｸﾞｳ
5397 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
5371 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 北城 ｷﾀｼﾞｮｳ
5364 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 杭カ岩 ｸｲｶﾞｲﾜ
5347 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ クジゴブ ｸｼﾞｺﾞﾌﾞ
5395 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 桑ノ久保 ｸﾜﾉｸﾎﾞ
5391 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 笹 ｻｻ
5359 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 塩里 ｼｵﾘ
5366 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 四坊 ｼﾎﾞｳ
5396 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 清水 ｼﾐｽﾞ
5377 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 下白川 ｼﾓｼﾗｶﾜ
5394 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 下城ウ背 ｼﾓｼﾛｳｾ
5389 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 下本宮 ｼﾓﾎﾝｸﾞｳ
5367 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 城山 ｼﾛﾔﾏ
5403 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 甚谷 ｼﾞﾝﾀﾞﾆ
5386 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ
5343 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ スズハラ ｽｽﾞﾊﾗ
5348 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 正東田 ｾｲﾄｳﾃﾞﾝ
5360 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 瀬ノ谷 ｾﾉﾀﾆ
5353 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 高瀬 ﾀｶｾ
5351 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 寺床 ﾃﾗﾄｺ
5365 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 天王嶽 ﾃﾝﾉｳﾀﾞｹ
5349 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 燈明田 ﾄｳﾐﾖｳﾃﾞﾝ
5368 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 中谷西ノ平 ﾅｶﾀﾞﾆﾆｼﾉﾋﾗ
5369 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 中谷東ノ平 ﾅｶﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾉﾋﾗ
5375 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 仲屋 ﾅｶﾔ
5346 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
5344 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 中山 ﾅｶﾔﾏ
5400 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
5356 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 西平 ﾆｼﾀﾞｲﾗ
5355 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 西平野地 ﾆｼﾀﾞｲﾗﾉｼﾞ
5361 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 西山 ﾆｼﾔﾏ
5357 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 子キ畑 ﾈｷﾊﾞﾀ
5376 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ ハナセ ﾊﾅｾ
5380 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 林屋敷 ﾊﾔｼﾔｼｷ
5341 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 東平 ﾋｶﾞｼﾉﾋﾗ
5372 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ フルワ ﾌﾙﾜ
5378 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 前エ ﾏｴ



香美市の大字・字の一覧

2016/5/14 94/161 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

5385 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 前東平ラ ﾏｴﾋｶﾞｼﾉﾋﾗ
5370 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ マヲカ ﾏｵｶ
5381 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 曲リ迫 ﾏｶﾞﾘｻｺ
5390 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
5374 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
5383 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 宮ノ後ロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ
5384 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
5373 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 山中 ﾔﾏﾅｶ
5350 217 香北町白川 ｶﾎｸﾁｮｳｼﾗｶﾜ 山本屋敷 ﾔﾏﾓﾄﾔｼｷ
5521 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 足谷 ｱｼﾀﾞﾆ
5416 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ アマ川 ｱﾏｶﾞﾜ
5431 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 石ケ内 ｲｼｶﾞｳﾁ
5447 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 泉ノ奥 ｲｽﾞﾐﾉｵｸ
5455 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 泉ノ久保 ｲｽﾞﾐﾉｸﾎﾞ
5453 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 泉ノサコ ｲｽﾞﾐﾉｻｺ
5516 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ イタブガサコ ｲﾀﾌﾞｶﾞｻｺ
5529 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 市川 ｲﾁｶﾜ
5536 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 市佐古 ｲﾁｻﾞｺ
5470 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 井ノ神 ｲﾉｶﾐ
5498 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ウルジリ ｳﾙｼﾞﾘ
5419 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 上平ラ ｳﾜﾀﾞｲﾗ
5450 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 大内谷 ｵｵｳﾁﾀﾞﾆ
5448 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 大畑ケ ｵｵﾊﾞﾀｹ
5537 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 大畑ケ ｵｵﾊﾞﾀｹ
5430 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 大平ラ ｵｵﾋﾗ
5475 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 岡田ヤシキ ｵｶﾀﾞﾔｼｷ
5490 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 岡ノ畝 ｵｶﾉｳﾈ
5458 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 奥宮ノ畝 ｵｸﾐﾔﾉｳﾈ
5524 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 音ヶ畝 ｵﾄｶﾞｳﾈ
5421 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ カウナカ ｶｳﾅｶ
5467 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ カゲノヒラ ｶｹﾞﾉﾋﾗ
5534 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 鍛治之田 ｶｼﾞﾉﾀ
5502 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 加治屋 ｶｼﾞﾔ
5405 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 上久保 ｶﾐｸﾎﾞ
5553 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 上ミナガヲサ ｶﾐﾅｶﾞｵｻ
5466 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ カラビノサコ ｶﾗﾋﾞﾉｻｺ
5445 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 北谷 ｷﾀﾀﾞﾆ
5484 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 京田 ｷｮｳﾃﾞﾝ
5520 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 楠平 ｸｽﾉｷﾀﾞｲﾗ
5410 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
5528 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 久保屋式 ｸﾎﾞﾔｼｷ
5480 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 栗ゴヤ ｸﾘｺﾞﾔ
5513 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
5465 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ クロダキ ｸﾛﾀﾞｷ
5555 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ クワザコ ｸﾜｻﾞｺ
5546 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ コエカド ｺｴｶﾄﾞ
5505 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ コゴミ ｺｺﾞﾐ
5494 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 五代屋敷 ｺﾞﾀﾞｲﾔｼｷ
5541 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 五反地 ｺﾞﾀﾝｼﾞ
5413 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ コミ ｺﾐ
5414 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ コミ川渕 ｺﾐｶﾜﾌﾞﾁ
5545 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 坂本 ｻｶﾓﾄ
5514 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ザコ畑 ｻﾞｺﾊﾞﾀ
5427 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 笹ヶ畝 ｻｻｶﾞｳﾈ
5422 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 笹田 ｻｻﾀﾞ
5449 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 笹山 ｻｻﾔﾏ
5451 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ サデ ｻﾃﾞ
5503 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 三反キレ ｻﾝﾀﾞﾝｷﾚ
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5472 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 椎ノタキ ｼｲﾉﾀｷ
5454 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ シゲガ谷 ｼｹﾞｶﾞﾀﾆ
5446 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 七本木 ｼﾁﾎﾝｷﾞ
5404 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 下久保 ｼﾓｸﾎﾞ
5551 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 下モ仲ザウ ｼﾓﾅｶｿﾞｳ
5462 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ シヤシヤブガ畝 ｼﾔｼﾔﾌﾞｶﾞｳﾈ
5543 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 拾五代 ｼﾞｭｳｺﾞﾀﾞｲ
5418 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ジル澤 ｼﾞﾙｻﾞﾜ
5482 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 城屋敷 ｼﾛﾔｼｷ
5428 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 白山 ｼﾛﾔﾏ
5485 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 新ガイ ｼﾝｶﾞｲ
5491 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ スズレ畑 ｽｽﾞﾚﾊﾞﾀ
5438 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 砂田 ｽﾅﾀﾞ
5530 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 大坊 ﾀﾞｲﾎﾞｳ
5457 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ タキノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
5511 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 竹内ヤシキ ﾀｹｳﾁﾔｼｷ
5468 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 立岩 ﾀﾃｲﾜ
5499 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 田中田 ﾀﾅｶﾀﾞ
5538 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 棚田 ﾀﾅﾀﾞ
5507 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 谷ツク田 ﾀﾆﾂｸﾀﾞ
5508 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 谷ツク田 ﾀﾆﾂｸﾀﾞ
5441 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 田畑ケ ﾀﾊﾞﾀｹ
5443 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ タビノウエ ﾀﾋﾞﾉｳｴ
5429 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 茶ヶ芝 ﾁｬｶﾞｼﾊﾞ
5440 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 茶畑ガヒラ ﾁｬﾊﾞﾀｶﾞﾋﾗ
5535 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 潰畑 ﾂﾌﾞｼﾊﾞﾀｹ
5408 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 釣井ノ迫 ﾂﾙｲﾉｻｺ
5411 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 鉄砲屋式 ﾃｯﾎﾟｳﾔｼｷ
5531 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ デボン ﾃﾞﾎﾞﾝ
5474 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 寺井口 ﾃﾗﾕｸﾞﾁ
5486 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 堂谷 ﾄﾞｳﾀﾞﾆ
5423 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 堂床 ﾄﾞｳﾄｺ
5496 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 堂ノ上 ﾄﾞｳﾉｳｴ
5442 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ドヲシンバウ ﾄﾞｵｼﾝﾊﾞｳ
5512 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ トギヤシキ ﾄｷﾞﾔｼｷ
5492 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 処佐古 ﾄｺﾛｻﾞｺ
5500 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 土橋 ﾄﾞﾊﾞｼ
5515 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ トベラ ﾄﾍﾞﾗ
5432 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ドロツボ ﾄﾞﾛﾂﾎﾞ
5420 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ナガヲサ ﾅｶﾞｵｻ
5550 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 仲ザウ ﾅｶｿﾞｳ
5412 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 中平 ﾅｶﾀﾞｲﾗ
5504 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 長丁 ﾅｶﾞﾁﾖｳ
5510 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 中深田 ﾅｶﾌｶﾀﾞ
5549 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 仲南平ラ ﾅｶﾐﾅﾐﾀﾞｲﾗ
5433 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ナベワリ ﾅﾍﾞﾜﾘ
5459 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ナラワタゼ ﾅﾗﾜﾀｾﾞ
5452 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
5519 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 西立石 ﾆｼﾀﾃｲｼ
5415 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 西中平 ﾆｼﾅｶﾀﾞｲﾗ
5476 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
5479 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 西ノ向ヒ ﾆｼﾉﾑｶﾋ
5552 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 西南平ラ ﾆｼﾐﾅﾐﾀﾞｲﾗ
5483 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ニノヘイ ﾆﾉﾍｲ
5517 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ニラガタキ ﾆﾗｶﾞﾀｷ
5434 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ヌタノサコ ﾇﾀﾉｻｺ
5406 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ノダキ ﾉﾀﾞｷ
5436 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ノナギガヒラ ﾉﾅｷﾞｶﾞﾋﾗ
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5477 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 墓ヶ畝 ﾊｶｶﾞｳﾈ
5469 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ハクマイ ﾊｸﾏｲ
5544 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 八ノ石 ﾊﾁﾉｲｼ
5532 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 林ノ奥 ﾊﾔｼﾉｵｸ
5407 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 東上平 ﾋｶﾞｼｳﾜﾀﾞｲﾗ
5456 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 東久保 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ
5501 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 東込 ﾋｶﾞｼｺﾐ
5488 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 東佐古 ﾋｶﾞｼｻｺ
5497 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 東土居屋敷 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲﾔｼｷ
5548 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 東南平 ﾋｶﾞｼﾐﾅﾐﾀﾞｲﾗ
5518 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 東夫婦栗 ﾋｶﾞｼﾐｮｳﾄｸﾞﾘ
5527 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 東屋式 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
5435 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 日ノ浦 ﾋﾉｳﾗ
5409 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 檜畝 ﾋﾉｷｶﾞｳﾈ
5481 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 樋口ヤシキ ﾋﾉｸﾁﾔｼｷ
5547 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 平岩 ﾋﾗｲﾜ
5461 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 吹ノ久保 ﾌｷﾉｸﾎﾞ
5464 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 吹久保ノ前サコ ﾌｷﾉｸﾎﾞﾉﾏｴｻｺ
5471 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 渕ヶ本 ﾌﾁｶﾞﾓﾄ
5542 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 古川 ﾌﾙｶﾜ
5460 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 古ル田 ﾌﾙﾀ
5539 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
5426 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 堀伐 ﾎﾘｷﾘ
5417 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 前崎 ﾏｴｻｷ
5463 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 前山 ﾏｴﾔﾏ
5554 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ マツバ ﾏﾂﾊﾞ
5478 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 御崎谷 ﾐｻｷﾀﾞﾆ
5526 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 水戸 ﾐﾄ
5506 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 南ヤシキ ﾐﾅﾐﾔｼｷ
5489 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 宮ケ畝 ﾐﾔｶﾞｳﾈ
5487 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
5523 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 夫婦栗 ﾐｮｳﾄｸﾞﾘ
5425 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 向ノ上 ﾑｶｲﾉｳｴ
5525 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 向林 ﾑｶｲﾊﾞﾔｼ
5424 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 向ヒ田 ﾑｶﾋﾀﾞ
5439 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 向ヒヤシキ ﾑｶﾋﾔｼｷ
5495 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 向ヒ山 ﾑｶﾋﾔﾏ
5473 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 屋地 ﾔｼﾞ
5493 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 柳澤 ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ
5540 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 山本 ﾔﾏﾓﾄ
5522 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 井サキ ﾕｻｷ
5533 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 檮ヶ滝 ﾕｽﾞｶﾞﾀｷ
5444 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 横磯 ﾖｺｲｿ
5437 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ ロンデン ﾛﾝﾃﾞﾝ
5509 218 香北町五百蔵 ｶﾎｸﾁｮｳｲｵﾛｲ 割地 ﾜﾘﾁ
5581 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 有川屋敷 ｱﾗｶﾜﾔｼｷ
5560 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 浦屋ヶ平 ｳﾗﾔｶﾞﾋﾗ
5580 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 上ハナロ ｳﾜﾅﾛ
5569 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 大川 ｵｵｶﾜ
5575 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 大サコ ｵｵｻｺ
5584 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 大滝 ｵｵﾀｷ
5586 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 大ノキ ｵｵﾉｷ
5585 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 大マド ｵｵﾏﾄﾞ
5593 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
5582 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 沖ノ畝 ｵｷﾉｾ
5557 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 鎌ヶ谷 ｶﾏｶﾞﾀﾆ
5565 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 上有川屋敷 ｶﾐｱﾗｶﾜﾔｼｷ
5576 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 上ミ古田 ｶﾐﾌﾙﾀ
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5559 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 川奈路 ｶﾜﾅﾛ
5567 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ クマガ内 ｸﾏｶﾞｳﾁ
5568 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ サゝレ ｻｻﾚ
5578 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ シヲウリ ｼｵｳﾘ
5556 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ シゝヤ床 ｼｼﾔﾄﾞｺ
5589 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 谷亦 ﾀﾆﾏﾀ
5564 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 釣井ケサコ ﾂﾙｲｶﾞｻｺ
5572 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 堂ノ西 ﾄﾞｵﾉﾆｼ
5577 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 飛滝 ﾄﾋﾞﾀｷ
5591 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ ナミウチ ﾅﾐｳﾁ
5561 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 主屋敷 ﾇｼﾔｼｷ
5563 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ ヌタノサコ ﾇﾀﾉｻｺ
5590 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ ハシカアレ ﾊｼｶｱﾚ
5571 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 橋詰 ﾊｼﾂﾞﾒ
5579 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
5583 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ ヒノ上 ﾋﾉｳｴ
5566 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 平岩 ﾋﾗｲﾜ
5587 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 渕クビ ﾌﾁｸﾋﾞ
5574 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 古田 ﾌﾙﾀ
5573 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
5558 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ
5562 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
5570 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 宮ノ平 ﾐﾔﾉﾋﾗ
5592 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ 向ヤシキ ﾑｶｲﾔｼｷ
5594 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ モリノサコ ﾓﾘﾉｻｺ
5588 219 香北町有川 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｶﾜ ワサビ ﾜｻﾋﾞ
5657 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
5650 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ イナヤガクボ ｲﾅﾔｶﾞｸﾎﾞ
5631 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 岩ザシ ｲﾜｻﾞｼ
5622 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上芝岡 ｳｴｼﾊﾞｵｶ
5608 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上ノツゴ ｳｴﾉﾂｺﾞ
5629 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上ノバリ ｳｴﾉﾊﾞﾘ
5669 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上ハナロ ｳﾊﾅﾛ
5596 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 大タ ｵｵﾀ
5667 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 大平 ｵｵﾋﾗ
5651 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 奥中山谷 ｵｸﾅｶﾔﾏﾀﾞﾆ
5618 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 梶ケサコ ｶｼﾞｶﾞｻｺ
5610 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上ヲサキ ｶﾐｵｻｷ
5604 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上岸田 ｶﾐｷｼﾀﾞ
5600 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上杉ノ下 ｶﾐｽｷﾞﾉｼﾀ
5616 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上中川 ｶﾐﾅｶｶﾞﾜ
5624 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上中ゾヲ ｶﾐﾅｶｿﾞｵ
5636 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 上横畑 ｶﾐﾖｺﾊﾞﾀｹ
5643 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 北サガリノ ｷﾀｻｶﾞﾘﾉ
5635 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 北ヤシキ ｷﾀﾔｼｷ
5649 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
5660 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ ケヤキガサコ ｹﾔｷｶﾞｻｺ
5658 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ コウヒラ ｺｳﾋﾗ
5654 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ ゴマジリ ｺﾞﾏｼﾞﾘ
5659 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 猪屋床 ｼｼﾔﾄﾞｺ
5620 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下芝岡 ｼﾀｼﾊﾞｵｶ
5628 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下ノバリ ｼﾀﾉﾊﾞﾘ
5609 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ シモヲサキ ｼﾓｵｻｷ
5641 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下カゲ ｼﾓｶｹﾞ
5603 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下岸田 ｼﾓｷｼﾀﾞ
5601 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下モ杉ノ下 ｼﾓｽｷﾞﾉｼﾀ
5617 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下中川 ｼﾓﾅｶｶﾞﾜ
5611 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下中ザウ ｼﾓﾅｶｿﾞｳ
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5606 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下ノツゴ ｼﾓﾉﾂｺﾞ
5637 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 下横畑 ｼﾓﾖｺﾊﾞﾀｹ
5644 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 白瀧 ｼﾛﾀｷ
5598 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ タカアゼ ﾀｶｱｾﾞ
5662 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 高尾 ﾀｶｵ
5656 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 立石 ﾀﾃｲｼ
5619 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
5632 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ タビノ口 ﾀﾋﾞﾉｸﾁ
5626 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 長ノ平 ﾁｮｳﾉﾋﾗ
5647 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ ツタイソ ﾂﾀｲｿ
5665 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 寺ツバ ﾃﾗﾂﾊﾞ
5645 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 飛瀧 ﾄﾋﾞﾀｷ
5652 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 中内ケサコ ﾅｶｳﾁｶﾞｻｺ
5668 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
5621 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 中芝岡 ﾅｶｼﾊﾞｵｶ
5615 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 中々川 ﾅｶﾅｶｶﾞﾜ
5612 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 中ノツゴ ﾅｶﾉﾂｺﾞ
5627 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
5653 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 中山谷 ﾅｶﾔﾏﾀﾞﾆ
5614 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 西カヂヤシキ ﾆｼｶｼﾞﾔｼｷ
5639 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
5648 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 西黒松 ﾆｼｸﾛﾏﾂ
5630 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 西長者 ﾆｼﾁｮｳｼﾞｬ
5663 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 猫石 ﾈｺｲｼ
5599 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 子々ミガキ ﾈﾈﾐｶﾞｷ
5602 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 子々ミガキ邸上 ﾈﾈﾐｶﾞｷﾔｼｷﾉｳｴ
5613 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 東カヂヤシキ ﾋｶﾞｼｶｼﾞﾔｼｷ
5625 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 東長者 ﾋｶﾞｼﾁｮｳｼﾞｬ
5605 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
5607 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
5646 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 一ツ渕 ﾋﾄﾂﾌﾞﾁ
5640 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 船久保 ﾌﾅｸﾎﾞ
5655 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 松ケ平 ﾏﾂｶﾞﾋﾗ
5638 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
5642 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 南サガリノ ﾐﾅﾐｻｶﾞﾘﾉ
5597 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
5633 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 椋ケ畝 ﾑｸｶﾞｾ
5634 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 椋ヤシキ ﾑｸﾔｼｷ
5664 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 桃ケ畝 ﾓﾓｶﾞｾ
5623 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
5666 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 井口ノ上 ﾕｸﾞﾁﾉｳｴ
5661 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ 井ル瀧 ﾕﾙﾀｷ
5595 220 香北町有瀬 ｶﾎｸﾁｮｳｱﾗｾ ワサダ ﾜｻﾀﾞ
5710 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 有リガ谷 ｱﾘｶﾞﾀﾆ
5677 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上大城屋式 ｳｴｵｵｼﾛﾔｼｷ
5694 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ウシワタゼ ｳｼﾜﾀｾﾞ
5685 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 内野 ｳﾁﾉ
5676 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ウ子ザキ ｳﾈｻﾞｷ
5673 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
5691 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ヲキダシ ｵｷﾀﾞｼ
5686 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ヲキフシタニ ｵｷﾌｼﾀﾆ
5700 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ヲビヤガクボ ｵﾋﾞﾔｶﾞｸﾎﾞ
5680 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ カジヤガシリ ｶｼﾞﾔｶﾞｼﾘ
5695 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上ウシワタゼ ｶﾐｳｼﾜﾀｾﾞ
5703 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上大サコ ｶﾐｵｵｻｺ
5705 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上大峯 ｶﾐｵｵﾐﾈ
5675 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上川添 ｶﾐｶﾜｿﾞｴ
5672 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上河口 ｶﾐｺｳｸﾞﾁ
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5693 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上高畑 ｶﾐﾀｶﾊﾞﾀｹ
5684 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上栃ケ谷 ｶﾐﾄﾁｹﾀﾆ
5704 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 上ヌタノ峠 ｶﾐﾇﾀﾉﾄｵｹﾞ
5671 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
5674 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 川添 ｶﾜｿﾞｴ
5707 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ クマツカ ｸﾏﾂｶ
5678 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 下大城屋式 ｼﾀｵｵｼﾛﾔｼｷ
5682 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ シダガクボ ｼﾀﾞｶﾞｸﾎﾞ
5696 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 下ウシワタゼ ｼﾓｳｼﾜﾀｾﾞ
5702 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 下大サコ ｼﾓｵｵｻｺ
5698 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 下大峯谷 ｼﾓｵｵﾐﾈﾀﾞﾆ
5670 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 下河口 ｼﾓｺｳｸﾞﾁ
5692 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 下高畑 ｼﾓﾀｶﾊﾞﾀｹ
5681 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ジヤウケ ｼﾞﾔｳｹ
5708 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ジヤブチ ｼﾞﾔﾌﾞﾁ
5697 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 新明 ｼﾝﾐｮｳ
5689 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ タキノ宮 ﾀｷﾉﾐﾔ
5709 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ツナツケ ﾂﾅﾂｹ
5688 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ツルイカナロ ﾂﾙｲｶﾅﾛ
5679 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
5683 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ トチガタニ ﾄﾁｶﾞﾀﾆ
5711 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ トノバタケ ﾄﾉﾊﾞﾀｹ
5699 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 中大峯 ﾅｶｵｵﾐﾈ
5687 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ ヌタノ峠 ﾇﾀﾉﾄｵｹﾞ
5690 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ フキコシ ﾌｷｺｼ
5701 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 佛石 ﾎﾄｹｲｼ
5706 221 香北町西峯 ｶﾎｸﾁｮｳﾆｼﾐﾈ 屋式マワリ ﾔｼｷﾏﾜﾘ
5713 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 明良木 ｱｶﾗｷﾞ
5732 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 井サキ ｲｻｷ
5761 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 壱反 ｲｯﾀﾝ
5770 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 魚返リ ｳｵｶﾞｴﾘ
5789 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 浦次 ｳﾗｼﾞ
5792 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 漆生行 ｳﾙｼｼｮｳﾕｸ
5717 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 上ミ麦粉 ｳﾜﾑｲｺﾞ
5787 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 大影 ｵｵｶｹﾞ
5714 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 大向 ｵｵﾑｶｲ
5737 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 岡谷 ｵｶﾀﾞﾆ
5755 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ヲガバガ谷 ｵｶﾞﾊﾞｶﾞﾀﾆ
5788 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 奥ゴヤ ｵｸｺﾞﾔ
5771 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 奥ナロ ｵｸﾅﾛ
5741 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ カゲ井 ｶｹﾞｲ
5716 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 掛橋 ｶｹﾊｼ
5779 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 片地 ｶﾀｼﾞ
5769 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 釜ノ首 ｶﾏﾉｸﾋﾞ
5749 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 上ミ清 ｶﾐｾ
5731 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
5745 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 河ナロ ｶﾜﾅﾛ
5751 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ キヨヲヅカ ｷﾖｵﾂﾞｶ
5736 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 九代 ｸﾀﾞｲ
5718 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
5786 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
5790 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 源作谷 ｹﾞｻｸﾀﾞﾆ
5735 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ゴミ ｺﾞﾐ
5782 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 三代 ｻﾝﾀﾞｲ
5719 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 地極谷 ｼﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
5750 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 下タ清エ ｼﾀｾﾞｴ
5725 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 下タ麦紛 ｼﾀﾑｲｺﾞ
5757 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ シヅメ ｼﾂﾞﾒ
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5767 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ シブカキ ｼﾌﾞｶｷ
5776 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 城ケ森 ｼﾞｮｳｹﾓﾘ
5743 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 新宅 ｼﾝﾀｸ
5746 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ セエノヒラ ｾｴﾉﾋﾗ
5752 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 清エノ畝 ｾﾉｳﾈ
5747 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 瀧ノハナ ﾀｷﾉﾊﾅ
5780 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 瀧ノ向 ﾀｷﾉﾑｶｲ
5772 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 瀧脇 ﾀｷﾜｷ
5798 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 立石 ﾀﾃｲｼ
5791 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ チゾク ﾁｿﾞｸ
5727 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ツエ ﾂｴ
5783 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ツルイノ向 ﾂﾙｲﾉﾑｶｲ
5712 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 手染川 ﾃｿﾞﾒｶﾞﾜ
5744 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 堂ノ田 ﾄﾞｵﾉﾀ
5781 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 土蔵ケ畝 ﾄﾞｿﾞｳｹｾ
5748 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ トヤ ﾄﾔ
5768 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ
5795 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
5758 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 仲野 ﾅｶﾉ
5797 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 中峯 ﾅｶﾐﾈ
5785 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 仲見山 ﾅｶﾐﾔﾏ
5720 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 中麦粉 ﾅｶﾑｲｺﾞ
5733 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 仲ヤ本田 ﾅｶﾔﾎﾝﾃﾞﾝ
5729 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ナロ ﾅﾛ
5754 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 荷掛石 ﾆｶｹｲｼ
5722 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ニゴリガ谷 ﾆｺﾞﾘｶﾞﾀﾞﾆ
5774 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 西カナロ ﾆｼｶﾞﾅﾛ
5794 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 西ゲ仁尾 ﾆｼｹﾞﾆｵ
5760 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ヌタヅル井 ﾇﾀﾂﾞﾙｲ
5759 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 野地 ﾉｼﾞ
5762 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 野地岸 ﾉﾁｷﾞｼ
5796 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 灰場 ﾊｲﾊﾞ
5726 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
5715 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ハンダキ ﾊﾝﾀﾞｷ
5775 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 日浦 ﾋｳﾗ
5740 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ヒラキ ﾋﾗｷ
5724 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 弐ツ岩 ﾌﾀﾂｲﾜ
5723 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
5793 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 船ノ久保 ﾌﾅﾉｸﾎﾞ
5763 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ
5738 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ホイトウ岩 ﾎｲﾄｳｲﾜ
5773 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 朴ノキナロ ﾎｵﾉｷﾅﾛ
5739 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 堀貫 ﾎﾘﾇｷ
5777 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 前川 ﾏｴｶﾞﾜ
5778 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 前屋敷 ﾏｴﾔｼｷ
5766 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 政渡瀬 ﾏｻﾜﾀｾﾞ
5721 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ミツギ ﾐﾂｷﾞ
5753 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 水脇 ﾐﾂﾞﾜｷ
5765 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 南 ﾐﾅﾐ
5756 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ミナロチ ﾐﾅﾛﾁ
5730 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 峯 ﾐﾈ
5764 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 宮ナロ ﾐﾔﾅﾛ
5742 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 宮ノ北 ﾐﾔﾉｷﾀ
5728 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 森 ﾓﾘ
5734 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ 屋地 ﾔｼﾞ
5784 222 香北町河野 ｶﾎｸﾁｮｳｺｳﾉ ロンデン ﾛﾝﾃﾞﾝ
5814 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 磯下タ ｲｿｼﾀ
5815 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ イソノ上 ｲｿﾉｳｴ
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5839 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 市山 ｲﾁﾔﾏ
5821 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 岩ケタキ ｲﾜｶﾞﾀｷ
5824 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ イワヤノサコ ｲﾜﾔﾉｻｺ
5822 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ エボシガ平 ｴﾎﾞｼｶﾞﾋﾗ
5799 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 大サコ ｵｵｻｺ
5805 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 大ジイ ｵｵｼﾞｲ
5807 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
5808 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 大ナロノ上エ ｵｵﾅﾛﾉｳｴ
5806 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 大ナロノ下タ ｵｵﾅﾛﾉｼﾀ
5809 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 大リヨ ｵｵﾘﾖ
5803 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ クサギウ ｸｻｷﾞｳ
5827 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 栗ケ内 ｸﾘｶﾞｳﾁ
5820 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ サルタキ ｻﾙﾀｷ
5830 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 椎ケ瀧 ｼｲｶﾞﾀｷ
5840 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 椎ケ滝 ｼｲｶﾞﾀｷ
5810 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ シヲウリ ｼｵｳﾘ
5819 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ シシガウチ ｼｼｶﾞｳﾁ
5823 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 白石 ｼﾗｲｼ
5826 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 城首 ｼﾛｸﾋﾞ
5825 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ セエガナロ ｾｴｶﾞﾅﾛ
5801 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 立石 ﾀﾃｲｼ
5813 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 立見 ﾀﾃﾐ
5828 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
5834 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 土ケ畝 ﾂﾁｶﾞｳﾈ
5802 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 土居平 ﾄﾞｲﾉﾋﾗ
5817 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 中郷 ﾅｶｺﾞｳ
5818 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
5800 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 西平 ﾆｼﾀﾞｲﾗ
5811 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 之ノ口 ﾉﾉｸﾁ
5835 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 橋ケ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
5838 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 八丁 ﾊｯﾁｮｳ
5833 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ ヒジリ ﾋｼﾞﾘ
5837 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 桧尾 ﾋﾉｷｵ
5832 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 百人コバ ﾋｬｸﾆﾝｺﾊﾞ
5812 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ フタゴ谷 ﾌﾀｺﾞﾀﾞﾆ
5804 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
5829 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ ミサキ ﾐｻｷ
5831 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 宮ガナロ ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
5841 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 宮ケナロ ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
5836 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ 屋地ケ平 ﾔｼﾞｶﾞﾋﾗ
5816 223 香北町川ノ内 ｶﾎｸﾁｮｳｶﾜﾉｳﾁ ヤシキノ平 ﾔｼｷﾉﾋﾗ
5872 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 赤岩 ｱｶｲﾜ
5852 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ イグチ ｲｸﾞﾁ
5867 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 井口谷 ｲｸﾞﾁﾀﾞﾆ
5855 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ イノサコ ｲﾉｻｺ
5889 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ イノモト ｲﾉﾓﾄ
5849 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ウシツルイ ｳｼﾂﾙｲ
5888 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 馬床 ｳﾏﾄｺ
5881 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 大西 ｵｵﾆｼ
5847 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 岡田 ｵｶﾀﾞ
5877 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 押床 ｵｼﾄｺ
5875 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ カヤノ畝 ｶﾔﾉｳﾈ
5894 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ クドウジ ｸﾄﾞｳｼﾞ
5843 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 古井休場 ｺｲﾔｽﾊﾞ
5858 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ コウタキ ｺｳﾀｷ
5893 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ コシカケ ｺｼｶｹ
5895 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ コシカケ ｺｼｶｹ
5851 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 椎ケ瀧 ｼｲｶﾞﾀｷ
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5885 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ヂク滝 ｼﾞｸﾀﾞｷ
5873 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 地堺 ｼﾞｻﾞｶｲ
5870 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 下タ井口谷 ｼﾀｲｸﾞﾁﾀﾞﾆ
5856 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 下タ岡田 ｼﾀｵｶﾀﾞ
5850 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ シヅメガ瀧 ｼﾂﾞﾒｶﾞﾀｷ
5887 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ シデカサコ ｼﾃﾞｶｻｺ
5859 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 下モタキ ｼﾓﾀｷ
5860 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ジヤイシ ｼﾞﾔｲｼ
5879 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
5845 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ソウノ田 ｿｳﾉﾀ
5848 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 瀧下タ ﾀｷｼﾀ
5868 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 竹カナロ ﾀｹｶﾅﾛ
5861 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 立石 ﾀﾃｲｼ
5882 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 田ノモト ﾀﾉﾓﾄ
5874 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ツエガウチ ﾂｴｶﾞｳﾁ
5866 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ トイノクチ ﾄｲﾉｸﾁ
5862 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 堂ノ平 ﾄﾞｵﾉﾋﾗ
5878 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 橋ケ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
5871 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ハシトコ ﾊｼﾄｺ
5896 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ バリス谷 ﾊﾞﾘｽﾀﾞﾆ
5891 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 吹越シ ﾌｷｺｼ
5876 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ フクイノ ﾌｸｲﾉ
5884 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 富士ケ瀧 ﾌｼﾞｶﾞﾀｷ
5853 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 不動カ瀧 ﾌﾄﾞｳｶﾞﾀｷ
5892 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ホソノ ﾎｿﾉ
5890 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ホリコ谷 ﾎﾘｺﾀﾞﾆ
5854 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 本陣己家 ﾎﾝｼﾞﾝｺﾔ
5880 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ マエサカ ﾏｴｻｶ
5844 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 松ケ平 ﾏﾂｶﾞﾋﾗ
5857 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
5869 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 南裏 ﾐﾅﾐｳﾗ
5864 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 宮ノウシロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ
5865 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 宮ノ滝 ﾐﾔﾉﾀｷ
5863 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 宮ノ丸 ﾐﾔﾉﾏﾙ
5842 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ヤテヤシキ ﾔﾃﾔｼｷ
5883 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ 八幡ノ畝 ﾔﾊﾀﾉｳﾈ
5846 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ヨコイソ ﾖｺｲｿ
5886 224 香北町古井 ｶﾎｸﾁｮｳｺｲ ロンデン ﾛﾝﾃﾞﾝ
5948 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 赤岩 ｱｶｲﾜ
5908 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 曙ノ ｱｹﾎﾞﾉ
5909 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 東マ屋敷 ｱｽﾞﾏﾔｼｷ
5928 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 新シ ｱﾀﾗｼ
5913 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 菴ノ畝 ｱﾝﾉｾ
5900 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 菴ノ前 ｱﾝﾉﾏｴ
5901 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 石川 ｲｼｶﾜ
5902 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 石川屋敷 ｲｼｶﾜﾔｼｷ
5898 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 井ノ尻 ｲﾉｼﾘ
5919 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5954 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 射カ瀧 ｲﾙｶﾞﾀｷ
5939 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 岩屋ノ下 ｲﾜﾔﾉｼﾀ
5922 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 右近作 ｳｺﾝﾂﾞｸﾘ
5944 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 畝ノ尻 ｳﾈﾉｼﾘ
5935 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ
5952 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 大平 ｵｵﾋﾗ
5937 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 岡田 ｵｶﾀﾞ
5924 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 沖ノ後ロ ｵｷﾉｳｼﾛ
5947 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 柿ノ佐古 ｶｷﾉｻｺ
5910 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 金ナ釣井 ｶﾅﾂﾙｲ
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5918 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 上ミ日野 ｶﾐﾋﾉ
5945 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 上ミ屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
5920 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 京柿 ｷｮｳｶﾞｷ
5972 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 檎山 ｷﾝﾔﾏ
5975 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 桑佐古 ｸﾜｻﾞｺ
5899 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 鴻ノ巣 ｺｳﾉｽ
5958 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 佐古口 ｻｺｸﾞﾁ
5907 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 佐古ノ奈路 ｻｺﾉﾅﾛ
5953 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 笹久保 ｻｻｸﾎﾞ
5941 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 佐手ノ畝 ｻﾃﾞﾉｳﾈ
5978 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 猿臼 ｻﾙｳｽ
5950 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 篠部ノ首 ｼﾉﾍﾞﾉｸﾋﾞ
5931 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 神岡 ｼﾞﾝｶﾞ
5968 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 神岡上 ｼﾞﾝｶﾞﾉｳｴ
5933 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 新川 ｼﾝｶﾜ
5938 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 芹田 ｾﾘﾀﾞ
5904 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 膳ケ石 ｾﾞﾝｶﾞｲｼ
5946 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 高畠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ
5963 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 高樋 ﾀｶﾋ
5936 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
5905 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 剣刃 ﾂﾙｷﾞﾊ
5977 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 寺床 ﾃﾗﾄｺ
5916 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 土居川 ﾄﾞｲｶﾞﾜ
5969 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 土居ノ畝 ﾄﾞｲﾉｳﾈ
5917 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
5929 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 所薮 ﾄｺﾛﾔﾌﾞ
5960 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 鳥首 ﾄﾘｸﾋﾞ
5951 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 長磯 ﾅｶﾞｲｿ
5967 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 長佐古 ﾅｶﾞｻﾞｺ
5943 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 仲ノ畝 ﾅｶﾉｳﾈ
5932 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 梛ノ木 ﾅｷﾞﾉｷ
5923 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 畷田 ﾅﾜﾃﾀﾞ
5925 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 西川滝 ﾆｼｺﾞｳﾀｷ
5921 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 二反田 ﾆﾀﾝﾀﾞ
5970 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 奴多磨リ ﾇﾀｼﾞﾘ
5957 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 根木 ﾈｷ
5955 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 覗石 ﾉｿﾞｷｲｼ
5964 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 初桜 ﾊﾂｻﾞｸﾗ
5906 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 花棚 ﾊﾅﾀﾞﾅ
5962 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 東裏 ﾋｶﾞｼｳﾗ
5971 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 彦部 ﾋｺﾍﾞ
5903 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 布衣徒佐手 ﾌｲﾄｻﾃﾞ
5942 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 夫婦岩 ﾌｳﾌｲﾜ
5930 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 二タ股 ﾌﾀﾏﾀ
5934 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 船田 ﾌﾈﾀﾞ
5973 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 古ル木床 ﾌﾙｷﾄﾞｺ
5915 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 古場 ﾌﾙﾊﾞ
5974 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 坊主石 ﾎﾞｳｽﾞｲｼ
5965 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
5959 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 水ノ源 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
5911 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 峰 ﾐﾈ
5912 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 峰谷 ﾐﾈﾀﾞﾆ
5914 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 宮川 ﾐﾔｶﾞﾜ
5897 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 都路 ﾐﾔｺｼﾞ
5961 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
5976 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 桃ケ畝 ﾓﾓｶﾞｾ
5956 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 柚ノ佐古 ﾕﾉｻｺ
5926 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 湯領木戸 ﾕﾘｮｳｷﾄﾞ
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5927 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 湯領田 ﾕﾘｮｳﾃﾞﾝ
5940 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 横谷川橋ノ本 ﾖｺﾀﾞﾆｶﾞﾜﾊｼﾉﾓﾄ
5966 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 横山 ﾖｺﾔﾏ
5949 225 香北町日ノ御子 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾉﾐｺ 和光渕 ﾜｺｳﾌﾞﾁ
5986 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 赤サビ ｱｶｻﾋﾞ
6115 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ アカチガヤ ｱｶﾁｶﾞﾔ
5985 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 浅田原 ｱｻﾀﾞﾊﾗ
6009 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 遊石 ｱｿﾋﾞｲｼ
6023 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 尼ケ滝 ｱﾏｶﾞﾀｷ
5997 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 石カワ造 ｲｼｶﾜﾂﾞｸﾘ
6011 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
6114 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 泉ケ佐古 ｲｽﾞﾐｶﾞｻｺ
6064 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 壹ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ
5998 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ イノフシバ ｲﾉﾌｼﾊﾞ
6036 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 岩タキ ｲﾜﾀｷ
6028 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 馬床 ｳﾏﾄｺ
6002 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 梅ケサコ ｳﾒｶﾞｻｺ
6094 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 上ノクボ ｳﾜﾉｸﾎﾞ
6051 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 大サコ ｵｵｻｺ
6100 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 大東 ｵｵﾋｶﾞｼ
6066 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 大前 ｵｵﾏｴ
6019 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 大前ノ向 ｵｵﾏｴﾉﾑｶｲ
6081 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 大元 ｵｵﾓﾄ
6008 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 大元ノ上 ｵｵﾓﾄﾉｳｴ
5979 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 大屋敷谷相山 ｵｵﾔｼｷﾀﾆｱｲﾔﾏ
6093 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 岡田 ｵｶﾀﾞ
6038 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 奥ノヤヂ ｵｸﾉﾔｼﾞ
6018 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ヲゴケ石 ｵｺﾞｹｲｼ
5992 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 押入レ ｵｼｲﾚ
6097 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 小田元 ｵﾀﾞﾉﾓﾄ
6039 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 大平 ｵﾋﾗ
6072 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ カウカ ｶｳｶ
6047 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 柿ケサコ ｶｷｶﾞｻｺ
6069 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
6037 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ カチ山 ｶﾁﾔﾏ
5996 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ カツラ ｶﾂﾗ
6060 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 上坂元 ｶﾐｻｶﾓﾄ
6088 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 上土居 ｶﾐﾄﾞｲ
6091 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 上ノダ ｶﾐﾉﾀﾞ
6050 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 上ノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
6084 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 亀作リ ｶﾒﾂﾞｸﾘ
6117 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 喜右エ門作リ ｷｳｴﾓﾝﾂｸﾘ
6013 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 北笹ケ畝 ｷﾀｻｻｶﾞｳﾈ
6007 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 木屋ノサコ ｷﾔﾉｻｺ
6118 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 木屋ノ畝 ｷﾔﾉｾ
6108 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 木原 ｷﾜﾗ
6054 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ グイミケ浦 ｸﾞｲﾐｶﾞｳﾗ
6048 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 国木原 ｸﾆｷﾞﾜﾗ
5995 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ
6005 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 栗ケ畝 ｸﾘｶﾞｾ
6083 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 栗原 ｸﾘﾊﾗ
6045 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
6030 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ クワサコ ｸﾜｻｺ
6043 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 高知谷 ｺｳﾁﾀﾞﾆ
6033 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 高丁 ｺｳﾁﾖｳ
6031 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 高中宗 ｺｳﾅｶｿﾞ
6055 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 権現宮 ｺﾞﾝｹﾞﾝｸﾞｳ
6111 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 桜ケサコ ｻｸﾗｶﾞｻｺ



香美市の大字・字の一覧

2016/5/14 105/161 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

6012 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 笹ケ畝 ｻｻｶﾞｳﾈ
5988 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 磊レ ｻｻﾞﾚ
6106 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 椎ノヲ ｼｲﾉｵ
6016 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 下木戸 ｼﾓｷﾄﾞ
6061 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 下坂元 ｼﾓｻｶﾓﾄ
5999 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 下白尾 ｼﾓｼﾗｵ
6092 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 下ノダ ｼﾓﾉﾀﾞ
6101 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 下ノドイ ｼﾓﾉﾄﾞｲ
6119 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 城ケ森 ｼﾞｮｳｶﾞﾓﾘ
6001 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 白岩 ｼﾗｲﾜ
6000 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 白尾 ｼﾗｵ
6042 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ シルタレ ｼﾙﾀﾚ
6057 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 新蔵 ｼﾝｿﾞｳ
6096 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 新道 ｼﾝﾄﾞｳ
6076 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 杉ノ元 ｽｷﾞﾉﾓﾄ
6071 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 平ラ ﾀｲﾗ
6006 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 高タビ ﾀｶﾀﾋﾞ
6020 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 高太郎 ﾀｶﾀﾛｳ
6059 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 竹ノ後 ﾀｹﾉｳｼﾛ
6062 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 竹ノ中 ﾀｹﾉﾅｶ
6107 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 竹ノ端 ﾀｹﾉﾊﾅ
6015 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 田中宗 ﾀﾅｶｿﾞ
6121 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 谷相山 ﾀﾆｱｲﾔﾏ
6085 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 谷ナロ ﾀﾆﾅﾛ
5991 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 鹿矢床 ﾁﾔﾄｺ
5994 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 茶木平 ﾁｬﾉｷﾋﾗ
6074 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 千代ヤシキ ﾁﾖﾔｼｷ
6049 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ツエケ内 ﾂｴｹｳﾁ
6099 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ツガノ畝 ﾂｶﾞﾉｾ
6029 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ツルイケ谷 ﾂﾙｲｶﾞﾀﾆ
6052 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 出口 ﾃﾞｸﾞﾁ
6070 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 寺床 ﾃﾗﾄｺ
6086 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
5993 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 堂床 ﾄﾞｳﾄｺ
6113 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 峠ケ ﾄｵｹﾞ
6103 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ トヲシヨ ﾄｵｼﾖ
6027 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 唐箕ケ石 ﾄｵﾐｶﾞｲｼ
6046 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ トガ石 ﾄｶﾞｲｼ
6112 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 鳶ケ石 ﾄﾋﾞｶﾞｲｼ
5989 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ トヤケ畝 ﾄﾔｶﾞｳﾈ
5983 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 中カヤ ﾅｶｶﾔ
6067 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ナカザア ﾅｶｻﾞｱ
6063 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 長丁 ﾅｶﾞﾁｮｳ
6102 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 中ノ切 ﾅｶﾉｷﾚ
6104 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ナラドコロ ﾅﾗﾄﾞｺﾛ
6095 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ナレ石 ﾅﾚｲｼ
6010 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 西遊石 ﾆｼｱｿﾋﾞｲｼ
6087 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 西岡 ﾆｼｶﾞｵｶ
6004 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 西白尾 ﾆｼｼﾗｵ
5990 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ヌタ ﾇﾀ
6003 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 子ゴロケ畝 ﾈｺﾛｶﾞｾ
6090 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
6024 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 昇ケ岡 ﾉﾎﾞﾘｶﾞｵｶ
6058 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 姥ケ谷 ﾊﾞｶﾞﾀﾆ
6082 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ハシガ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
6098 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 花屋 ﾊﾅﾔ
5984 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 半国荒 ﾊﾝｺﾞｸｱﾚ
6068 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 引地 ﾋｷﾁ
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5981 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 桧木尾 ﾋﾉｷｵ
6056 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 開キ ﾋﾗｷ
6032 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 平松 ﾋﾗﾏﾂ
6110 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ フシキ平 ﾌｼｷﾋﾗ
6080 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ フタマタ ﾌﾀﾏﾀ
6077 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ フチケ沢 ﾌﾁｶﾞｻﾜ
6116 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 船ノ浦 ﾌﾈﾉｳﾗ
6075 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ フバノキサコ ﾌﾊﾞﾉｷｻｺ
5987 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ フル田 ﾌﾙﾀ
6065 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 古屋 ﾌﾙﾔ
6025 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ホドウチ ﾎﾄﾞｳﾁ
6026 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 堀切リ ﾎﾘｷﾘ
6073 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 前山 ﾏｴﾔﾏ
6089 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 松ケ畝 ﾏﾂｶﾞｳﾈ
6105 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 松ノ元 ﾏﾂﾉﾓﾄ
6044 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 松バケ畝 ﾏﾂﾊﾞｶﾞｾ
6035 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 間戸 ﾏﾄﾞ
6120 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 水ケ峠 ﾐｽﾞｶﾞﾄｵｹﾞ
6040 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 水除 ﾐｽﾞﾖｹ
5982 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 峯久保川 ﾐﾈｸﾎﾞｶﾜ
6021 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
6041 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 深山首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
6079 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 女夫岩 ﾐｮｳﾄｲﾜ
6022 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ モチダ ﾓﾁﾀﾞ
6017 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 門ノ向 ﾓﾝﾉﾑｶｲ
6078 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ ヤケシダ ﾔｹｼﾀﾞ
6034 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 山犬神 ﾔﾏｲﾇｶﾞﾐ
6053 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 山神谷 ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾞﾆ
6109 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 山ノ根 ﾔﾏﾉﾈ
6014 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 檮畑 ﾕｽﾊﾞﾀ
5980 226 香北町谷相 ｶﾎｸﾁｮｳﾀﾆｱｲ 与三木屋 ﾖｿｳｺﾞﾔ
6130 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 石原 ｲｼﾜﾗ
6144 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ ウハガ畝 ｳﾊｶﾞｳﾈ
6131 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ ウリザコ ｳﾘｻﾞｺ
6135 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 上樋ノ口 ｳﾜﾋﾉｸﾁ
6127 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 柿ノ本 ｶｷﾉﾓﾄ
6140 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 栗ミザコ ｸﾘﾐｻﾞｺ
6132 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 椎ノ尾 ｼｲﾉｵ
6125 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 芝ノ畝 ｼﾊﾞﾉｾ
6129 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 下タ樋ノ口 ｼﾓﾀﾋﾉｸﾁ
6126 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 立チ花 ﾀﾁﾊﾞﾅ
6142 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ ツチナロ ﾂﾁﾅﾛ
6128 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ ツネ石 ﾂﾈｲｼ
6124 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 橡ノ内 ﾄﾁﾉｳﾁ
6143 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 西ツチナロ ﾆｼﾂﾁﾅﾛ
6136 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 萩原 ﾊｷﾞﾊﾗ
6139 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ ハデ床 ﾊﾃﾞﾄﾞｺ
6141 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 東土ナロ ﾋｶﾞｼﾂﾁﾅﾛ
6123 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 松ケ平 ﾏﾂｶﾞﾋﾗ
6122 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 松堂 ﾏﾂﾄﾞｳ
6137 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 水口 ﾐﾅｸﾁ
6134 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
6133 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 屋式田 ﾔｼｷﾀﾞ
6138 227 香北町中谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾀﾆ 横磯 ﾖｺｲｿ
6211 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 相屋式 ｱｲﾔｼｷ
6212 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 相屋式ノ北 ｱｲﾔｼｷﾉｷﾀ
6210 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 相屋式ノ東 ｱｲﾔｼｷﾉﾋｶﾞｼ
6202 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 猪ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
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6201 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 猪ノ谷ノ北 ｲﾉﾀﾆﾉｷﾀ
6181 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 後口屋式 ｳｼﾛｸﾞﾁﾔｼｷ
6179 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 後口屋式ノ西 ｳｼﾛｸﾞﾁﾔｼｷﾉﾆｼ
6158 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ ウスカナロ ｳｽｶﾅﾛ
6165 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ ウスガナロノ西 ｳｽｶﾞﾅﾛﾉﾆｼ
6160 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 馬通 ｳﾏﾄｵｼ
6221 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 大櫛ゲ ｵｵｸｼｹﾞ
6217 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 岡田 ｵｶﾀﾞ
6218 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 岡田ノ東 ｵｶﾀﾞﾉﾋｶﾞｼ
6214 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 岡田ノ南 ｵｶﾀﾞﾉﾐﾅﾐ
6161 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ ヲスガ打 ｵｽｶﾞｳﾁ
6162 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ ヲスケウチノ西 ｵｽｶﾞｳﾁﾉﾆｼ
6159 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 梶荒 ｶｼﾞｱﾚ
6200 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 榧ノ木 ｶﾞﾔﾉｷ
6222 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 喜三郎 ｷｻﾌﾞﾛｳ
6220 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 櫛ゲ ｸｼｹﾞ
6219 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 櫛ゲノ東 ｸｼｹﾞﾉﾋｶﾞｼ
6180 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 倉石 ｸﾗｲｼ
6190 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ クライシキタ ｸﾗｲｼｷﾀ
6173 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 倉石ノ西 ｸﾗｲｼﾉﾆｼ
6189 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ クライシノヒガシ ｸﾗｲｼﾉﾋｶﾞｼ
6152 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 倉谷 ｸﾗﾀﾆ
6182 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 甲田 ｺｳﾀ
6145 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 牛房迫 ｺﾞﾎﾞｳｻﾞｺ
6187 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ コボウシノ南 ｺﾎﾞｳｼﾉﾐﾅﾐ
6188 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ コボシ西谷 ｺﾎﾞｼﾆｼﾀﾞﾆ
6168 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 五本松 ｺﾞﾎﾝﾏﾂ
6170 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 五本松ノ北路 ｺﾞﾎﾝﾏﾂﾉｷﾀﾐﾁ
6169 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 五本松ノ西 ｺﾞﾎﾝﾏﾂﾉﾆｼ
6163 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ サル部 ｻﾙﾍﾞ
6164 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 猿部ノ上 ｻﾙﾍﾞﾉｳｴ
6167 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ サルベノ西 ｻﾙﾍﾞﾉﾆｼ
6150 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ スリカ打 ｽﾘｶﾞｳﾁ
6149 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ スリカ畝 ｽﾘｶﾞｳﾈ
6151 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ スリガウ子谷西 ｽﾘｶﾞｳﾈﾀﾆﾉﾆｼ
6206 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 土居 ﾄﾞｲ
6208 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 土居ノ北 ﾄﾞｲﾉｷﾀ
6203 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
6207 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 土居ノ南 ﾄﾞｲﾉﾐﾅﾐ
6155 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 土居ノ向イ ﾄﾞｲﾉﾑｶｲ
6156 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 土居ノ向ノ上 ﾄﾞｲﾉﾑｶｲﾉｳｴ
6185 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 堂中 ﾄﾞｳﾅｶ
6186 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 堂中ノ北 ﾄﾞｳﾅｶﾉｷﾀ
6184 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 堂畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
6183 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 堂前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
6177 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 西山 ﾆｼﾔﾏ
6178 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 西山ノ北 ﾆｼﾔﾏﾉｷﾀ
6176 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 西山ノ西 ﾆｼﾔﾏﾉﾆｼ
6213 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 怒田ノ本 ﾇﾀﾉﾓﾄ
6175 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 兀森 ﾊｹﾞﾓﾘ
6172 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 兀森ノ北 ﾊｹﾞﾓﾘﾉｷﾀ
6171 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 兀森西 ﾊｹﾞﾓﾘﾉﾆｼ
6174 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 兀森東 ﾊｹﾞﾓﾘﾉﾋｶﾞｼ
6215 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ ハ子カケ石 ﾊﾈｶｹｲｼ
6216 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ ハ子カケ石北 ﾊﾈｶｹｲｼｷﾀ
6193 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 船佐古 ﾌﾅｻﾞｺ
6194 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 船佐古ノ北 ﾌﾅｻﾞｺﾉｷﾀ
6191 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 船佐古ノ東 ﾌﾅｻﾞｺﾉﾋｶﾞｼ



香美市の大字・字の一覧

2016/5/14 108/161 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな

6192 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 船佐古ノ南 ﾌﾅｻﾞｺﾉﾐﾅﾐ
6157 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 古鳥 ﾌﾙﾄﾘ
6196 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ ホリヌキ ﾎﾘﾇｷ
6195 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 堀抜ノ西 ﾎﾘﾇｷﾉﾆｼ
6146 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 水ケ峠 ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞ
6147 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 水ケ峠谷西 ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞﾀﾆﾉﾆｼ
6224 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 水ケ峠谷西 ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞﾀﾆﾉﾆｼ
6148 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 水ケ峠谷東 ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
6223 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 水ケ峠谷東 ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
6205 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 宮ノ後口 ﾐﾔﾉｳｼﾛｸﾞﾁ
6209 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 宮ノ後口ノ北 ﾐﾔﾉｳｼﾛｸﾞﾁﾉｷﾀ
6153 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ モチイ ﾓﾁｲ
6204 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ モチイ谷ノ北 ﾓﾁｲﾀﾞﾆﾉｷﾀ
6154 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ モチイノ西 ﾓﾁｲﾉﾆｼ
6197 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 山神ノ南 ﾔﾏｶﾐﾉﾐﾅﾐ
6198 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 山神ノ南 ﾔﾏｶﾐﾉﾐﾅﾐ
6199 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 山神東ノ迫 ﾔﾏｶﾐﾋｶﾞｼﾉｻｺ
6166 228 香北町横谷 ｶﾎｸﾁｮｳﾖｺﾀﾞﾆ 横山 ﾖｺﾔﾏ
6265 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 荒古 ｱﾗﾌﾙ
6248 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 池田 ｲｹﾀﾞ
6244 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 石ノ本 ｲｼﾉﾓﾄ
6269 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 榎瀧 ｴﾉｷﾀﾞｷ
6270 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 大穴 ｵｵｱﾅ
6267 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
6225 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 大東 ｵｵﾋｶﾞｼ
6252 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 沖長丁 ｵｷﾅｶﾞﾁｮｳ
6227 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 角石 ｶﾄﾞｲｼ
6254 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 門田 ｶﾄﾞﾀ
6239 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ カドマノウド ｶﾄﾞﾏﾉｳﾄﾞ
6256 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 近對 ｷﾂﾂｲ
6226 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 木戸浦 ｷﾄﾞｳﾗ
6228 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 黒土 ｸﾛﾂﾁ
6245 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 黒中 ｸﾛﾅｶ
6246 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 郷田 ｺﾞｳﾃﾞﾝ
6268 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 小畝首 ｺｳﾈｸﾋﾞ
6266 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 椎原峠 ｼｲﾊﾗﾄｳｹﾞ
6232 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 下タ山田 ｼﾀﾔﾏﾀﾞ
6261 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 下モ平石 ｼﾓﾋﾗｲｼ
6243 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 定畑 ｼﾞｮｳﾊﾞﾀ
6260 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 城 ｼﾛ
6250 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 大小合 ﾀﾞｲｼﾞｮｳｺﾞｳ
6229 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 大門 ﾀﾞｲﾓﾝ
6249 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 高垣 ﾀｶｶﾞｷ
6242 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 高畝 ﾀｶｾﾞ
6238 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
6234 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
6230 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 長福寺 ﾁｮｳﾌｸｼﾞ
6262 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 藤弥傅 ﾄｳﾔﾃﾞﾝ
6259 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 中城 ﾅｶｼﾞｮｳ
6251 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 長丁 ﾅｶﾞﾁｮｳ
6255 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 仲屋 ﾅｶﾔ
6247 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 縄手ノ浦 ﾅﾜﾃﾉｳﾗ
6253 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 西ノ坪 ﾆｼﾉﾂﾎﾞ
6263 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
6257 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 古川 ﾌﾙｶﾜ
6264 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 平ヱ田 ﾍｴﾀﾞ
6237 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 前田土居 ﾏｴﾀﾞﾄﾞｲ
6233 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 政所 ﾏｻﾄﾞｺﾛ
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6258 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 溝ノ本 ﾐｿﾞﾉﾓﾄ
6236 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 南ノ土居 ﾐﾅﾐﾉﾄﾞｲ
6241 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
6240 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
6231 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
6235 229 香北町朴ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳﾎｳﾉｷ ロツビャク ﾛﾂﾋﾞﾔｸ
6433 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 青木田 ｱｵｷﾀﾞ
6319 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 遊ビ石 ｱｿﾋﾞｲｼ
6286 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ アレタ ｱﾚﾀ
6382 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 泉ノサコ ｲｽﾞﾐﾉｻｺ
6287 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 壹里塚大道下 ｲﾁﾘｽﾞｶｵｵﾐﾁｼﾀ
6308 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 壹里塚大道ノ上 ｲﾁﾘｽﾞｶｵｵﾐﾁﾉｳｴ
6309 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 壹里塚大道ノ上東 ｲﾁﾘｽﾞｶｵｵﾐﾁﾉｳｴﾋｶﾞｼ
6346 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ イノコヲジ入口 ｲﾉｺｵｼﾞｲﾘｸﾞﾁ
6353 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ イノコヲジ井ノ上 ｲﾉｺｵｼﾞﾕﾉｳｴ
6349 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ イノコヲジ井ノ下 ｲﾉｺｵｼﾞﾕﾉｼﾀ
6347 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ イノコジ奥 ｲﾉｺｼﾞｵｸ
6458 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大内 ｵｵｳﾁ
6388 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大シガキ泉ノ本 ｵｵｼｶﾞｷｲｽﾞﾐﾉﾓﾄ
6389 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大シガキ東ノ畝 ｵｵｼｶﾞｷﾋｶﾞｼﾉｳﾈ
6390 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大シガキ南ノ下 ｵｵｼｶﾞｷﾐﾅﾐﾉｼﾀ
6327 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大田 ｵｵﾀ
6332 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大田北道ノ上 ｵｵﾀｷﾀﾐﾁﾉｳｴ
6328 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大田南 ｵｵﾀﾉﾐﾅﾐ
6330 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大田道ノ東 ｵｵﾀﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
6303 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大西 ｵｵﾆｼ
6304 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大西ノ北 ｵｵﾆｼﾉｷﾀ
6446 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大東 ｵｵﾋｶﾞｼ
6292 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大平ラ ｵｵﾋﾗ
6281 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大前 ｵｵﾏｴ
6331 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大本 ｵｵﾓﾄ
6339 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大本谷ゾヱ ｵｵﾓﾄﾀﾆｿﾞｴ
6335 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大本の岡 ｵｵﾓﾄﾉｵｶ
6337 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大本東サコ ｵｵﾓﾄﾋｶﾞｼｻｺ
6336 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大本道ノ上 ｵｵﾓﾄﾐﾁﾉｳｴ
6334 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大本宮ノ上 ｵｵﾓﾄﾐﾔﾉｳｴ
6333 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 大本宮ノ床 ｵｵﾓﾄﾐﾔﾉﾄｺ
6468 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 岡 ｵｶ
6451 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 岡ノ谷 ｵｶﾉﾀﾆ
6404 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 沖ノ向イノ上 ｵｷﾉﾑｶｲﾉｳｴ
6405 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 沖ノ向イノ下 ｵｷﾉﾑｶｲﾉｼﾀ
6406 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 沖ノ向イノ東 ｵｷﾉﾑｶｲﾉﾋｶﾞｼ
6273 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ヲ中 ｵﾅｶ
6455 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ カギ田 ｶｷﾞﾀ
6350 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 柿ノ峠 ｶｷﾉﾄｳｹﾞ
6351 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 柿ノ峠泉ノ西 ｶｷﾉﾄｳｹﾞｲｽﾞﾐﾉﾆｼ
6427 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 柿ノ峠泉ノ東 ｶｷﾉﾄｳｹﾞｲｽﾞﾐﾉﾋｶﾞｼ
6377 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 柿ノ峠道ノ東 ｶｷﾉﾄｳｹﾞﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
6444 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 上スガイ ｶﾐｽｶﾞｲ
6323 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 上中野 ｶﾐﾅｶﾉ
6324 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 上中野道ノ北 ｶﾐﾅｶﾉﾐﾁﾉｷﾀ
6296 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
6297 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ カラ谷西 ｶﾗﾀﾆﾆｼ
6271 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ カリヤダ ｶﾘﾔﾀﾞ
6272 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ カリヤダノ上 ｶﾘﾔﾀﾞﾉｳｴ
6329 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 川久保 ｶﾜｸﾎﾞ
6301 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 木戸谷 ｷﾄﾞﾀﾆ
6302 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 木戸谷北 ｷﾄﾞﾀﾆｷﾀ
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6431 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 木原 ｷﾊﾗ
6434 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 木原大井ノ下 ｷﾊﾗｵｵｲﾉｼﾀ
6430 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 木原ノ西 ｷﾊﾗﾉﾆｼ
6371 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ クリノウ子 ｸﾘﾉｳﾈ
6373 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ クリノウ子ノ下 ｸﾘﾉｳﾈﾉｼﾀ
6326 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 五代田 ｺﾞﾀﾞｲﾀﾞ
6407 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ コビツノ ｺﾋﾞﾂﾉ
6290 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ サガリノ ｻｶﾞﾘﾉ
6422 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 笹ケナロ南 ｻｻｶﾞﾅﾛﾐﾅﾐ
6341 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ササゲシリ ｻｻｹﾞｼﾘ
6359 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ササゲ尻道ノ上 ｻｻｹﾞｼﾘﾐﾁﾉｳｴ
6360 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ササゲ尻道ノ上 ｻｻｹﾞｼﾘﾐﾁﾉｳｴ
6385 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 笹ナロ道ノ北 ｻｻﾅﾛﾐﾁﾉｷﾀ
6338 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ サルビタイ ｻﾙﾋﾞﾀｲ
6428 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 椎ノ本 ｼｲﾉﾓﾄ
6356 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ シダノハナ ｼﾀﾞﾉﾊﾅ
6357 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ シダノ鼻井手ノ下 ｼﾀﾞﾉﾊﾅｲﾃﾞﾉｼﾀ
6442 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ シデノ久保 ｼﾃﾞﾉｸﾎﾞ
6443 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ シデノ久保南 ｼﾃﾞﾉｸﾎﾞﾐﾅﾐ
6465 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 芝 ｼﾊﾞ
6464 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 芝大道ノ上 ｼﾊﾞｵｵﾐﾁﾉｳｴ
6466 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 芝ノ西 ｼﾊﾞﾉﾆｼ
6399 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 下ガマノ上 ｼﾓｶﾞﾏﾉｳｴ
6401 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 下ガマノ下 ｼﾓｶﾞﾏﾉｼﾀ
6456 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ スガイ ｽｶﾞｲ
6402 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 杉ナロ ｽｷﾞﾅﾛ
6403 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 杉ナロノ下 ｽｷﾞﾅﾛﾉｼﾀ
6391 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ スズガサコ ｽｽﾞｶﾞｻｺ
6395 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ スズガサコノ下 ｽｽﾞｶﾞｻｺﾉｼﾀ
6396 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ スズガサコノ東 ｽｽﾞｶﾞｻｺﾉﾋｶﾞｼ
6392 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ スズガサコ東下 ｽｽﾞｶﾞｻｺﾋｶﾞｼｼﾀ
6394 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ スズガサコ井ノ下 ｽｽﾞｶﾞｻｺﾕﾉｼﾀ
6285 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ タイトヲ尻 ﾀｲﾄｵｼﾘ
6375 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 立石ノ上 ﾀﾃｲｼﾉｳｴ
6368 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 立石ノ下 ﾀﾃｲｼﾉｼﾀ
6380 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 谷内宮ノ東 ﾀﾆｳﾁﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
6450 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 谷野奥ノ上 ﾀﾆﾉｵｸﾉｳｴ
6397 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 茶ガ畑 ﾁｬｶﾞﾊﾞﾀｹ
6398 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 茶ガ畑ノ東 ﾁｬｶﾞﾊﾞﾀｹﾉﾋｶﾞｼ
6295 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 茶畑 ﾁｬﾊﾞﾀ
6432 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ チヨナ作 ﾁﾖﾅﾂｸﾘ
6370 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ツヱザコ ﾂｴｻﾞｺ
6274 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 土居 ﾄﾞｲ
6275 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 土居南 ﾄﾞｲﾉﾐﾅﾐ
6393 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ドンド ﾄﾞﾝﾄﾞ
6414 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ドンドノ畝 ﾄﾞﾝﾄﾞﾉｳﾈ
6307 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 長岡 ﾅｶﾞｵｶ
6313 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 長岡西ノ下 ﾅｶﾞｵｶﾆｼﾉｼﾀ
6473 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 長岡東 ﾅｶﾞｵｶﾋｶﾞｼ
6366 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ
6376 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 長佐古道上 ﾅｶﾞｻｺﾐﾁﾉｳｴ
6452 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中西 ﾅｶﾆｼ
6453 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中西道野南 ﾅｶﾆｼﾐﾁﾉﾐﾅﾐ
6448 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中西井野上 ﾅｶﾆｼﾕﾉｳｴ
6315 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中野 ﾅｶﾉ
6314 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中野ヲサキ ﾅｶﾉｵｻｷ
6317 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中野ノ上 ﾅｶﾉﾉｳｴ
6318 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中野ノ岡 ﾅｶﾉﾉｵｶ
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6316 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中野渡瀬ノ上 ﾅｶﾉﾜﾀｾﾉｳｴ
6445 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中屋 ﾅｶﾔ
6355 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中山 ﾅｶﾔﾏ
6365 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中山畝北 ﾅｶﾔﾏｳﾈﾉｷﾀ
6345 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 中山ノ下 ﾅｶﾔﾏﾉｼﾀ
6400 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 流レ ﾅｶﾞﾚ
6310 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 流勘定 ﾅｶﾞﾚｶﾝｼﾞｮｳ
6311 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 流勘定道ノ西 ﾅｶﾞﾚｶﾝｼﾞｮｳﾐﾁﾉﾆｼ
6435 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西植田 ﾆｼｳｴﾀ
6449 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西ウハダノ上 ﾆｼｳﾊﾀﾞﾉｳｴ
6436 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西ウハダ道東 ﾆｼｳﾊﾀﾞﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
6457 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西スガイ ﾆｼｽｶﾞｲ
6282 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
6447 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西野岡 ﾆｼﾉｵｶ
6291 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
6293 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西山 ﾆｼﾔﾏ
6294 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 西山ノ上 ﾆｼﾔﾏﾉｳｴ
6320 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 入道谷 ﾆｭｳﾄﾞｳﾀﾆ
6322 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 入道谷ノ西 ﾆｭｳﾄﾞｳﾀﾆﾉﾆｼ
6325 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 入道谷ノ東 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾀﾞﾆﾉﾋｶﾞｼ
6321 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 入道谷南 ﾆｭｳﾄﾞｳﾀﾆﾉﾐﾅﾐ
6423 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ヌタノ平 ﾇﾀﾉﾋﾗ
6367 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 野竹 ﾉﾀﾞｹ
6363 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 野竹泉ノ上 ﾉﾀﾞｹｲｽﾞﾐﾉｳｴ
6364 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 野竹泉ノ下 ﾉﾀﾞｹｲｽﾞﾐﾉｼﾀ
6283 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ
6312 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 八幡ノ後ロ ﾊﾁﾏﾝﾉｳｼﾛ
6306 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 八幡許 ﾊﾁﾏﾝﾉﾓﾄ
6463 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 八反切 ﾊｯﾀﾝｷﾚ
6412 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 東上田ノ北 ﾋｶﾞｼｳﾜﾀﾞﾉｷﾀ
6411 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 東上田ノ南 ﾋｶﾞｼｳﾜﾀﾞﾉﾐﾅﾐ
6343 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 一ツ橋ノ上 ﾋﾄﾂﾊﾞｼﾉｳｴ
6299 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 平石 ﾋﾗｲｼ
6300 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 平石西 ﾋﾗｲｼﾆｼ
6298 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 平石ノ東 ﾋﾗｲｼﾉﾋｶﾞｼ
6369 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 平鍬 ﾋﾗｸﾜ
6348 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ フカザコ ﾌｶｻﾞｺ
6354 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ フカザコ ﾌｶｻﾞｺ
6472 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 札場ノ西 ﾌﾀﾞﾊﾞﾉﾆｼ
6461 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 古宮ノ後ロ ﾌﾙﾐﾔﾉｳｼﾛ
6459 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 古宮ノ東 ﾌﾙﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
6460 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 古宮ノ南 ﾌﾙﾐﾔﾉﾐﾅﾐ
6454 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
6467 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 宝蔵寺 ﾎｳｿﾞｳｼﾞ
6471 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ホヲキ ﾎｵｷ
6288 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ マイヤ ﾏｲﾔ
6289 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ マイヤノ南 ﾏｲﾔﾉﾐﾅﾐ
6276 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 前野 ﾏｴﾉ
6278 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 前野西 ﾏｴﾉﾉﾆｼ
6277 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 前野東 ﾏｴﾉﾋｶﾞｼ
6361 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 松ザコ上 ﾏﾂｻﾞｺｳｴ
6362 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 松ザコ道ノ上 ﾏﾂｻﾞｺﾐﾁﾉｳｴ
6358 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 松ザコ道ノ下 ﾏﾂｻﾞｺﾐﾁﾉｼﾀ
6284 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
6413 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ マトヲ谷 ﾏﾄｵﾀﾞﾆ
6415 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ マトヲ谷畝 ﾏﾄｵﾀﾞﾆﾉｳﾈ
6417 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 的谷 ﾏﾄﾀﾞﾆ
6420 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 的谷セイ ﾏﾄﾀﾞﾆｾｲ
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6418 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 的谷西 ﾏﾄﾀﾞﾆﾆｼ
6421 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 的谷西ノ上 ﾏﾄﾀﾞﾆﾆｼﾉｳｴ
6419 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 的谷東 ﾏﾄﾀﾞﾆﾋｶﾞｼ
6416 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 的谷水路シ ﾏﾄﾀﾞﾆﾐｽﾞｵﾄｼ
6386 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ マミノ石 ﾏﾐﾉｲｼ
6387 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ マミノ石道ノ西 ﾏﾐﾉｲｼﾐﾁﾉﾆｼ
6344 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 水分ノ東 ﾐｽﾞﾜｹﾉﾋｶﾞｼ
6425 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 三ツ森 ﾐﾂﾓﾘ
6384 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 三ツ森上道ノ下 ﾐﾂﾓﾘｳﾜﾐﾁﾉｼﾀ
6383 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 三ツ森北道ノ下 ﾐﾂﾓﾘｷﾀﾐﾁﾉｼﾀ
6429 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 三ツ森ノ北 ﾐﾂﾓﾘﾉｷﾀ
6378 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 三ツ森ノ西 ﾐﾂﾓﾘﾉﾆｼ
6426 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 三ツ森ノ南 ﾐﾂﾓﾘﾉﾐﾅﾐ
6424 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 三ツ森道ノ東 ﾐﾂﾓﾘﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
6279 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｶﾐ
6340 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 宮ノ下道ノ東 ﾐﾔﾉｼﾀﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
6437 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
6408 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ モチ ﾓﾁ
6409 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ モチ東 ﾓﾁﾉﾋｶﾞｼ
6342 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ モノ井デ ﾓﾉｲﾃﾞ
6352 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 弥三郎ザコ ﾔｻﾌﾞﾛｳｻﾞｺ
6305 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 休場南 ﾔｽﾊﾞﾉﾐﾅﾐ
6280 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
6372 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 山ノ神ノ後 ﾔﾏﾉｶﾐﾉｳｼﾛ
6381 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 山ノ神ノ北 ﾔﾏﾉｶﾐﾉｷﾀ
6379 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 山ノ神ノ向イ ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾑｶｲ
6374 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 山ノ神宮床 ﾔﾏﾉｶﾐﾐﾔﾄﾞｺ
6470 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 横畝 ﾖｺｳﾈ
6469 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 横畝ノ東 ﾖｺｳﾈﾉﾋｶﾞｼ
6441 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 吉田 ﾖｼﾀﾞ
6438 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 吉田大道ノ上 ﾖｼﾀﾞｵｵﾐﾁﾉｳｴ
6439 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 吉田大道ノ下 ﾖｼﾀﾞｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
6440 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 吉田大道ノ下西 ﾖｼﾀﾞｵｵﾐﾁﾉｼﾀﾆｼ
6410 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ 吉田ノ北 ﾖｼﾀﾞﾉｷﾀ
6462 230 香北町永野 ｶﾎｸﾁｮｳﾅｶﾞﾉ ヨデン ﾖﾃﾞﾝ
6483 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 赤石 ｱｶｲｼ
6498 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ アカチガヤ ｱｶﾁｶﾞﾔ
6478 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 荒屋敷 ｱﾗﾔｼｷ
6482 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 居ノ佐古 ｲﾉｻｺ
6507 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ イノセイ ｲﾉｾｲ
6502 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 岩屋 ｲﾜﾔ
6519 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 牛床ガ畝 ｳｼﾄﾞｺｶﾞｳﾈ
6547 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ウツゲヤブ ｳﾂｹﾞﾔﾌﾞ
6528 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ウハフナギ ｳﾊﾌﾅｷﾞ
6512 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ウヨヲカ屋敷 ｳﾖｵｶﾔｼｷ
6518 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ウリ溝 ｳﾘﾐｿﾞ
6546 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ウリ溝谷 ｳﾘﾐｿﾞﾀﾞﾆ
6538 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 上井口 ｳﾜﾕｸﾞﾁ
6531 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ヲモヱイグチ ｵﾓｴｲｸﾞﾁ
6492 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾆ
6527 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ヲモ井口 ｵﾓﾕｸﾞﾁ
6545 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 竈ノ首 ｶﾏﾉｸﾋﾞ
6542 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ カラミカサコ ｶﾗﾐｶｻｺ
6477 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 借屋ノヱミ ｶﾘﾔﾉｴﾐ
6522 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 北岩屋ノ向 ｷﾀｲﾜﾔﾉﾑｶｲ
6497 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 北萩原 ｷﾀﾊｷﾞﾜﾗ
6515 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 北良知 ｷﾀﾘｮｳﾁ
6541 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 切抜 ｷﾘﾇｷ
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6503 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ クリミノ畝 ｸﾘﾐﾉｳﾈ
6537 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ クレ石 ｸﾚｲｼ
6476 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 柚ノナロ ｼﾞｸﾉﾅﾛ
6540 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 障子石 ｼｮｳｼﾞｲｼ
6524 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 障子ケ平 ｼｮｳｼﾞｶﾞﾋﾗ
6494 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ シリキガ岩 ｼﾘｷｶﾞｲﾜ
6513 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ジンクナロ ｼﾞﾝｸﾅﾛ
6532 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ソバトコ畝 ｿﾊﾞﾄｺｳﾈ
6495 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 谷清 ﾀﾆｷﾖ
6517 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ
6550 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ タビノクチ ﾀﾋﾞﾉｸﾁ
6511 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 土居谷 ﾄﾞｲﾀﾞﾆ
6510 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
6525 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 通松 ﾄｵﾘﾏﾂ
6544 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 中項 ﾅｶｺｳ
6504 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ
6499 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 長佐古ノ岡 ﾅｶﾞｻｺﾉｵｶ
6474 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
6521 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 西岩屋ノ下 ﾆｼｲﾜﾔﾉｼﾀ
6500 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 西長佐古 ﾆｼﾅｶﾞｻｺ
6490 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 西ノウ子 ﾆｼﾉｳﾈ
6475 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 西ノ久保屋敷 ﾆｼﾉｸﾎﾞﾔｼｷ
6480 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 西前野屋敷 ﾆｼﾏｴﾉﾔｼｷ
6535 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 西山神 ﾆｼﾔﾏｶﾞﾐ
6514 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 西良知ケ平 ﾆｼﾘｮｳﾁｶﾞﾋﾗ
6496 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 萩原平 ﾊｷﾞﾜﾗﾋﾗ
6523 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 東岩屋 ﾋｶﾞｼｲﾜﾔ
6509 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
6549 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 東ビヤガ谷 ﾋｶﾞｼﾋﾞﾔｶﾞﾀﾆ
6488 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
6533 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 東山神 ﾋｶﾞｼﾔﾏｶﾞﾐ
6520 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 引地ノ平 ﾋｷﾁﾉﾋﾗ
6548 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ビヤガ谷ノ下 ﾋﾞﾔｶﾞﾀﾆﾉｼﾀ
6543 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ フナギナロ ﾌﾅｷﾞﾅﾛ
6529 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ フナギノ磯 ﾌﾅｷﾞﾉｲｿ
6539 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ ブリ石平 ﾌﾞﾘｲｼﾀﾞｲﾗ
6530 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 古田 ﾌﾙﾀ
6486 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 堀屋敷 ﾎﾘﾔｼｷ
6485 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 前貸屋敷 ﾏｴｶｼﾔｼｷ
6479 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 前野屋敷 ﾏｴﾉﾔｼｷ
6484 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 前屋敷 ﾏｴﾔｼｷ
6536 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 松茂ガ畝 ﾏﾂｼｹﾞｶﾞｳﾈ
6505 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ マミガ石 ﾏﾐｶﾞｲｼ
6493 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
6526 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 水土ノ畝 ﾐｽﾞﾂﾁﾉｳﾈ
6516 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
6501 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 南岩屋 ﾐﾅﾐｲﾜﾔ
6489 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 宮ノ田 ﾐﾔﾉﾀ
6481 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
6491 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 屋敷平 ﾔｼｷﾀﾞｲﾗ
6534 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 山神谷 ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾞﾆ
6508 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 井口 ﾕｸﾞﾁ
6487 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 弓場 ﾕﾊﾞ
6506 231 香北町大井平 ｶﾎｸﾁｮｳｵｲﾀﾞｲﾗ 良知ガ畝 ﾘｮｳﾁｶﾞｳﾈ
6577 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
6597 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 泉谷 ｲｽﾞﾐﾉﾀﾆ
6623 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ イソ上 ｲｿｳｴ
6570 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 井デ下 ｲﾃﾞｼﾀ
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6611 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 井ノ下 ｲﾉｼﾀ
6552 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 猪ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
6615 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ イワ下 ｲﾜｼﾀ
6583 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 岩屋ノ平 ｲﾜﾔﾉﾋﾗ
6585 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ヱテ屋敷 ｴﾃﾔｼｷ
6561 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 大岩 ｵｵｲﾜ
6625 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 大谷 ｵｵﾀﾆ
6598 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
6571 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 大平 ｵｵﾋﾗ
6568 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 落見谷 ｵﾁﾐﾀﾞﾆ
6609 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
6622 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
6557 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 鍛治谷 ｶｼﾞﾀﾞﾆ
6591 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ カシノタハ ｶｼﾉﾀﾊ
6578 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 樫ノ森 ｶｼﾉﾓﾘ
6554 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ カタナ小屋 ｶﾀﾅｺﾞﾔ
6621 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ カマツチ ｶﾏﾂﾁ
6573 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
6565 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 勘助屋地 ｶﾝｽｹﾔｼﾞ
6606 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 京ヅカ ｷｮｳﾂﾞｶ
6624 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ クリノウチ ｸﾘﾉｳﾁ
6590 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ コヱタア ｺｴﾀｱ
6576 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 五瀬佐古 ｺﾞｾｻｺ
6610 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 小谷 ｺﾀﾞﾆ
6555 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 古薮 ｺﾔﾌﾞ
6566 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ シノベサコ ｼﾉﾍﾞｻｺ
6620 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ スゝノ本 ｽｽﾞﾉﾓﾄ
6553 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ソマトコ ｿﾏﾄｺ
6594 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
6574 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ タツミチ ﾀﾂﾐﾁ
6602 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 谷ノ東 ﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
6563 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 附井谷 ﾂｹｲﾀﾞﾆ
6586 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 角石 ﾂﾉｲｼ
6582 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ツルイ谷 ﾂﾙｲﾀﾞﾆ
6614 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 永アレ ﾅｶﾞｱﾚ
6604 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 中ゾ ﾅｶｿﾞ
6607 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 長ヅカ ﾅｶﾞﾂﾞｶ
6551 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ナラノ畝 ﾅﾗﾉｳﾈ
6599 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ナロノ下 ﾅﾛﾉｼﾀ
6592 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 西ノ畝 ﾆｼﾉｳﾈ
6572 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 西ノ佐古 ﾆｼﾉｻｺ
6584 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 西ノ宮 ﾆｼﾉﾐﾔ
6587 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ヌタ尻 ﾇﾀｼﾞﾘ
6617 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ヌタノ平 ﾇﾀﾉﾋﾗ
6619 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ノイノシリ ﾉｲﾉｼﾘ
6569 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 萩ノ東 ﾊｷﾞﾉﾄｳ
6562 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ハクチガウ子 ﾊｸﾁｶﾞｳﾈ
6558 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ハケ岩屋 ﾊｹｲﾜﾔ
6575 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 原田 ﾊﾗﾀﾞ
6581 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 日浦ビソ ﾋｳﾗﾋﾞｿ
6608 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ヒデサコ ﾋﾃﾞﾉｻｺ
6595 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ヒラキ畝 ﾋﾗｷｾ
6596 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ フロノ谷 ﾌﾛﾉﾀﾆ
6556 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 朴ノ佐古 ﾎｵﾉｻｺ
6603 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ホドヲチ ﾎﾄﾞｵﾁ
6580 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
6564 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 堀ステ ﾎﾘｽﾃ
6618 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ホリ田 ﾎﾘﾀ
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6605 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ ミセマチ田 ﾐｾﾏﾁﾀﾞ
6560 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 南川 ﾐﾅﾐｶﾜ
6559 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 宮下 ﾐﾔｼﾀ
6600 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
6593 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 宮ノ谷道東 ﾐﾔﾉﾀﾆﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
6616 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 宮ノ平 ﾐﾔﾉﾋﾗ
6601 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
6567 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 柳澤 ﾔﾅｷﾞｻﾜ
6589 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 山クチ ﾔﾏｸﾞﾁ
6613 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 山口ノ下 ﾔﾏｸﾞﾁﾉｼﾀ
6588 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 山口道ノ上 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾁﾉｳｴ
6612 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 山末 ﾔﾏｽﾞｴ
6579 232 香北町大束 ｶﾎｸﾁｮｳｵｵﾂｶ 六軒小屋 ﾛｯｹﾝｺﾞﾔ
6643 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 新シ ｱﾀﾗｼ
6681 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 穴ノ頭 ｱﾅﾉﾄｳ
6633 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 蟻ノ谷 ｱﾘﾉﾀﾆ
6680 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 岩屋 ｲﾜﾔ
6652 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 薄ノ久保 ｳｽﾉｸﾎﾞ
6649 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 宇ド ｳﾄﾞ
6655 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 梅久保屋敷 ｳﾒｸﾎﾞﾔｼｷ
6641 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 榎ノ奈路 ｴﾉｷﾉﾅﾛ
6627 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 沖野々 ｵｷﾉﾉ
6629 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 樫ノ下 ｶｼﾉｼﾀ
6653 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 鍛治屋古 ｶｼﾞﾔｺ
6665 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 角屋敷 ｶﾄﾞﾔｼｷ
6669 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 上谷 ｶﾐﾀﾞﾆ
6634 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 上野川 ｶﾐﾉｶﾞﾜ
6648 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 菊屋 ｷｸﾔ
6674 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 北忠助 ｷﾀﾁｭｳｽｹ
6656 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 郷ノ後ロ ｺﾞｳﾉｳｼﾛ
6651 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 佐古 ｻｺ
6673 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 下岩屋 ｼﾀｲﾜﾔ
6650 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 下タ川 ｼﾀｶﾞﾜ
6632 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 下林田 ｼﾀﾊﾞﾔｼﾀﾞ
6672 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 高垣 ﾀｶｶﾞｷ
6654 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ
6667 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
6679 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ タビノ上 ﾀﾋﾞﾉｳｴ
6660 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ タビノ口 ﾀﾋﾞﾉｸﾁ
6671 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 忠助 ﾁｭｳｽｹ
6646 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 寺坪 ﾃﾗﾂﾎﾞ
6630 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
6647 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 堂谷 ﾄﾞｳﾀﾞﾆ
6676 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 鳶ノ畝 ﾄﾋﾞｶﾞｳﾈ
6644 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 中六反 ﾅｶﾛｸﾀﾝ
6678 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 鍋口 ﾅﾍﾞｸﾞﾁ
6636 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 西込 ﾆｼｺﾞﾐ
6661 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
6658 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 西堂谷 ﾆｼﾄﾞｳﾀﾞﾆ
6664 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 西平 ﾆｼﾋﾗ
6677 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 橋ノ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
6666 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 東角屋敷 ﾋｶﾞｼｶﾄﾞﾔｼｷ
6637 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 東込 ﾋｶﾞｼｺﾞﾐ
6626 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 東崎 ﾋｶﾞｼｻﾞｷ
6662 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
6628 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 桧ノ本 ﾋﾉｷﾉﾓﾄ
6638 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 駆出谷 ﾋｮｯﾄﾃﾞﾀﾞﾆ
6663 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 平 ﾋﾗ
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6657 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ フユ越シ ﾌﾕｺｼ
6639 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 松ケ瀬 ﾏﾂｶﾞｾ
6635 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 宮ノ奈路 ﾐﾔﾉﾅﾛ
6642 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ
6668 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 向屋敷 ﾑｶｲﾔｼｷ
6670 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
6659 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 薬師堂 ﾔｸｼﾄﾞｳ
6631 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
6645 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 山川瀧 ﾔﾏｺﾞｳﾀｷ
6640 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 横久保 ﾖｺｸﾎﾞ
6675 233 香北町梅久保 ｶﾎｸﾁｮｳｳﾒﾉｸﾎﾞ 和頭知 ﾜﾄｳﾁ
6700 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ ウスキ谷 ｳｽｷﾀﾞﾆ
6702 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 大平谷 ｵｵﾋﾗﾀﾞﾆ
6704 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ ヲキノ谷 ｵｷﾉﾀﾞﾆ
6697 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ カケツチ ｶｹﾂﾁ
6684 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 岸ノ下 ｷｼﾉｼﾀ
6686 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 木戸屋敷 ｷﾄﾞﾔｼｷ
6688 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 口明 ｸﾁｱｹ
6706 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 新林 ｼﾝﾊﾞﾔｼ
6685 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ
6705 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ スゲノ谷 ｽｹﾞﾉﾀﾞﾆ
6708 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 鈴ケ森 ｽｽﾞｶﾞﾓﾘ
6687 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 清ノ上 ｾﾉｳｴ
6695 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
6690 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 知原岸 ﾁﾊﾗｷﾞｼ
6701 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 堂ノ本 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ
6694 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 鳥居本 ﾄﾘｲﾓﾄ
6696 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 中川 ﾅｶｶﾞﾜ
6693 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 中バタケ ﾅｶﾊﾞﾀｹ
6707 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 仁井田谷 ﾆｲﾀﾞﾀﾞﾆ
6682 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 仁井田林 ﾆｲﾀﾞﾊﾞﾔｼ
6691 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 鉢ケ森 ﾊﾁｶﾞﾓﾘ
6703 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 林ノ東 ﾊﾔｼﾉﾋｶﾞｼ
6689 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 東カマダ ﾋｶﾞｼｶﾏﾀﾞ
6692 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ ヒヂガ森 ﾋｼﾞｶﾞﾓﾘ
6683 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 前屋敷 ﾏｴﾔｼｷ
6698 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ モリノヲカ ﾓﾘﾉｵｶ
6699 234 香北町日浦込 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｳﾗｺﾞﾐ 森ノ下 ﾓﾘﾉｼﾀ
6752 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ アリタニ ｱﾘﾀﾆ
6803 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 壹ノ山 ｲﾁﾉﾔﾏ
6785 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 一本松 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
6733 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 戍ノ墓 ｲﾇﾉﾊｶ
6716 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 伊野田 ｲﾉﾀﾞ
6796 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 岩松ノ瀬 ｲﾜﾏﾂﾉｾ
6782 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 大小木 ｵｵｺｷﾞ
6787 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 大佐古 ｵｵｻｺ
6807 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 大谷口チ ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ
6810 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 大谷越 ｵｵﾀﾆｺﾞｼ
6805 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 大谷向イ ｵｵﾀﾆﾑｶｲ
6747 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 大宮 ｵｵﾐﾔ
6741 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 大宮ノ西 ｵｵﾐﾔﾉﾆｼ
6746 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 大宮前 ｵｵﾐﾔﾏｴ
6737 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
6742 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 沖屋敷 ｵｷﾔｼｷ
6769 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 唖石 ｵｼｲｼ
6809 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 落倉山 ｵﾁｸﾗﾔﾏ
6761 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
6744 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ カイ掛ケ ｶｲｶﾞｹ
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6786 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 笠松 ｶｻﾏﾂ
6711 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 柏ノ本 ｶｼﾜﾉﾓﾄ
6771 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ カツラサコ ｶﾂﾗｻｺ
6804 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 金ノ蔓 ｶﾈﾉﾂﾙ
6788 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 金ノ平ラ ｶﾈﾉﾋﾗ
6808 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 鎌ノ首 ｶﾏﾉｸﾋﾞ
6779 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 上谷 ｶﾐﾀﾞﾆ
6783 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 上休石 ｶﾐﾔｽﾐｲｼ
6798 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 萱ノ本 ｶﾔﾉﾓﾄ
6795 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ カラカタア ｶﾗｶﾀｱ
6745 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
6714 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 川瀧 ｶﾜﾀｷ
6736 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 京塚 ｷｮｳﾂﾞｶ
6770 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 京ノ平 ｷｮｳﾉﾋﾗ
6712 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 栗ノ谷 ｸﾘﾉﾀﾆ
6781 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
6816 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 黒木 ｸﾛｷﾞ
6723 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 桑ノ幸 ｸﾜﾉｺｳ
6767 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 小根木 ｺﾈｷﾞ
6797 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 小畠 ｺﾊﾞﾀｹ
6756 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 小森 ｺﾓﾘ
6793 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 笹ノウ子 ｻｻﾉｳﾈ
6773 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 三ノ森 ｻﾝﾉﾓﾘ
6802 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ シシノ内 ｼｼﾉｳﾁ
6784 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 下奈路 ｼﾓﾅﾛ
6801 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 十座ケ石 ｼﾞｭｳｻﾞｶﾞｲｼ
6760 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 尻無 ｼﾘﾅｼ
6751 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 新城 ｼﾝｼﾞｮｳ
6732 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 神田 ｼﾞﾝﾃﾞﾝ
6754 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 善寺保 ｾﾞﾝｼﾞﾎﾞ
6774 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 高幸須 ﾀｶｺｳｽ
6755 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 高保長 ﾀｶﾎﾁｮｳ
6799 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
6768 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 竹ノ本 ﾀｹﾉﾓﾄ
6780 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 谷詰 ﾀﾆﾂﾞﾒ
6713 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 茶椀芝 ﾁｬﾜﾝｼﾊﾞ
6757 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 鎮守瀧 ﾁﾝｼﾞｭﾀｷ
6766 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ ツヱ脇 ﾂｴﾜｷ
6739 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ デン地保 ﾃﾞﾝｼﾞﾎﾞ
6725 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
6758 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 堂ノ谷 ﾄﾞｳﾉﾀﾆ
6740 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 栃ノ谷 ﾄﾁﾉﾀﾆ
6750 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 栃ノ平 ﾄﾁﾉﾋﾗ
6722 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 戸ノ田 ﾄﾉﾀﾞ
6727 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 中西 ﾅｶﾆｼ
6718 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 中野 ﾅｶﾉ
6728 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 中屋 ﾅｶﾔ
6763 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 仲休場 ﾅｶﾔｽﾊﾞ
6789 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ ナラヤスバ ﾅﾗﾔｽﾊﾞ
6719 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
6709 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
6720 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
6772 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 西ノ森 ﾆｼﾉﾓﾘ
6715 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 仁ノ江 ﾆﾉｴ
6765 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ ヌタ道 ﾇﾀﾐﾁ
6743 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 野崎 ﾉｻﾞｷ
6729 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 野地 ﾉｼﾞ
6813 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 之芝 ﾉｼﾊﾞ
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6812 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 野々尻 ﾉﾉｼﾞﾘ
6776 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 登立 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ
6792 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ ハヱクビ ﾊｴｸﾋﾞ
6735 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 萩原 ﾊｷﾞﾊﾗ
6738 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ バシヨウ ﾊﾞｼﾖｳ
6724 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 東ノ岡 ﾋｶﾞｼﾉｵｶ
6731 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 東場所 ﾋｶﾞｼﾊﾞｼｮ
6726 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
6815 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 樋ノ畝子 ﾋﾉｳﾈ
6814 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 樋ノ口チ ﾋﾉｸﾁ
6791 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 樋芝 ﾋﾉｼﾊﾞ
6811 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 古ル田 ﾌﾙﾀ
6817 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ フロノ谷 ﾌﾛﾉﾀﾆ
6759 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 棒ノ谷 ﾎﾞｳﾉﾀﾆ
6800 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 松ノ佐古 ﾏﾂﾉｻｺ
6753 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 松ノ平 ﾏﾂﾉﾋﾗ
6790 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
6764 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 水無シ ﾐｽﾞﾅｼ
6794 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
6749 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 水別レ ﾐｽﾞﾜｶﾚ
6775 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 美ノ越シ ﾐﾉｺｼ
6710 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 宮ノ口 ﾐﾔﾉｸﾁ
6748 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
6818 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 宮ノ奈路 ﾐﾔﾉﾅﾛ
6734 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
6762 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 三山首 ﾐﾔﾏｸﾋﾞ
6777 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 休場 ﾔｽﾊﾞ
6778 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 休場谷 ﾔｽﾊﾞﾀﾞﾆ
6721 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
6806 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 山口チ ﾔﾏｸﾞﾁ
6717 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ 山下 ﾔﾏｼﾀ
6730 235 香北町清爪 ｶﾎｸﾁｮｳｾｲﾂﾞﾒ ヨケガ淵 ﾖｹｶﾞﾌﾞﾁ
6832 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 壱本松 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
6826 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ ヲギタ ｵｷﾞﾀ
6833 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 倉佐古 ｸﾗｻｺ
6827 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
6820 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ シテノ岡 ｼﾃﾞﾉｵｶ
6819 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 尻木谷 ｼﾘｷﾀﾞﾆ
6837 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 新上 ｼﾝｼﾞｮｳ
6823 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 土居前 ﾄﾞｲﾏｴ
6836 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 堂ノ谷 ﾄﾞｳﾉﾀﾆ
6825 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
6834 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 中屋休場 ﾅｶﾔﾔｽﾊﾞ
6830 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 怒田奈路 ﾇﾀﾅﾛ
6831 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 怒田平 ﾇﾀﾉﾋﾗ
6822 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 野曽江 ﾉｿｴ
6829 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ マシヤレ ﾏｼﾔﾚ
6835 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
6824 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
6821 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
6828 236 香北町日比原 ｶﾎｸﾁｮｳﾋﾋﾞﾜﾗ 和久保 ﾜｸﾎﾞ
6932 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 穴窪 ｱﾅｸﾎﾞ
6931 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 穴窪ノ上 ｱﾅｸﾎﾞﾉｶﾐ
6962 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 有ノ木谷 ｱﾘﾉｷﾀﾆ
6929 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 泉古屋地 ｲｽﾞﾐﾌﾙﾔｼﾞ
6892 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 猪野城 ｲﾉｼﾛ
6887 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 井ノソ東サコ ｲﾉｿﾋｶﾞｼｻｺ
6855 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ イノタニ下 ｲﾉﾀﾆｼﾀ
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6856 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 井ノ谷西 ｲﾉﾀﾆﾆｼ
6987 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 井林 ｲﾊﾞﾔｼ
6910 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ イルデ ｲﾙﾃﾞ
6973 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ウサギノ久保 ｳｻｷﾞﾉｸﾎﾞ
6869 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 牛ノミゾ ｳｼﾉﾐｿﾞ
6980 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 上ハ大久保 ｳﾊｵｵｸﾎﾞ
6902 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 馬瀬 ｳﾏｾﾞ
6903 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 馬瀬上 ｳﾏｾﾞｳｴ
6889 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ
6885 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 上猪ノ谷西 ｳﾜｲﾉﾀﾆﾆｼ
6878 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 上大サコ ｳﾜｵｵｻｺ
6940 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 上野久保 ｳﾜﾉｸﾎﾞ
6942 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大畝 ｵｵｳﾈ
6943 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大畝下 ｵｵｳﾈｼﾀ
6841 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ
6985 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大北 ｵｵｷﾀ
6994 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大ゴナ ｵｵｺﾞﾅ
6877 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大佐古 ｵｵｻｺ
6951 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヲゝチ ｵｵﾁ
6952 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヲゝチノ下タ ｵｵﾁﾉｼﾀ
6840 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大ツエ ｵｵﾂｴ
6975 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大ナロ上ノヒラ ｵｵﾅﾛｳｴﾉﾋﾗ
6865 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヲヲニシ ｵｵﾆｼ
6963 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 大野 ｵｵﾉ
6863 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヲカダ ｵｶﾀﾞ
6981 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 岡田屋敷 ｵｶﾀﾞﾔｼｷ
6907 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヲキノ本 ｵｷﾉﾓﾄ
6880 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヲトヲ ｵﾄｳ
6965 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヲトヲ ｵﾄｵ
6999 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
6971 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カゲアレ ｶｹﾞｱﾚ
6966 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カサ松 ｶｻﾏﾂ
6926 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カシガウチ ｶｼｶﾞｳﾁ
6995 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カシノ内井ノ上 ｶｼﾉｳﾁﾕﾉｳｴ
6913 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カシハギアレ ｶｼﾊｷﾞｱﾚ
6860 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カヂヤシキ ｶｼﾞﾔｼｷ
6944 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カマブチ ｶﾏﾌﾞﾁ
6873 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 上猪野谷 ｶﾐｲﾉﾀﾆ
6899 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カミカイ ｶﾐｶｲ
6996 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カミカシノ内 ｶﾐｶｼﾉｳﾁ
6997 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カミカシノ内 ｶﾐｶｼﾉｳﾁ
6917 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 上松久保 ｶﾐﾏﾂｸﾎﾞ
6925 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ カレ杉 ｶﾚｽｷﾞ
6886 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 北峯 ｷﾀﾐﾈ
6908 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 吉右衛門屋敷 ｷﾁｳｴﾓﾝﾔｼｷ
6911 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ キヤブ ｷﾔﾌﾞ
6927 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 久太作 ｷｭｳﾀﾂｸﾘ
6859 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
6947 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ クレ石 ｸﾚｲｼ
6948 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ クレ石大サコ ｸﾚｲｼｵｵｻｺ
6950 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ クレ石ノ上ヱ ｸﾚｲｼﾉｳｴ
6901 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ クロ松 ｸﾛﾏﾂ
6898 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 小松ノ下タ ｺﾏﾂﾉｼﾀ
6854 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ
6974 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ゴンダノクボ ｺﾞﾝﾀﾞﾉｸﾎﾞ
6871 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 坂本岸 ｻｶﾓﾄｷﾞｼ
6851 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ サデ ｻﾃﾞ
6912 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ サデ ｻﾃﾞ
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6915 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ シヲリ ｼｵﾘ
6922 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下ジル沢 ｼﾀｼﾞﾙｻﾜ
6984 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下大久保 ｼﾓｵｵｸﾎﾞ
6839 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下大ツエ ｼﾓｵｵﾂｴ
6972 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下カゲアレ ｼﾓｶｹﾞｱﾚ
6960 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下久保 ｼﾓｸﾎﾞ
6949 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下クレ石 ｼﾓｸﾚｲｼ
6846 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下谷口 ｼﾓﾀﾆｸﾞﾁ
6914 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下松久保 ｼﾓﾏﾂｸﾎﾞ
6977 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 下松シゲ ｼﾓﾏﾂｼｹﾞ
6891 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 城屋敷 ｼｮｳﾔｼｷ
6935 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ジル澤 ｼﾞﾙｻﾜ
6934 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ シルヌシ屋式廻リ ｼﾙﾇｼﾔｼｷﾏﾜﾘ
6936 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
6954 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 神社ノ西 ｼﾞﾝｼｬﾉﾆｼ
6982 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ
6976 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 杉ノ尾 ｽｷﾞﾉｵ
6881 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ タキノ首 ﾀｷﾉｸﾋﾞ
6843 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ
6879 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 竹ヤシキ上 ﾀｹﾔｼｷﾉｳｴ
6844 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 竹屋敷ノ下 ﾀｹﾔｼｷﾉｼﾀ
6842 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 竹屋敷ノ向 ﾀｹﾔｼｷﾉﾑｶｲ
6845 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
6890 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ チカラ石 ﾁｶﾗｲｼ
7000 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ チャノ平 ﾁｬﾉﾋﾗ
6998 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 茶碗ノ平 ﾁｬﾜﾝﾉﾋﾗ
6978 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ツキ池 ﾂｷｲｹ
6979 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ツキ池西道西 ﾂｷｲｹﾆｼﾐﾁﾉﾆｼ
6946 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ツケ石カケ ﾂｹｲｼｶｹ
6993 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ツボフシ ﾂﾎﾞﾌｼ
6900 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 出口 ﾃﾞｸﾞﾁ
6864 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
6939 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ トウホウヤシキ ﾄｳﾎｳﾔｼｷ
6920 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 轟 ﾄﾄﾞﾛ
6919 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ トビ石 ﾄﾋﾞｲｼ
6937 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ トビ石 ﾄﾋﾞｲｼ
6959 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 仲谷 ﾅｶﾀﾞﾆ
6989 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 仲畑 ﾅｶﾊﾞﾀｹ
6990 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 仲畑井手ノ下 ﾅｶﾊﾞﾀｹｲﾃﾞﾉｼﾀ
6991 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 仲畑ケ上 ﾅｶﾊﾞﾀｹｳｴ
6992 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 中畑中 ﾅｶﾊﾞﾀｹﾅｶ
6916 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 中松久保 ﾅｶﾏﾂｸﾎﾞ
6941 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 中山 ﾅｶﾔﾏ
6968 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ナノ本 ﾅﾉﾓﾄ
6983 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 西ヲトシ ﾆｼｵﾄｼ
6905 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 西カジヤシキ ﾆｼｶｼﾞﾔｼｷ
6888 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 西サコ ﾆｼｻｺ
6957 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
6868 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
6906 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 西浦下 ﾆｼﾔｼｷｼﾀ
6918 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
6938 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 野地 ﾉｼﾞ
6874 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 野地ノ平 ﾉｼﾞﾉﾋﾗ
6953 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ノソヲ ﾉｿｵ
6986 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ハエクビ ﾊｴｸﾋﾞ
6896 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 初田岡 ﾊﾂﾀﾞｵｶ
6867 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヒイコシ ﾋｲｺｼ
6866 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヒイコシ下タ ﾋｲｺｼｼﾀ
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6897 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 東ノ下 ﾋｶﾞｼﾉｼﾀ
6969 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 東ミノコシ ﾋｶﾞｼﾐﾉｺｼ
6875 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 東宮ノ谷 ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉﾀﾆ
6861 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 東ヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
6872 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヒツタテ ﾋﾂﾀﾃ
6858 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 平石 ﾋﾗｲｼ
6857 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 平石ノ下 ﾋﾗｲｼﾉｼﾀ
6895 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 平キ ﾋﾗｷ
6924 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 平瀬 ﾋﾗｾ
6988 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 平瀬上 ﾋﾗｾｳｴ
6923 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 平瀬谷 ﾋﾗｾﾀﾞﾆ
6928 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 平瀬谷ノ下 ﾋﾗｾﾀﾞﾆﾉｼﾓ
6967 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 平鍋 ﾋﾗﾅﾍﾞ
6850 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 古田 ﾌﾙﾀ
6853 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ホウノ木橋 ﾎｳﾉｷﾊﾞｼ
6838 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ホゼブリ ﾎｾﾞﾌﾞﾘ
6955 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 佛サコ ﾎﾄｹｻｺ
6961 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 堀田 ﾎﾘﾀ
6884 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 堀田畝 ﾎﾘﾀｳﾈ
6883 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 堀田ヲキ ﾎﾘﾀｵｷ
6945 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ マツシゲ ﾏﾂｼｹﾞ
6848 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 松床 ﾏﾂﾄﾞｺ
6909 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
6958 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
6956 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 水ワカレ ﾐｽﾞﾜｶﾚ
6970 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
6904 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 耳キレ ﾐﾐｷﾚ
6964 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ミヤコノ平 ﾐﾔｺﾉﾋﾗ
6921 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 宮ノ首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
6876 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
6882 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 宮谷上 ﾐﾔﾉﾀﾆｳｴ
6862 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 明法寺上 ﾐｮｳﾎｳｼﾞｳｴ
6852 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ムカイ ﾑｶｲ
6870 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 向ノ山 ﾑｶｲﾉﾔﾏ
6933 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ モジノ内畝 ﾓｼﾞﾉｳﾁｳﾈ
6849 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 桃ノ畝 ﾓﾓﾉｳﾈ
6847 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
6894 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
6893 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ ヤタノ西 ﾔﾀﾉﾆｼ
6930 237 香北町猪野々 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉ 井林ノ下 ﾕﾊﾞﾔｼﾉｼﾀ
7030 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ イタスリゼ ｲﾀｽﾘｾﾞ
7011 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 猪ノ本 ｲﾉﾓﾄ
7015 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 大木屋 ｵｵｷﾔ
7016 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 大野 ｵｵﾉ
7010 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 樫原 ｶｼﾜﾗ
7014 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 川田 ｶﾜﾀﾞ
7023 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ カンバノウチ ｶﾝﾊﾞﾉｳﾁ
7004 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ クシゲ ｸｼｹﾞ
7001 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 楠ノ本 ｸｽﾉﾓﾄ
7007 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 小堀 ｺﾎﾞﾘ
7005 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ サコ ｻｺ
7029 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ シヲリ ｼｵﾘ
7028 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 下山 ｼﾓﾔﾏ
7021 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ シリ宮 ｼﾘﾐﾔ
7024 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ シロイタキ ｼﾛｲﾀｷ
7017 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 立割 ﾀﾃﾜﾘ
7022 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 谷畑ケ ﾀﾆﾊﾞﾀｹ
7008 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 土居地 ﾄﾞｲｼﾞ
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7012 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 堂床 ﾄﾞｳﾄｺ
7009 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
7006 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 轟 ﾄﾄﾞﾛ
7020 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 中ミ子 ﾅｶﾐﾈ
7031 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 中屋郷 ﾅｶﾔｺﾞｳ
7002 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
7027 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 弘瀬 ﾋﾛｾ
7013 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 松山 ﾏﾂﾔﾏ
7025 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 蚯蚓瀬 ﾐﾐｽﾞｾ
7003 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
7026 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 柚須山 ﾕｽﾔﾏ
7018 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 柚ノ木山 ﾕﾉｷﾔﾏ
7019 238 香北町猪野々柚ノ木 ｶﾎｸﾁｮｳｲﾉﾉﾕﾉｷ 横磯 ﾖｺｲｿ
7032 239 香北町東山 ｶﾎｸﾁｮｳﾋｶﾞｼﾔﾏ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
7081 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 石神谷 ｲｼｶﾞﾐﾀﾞﾆ
7082 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 石神山 ｲｼｶﾞﾐﾔﾏ
7064 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 泉カサコ ｲｽﾞﾐｶｻｺ
7076 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 櫟谷 ｲﾂﾁｲﾀﾞﾆ
7077 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 櫟山 ｲﾂﾁｲﾔﾏ
7043 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 岩ガラ ｲﾜｶﾞﾗ
7070 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 内ノ大谷 ｳﾁﾉｵｵﾀﾆ
7033 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 鰻渕 ｳﾅｷﾞﾌﾞﾁ
7075 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 大桂山 ｵｵｶﾂﾗﾔﾏ
7069 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ ヲゝタビ ｵｵﾀﾋﾞ
7068 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 大奴田 ｵｵﾇﾀ
7057 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 岡田 ｵｶﾀﾞ
7067 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 奥桂谷 ｵｸｶﾂﾗｶﾞﾀﾆ
7040 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 越知谷 ｵﾂﾁﾔ
7051 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 楓ガサコ ｶｴﾃﾞｶﾞｻｺ
7087 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 影定正 ｶｹﾞｻﾀﾞﾏｻ
7100 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 影本 ｶｹﾞﾉﾓﾄ
7062 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 桂ヶ岡 ｶﾂﾗｶﾞｵｶ
7056 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 桂ガサコ ｶﾂﾗｶﾞｻｺ
7066 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 桂ガ谷 ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆ
7038 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 門田 ｶﾄﾞﾀ
7095 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 上ミク子田 ｶﾐｸﾈﾀﾞ
7049 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 上ミ昆妙 ｶﾐｺﾝﾐﾖｳ
7037 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 上ミ中屋 ｶﾐﾅｶﾔ
7074 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 茱谷 ｸﾞｲﾐﾀﾞﾆ
7060 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 轡ノ元 ｸﾂﾜﾉﾓﾄ
7034 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 午王林 ｺﾞｵﾊﾞﾔｼ
7054 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 昆妙ノ向ヒ ｺﾝﾐﾖｳﾉﾑｶｲ
7096 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 下モク子田 ｼﾓｸﾈﾀﾞ
7046 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 下昆妙 ｼﾓｺﾝﾐﾖｳ
7036 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 下モ中屋 ｼﾓﾅｶﾔ
7101 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 白人 ｼﾗﾋﾄ
7050 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ ジル澤 ｼﾞﾙｻﾜ
7048 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 龍石ノサコ ﾀｷｲｼﾉｻｺ
7055 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 瀑布ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
7058 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 長者ガ岩ヤ ﾁﾖｳｼﾞﾔｶﾞｲﾜﾔ
7098 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 釣瓶ノ畝 ﾂﾙﾍﾞﾉｳﾈ
7039 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 堂ノ谷 ﾄﾞｳﾉﾀﾆ
7097 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ トチ谷 ﾄﾁﾀﾞﾆ
7103 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 中洲賀 ﾅｶｽｶ
7092 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
7045 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 西ウ子 ﾆｼｳﾈ
7094 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 西柿ノ久保 ﾆｼｶｷﾉｸﾎﾞ
7042 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 西サコ ﾆｼｻｺ
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7085 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 西ヒソウラ ﾆｼﾋｿｳﾗ
7088 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 西松カサコ ﾆｼﾏﾂｶｻｺ
7065 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 奴田 ﾇﾀ
7073 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 奴田越 ﾇﾀｺﾞｴ
7059 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 奴田ノ尾 ﾇﾀﾉｵ
7063 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 奴田ノ中畝 ﾇﾀﾉﾅｶｳﾈ
7053 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 根木ガ谷 ﾈｷｶﾞﾀﾆ
7052 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ ハルガノ ﾊﾙｶﾞﾉ
7071 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 馬郎谷 ﾊﾞﾛｳﾀﾞﾆ
7072 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 馬郎谷詰 ﾊﾞﾛｳﾀﾞﾆﾂﾒ
7093 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 東柿ノ久保 ﾋｶﾞｼｶｷﾉｸﾎﾞ
7090 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 東松ガサコ ﾋｶﾞｼﾏﾂｶﾞｻｺ
7047 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ ビシャゴ谷 ﾋﾞｼﾔｺﾞﾀﾞﾆ
7084 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ ヒソウラ山 ﾋｿｳﾗﾔﾏ
7089 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 日ノ地定正 ﾋﾉｼﾞｻﾀﾞﾏｻ
7091 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 平南 ﾋﾗﾐﾅﾐ
7102 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 扁石 ﾍﾝｲｼ
7061 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 松重 ﾏﾂｼｹﾞ
7099 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 松ノ久保 ﾏﾂﾉｸﾎﾞ
7086 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 峯谷 ﾐﾈﾀﾆ
7035 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 宮ノ上ミ ﾐﾔﾉｶﾐ
7078 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 妙見谷 ﾐﾖｳｹﾝﾀﾞﾆ
7079 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 妙見谷ノ向ヒ ﾐﾖｳｹﾝﾀﾞﾆﾉﾑｶｲ
7080 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 森野 ﾓﾘﾉ
7083 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 森野山 ﾓﾘﾉﾔﾏ
7104 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 弥井谷 ﾔｲﾀﾞﾆ
7041 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 屋敷平 ﾔｼｷﾉﾋﾗ
7044 301 物部町庄谷相 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｼｮｳﾀﾞﾆｱｲ 柳ガサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
7177 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 青木畝向キ ｱｵｷｳﾈﾑｷ
7190 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 犬ガノヒラ ｲﾇｶﾞﾉﾋﾗ
7193 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ウブヤノ谷 ｳﾌﾞﾔﾉﾀﾆ
7151 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 大堀田 ｵｵﾎﾘﾀ
7158 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ オゝマヱ ｵｵﾏｴ
7153 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 小田 ｵﾀﾞ
7134 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ヲダ井川 ｵﾀﾞｲｶﾞﾜ
7123 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 柿ガサコ ｶｷｶﾞｻｺ
7138 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ カゲダ ｶｹﾞﾀﾞ
7179 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ カドヤヒラ ｶﾄﾞﾔﾋﾗ
7188 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上イヌガノ谷 ｶﾐｲﾇｶﾞﾉﾀﾆ
7137 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上ギヨブ礒 ｶﾐｷﾞﾖｳﾌﾞｲｿ
7108 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上クツワ谷 ｶﾐｸﾂﾜﾀﾞﾆ
7139 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上チウダイ ｶﾐﾁｳﾀﾞｲ
7128 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上堂ノ谷 ｶﾐﾄﾞｳﾉﾀﾆ
7171 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上中ノ ｶﾐﾅｶﾉ
7200 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上仁尾谷 ｶﾐﾆｵｶﾞﾀﾆ
7165 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上ヌタ田 ｶﾐﾇﾀﾀﾞ
7143 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上灰床 ｶﾐﾊｲﾄｺ
7196 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上フヨウ日浦 ｶﾐﾌﾖｳﾋｳﾗ
7178 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上八重谷 ｶﾐﾔｴﾀﾞﾆ
7117 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 上柳澤 ｶﾐﾔﾅｷﾞｻﾜ
7167 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ カヤノ木 ｶﾔﾉｷ
7162 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ カヤノ木山 ｶﾔﾉｷﾔﾏ
7105 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ カラ岩 ｶﾗｲﾜ
7154 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 北浦 ｷﾀｳﾗ
7152 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 北松竹 ｷﾀﾏﾂﾀﾞｹ
7141 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 木山 ｷﾔﾏ
7163 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ クシゲ ｸｼｹﾞ
7199 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ クズヤブ ｸｽﾞﾔﾌﾞ
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7203 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 葛ヤブ日ウラ ｸｽﾞﾔﾌﾞﾋｳﾗ
7184 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ケヤキ畝 ｹﾔｷｳﾈ
7185 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ケヤキ谷 ｹﾔｷﾀﾞﾆ
7186 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ケヤキヒラ ｹﾔｷﾋﾗ
7129 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 越タアノ畝 ｺｼﾀｱﾉｳﾈ
7122 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ゴボ尻 ｺﾞﾎﾞｳｼﾞﾘ
7176 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 佐古ノ浦 ｻｺﾉｳﾗ
7121 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 塩ノ畝 ｼｵﾉｳﾈ
7135 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下ギヨブ礒 ｼﾀｷﾞﾖﾌﾞｲｿ
7133 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下タチウダイ ｼﾀﾁｳﾀﾞｲ
7132 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下タ土ノ畝子 ｼﾀﾂﾁﾉｳﾈ
7187 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下イヌガノ ｼﾓｲﾇｶﾞﾉ
7109 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下クツワ谷 ｼﾓｸﾂﾜﾀﾞﾆ
7181 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下小田屋敷 ｼﾓｺﾀﾞﾔｼｷ
7125 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下モゴボヲ尻 ｼﾓｺﾞﾎﾞｳｼﾞﾘ
7127 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下竹ノ内 ｼﾓﾀｹﾉｳﾁ
7170 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下中ノ ｼﾓﾅｶﾉ
7194 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下不用 ｼﾓﾌﾖｳ
7189 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下不用井口 ｼﾓﾌﾖｳｲｸﾞﾁ
7110 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下丸山 ｼﾓﾏﾙﾔﾏ
7174 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 下八重谷 ｼﾓﾔｴﾀﾞﾆ
7172 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 白人 ｼﾗﾋﾄ
7169 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ シロ山 ｼﾛﾔﾏ
7148 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 新宅屋敷 ｼﾝﾀｸﾔｼｷ
7107 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ センドヲノ谷 ｾﾝﾄﾞｳﾉﾀﾆ
7150 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ タアア ﾀｱｱ
7120 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
7173 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 竹ノクビ ﾀｹﾉｸﾋﾞ
7118 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 竹ノ奈呂 ﾀｹﾉﾅﾛ
7147 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 狸渕ノ畝 ﾀﾇｷﾌﾞﾁﾉｳﾈ
7124 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 土ノ畝子 ﾂﾁﾉｳﾈ
7197 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ツルイ ﾂﾙｲ
7191 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ツル井サコ ﾂﾙｲｻｺ
7198 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ トチノ木山 ﾄﾁﾉｷﾔﾏ
7106 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 鳥越ノ畝 ﾄﾘｺﾞｴﾉｳﾈ
7119 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 鳥越ノ谷 ﾄﾘｺﾞｴﾉﾀﾆ
7144 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 中尾 ﾅｶｵ
7182 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 中小田屋敷 ﾅｶｺﾀﾞﾔｼｷ
7136 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 中ダキ ﾅｶﾀﾞｷ
7130 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 中屋 ﾅｶﾔ
7145 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
7126 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 中屋ノ畝 ﾅｶﾔﾉｳﾈ
7116 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 仁井田谷 ﾆｲﾀﾞﾀﾞﾆ
7157 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 仁井屋 ﾆｲﾔ
7202 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 仁尾谷 ﾆｵｶﾞﾀﾆ
7113 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ヌ田久保 ﾇﾀｸﾎﾞ
7164 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ヌタ田 ﾇﾀﾀﾞ
7142 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 灰床ノ畝 ﾊｲﾄｺﾉｳﾈ
7180 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 花尾 ﾊﾅｵ
7156 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 林山 ﾊﾔｼﾔﾏ
7131 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 東田 ﾋｶﾞｼﾀﾞ
7168 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ヒノ下タ ﾋﾉｼﾀ
7195 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 不用 ﾌﾖｳ
7183 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 不用日裏 ﾌﾖｳﾋｳﾗ
7175 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ヘ石 ﾍｲｼ
7146 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 干場 ﾎｼﾊﾞ
7161 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ホドノヲ ﾎﾄﾞﾉｵ
7201 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ マキヲ谷 ﾏｷｵﾀﾆ
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7149 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 松竹 ﾏﾂﾀﾞｹ
7111 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
7112 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 丸山ノ畝 ﾏﾙﾔﾏﾉｳﾈ
7114 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
7159 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
7160 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
7192 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 向イ不用 ﾑｶｲﾌﾖｳ
7155 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ 元ノ尾 ﾓﾄﾉｵ
7140 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ユバノナロ ﾕﾊﾞﾉﾅﾛ
7166 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ヨコ山 ﾖｺﾔﾏ
7115 302 物部町拓 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾂﾌﾞｾ ワ久保 ﾜｸﾎﾞ
7289 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ イソツボ ｲｿﾂﾎﾞ
7206 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 一ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ
7302 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 市ノ平 ｲﾁﾉﾋﾗ
7273 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 井手ノ上 ｲﾃﾞﾉｳｴ
7266 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ イノ尻 ｲﾉｼﾘ
7230 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ イノスギ ｲﾉｽｷﾞ
7258 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 魚ノ佐古 ｳｵﾉｻｺ
7260 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 後ロ ｳｼﾛ
7223 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 臼杵 ｳｽｷ
7275 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ウドウ谷 ｳﾄﾞｳﾀﾞﾆ
7317 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 梅キ谷 ｳﾒｷﾀﾞﾆ
7240 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
7255 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 榎ノ佐古 ｴﾉｷｻｺ
7282 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 狼ノトウ ｵｵｶﾐﾉﾄｳ
7227 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 大佐古 ｵｵｻｺ
7216 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 大比裏 ｵｵﾋﾞｳﾗ
7312 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 奥ゴセノ谷 ｵｸｺﾞｾﾉﾀﾆ
7222 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 奥セイダ ｵｸｾｲﾀﾞ
7310 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 奥トチガ谷 ｵｸﾄﾁｶﾞﾀﾆ
7213 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 奥橋ガ谷 ｵｸﾊｼｶﾞﾀﾆ
7293 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ヲスガ谷 ｵｽｶﾞﾀﾆ
7217 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ カイゴエノ奥 ｶｲｺﾞｴﾉｵｸ
7218 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ カイゴエノ影 ｶｲｺﾞｴﾉｶｹﾞ
7304 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 鏡山 ｶｶﾞﾐﾔﾏ
7237 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 柿ノ佐古 ｶｷﾉｻｺ
7254 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ カド ｶﾄﾞ
7247 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ カマノ谷 ｶﾏﾉﾀﾆ
7291 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ カマノ本 ｶﾏﾉﾓﾄ
7267 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 上イノ尻 ｶﾐｲﾉｼﾘ
7278 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 上榎佐古 ｶﾐｴﾉｷｻｺ
7238 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 上柿ノ佐古 ｶﾐｶｷﾉｻｺ
7313 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 上ゴセノ谷 ｶﾐｺﾞｾﾉﾀﾆ
7300 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 上サゝノ久保 ｶﾐｻｻﾉｸﾎﾞ
7269 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 上奴田尾 ｶﾐﾇﾀﾉｵ
7212 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 上ヒヤカタキ ｶﾐﾋﾔｶﾞﾀｷ
7318 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 上ビヤカタキ ｶﾐﾋﾞﾔｶﾀｷ
7274 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ コヤノウ子 ｶﾔﾉｳﾈ
7250 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 神主屋敷 ｶﾝﾇｼﾔｼｷ
7287 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ キウ子 ｷｳﾈ
7226 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 北谷ノ奥 ｷﾀﾀﾆﾉｵｸ
7272 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 北松ノ久保 ｷﾀﾏﾂﾉｸﾎﾞ
7307 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ゴセノ谷 ｺﾞｾﾉﾀﾆ
7246 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 権現 ｺﾞﾝｹﾞﾝ
7245 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 権現領 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾘﾖｳ
7303 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ゴンボウ尻谷 ｺﾞﾝﾎﾞｳｼﾘﾀﾞﾆ
7295 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 笹ノ久保 ｻｻﾉｸﾎﾞ
7225 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ サゝレ ｻｻﾞﾚ
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7221 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 下ムクノ本 ｼﾀﾑｸﾉﾓﾄ
7229 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 下六郎 ｼﾀﾛｸﾛｳ
7292 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 下市ノ平 ｼﾓｲﾁﾉﾋﾗ
7257 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 下ウドヲ谷 ｼﾓｳﾄﾞｵﾀﾞﾆ
7251 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 城王谷 ｼﾛｵｵﾀﾆ
7241 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 白梶 ｼﾛｶｼﾞ
7256 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ スギノ内 ｽｷﾞﾉｳﾁ
7239 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 杉屋敷 ｽｷﾞﾔｼｷ
7224 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 鈴ガ佐古 ｽｽﾞｶﾞｻｺ
7314 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ スヤガラ ｽﾔｶﾞﾗ
7219 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ セイダ ｾｲﾀﾞ
7233 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ セドノ石 ｾﾄﾞﾉｲｼ
7283 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
7290 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 瀧ノ宮 ﾀｷﾉﾐﾔ
7208 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 瀧畑ケ ﾀｷﾊﾞﾀｹ
7261 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ
7271 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ タビノ口 ﾀﾋﾞﾉｸﾁ
7232 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 茶ノヒラ ﾁﾔﾉﾋﾗ
7288 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 天ノ通ヒ ﾃﾝﾉｶﾖｲ
7249 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 土居 ﾄﾞｲ
7248 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 土居向 ﾄﾞｲﾉﾑｶｲ
7316 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 土居ノ向 ﾄﾞｲﾉﾑｶｲ
7297 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 藤三郎 ﾄｳｻﾞﾌﾞﾛｳ
7265 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 東屋布 ﾄｳﾔﾌ
7306 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ トチカ谷 ﾄﾁｶﾞﾀﾆ
7215 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ト々ロ ﾄﾄﾞﾛ
7235 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 鳥ノ巣 ﾄﾘﾉｽ
7308 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 中ゴセノ谷 ﾅｶｺﾞｾﾉﾀﾆ
7214 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ナガ佐古 ﾅｶﾞｻｺ
7299 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 中笹ノ久保 ﾅｶｻｻﾉｸﾎﾞ
7264 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 中屋 ﾅｶﾔ
7315 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 中屋稔野 ﾅｶﾔﾐﾉﾘﾉ
7207 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西一ノ谷 ﾆｼｲﾁﾉﾀﾆ
7296 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西キウ子 ﾆｼｷｳﾈ
7309 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西ゴセノ谷 ﾆｼｺﾞｾﾉﾀﾆ
7259 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
7305 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西トチガ谷 ﾆｼﾄﾁｶﾞﾀﾆ
7243 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西日裏 ﾆｼﾋｳﾗ
7280 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西光旧屋敷 ﾆｼﾋｶﾘｷﾕｳﾔｼｷ
7279 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西光屋敷 ﾆｼﾋｶﾘﾔｼｷ
7244 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
7294 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 奴田 ﾇﾀ
7210 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 橋ヶ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
7276 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ハチガ石 ﾊﾁｶﾞｲｼ
7281 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ハチクカザコ ﾊﾁｸｶﾞｻｺ
7242 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 日裏 ﾋｳﾗ
7270 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 東松ノ久保 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾉｸﾎﾞ
7285 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ヒソ ﾋｿ
7211 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ビヤガタキ ﾋﾞﾔｶﾞﾀｷ
7277 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 藤籔 ﾌｼﾞﾔﾌﾞ
7234 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 古田 ﾌﾙﾀ
7253 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ホイトウ田 ﾎｲﾄｳﾀﾞ
7252 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ホウジロチ ﾎｳｼﾞﾛﾁ
7231 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 朴ノ木佐古 ﾎｳﾉｷｻｺ
7286 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 松ノ久保 ﾏﾂﾉｸﾎﾞ
7205 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ マミヤナ ﾏﾐﾔﾅ
7284 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 南狼ノトウ ﾐﾅﾐｵｵｶﾐﾉﾄｳ
7301 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 南サゝノ久保 ﾐﾅﾐｻｻﾉｸﾎﾞ
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7268 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 南ノ峯 ﾐﾅﾐﾉﾐﾈ
7262 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 峯 ﾐﾈ
7263 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 峯岸 ﾐﾈｷﾞｼ
7236 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ムクノ木 ﾑｸﾉｷ
7220 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 元谷 ﾓﾄﾀﾞﾆ
7298 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ヤスバノ谷 ﾔｽﾊﾞﾉﾀﾆ
7209 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
7204 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ユヅ ﾕﾂﾞ
7311 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ ヨモギコヤ ﾖﾓｷﾞｺﾔ
7228 303 物部町中谷川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾀﾆｶﾞﾜ 六郎 ﾛｸﾛｳ
7378 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ アハ松ノ平 ｱﾊﾏﾂﾉﾋﾗ
7385 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 有ノ木佐古 ｱﾘﾉｷｻﾞｺ
7382 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ アリノ谷 ｱﾘﾉﾀﾆ
7337 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 石橋 ｲｼﾊﾞｼ
7338 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 石橋谷 ｲｼﾊﾞｼﾀﾞﾆ
7346 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 石ヤスバ ｲｼﾔｽﾊﾞ
7345 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 泉谷 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾆ
7392 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 一ノサコ ｲﾁﾉｻｺ
7390 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 岩屋ノサコ ｲﾜﾔﾉｻｺ
7373 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 宇井 ｳｲ
7372 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 宇井ノ下 ｳｲﾉｼﾀ
7358 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ウシロ ｳｼﾛ
7398 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ウツギヲ ｳﾂｷﾞｵ
7329 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ウド谷 ｳﾄﾞﾀﾞﾆ
7319 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 鰻渕 ｳﾅｷﾞﾌﾞﾁ
7397 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 榎ノ木佐古 ｴﾉｷｻｺ
7375 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 大戸 ｵｵﾄ
7376 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 大戸ノ上 ｵｵﾄﾉｳｴ
7349 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 王平 ｵｵﾋﾗ
7384 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 大平 ｵｵﾋﾗ
7324 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 岡田 ｵｶﾀﾞ
7371 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ヲスノウ子 ｵｽﾉｳﾈ
7380 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ヲソゴヘ ｵｿｺﾞﾍ
7351 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 尾花ノ平 ｵﾊﾞﾅﾉﾋﾗ
7321 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 樫ノ木渕 ｶｼﾉｷﾌﾞﾁ
7328 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
7341 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ カンバガウチ ｶﾝﾊﾞｶﾞｳﾁ
7370 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 北大戸 ｷﾀｵｵﾄ
7354 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 北川 ｷﾀｶﾞﾜ
7394 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 切地ノナロ ｷﾘﾁﾉﾅﾛ
7388 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ケヤケザコ ｹﾔｹｻﾞｺ
7334 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 神田 ｺｳﾀﾞ
7353 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 幸瀧 ｺｳﾀｷ
7327 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ コヲカミ ｺｵｶﾐ
7389 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 小谷ノ平 ｺﾀﾞﾆﾉﾋﾗ
7377 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 碁盤ノ平 ｺﾞﾊﾞﾝﾉﾋﾗ
7326 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 下リ付 ｻｶﾞﾘﾂｷ
7355 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ サゝキ ｻｻｷ
7356 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ サゝキノ下 ｻｻｷﾉｼﾀ
7396 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ サゝノダバ ｻﾊﾀﾞﾊﾞ
7369 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ サルノウチ ｻﾙﾉｳﾁ
7335 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 下ノ川 ｼﾀﾉｶﾜ
7322 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 島屋敷 ｼﾏﾔｼｷ
7350 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 清水ノ平 ｼﾐｽﾞﾉﾋﾗ
7352 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 下平 ｼﾓﾋﾗ
7395 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ シラノ尾 ｼﾗﾉｵ
7323 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
7379 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ スゲノソヲ ｽｹﾞﾉｿｵ
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7387 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ダイモチ ﾀﾞｲﾓﾁ
7343 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 高杭 ﾀｶｸﾞｲ
7348 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 高杭ノウ子 ﾀｶｸﾞｲﾉｳﾈ
7320 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 竹ノ瀬 ﾀｹﾉｾ
7333 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 竹籔 ﾀｹﾔﾌﾞ
7340 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ タビノサコ ﾀﾋﾞﾉｻｺ
7391 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 杖谷 ﾂｴﾀﾞﾆ
7332 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 土居 ﾄﾞｲ
7330 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 堂床 ﾄﾞｳﾄｺ
7367 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ドヲメンノ上 ﾄﾞｳﾒﾝﾉｳｴ
7363 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ ドヲメン ﾄﾞｵﾒﾝ
7381 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 中小屋 ﾅｶｺﾞﾔ
7374 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 中滝 ﾅｶﾀﾞｷ
7383 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
7365 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 中野 ﾅｶﾉ
7336 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 中屋 ﾅｶﾔ
7357 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 並松 ﾅﾐﾏﾂ
7366 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
7339 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 西ノ籔 ﾆｼﾉﾔﾌﾞ
7331 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
7393 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 火打場 ﾋｳﾁﾊﾞ
7361 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 松尾 ﾏﾂｵ
7362 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 松尾ノ上 ﾏﾂｵﾉｳｴ
7360 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 松尾ノ下 ﾏﾂｵﾉｼﾀ
7364 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 松葉 ﾏﾂﾊﾞ
7386 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 松葉屋鋪 ﾏﾂﾊﾞﾔｼｷ
7347 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 松本 ﾏﾂﾓﾄ
7325 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 水船 ﾐｽﾞﾌﾈ
7344 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 溝 ﾐｿﾞ
7359 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
7342 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 桃ノ佐古 ﾓﾓﾉｻｺ
7368 304 物部町頓定 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾄﾝｼﾞｮｳ 四ツ辻 ﾖﾂﾂｼﾞ
7407 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 石船 ｲｼﾌﾞﾈ
7409 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 影下モ組 ｶｹﾞｼﾓｸﾞﾐ
7410 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 影中組 ｶｹﾞﾅｶｸﾞﾐ
7406 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ キヂヤシキ ｷﾁﾞﾔｼｷ
7408 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ シノベノ平 ｼﾉﾍﾞﾉﾋﾗ
7405 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 下組 ｼﾓｸﾞﾐ
7402 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 堂平 ﾄﾞｳﾀﾞｲﾗ
7403 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 中組 ﾅｶｸﾞﾐ
7404 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 日裏コヤ ﾋｳﾗｺﾔ
7400 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 東下モ組 ﾋｶﾞｼｼﾓｸﾞﾐ
7401 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 東堂平 ﾋｶﾞｼﾄﾞｳﾀﾞｲﾗ
7399 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 東中組 ﾋｶﾞｼﾅｶｸﾞﾐ
7411 305 物部町中津尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶﾂｵ 桧谷 ﾋﾉｷﾀﾞﾆ
7431 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 赤木谷 ｱｶｷﾞﾀﾆ
7413 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ
7420 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ ウルシ ｳﾙｼ
7430 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 枝谷 ｴﾀﾞﾀﾞﾆ
7432 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 奥セツカイ ｵｸｾﾂｶｲ
7426 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ カゲハルヱ ｶｹﾞﾊﾙｴ
7414 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 地藏 ｼﾞｿﾞｳ
7425 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ シヨカノ ｼﾖｶﾉ
7421 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ ショガノナロ ｼﾖｶﾞﾉﾅﾛ
7422 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ スミトコ ｽﾐﾄｺ
7417 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ セッカイ ｾﾂｶｲ
7429 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ チヨシ ﾁﾖｼ
7433 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ トヲド ﾄｵﾄﾞ
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7428 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 永ノ本 ﾅｶﾞﾉﾓﾄ
7419 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 中屋 ﾅｶﾔ
7424 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ ナヘラ ﾅﾍﾗ
7427 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ ハルヱ ﾊﾙｴ
7434 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ ヒフノ谷 ﾋﾌﾉﾀﾆ
7418 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 古宮床 ﾌﾙﾐﾔﾄｺ
7416 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ ホトヲ ﾎﾄｵ
7415 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
7412 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ 宮ノナロ ﾐﾔﾉﾅﾛ
7423 306 物部町舞川 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾏｲｶﾜ リウカノ ﾘｳｶﾉ
7713 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ アイノ谷 ｱｲﾉﾀﾆ
7750 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ アツトコ ｱﾂﾄｺ
7467 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ アマガ石 ｱﾏｶﾞｲｼ
7466 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イヲブシ ｲｵﾌﾞｼ
7597 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 神母谷 ｲｹﾞﾀﾞﾆ
7567 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イゴブチ ｲｺﾞﾌﾞﾁ
7732 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 石垣 ｲｼｶﾞｷ
7535 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 石堂 ｲｼﾄﾞｳ
7470 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 石ノ内 ｲｼﾉｳﾁ
7473 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イソヲ谷 ｲｿｵﾀﾞﾆ
7726 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イチザコ ｲﾁｻﾞｺ
7727 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イチザコノ平 ｲﾁｻﾞｺﾉﾋﾗ
7628 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 市ノナロ ｲﾁﾉﾅﾛ
7652 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イチノナロ ｲﾁﾉﾅﾛ
7777 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イチノナロ ｲﾁﾉﾅﾛ
7550 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イヅノナロ ｲﾂﾞﾉﾅﾛ
7519 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 一本木 ｲﾂﾎﾟﾝｷﾞ
7532 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イヅミ ｲﾂﾞﾐ
7603 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イヅミ谷ゾヱ ｲﾂﾞﾐﾀﾆｿﾞｴ
7586 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 井手ノ上 ｲﾃﾞﾉｳｴ
7648 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 井デノ上 ｲﾃﾞﾉｳｴ
7765 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 井手ノ上 ｲﾃﾞﾉｳｴ
7676 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イナヤブ ｲﾅﾔﾌﾞ
7758 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 井ノ口 ｲﾉｸﾁ
7778 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 井ノ下タ ｲﾉｼﾀ
7759 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 井ノ平 ｲﾉﾋﾗ
7552 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イノモト ｲﾉﾓﾄ
7558 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ イノモト谷 ｲﾉﾓﾄﾀﾞﾆ
7755 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岩ヅカ ｲﾜﾂﾞｶ
7657 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岩屋ノ平 ｲﾜﾔﾉﾋﾗ
7746 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岩屋ノ平 ｲﾜﾔﾉﾋﾗ
7745 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岩屋ノ本 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
7436 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ウシロ ｳｼﾛ
7739 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ウシロ ｳｼﾛ
7749 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ウシロヤシキ ｳｼﾛﾔｼｷ
7705 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ウチコシ ｳﾁｺｼ
7578 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ウツゲノ平 ｳﾂｹﾞﾉﾋﾗ
7779 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宇筒舞山 ｳﾂﾂﾏｲﾔﾏ
7604 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
7663 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ウメノ平 ｳﾒﾉﾋﾗ
7782 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 浦山 ｳﾗﾔﾏ
7607 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 上久保 ｳﾜｸﾎﾞ
7600 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
7508 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 大北 ｵｵｷﾀ
7723 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 大木屋 ｵｵｷﾔ
7571 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 大城 ｵｵｼﾛ
7538 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 大谷 ｵｵﾀﾆ
7596 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 大古畑 ｵｵﾌﾙﾊﾞﾀ
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7521 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 大森 ｵｵﾓﾘ
7721 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 大屋式 ｵｵﾔｼｷ
7710 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 大山 ｵｵﾔﾏ
7461 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岡 ｵｶ
7580 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岡ノ上 ｵｶﾉｳｴ
7698 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岡ノ上 ｵｶﾉｳｴ
7638 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岡ノ奥 ｵｶﾉｵｸ
7639 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岡ノ谷 ｵｶﾉﾀﾆ
7670 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲカノ向イ ｵｶﾉﾑｶｲ
7579 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 岡屋式 ｵｶﾔｼｷ
7718 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲク ｵｸ
7623 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲク中サコ ｵｸﾅｶｻｺ
7620 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲク平 ｵｸﾋﾗ
7635 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 奥平 ｵｸﾋﾗ
7633 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 奥平山 ｵｸﾋﾗﾔﾏ
7645 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲクヤシキ ｵｸﾔｼｷ
7742 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲクヤブ ｵｸﾔﾌﾞ
7733 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 送畑 ｵｸﾘﾊﾞﾀ
7574 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲサキ ｵｻｷ
7453 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲサコ ｵｻｺ
7682 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲスゼキ ｵｽｾﾞｷ
7609 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲソゴエ ｵｿｺﾞｴ
7685 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲチアイ ｵﾁｱｲ
7488 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲテヤシキ ｵﾃﾔｼｷ
7716 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲモヤ ｵﾓﾔ
7740 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲモヤ ｵﾓﾔ
7712 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲモヤノヒラ ｵﾓﾔﾉﾋﾗ
7707 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
7736 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カウタキ ｶｳﾀｷ
7528 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カヲタキ ｶｵﾀｷ
7658 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カキノサコ ｶｷﾉｻｺ
7671 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カキノナロ ｶｷﾉﾅﾛ
7514 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カゲ ｶｹﾞ
7784 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 影仙頭 ｶｹﾞｾﾝﾄﾞｳ
7688 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 影ノ畝 ｶｹﾞﾉｳﾈ
7700 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カゲノタニ ｶｹﾞﾉﾀﾆ
7701 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カゲ平 ｶｹﾞﾋﾗ
7614 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カシノ野 ｶｼﾉﾉ
7445 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
7510 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
7752 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カツラ ｶﾂﾗ
7644 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カド石 ｶﾄﾞｲｼ
7691 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カマガ谷 ｶﾏｶﾞﾀﾆ
7766 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カミ ｶﾐ
7598 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 上サガヒラ ｶﾐｻｶﾞﾋﾗ
7763 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 上中谷 ｶﾐﾅｶﾀﾆ
7541 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 上野竹 ｶﾐﾉﾀﾞｹ
7717 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 上ミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
7756 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 上ヨケノ平 ｶﾐﾖｹﾉﾋﾗ
7496 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
7585 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 苅谷 ｶﾘﾔ
7581 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カリヤガノ ｶﾘﾔｶﾞﾉ
7529 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 川タキ ｶﾜﾀｷ
7731 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 川ノ東 ｶﾜﾉﾋｶﾞｼ
7522 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カンバダイラ ｶﾝﾊﾞﾀﾞｲﾗ
7621 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カンマイ ｶﾝﾏｲ
7622 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ カンマイ谷 ｶﾝﾏｲﾀﾞﾆ
7569 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 北久保 ｷﾀｸﾎﾞ
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7764 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 北中屋 ｷﾀﾅｶﾔ
7503 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 北ノ森 ｷﾀﾉﾓﾘ
7492 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ キドギシ ｷﾄﾞｷﾞｼ
7668 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 楠ノサコ ｸｽﾉｻｺ
7513 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 久保 ｸﾎﾞ
7631 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ クボ ｸﾎﾞ
7462 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 久保石 ｸﾎﾞｲｼ
7516 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ クリノクボ ｸﾘﾉｸﾎﾞ
7687 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ クロナベ ｸﾛﾅﾍﾞ
7743 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ クロヌタ ｸﾛﾇﾀ
7675 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ クンゼカタニ ｸﾝｾﾞｶﾀﾆ
7634 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ クンゼガ谷 ｸﾝｾﾞｶﾞﾀﾞﾆ
7768 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ケヤキノ平 ｹﾔｷﾉﾋﾗ
7443 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ケヤケゼ ｹﾔｹｾﾞ
7602 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ コウタキ ｺｳﾀｷ
7748 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ コウタキ ｺｳﾀｷ
7754 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 神戸佐古 ｺｳﾍﾞｻｺ
7773 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 苔坂 ｺｹｻﾞｶ
7702 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ コシト ｺｼﾄ
7448 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 小谷東ノ平 ｺﾀﾆﾋｶﾞｼﾉﾋﾗ
7484 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ コツモ ｺﾂﾓ
7776 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ コツモ ｺﾂﾓ
7494 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ コミ ｺﾐ
7617 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ
7613 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ コヤノナロ ｺﾔﾉﾅﾛ
7486 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ サヲカ谷 ｻｵｶﾀﾞﾆ
7772 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ サヲカノ谷 ｻｵｶﾉﾀﾆ
7699 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 境杤 ｻｶｲﾄﾁ
7667 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 境ノ畝 ｻｶｲﾉｳﾈ
7728 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ サカノ ｻｶﾉ
7530 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 坂ノシタ ｻｶﾉｼﾀ
7588 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ サガ平 ｻｶﾞﾋﾗ
7512 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ サカモト ｻｶﾓﾄ
7781 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下リ野山 ｻｶﾞﾘﾉﾔﾏ
7557 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ サワイノヲカ ｻﾜｲﾉｵｶ
7560 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ サワイノ平 ｻﾜｲﾉﾋﾗ
7451 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シウニサコ ｼｳﾆｻｺ
7651 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シウノウ子 ｼｳﾉｳﾈ
7539 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シヲリ ｼｵﾘ
7780 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 櫁尾山 ｼｷﾋﾞﾕｳﾔﾏ
7547 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シキベシ ｼｷﾍﾞｼ
7454 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シゝブシ ｼｼﾌﾞｼ
7684 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 地藏瀧 ｼﾞｿﾞｳﾀﾞｷ
7690 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 地藏堂 ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳ
7493 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下キドギシ ｼﾀｷﾄﾞｷﾞｼ
7499 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シタクボ ｼﾀｸﾎﾞ
7495 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下コミ ｼﾀｺﾐ
7502 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下ナカノ ｼﾀﾅｶﾉ
7490 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シタナロ ｼﾀﾅﾛ
7554 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シタマイ ｼﾀﾏｲ
7479 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下松岡 ｼﾀﾏﾂｵｶ
7703 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下タ丸荒 ｼﾀﾏﾙｱﾚ
7518 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シタユヅ ｼﾀﾕﾂﾞ
7760 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 芝ツカ ｼﾊﾞﾂｶ
7497 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ
7599 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下モナロ ｼﾓﾅﾛ
7464 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ シモ林 ｼﾓﾊﾞﾔｼ
7548 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
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7626 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 下モヨケ ｼﾓﾖｹ
7505 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 庄司ヤシキ ｼﾖｳｼﾞﾔｼｷ
7459 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 城ノ森 ｼﾛﾉﾓﾘ
7637 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 新次郎谷 ｼﾝｼﾛｳﾀﾞﾆ
7531 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ
7576 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ スゝキ ｽｽｷ
7570 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 鈴ノ渕 ｽｽﾞﾉﾌﾁ
7610 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ス山 ｽﾔﾏ
7611 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ス山ノ平 ｽﾔﾏﾉﾋﾗ
7474 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ セイ谷東ノ平 ｾｲﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾉﾋﾗ
7458 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ セイノ谷 ｾｲﾉﾀﾆ
7475 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ セヱ ｾｴ
7695 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 瀬戸 ｾﾄ
7694 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ セト山 ｾﾄﾔﾏ
7677 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ゼンゴタニ ｾﾞﾝｺﾞﾀﾆ
7533 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 仙頭バタケ ｾﾝﾄﾞｳﾊﾞﾀｹ
7592 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ セントヲ平 ｾﾝﾄｵﾋﾗ
7457 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ソデヒラ ｿﾃﾞﾋﾗ
7669 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 高石 ﾀｶｲｼ
7693 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ タカノ ﾀｶﾉ
7456 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ タカノアソビ ﾀｶﾉｱｿﾋﾞ
7664 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ タキノウヱ ﾀｷﾉｳｴ
7559 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
7678 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
7546 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
7680 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
7551 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 竹ノサコ ﾀｹﾉｻｺ
7568 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 竹ノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ
7722 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 竹ノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ
7647 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 竹ノ平 ﾀｹﾉﾋﾗ
7753 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 竹ノ平 ﾀｹﾉﾋﾗ
7709 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 竹ノ本 ﾀｹﾉﾓﾄ
7679 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 立ツ道 ﾀﾂﾐﾁ
7666 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 立ノ畝 ﾀﾃﾉｳﾈ
7468 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 谷ノ内 ﾀﾆﾉｳﾁ
7775 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 谷屋式 ﾀﾆﾔｼｷ
7543 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 谷山 ﾀﾆﾔﾏ
7507 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ツイデガシラ ﾂｲﾃﾞｶﾞｼﾗ
7591 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ツケ石 ﾂｹｲｼ
7527 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ツボノ谷 ﾂﾎﾞﾉﾀﾆ
7524 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 土居 ﾄﾞｲ
7523 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 土居ノ上ヘ ﾄﾞｲﾉｳｴ
7525 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トイノシタ ﾄｲﾉｼﾀ
7444 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 堂ノ西 ﾄﾞｳﾉﾆｼ
7481 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トヲドヲ ﾄｵﾄﾞｵ
7480 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トヲドノ岡 ﾄｵﾄﾞﾉｵｶ
7636 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トヲドノ前 ﾄｵﾄﾞﾉﾏｴ
7686 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 栃谷 ﾄﾁﾀﾞﾆ
7545 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トチノ平 ﾄﾁﾉﾋﾗ
7619 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トベラザコ ﾄﾍﾞﾗｻﾞｺ
7589 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トヤノ石ノ平 ﾄﾔﾉｲｼﾉﾋﾗ
7595 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トンデガヒラ ﾄﾝﾃﾞｶﾞﾋﾗ
7630 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トンデガ平 ﾄﾝﾃﾞｶﾞﾋﾗ
7632 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ トンデノ平 ﾄﾝﾃﾞﾉﾋﾗ
7719 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ナガアレ ﾅｶﾞｱﾚ
7692 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 中カマガ谷 ﾅｶｶﾏｶﾞﾀﾆ
7500 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ナカクボ ﾅｶｸﾎﾞ
7747 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 中ゾ ﾅｶｿﾞ
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7618 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 中瀧 ﾅｶﾀﾞｷ
7582 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ナガチガナロ ﾅｶﾞﾁｶﾞﾅﾛ
7501 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ナカノ ﾅｶﾉ
7643 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ナカノ ﾅｶﾉ
7730 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 中ノ川 ﾅｶﾉｶﾜ
7762 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 中平 ﾅｶﾋﾗ
7471 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 中屋 ﾅｶﾔ
7511 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ナカヤ ﾅｶﾔ
7737 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 中ヤ ﾅｶﾔ
7441 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ニイヤ ﾆｲﾔ
7696 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ニイヤ ﾆｲﾔ
7734 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ニイヤ谷 ﾆｲﾔﾀﾞﾆ
7556 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
7566 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 西サコ ﾆｼｻｺ
7526 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
7460 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
7438 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 西ノサコ ﾆｼﾉｻｺ
7711 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 西ノ佐古 ﾆｼﾉｻｺ
7751 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
7437 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ
7515 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ニラグサ ﾆﾗｸﾞｻ
7465 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヌタノヲ ﾇﾀﾉｵ
7517 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヌタノクボ ﾇﾀﾉｸﾎﾞ
7606 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヌタノクボ ﾇﾀﾉｸﾎﾞ
7520 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヌタノシタ ﾇﾀﾉｼﾀ
7587 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 子ヂレノ平 ﾈﾁﾞﾚﾉﾋﾗ
7537 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ノウトコ ﾉｳﾄｺ
7542 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 野佐古 ﾉｻｺ
7540 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 野竹 ﾉﾀﾞｹ
7769 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ノヂ ﾉﾁﾞ
7774 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ノデンドウ ﾉﾃﾞﾝﾄﾞｳ
7440 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ノバリ ﾉﾊﾞﾘ
7489 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ バケ ﾊﾞｹ
7770 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハシカヤブ ﾊｼｶﾔﾌﾞ
7659 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハシカ山 ﾊｼｶﾔﾏ
7725 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハシトコ ﾊｼﾄｺ
7447 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハソウ谷 ﾊｿｳﾀﾞﾆ
7785 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハソヲ谷 ﾊｿｳﾀﾞﾆ
7452 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハソヲ谷東ノ平 ﾊｿｳﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾉﾋﾗ
7594 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハチノ森 ﾊﾁﾉﾓﾘ
7590 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハデノタア ﾊﾃﾞﾉﾀｱ
7544 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ハヤシ ﾊﾔｼ
7565 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 林前 ﾊﾔｼﾉﾏｴ
7616 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヒウラ ﾋｳﾗ
7650 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ
7485 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 東コツモ ﾋｶﾞｼｺﾂﾓ
7708 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 東宮ノ前 ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉﾏｴ
7563 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 東向イ ﾋｶﾞｼﾑｶｲ
7735 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
7534 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 東ハクボ ﾋｶﾞｼﾜｸﾎﾞ
7689 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヒジコタニ ﾋｼﾞｺﾀﾆ
7477 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ビシャゴ ﾋﾞｼﾔｺﾞ
7605 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヒノキヲ ﾋﾉｷｵ
7435 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヒノ木サコ ﾋﾉｷｻｺ
7783 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 日の地 ﾋﾉﾁﾞ
7641 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 日ノ御子 ﾋﾉﾐｺ
7442 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヒミチ ﾋﾐﾁ
7715 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 平瀬 ﾋﾗｾ
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7714 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 平瀬ノ上 ﾋﾗｾﾉｳｴ
7561 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 平山 ﾋﾗﾔﾏ
7572 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ フイコシ ﾌｲｺｼ
7629 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 舩ノ向 ﾌﾈﾉﾑｶｲ
7491 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ フリフウ ﾌﾘﾌｳ
7573 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 古畑 ﾌﾙﾊﾀ
7674 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ
7482 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ホケタチ石 ﾎｹﾀﾁｲｼ
7662 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ホシバノ平 ﾎｼﾊﾞﾉﾋﾗ
7450 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ホゼノトウ ﾎｾﾞﾉﾄｳ
7487 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ボヤシキ ﾎﾞﾔｼｷ
7463 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 槙尾ノ向イ ﾏｷｵﾉﾑｶｲ
7642 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 正薮 ﾏｻﾔﾌﾞ
7478 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 松岡 ﾏﾂｵｶ
7439 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 松タキ ﾏﾂﾀｷ
7476 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
7469 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 松ハ谷 ﾏﾂﾊﾞﾀﾞﾆ
7704 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 丸荒 ﾏﾙｱﾚ
7612 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ミコノ石 ﾐｺﾉｲｼ
7449 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 水舩 ﾐｽﾞﾌﾈ
7786 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 水船 ﾐｽﾞﾌﾈ
7706 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 南大山 ﾐﾅﾐｵｵﾔﾏ
7555 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 南熊押 ﾐﾅﾐｸﾓｳｽ
7646 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
7771 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 南ノ上 ﾐﾅﾐﾉｳｴ
7575 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 南古畑 ﾐﾅﾐﾌﾙﾊﾀ
7767 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 南向イ ﾐﾅﾐﾑｶｲ
7549 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
7640 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 南ヤシキ ﾐﾅﾐﾔｼｷ
7673 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮床 ﾐﾔﾄｺ
7654 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ
7672 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
7483 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ上ミ ﾐﾔﾉｶﾐ
7506 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
7564 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノナロ ﾐﾔﾉﾅﾛ
7627 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノナロ ﾐﾔﾉﾅﾛ
7601 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
7455 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ平 ﾐﾔﾉﾋﾗ
7720 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノヒラ ﾐﾔﾉﾋﾗ
7653 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
7660 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ
7472 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
7741 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
7504 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 宮ノ森 ﾐﾔﾉﾓﾘ
7577 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 明改 ﾐﾖｳｶﾞｲ
7655 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 女夫石 ﾐﾖｳﾄｲｼ
7536 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 向イ ﾑｶｲ
7661 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 向イ ﾑｶｲ
7738 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 向イ ﾑｶｲ
7697 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 向イ地 ﾑｶｲﾁﾞ
7615 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 向ノ上 ﾑｶｲﾉｳｴ
7608 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 向ノ平 ﾑｶｲﾉﾋﾗ
7744 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ムギアレ ﾑｷﾞｱﾚ
7649 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ムスンダ ﾑｽﾝﾀﾞ
7562 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ モチイ ﾓﾁｲ
7724 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ モミノ平 ﾓﾐﾉﾋﾗ
7583 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 森ノナロ ﾓﾘﾉﾅﾛ
7584 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 森ノ東 ﾓﾘﾉﾋｶﾞｼ
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7553 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヤケノ ﾔｹﾉ
7681 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヤケノウ ﾔｹﾉｳ
7509 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヤケヤノトウ ﾔｹﾔﾉﾄｳ
7729 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヤケヤノ平 ﾔｹﾔﾉﾋﾗ
7683 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヤスバノヒラ ﾔｽﾊﾞﾉﾋﾗ
7761 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 休場ノ平 ﾔｽﾊﾞﾉﾋﾗ
7625 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 柳ノ佐古 ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ
7446 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 柳ノ上 ﾔﾅﾉｳｴ
7593 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ 柚ノ平 ﾕｽﾞﾉﾋﾗ
7624 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヨケノ平 ﾖｹﾉﾋﾗ
7757 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヨケノ平 ﾖｹﾉﾋﾗ
7665 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヨシノウ井 ﾖｼﾉｳｲ
7656 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ヨボシ ﾖﾎﾞｼ
7498 307 物部町仙頭 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｾﾝﾄﾞｳ ワクホ ﾜｸﾎﾞ
7787 308 物部町上岡 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｵｶ 瑞穂 ﾐｽﾞﾎ
7807 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 赤石 ｱｶｲｼ
7913 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 赤ツ江 ｱｶﾂｴ
7930 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 安ノ地 ｱﾉｼﾞ
7875 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 池田 ｲｹﾀﾞ
7881 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 池田ノ後 ｲｹﾀﾞﾉｳｼﾛ
7970 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 池田町 ｲｹﾀﾞﾏﾁ
7914 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 石立 ｲｼﾀﾃ
7837 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 泉ノサコ ｲｽﾞﾐﾉｻｺ
7924 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 泉ノ平 ｲｽﾞﾐﾉﾋﾗ
7936 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 磯ノ上 ｲｿﾉｳｴ
7937 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 磯ノ下 ｲｿﾉｼﾀ
7912 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ イチカ谷 ｲﾁｶﾀﾆ
7810 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 市ノナロ ｲﾁﾉﾅﾛ
7797 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ イヅミノ上 ｲﾂﾞﾐﾉｳｴ
7804 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 井ノ上 ｲﾉｳｴ
7819 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
7939 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 井林 ｲﾊﾞﾔｼ
7950 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上ヘスゝキ ｳｴｽｽｷ
7865 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上ヘヌタノ尾 ｳｴﾇﾀﾉｳ
7790 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上フイコシ ｳｴﾌｲｺｼ
7952 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 丑床 ｳｼﾄｺ
7848 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ウ子 ｳﾈ
7852 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 馬渡瀬 ｳﾏﾜﾀｾ
7805 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 梅ヶ谷 ｳﾒｶﾞﾀﾆ
7896 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 梅ノ久保 ｳﾒﾉｸﾎﾞ
7964 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 駅前町 ｴｷﾏｴﾁﾖｳ
7926 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 榎ノ平 ｴﾉｷﾉﾋﾗ
7920 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大カヤノ平 ｵｵｶﾔﾉﾋﾗ
7900 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大北 ｵｵｷﾞﾀ
7974 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大北組 ｵｵｷﾀｸﾞﾐ
7798 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
7908 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大佐古 ｵｵｻｺ
7872 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大内 ｵｵﾁ
7847 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大比 ｵｵﾋﾞ
7812 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大比下モヤ布 ｵｵﾋﾞｼﾓﾔﾌ
7826 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大峯 ｵｵﾐﾈ
7878 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大森 ｵｵﾓﾘ
7945 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 岡 ｵｶ
7941 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 岡田平 ｵｶﾀﾞｲﾗ
7905 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 奥影バヱ ｵｸｶｹﾞﾊﾞｴ
7851 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 小田畝 ｵﾀﾞｳﾈ
7815 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 尾花 ｵﾊﾞﾅ
7931 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 柿ノ佐古 ｶｷﾉｻｺ
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7906 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 影バヱ ｶｹﾞﾊﾞｴ
7907 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 笠松平 ｶｻﾏﾂﾉﾋﾗ
7886 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ カマダ ｶﾏﾀﾞ
7919 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 釜ノ口 ｶﾏﾉｸﾁ
7947 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上荒地 ｶﾐｱﾚﾁ
7828 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上ミカロウト ｶﾐｶﾛｳﾄ
7910 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上ミ切佐古 ｶﾐｷﾘｻｺ
7933 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上葛籔 ｶﾐｸｽﾞﾔﾌﾞ
7823 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上山王 ｶﾐｻﾝﾉｳ
7859 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上西ノ川 ｶﾐﾆｼﾉｶﾜ
7806 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上ミモミノヒラ ｶﾐﾓﾐﾉﾋﾗ
7824 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 上ミユヅ ｶﾐﾕﾂﾞ
7818 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ カロウト ｶﾛｳﾄ
7887 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 川尻 ｶﾜｼﾞﾘ
7882 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 河ノ内 ｶﾜﾉｳﾁ
7898 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 北 ｷﾀ
7868 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 北ノ澤 ｷﾀﾉｻﾜ
7904 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 北峯 ｷﾀﾐﾈ
7829 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 祈祷尻 ｷﾄｳｼﾞﾘ
7801 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ キト浦 ｷﾄｳﾗ
7808 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ キトコ ｷﾄｺ
7943 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 葛ノ佐古 ｸｽﾞﾉｻｺ
7885 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 久保 ｸﾎﾞ
7971 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 久保組 ｸﾎﾞｸﾞﾐ
7948 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 黒見山 ｸﾛﾐﾔﾏ
7940 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 桑佐古 ｸﾜｻｺ
7893 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 桑ノ久保 ｸﾜﾉｸﾎﾞ
7825 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 高ノ石 ｺｳﾉｲｼ
7832 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ コウベザコ ｺｳﾍﾞｻﾞｺ
7902 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 越トウ ｺｼﾄｳ
7820 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 小谷 ｺﾀﾞﾆ
7862 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ コツミ ｺﾂﾐ
7842 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ コヤノウ子 ｺﾔﾉｳﾈ
7921 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 巖ノ佐古 ｺﾞﾝﾉｻｺ
7916 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 權房尾 ｺﾞﾝﾎﾞｳ
7915 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ゴンボヲ尾 ｺﾞﾝﾎﾞｳｵ
7962 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 栄町 ｻｶｴﾏﾁ
7822 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 山王 ｻﾝﾉｳ
7880 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 塩ノ峯筋 ｼｵﾉﾐﾈｽｼﾞ
7951 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 下タスゝ木 ｼﾀｽｽｷ
7870 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 下土居 ｼﾀﾄﾞｲ
7864 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 下タヌタノウ ｼﾀﾇﾀﾉｳ
7877 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ シバ ｼﾊﾞ
7879 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 芝ノ岡 ｼﾊﾞﾉｵｶ
7833 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 芝分 ｼﾊﾞﾌﾞﾝ
7911 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 下モ切サコ ｼﾓｷﾘｻｺ
7935 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 下モ葛籔 ｼﾓｸｽﾞﾔﾌﾞ
7957 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 下の地 ｼﾓﾉｼﾞ
7889 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 下モヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
7876 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 社地ノ東 ｼﾔｼﾞﾉﾋｶﾞｼ
7836 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 蛇ノ石 ｼﾞﾔﾉｲｼ
7899 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 庄司屋式 ｼﾖｳｼﾞﾔｼｷ
7891 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 神宮 ｼﾞﾝｸﾞｳ
7892 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 神宮ノ上 ｼﾞﾝｸﾞｳﾉｳｴ
7884 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 新ヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
7793 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 杉ノサコ ｽｷﾞﾉｻｺ
7838 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 鈴原 ｽｽﾞﾊﾗ
7953 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ スヤガラ ｽﾔｶﾞﾗ
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7927 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 脊山 ｾﾔﾏ
7960 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 大正町 ﾀｲｼﾖｳﾏﾁ
7883 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 高ブタイ ﾀｶﾌﾞﾀｲ
7844 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 竹ノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ
7946 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ タビノ口 ﾀﾋﾞﾉｸﾁ
7841 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ タミナリ ﾀﾐﾅﾘ
7863 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ツヘ ﾂﾍ
7901 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ツボ子 ﾂﾎﾞﾈ
7809 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ツボミザコ ﾂﾎﾞﾐｻﾞｺ
7925 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 寺地 ﾃﾗｼﾞ
7799 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 天王 ﾃﾝﾉｳ
7869 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 土居 ﾄﾞｲ
7917 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 堂ノ畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
7795 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 栃ノ瀬 ﾄﾁﾉｾ
7802 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 中畝 ﾅｶｳﾈ
7934 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 中葛籔 ﾅｶｸｽﾞﾔﾌﾞ
7874 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 中クボ ﾅｶｸﾎﾞ
7967 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 中ノ上組 ﾅｶﾉｳｴｸﾞﾐ
7821 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 中ノ畝 ﾅｶﾉｳﾈ
7867 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 中ノ澤 ﾅｶﾉｻﾜ
7969 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 仲町 ﾅｶﾏﾁ
7973 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 中屋組 ﾅｶﾔｸﾞﾐ
7827 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 中山 ﾅｶﾔﾏ
7817 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ナカン滝 ﾅｶﾝﾀﾞｷ
7873 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 成矢 ﾅﾙﾔ
7850 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ナロ ﾅﾛ
7932 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 奈呂 ﾅﾛ
7888 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 仁井ヤ ﾆｲﾔ
7972 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 仁井屋組 ﾆｲﾔｸﾞﾐ
7955 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 西大比 ﾆｼｵｵﾋﾞ
7830 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 西コウベザコ ﾆｼｺｳﾍﾞｻﾞｺ
7854 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 西下タゴツミ ﾆｼｼﾀｺﾞﾂﾐ
7929 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 西竹屋式 ﾆｼﾀｹﾔｼｷ
7840 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 西タミナリ ﾆｼﾀﾐﾅﾘ
7858 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 西ノ川 ﾆｼﾉｶﾜ
7963 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 西町 ﾆｼﾏﾁ
7961 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 日本町 ﾆﾎﾝﾏﾁ
7792 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ヌタ ﾇﾀ
7791 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 奴田平 ﾇﾀﾀﾞｲﾗ
7846 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ノゾキ石 ﾉｿﾞｷｲｼ
7942 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 野地 ﾉﾁﾞ
7834 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ノマス谷 ﾉﾏｽﾀﾞﾆ
7909 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ハヱノ上ミ ﾊｴﾉｶﾐ
7918 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ハシカヤブ ﾊｼｶﾔﾌﾞ
7853 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 橋詰 ﾊｼﾂﾞﾒ
7849 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 橋ノ向イ ﾊｼﾉﾑｶｲ
7903 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 八幡ノ畝 ﾊﾁﾏﾝﾉｳﾈ
7835 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 花木 ﾊﾅｷ
7922 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 日裏山 ﾋｳﾗﾔﾏ
7956 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 東大比 ﾋｶﾞｼｵｵﾋﾞ
7861 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 東ゴツミ ﾋｶﾞｼｺﾞﾂﾐ
7855 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 東下タ木積 ﾋｶﾞｼｼﾀｺﾞﾂﾐ
7928 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 東竹屋式 ﾋｶﾞｼﾀｹﾔｼｷ
7966 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 東本町 ﾋｶﾞｼﾎﾝﾏﾁ
7845 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ヒトキタゼ ﾋﾄｷﾀｾﾞ
7959 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 日の出町 ﾋﾉﾃﾞﾏﾁ
7871 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ヒゞノ本 ﾋﾋﾞﾉﾓﾄ
7800 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ヒラキ ﾋﾗｷ
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7839 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ヒラナベ ﾋﾗﾅﾍﾞ
7789 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ フイコシ ﾌｲｺｼ
7843 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 藤籔 ﾌｼﾞﾔﾌﾞ
7788 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 渕首 ﾌﾁｸﾋﾞ
7897 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 坊 ﾎﾞｳ
7895 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 佛ノ頭 ﾎﾄｹﾉｶｼﾗ
7796 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ホリタ ﾎﾘﾀ
7954 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 堀田 ﾎﾘﾀ
7965 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 本町 ﾎﾝﾏﾁ
7813 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 前大ビ ﾏｴｵｵﾋﾞ
7860 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 前芝 ﾏｴｼﾊﾞ
7816 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 前花木 ﾏｴﾊﾅｷﾞ
7949 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 松滝 ﾏﾂﾀｷ
7857 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 丸田 ﾏﾙﾀ
7866 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ミコヤシキ ﾐｺﾔｼｷ
7831 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ
7958 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 南組 ﾐﾅﾐｸﾞﾐ
7968 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 都町 ﾐﾔｺﾏﾁ
7794 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 宮ノナロ ﾐﾔﾉﾅﾛ
7944 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 向井 ﾑｶｲ
7803 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ モミノヒラ ﾓﾐﾉﾋﾗ
7856 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 柳澤西掛テ ﾔﾅｷﾞｻﾜﾆｼｶｹﾃ
7811 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 梁瀬 ﾔﾅｾ
7923 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
7938 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 横倉 ﾖｺｸﾗ
7814 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ ヨリトウ ﾖﾘﾄｳ
7890 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 和田 ﾜﾀﾞ
7894 309 物部町大栃 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾄﾞﾁ 和田川ノ上 ﾜﾀﾞｶﾞﾜﾉｶﾐ
7981 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 岩屋ヒラ ｲﾜﾔﾋﾗ
7989 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 梅ノ谷 ｳﾒｹﾀﾆ
7997 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 大平 ｵｵﾋﾗ
8028 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 奥山 ｵｸﾔﾏ
8002 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 柿ノクボ ｶｷﾉｸﾎﾞ
8035 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 影谷 ｶｹﾞﾀﾆ
8011 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 影山 ｶｹﾞﾔﾏ
8007 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 影山崎 ｶｹﾞﾔﾏｻｷ
8043 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 影山崎 ｶｹﾞﾔﾏｻｷ
8018 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 上影谷 ｶﾐｶｹﾞﾀﾆ
7980 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 上倉淵 ｶﾐｸﾗﾌﾞﾁ
8047 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 上倉渕 ｶﾐｸﾗﾌﾞﾁ
7977 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 上高尾 ｶﾐﾀｶｵ
8027 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ キウズイ ｷｳｽﾞｲ
7984 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 北クイシ ｷﾀｸｲｼ
7994 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 北土居 ｷﾀﾄﾞｲ
7985 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 北ナロ ｷﾀﾅﾛ
8001 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ キトノモト ｷﾄﾉﾓﾄ
7983 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ クイシ ｸｲｼ
8000 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ クモウス ｸﾓｳｽ
8022 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 栗ノ峠 ｸﾘﾉﾄｳｹﾞ
8003 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ クロウロノ平 ｸﾛｳﾛﾉﾋﾗ
8045 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 桑ノ川 ｸﾜﾉｶﾜ
8034 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 桑の川山 ｸﾜﾉｶﾜﾔﾏ
8017 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ ケヤケノ平 ｹﾔｹﾉﾋﾗ
8021 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 小濱ノ中 ｺﾊﾏﾉﾅｶ
8020 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ コミ ｺﾐ
7987 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ サカ ｻｶ
8036 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 坂 ｻｶ
7988 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ サワイノ平 ｻﾜｲﾉﾋﾗ
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7996 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ シヲ ｼｵ
8044 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 塩 ｼｵ
7979 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 下倉淵 ｼﾓｸﾗﾌﾞﾁ
8046 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 下倉渕 ｼﾓｸﾗﾌﾞﾁ
7975 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 下高尾 ｼﾓﾀｶｵ
7999 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 白石 ｼﾗｲｼ
8014 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ シレザコ ｼﾚｻﾞｺ
7990 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ スゝ玉 ｽｽﾀﾞﾏ
8006 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 鈴ノ木 ｽｽﾞﾉｷ
8008 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ ス山 ｽﾔﾏ
8029 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 仙頭畑 ｾﾝﾄﾞｳﾊﾞﾀｹ
7992 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 藏用 ｿﾞｳﾖｳ
8039 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 高尾 ﾀｶｵ
8009 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ
8012 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 谷 ﾀﾆ
7982 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 天王 ﾃﾝﾉｳ
8037 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 天王 ﾃﾝﾉｳ
7991 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 土居 ﾄﾞｲ
7998 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ トチノナロ ﾄﾁﾉﾅﾛ
8030 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 中ノ川 ﾅｶﾉｶﾜ
8033 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 中ノ川峯ノ川山 ﾅｶﾉｶﾜﾐﾈﾉｶﾜﾔﾏ
8015 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 中平 ﾅｶﾋﾗ
8010 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 中山 ﾅｶﾔﾏ
8026 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ ナニサコ ﾅﾆｻｺ
7986 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ ナロ ﾅﾛ
7976 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
8040 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 西山崎 ﾆｼﾔﾏｻｷ
7993 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ
8041 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 東山崎 ﾋｶﾞｼﾔﾏｻｷ
8019 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 東和久保 ﾋｶﾞｼﾜｸﾎﾞ
8016 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 吹サコノ平 ﾌｷｻｺﾉﾋﾗ
8025 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ ホゼガトウ ﾎｾﾞｶﾞﾄｳ
8023 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 水船ノ平 ﾐｽﾞﾌﾈﾉﾋﾗ
8024 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 水船山 ﾐｽﾞﾌﾈﾔﾏ
8042 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 水通 ﾐﾄﾞｳｼ
8005 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 水通ノ平 ﾐﾄﾞｳｼﾉﾋﾗ
8032 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 峯ノ川口山 ﾐﾈﾉｶﾜｸﾞﾁﾔﾏ
8013 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｶﾐ
8038 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
8031 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 桃草山 ﾓﾓｸｻﾔﾏ
8004 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ ヤスバノ平 ﾔｽﾊﾞﾉﾋﾗ
7978 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ 柳澤 ﾔﾅｷﾞｻﾜ
7995 310 物部町山崎 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾏｻｷ ヨケノフチ ﾖｹﾉﾌﾁ
8105 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 泉ノサコ ｲｽﾞﾐﾉｻｺ
8061 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ イチノヒラ ｲﾁﾉﾋﾗ
8087 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 井ノ元 ｲﾉﾓﾄ
8077 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 後ロ屋式 ｳｼﾛﾔｼｷ
8102 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 梅ヶ谷 ｳﾒｶﾞﾀﾆ
8096 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ヱノシタ ｴﾉｼﾀ
8081 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ヲゝチノ下 ｵｵﾁﾉｼﾀ
8101 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ヲクヤブ ｵｸﾔﾌﾞ
8094 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 押ノウ子 ｵｽﾉｳﾈ
8052 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ヲビノ石 ｵﾋﾞﾉｲｼ
8050 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ヲモタニ ｵﾓﾀﾆ
8067 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ヲモ屋式 ｵﾓﾔｼｷ
8072 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カウカノトヲ ｶｳｶﾉﾄｵ
8048 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カウタキ ｶｳﾀｷ
8068 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カガミノヒラ ｶｶﾞﾐﾉﾋﾗ
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8069 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カキノサコ ｶｷﾉｻｺ
8092 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カゲム子 ｶｹﾞﾑﾈ
8099 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カゲ山 ｶｹﾞﾔﾏ
8108 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ヶ谷 ｶｼﾞｶﾞﾀﾆ
8106 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カタギシ ｶﾀｷﾞｼ
8079 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
8103 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カミクボ ｶﾐｸﾎﾞ
8064 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カミゴヲ ｶﾐｺﾞｵ
8075 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
8088 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
8086 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 川ノ上 ｶﾜﾉｳｴ
8056 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ キタサコ ｷﾀｻｺ
8084 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ キビシリ ｷﾋﾞｼﾘ
8082 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 楠ノ木平 ｸｽﾉｷﾋﾗ
8054 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ クレ石 ｸﾚｲｼ
8100 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ クロヌタ ｸﾛﾇﾀ
8058 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ゲンジキ ｹﾞﾝｼﾞｷ
8089 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 小川 ｺｶﾞﾜ
8107 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 小峯 ｺﾐﾈ
8097 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 小ム子 ｺﾑﾈ
8049 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ サヲカ ｻｵｶ
8109 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 佐岡 ｻｵｶ
8051 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 左岡谷 ｻｵｶﾀﾆ
8066 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ サコヤシキ ｻｺﾔｼｷ
8070 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 下川 ｼﾀｶﾞﾜ
8076 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ セトコ石 ｾﾄｺｲｼ
8093 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ タケノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ
8062 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 谷 ﾀﾆ
8098 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ツルイ ﾂﾙｲ
8078 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 土居 ﾄﾞｲ
8063 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ トチバヤシ ﾄﾁﾊﾞﾔｼ
8057 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ナカバダイ ﾅｶﾊﾞﾀﾞｲ
8055 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
8059 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 西ノカヤ ﾆｼﾉｶﾔ
8095 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 西ノ田 ﾆｼﾉﾀ
8080 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 西ノ地 ﾆｼﾉﾁ
8060 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
8073 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ハシガタニ ﾊｼｶﾞﾀﾆ
8065 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ハシカヤブ ﾊｼｶﾔﾌﾞ
8083 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 東岡 ﾋｶﾞｼｵｶ
8071 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
8090 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ホウノサコ ﾎｳﾉｻｺ
8104 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ホトケ石 ﾎﾄｹｲｼ
8053 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 松岡 ﾏﾂｵｶ
8091 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ミツノモト ﾐﾂﾉﾓﾄ
8074 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ 宮ノ後ロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ
8085 311 物部町押谷 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｽﾀﾞﾆ ムカイ山 ﾑｶｲﾔﾏ
8123 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ アリノ前 ｱﾘﾉﾏｴ
8127 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 泉ノ平 ｲｽﾞﾐﾉﾋﾗ
8116 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ イヅクボ ｲﾂﾞｸﾎﾞ
8110 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 大佐古 ｵｵｻｺ
8129 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 大マド ｵｵﾏﾄﾞ
8121 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 下土居 ｼﾀﾄﾞｲ
8124 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 勝ガ谷 ｼﾖｳｶﾞﾀﾞﾆ
8111 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 竹ノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ
8126 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 竹ノ平 ﾀｹﾉﾋﾗ
8117 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ ツヱンゴ ﾂｴﾝｺﾞ
8118 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 土居 ﾄﾞｲ
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8119 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ トヲミノ石 ﾄｵﾐﾉｲｼ
8128 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 中畝 ﾅｶｳﾈ
8114 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 仁井ヤ ﾆｲﾔ
8113 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
8112 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 野竹山 ﾉﾀﾞｹﾔﾏ
8115 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ ヘイ石 ﾍｲｲｼ
8120 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 松谷 ﾏﾂﾀﾆ
8125 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ
8122 312 物部町小浜 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾊﾏ 梼キウ ﾕｽｷｳ
8161 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 荒瀬 ｱﾗｾ
8140 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 有ノ平 ｱﾘﾉﾋﾗ
8166 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 有ノ本 ｱﾘﾉﾓﾄ
8163 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
8217 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 窟 ｲﾜﾔ
8189 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ウヱタケ山 ｳｴﾀｹﾔﾏ
8130 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ウシトコ ｳｼﾄｺ
8171 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 牛ノ閨 ｳｼﾉﾈﾔ
8158 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 上土居 ｳﾜﾄﾞｲ
8136 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ エダダニ ｴﾀﾞﾀﾞﾆ
8134 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ エノキノサコ ｴﾉｷﾉｻｺ
8174 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 大後 ｵｵｳｼﾛ
8143 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 大クレノ ｵｵｸﾚﾉ
8138 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 大島木 ｵｵｼﾏｷﾞ
8215 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ カゲツチ ｶｹﾞﾂﾁ
8144 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ カゲヤシキ ｶｹﾞﾔｼｷ
8220 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 影ヤブ ｶｹﾞﾔﾌﾞ
8141 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ カゴバノ畝 ｶｺﾞﾊﾞﾉｳﾈ
8209 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ カナワギ ｶﾅﾜｷﾞ
8168 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 釜ノ脇 ｶﾏﾉﾜｷ
8173 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 上内野 ｶﾐｳﾁﾉ
8192 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ガヤノサコ ｶﾞﾔﾉｻｺ
8147 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
8198 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 狗石 ｸｲｼ
8183 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ クイノウチ ｸｲﾉｳﾁ
8212 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ クサリトチ ｸｻﾘﾄﾁ
8175 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ クレ石 ｸﾚｲｼ
8139 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ クロノタ ｸﾛﾉﾀ
8159 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 槻ノ堂 ｹﾔｷﾉﾄﾞｳ
8203 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 小泉 ｺｲｽﾞﾐ
8133 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ コヲナロ ｺｵﾅﾛ
8137 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ コヲバヤシノ平 ｺｵﾊﾞﾔｼﾉﾋﾗ
8148 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ コシノウ子 ｺｼﾉｳﾈ
8149 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 崎山 ｻｷﾔﾏ
8181 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 佐古 ｻｺ
8208 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ サセビノクボ ｻｾﾋﾞﾉｸﾎﾞ
8218 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ サバイノ平 ｻﾊﾞｲﾉﾋﾗ
8142 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ シチホンギ ｼﾁﾎﾝｷﾞ
8178 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ シヘヱキ ｼﾍｴｷ
8154 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 下香瀧 ｼﾓｺｳﾀｷ
8176 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 白木佐古 ｼﾗｷｻｺ
8151 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ スガイ ｽｶﾞｲ
8223 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 須賀井 ｽｶﾞｲ
8146 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ スソイワ ｽｿｲﾜ
8182 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ セイ高山 ｾｲﾀｶﾔﾏ
8207 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ゼツトコアレ ｾﾞﾂﾄｺｱﾚ
8164 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 瀬ノ上 ｾﾉｳｴ
8165 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 脊谷 ｾﾉﾀﾆ
8188 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 前門谷 ｾﾞﾝﾓﾝﾀﾞﾆ
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8153 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 高石 ﾀｶｲｼ
8156 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 竹平 ﾀｹﾋﾗ
8193 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 狸窟 ﾀﾇｷﾉｲﾜﾔ
8187 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 堂ノ畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
8131 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 堂庄 ﾄﾞｳﾉｼｮｳ
8180 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 堂ノ谷 ﾄﾞｳﾉﾀﾆ
8167 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 床ノ前 ﾄｺﾉﾏｴ
8202 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ トヤトコ ﾄﾔﾄｺ
8206 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ
8186 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 中バタイ ﾅｶﾊﾞﾀｲ
8194 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 中屋谷 ﾅｶﾔﾀﾞﾆ
8190 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 中山 ﾅｶﾔﾏ
8179 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ナダニ ﾅﾀﾞﾆ
8162 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 仁井屋 ﾆｲﾔ
8216 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 西向 ﾆｼﾑｶｲ
8132 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ニホントチ ﾆﾎﾝﾄﾁ
8214 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ヌタノヒラ ﾇﾀﾉﾋﾗ
8211 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 根須木 ﾈｽﾞｷﾞ
8177 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
8221 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
8205 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ノヂノヒラ ﾉﾁﾞﾉﾋﾗ
8152 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ノマズ谷 ﾉﾏｽﾞﾀﾞﾆ
8196 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 藩野 ﾊﾞﾝﾔ
8191 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 東佐古 ﾋｶﾞｼｻｺ
8197 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 蕗ノ谷 ﾌｷﾉﾀﾆ
8184 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 福仙ノ平 ﾌｸｾﾝﾉﾋﾗ
8160 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ フドウダキ ﾌﾄﾞｳﾀﾞｷ
8172 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 風呂ノ谷 ﾌﾛﾉﾀﾆ
8199 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ホカボリ ﾎｶﾎﾞﾘ
8170 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 廻リ田 ﾏﾜﾘﾀ
8210 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8219 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ
8135 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ミヅノサコ ﾐﾂﾞﾉｻｺ
8195 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 南佐古 ﾐﾅﾐｻｺ
8157 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 南ノ畝 ﾐﾅﾐﾉｳﾈ
8169 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 巳家ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
8204 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 宮ノ首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
8185 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
8145 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ ムギアレ ﾑｷﾞｱﾚ
8155 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 桃ノ本 ﾓﾓﾉﾓﾄ
8201 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 休場下 ﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
8150 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
8200 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 連号 ﾚﾝｺﾞｳ
8222 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 連号 ﾚﾝｺﾞｳ
8213 313 物部町根木屋 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾈｷﾔ 若宮 ﾜｶﾐﾔ
8322 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 藍ノ佐古 ｱｲﾉｻｺ
8232 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 赤ノ井 ｱｶﾉｲ
8256 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 明石 ｱｹｲｼ
8312 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 朝尻ノ久保 ｱｻｼﾞﾘﾉｸﾎﾞ
8330 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ アノヂ ｱﾉﾁﾞ
8236 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 有ノ畝 ｱﾘﾉｳﾈ
8296 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 井口 ｲｸﾞﾁ
8283 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ イシガキ ｲｼｶﾞｷ
8224 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
8332 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 泉ノ後ロ ｲｽﾞﾐﾉｳｼﾛ
8390 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ イダブチ ｲﾀﾞﾌﾞﾁ
8398 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 市井谷 ｲﾁｲﾀﾞﾆ
8381 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 市宇谷 ｲﾁｳﾀﾞﾆ
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8327 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 檪ノ谷 ｲﾂﾁｲﾉﾀﾆ
8303 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ イノサコ ｲﾉｻｺ
8302 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ イノサコノ上 ｲﾉｻｺﾉｳｴ
8300 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 井ノ佐古ノツエ ｲﾉｻｺﾉﾂｴ
8371 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ イノタキ ｲﾉﾀｷ
8244 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 井ノ本 ｲﾉﾓﾄ
8280 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ イモザコ ｲﾓｻﾞｺ
8248 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 入畑 ｲﾘﾊﾀ
8311 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ イロウラ ｲﾛｳﾗ
8271 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 後ロ ｳｼﾛ
8246 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 後ロカヂヤ ｳｼﾛｶﾁﾞﾔ
8388 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ウストコ ｳｽﾄｺ
8287 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 宇内佐古 ｳﾅｲｻｺ
8349 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ウネ田 ｳﾈﾀﾞ
8227 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 畝ノ上 ｳﾈﾉｳｴ
8378 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 畝ノ浦 ｳﾈﾉｳﾗ
8298 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 梅ガヤブ ｳﾒｶﾞﾔﾌﾞ
8334 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大磯ノ平 ｵｵｲｿﾉﾋﾗ
8344 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大後ロ ｵｵｳｼﾛ
8366 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大北山 ｵｵｷﾞﾀﾔﾏ
8364 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大下タ ｵｵｼﾞﾀ
8304 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 王子林 ｵｵｼﾞﾊﾞﾔｼ
8249 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大多尾 ｵｵﾀｵ
8263 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大ニヤ ｵｵﾆﾔ
8387 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大ミナクチ ｵｵﾐﾅｸﾁ
8372 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大峯 ｵｵﾐﾈ
8233 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大宮 ｵｵﾐﾔ
8309 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大本 ｵｵﾓﾄ
8375 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
8289 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 鏡石 ｶｶﾞﾐｲｼ
8265 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 柿平 ｶｷﾀﾞｲﾗ
8231 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 柿ノ前 ｶｷﾉﾏｴ
8228 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 笠松 ｶｻﾏﾂ
8361 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ カシヂ ｶｼﾁﾞ
8385 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ カヅラ佐古 ｶｽﾞﾗｻﾞｺ
8260 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 葛ノ渕 ｶｽﾞﾗﾉﾌﾁ
8286 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ カヅラサコ ｶﾂﾞﾗｻｺ
8262 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ カヅラフチ ｶﾂﾞﾗﾌﾁ
8335 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ カノ畝 ｶﾉｳﾈ
8369 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ カバガ畝 ｶﾊﾞｶﾞｳﾈ
8373 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ カマノクチ ｶﾏﾉｸﾁ
8261 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 上葛ノ渕 ｶﾐｶｽﾞﾗﾉﾌﾁ
8295 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 上沙井川 ｶﾐｻｲｶﾞﾜ
8301 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 上露滲シ ｶﾐﾂﾕﾋﾀｼ
8317 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 上ミヨバン ｶﾐﾐﾖﾊﾞﾝ
8333 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 唐佐古 ｶﾗｻｺ
8399 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
8367 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 川口南 ｶﾜｸﾞﾁﾐﾅﾐ
8264 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 木畝 ｷｳﾈ
8339 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 北ノ上 ｷﾀﾉｳｴ
8258 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 切抜 ｷﾘﾇｷ
8401 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 切抜キ ｷﾘﾇｷ
8230 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ クズウラ ｸｽﾞｳﾗ
8279 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 栗奈呂 ｸﾘﾉﾅﾛ
8313 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 久留ミ平 ｸﾙﾐﾉﾋﾗ
8297 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ クレ石 ｸﾚｲｼ
8397 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 桑ノ川 ｸﾜﾉｶﾜ
8323 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 桑ノ佐古 ｸﾜﾉｻｺ
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8288 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 上植木 ｺｳﾀｷ
8268 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 耕奈呂ノ平 ｺｳﾅﾛﾉﾋﾗ
8368 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ コエトヲ ｺｴﾄｵ
8266 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ コヲナロ ｺｵﾅﾛ
8359 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ コヲレ谷 ｺｵﾚﾀﾞﾆ
8382 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ コガリクラ ｺｶﾞﾘｸﾗ
8392 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ コシ ｺｼ
8400 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 小谷 ｺﾀﾞﾆ
8380 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 小谷西地 ｺﾀﾞﾆﾆｼﾁﾞ
8379 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 小谷東地 ｺﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾁﾞ
8357 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ コツノ岩屋 ｺﾂﾉｲﾜﾔ
8292 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 沙井川 ｻｲｶﾞﾜ
8386 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ サカリノウ ｻｶﾘﾉｳ
8340 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 敷ノ竹 ｼｷﾉﾀｹ
8243 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 下奈呂 ｼﾀﾅﾛ
8247 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 下タノ平ラ ｼﾀﾉﾋﾗ
8376 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 下タ山 ｼﾀﾔﾏ
8341 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 七軍ノ畝 ｼﾁｸﾞﾝﾉｳﾈ
8358 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 七本松 ｼﾁﾎﾝﾏﾂ
8352 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 下山 ｼﾓﾔﾏ
8338 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 白樫 ｼﾗｶﾞｼ
8324 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 田井ノ畝 ﾀｲﾉｳﾈ
8356 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 高瀬 ﾀｶｾ
8284 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ
8383 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 立ノ内 ﾀﾃﾉｳﾁ
8235 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 谷尻 ﾀﾆｼﾞﾘ
8237 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 谷ノ畝 ﾀﾆﾉｳﾈ
8252 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 谷ノ瀬 ﾀﾆﾉｾ
8255 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 谷ノ瀬 ﾀﾆﾉｾ
8384 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ タノムカイ ﾀﾉﾑｶｲ
8326 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ
8348 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ タビノシタ ﾀﾋﾞﾉｼﾀ
8299 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ タビワキ ﾀﾋﾞﾜｷ
8273 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 淋レ ﾀﾚ
8353 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ タンナヤ ﾀﾝﾅﾔ
8321 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 蝶ノ平 ﾁﾖｳﾉﾋﾗ
8293 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 潰中沢 ﾂｴﾅｶｻﾞﾜ
8360 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ツエノ口ヒラ ﾂｴﾉｸﾁﾋﾗ
8389 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ツガノトゞロ ﾂｶﾞﾉﾄﾄﾞﾛ
8331 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 蔦待ノ岡 ﾂﾀﾏﾁﾉｵｶ
8391 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ツボブチ ﾂﾎﾞﾌﾞﾁ
8294 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 露滲シ ﾂﾕﾋﾀｼ
8267 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 出端テ ﾃﾞﾊﾃ
8305 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 寺久保 ﾃﾗｸﾎﾞ
8238 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 寺屋敷 ﾃﾗﾔｼｷ
8241 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 天地久田 ﾃﾝﾁｸﾀﾞ
8239 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
8240 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
8229 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 唐持 ﾄｳﾓﾁ
8355 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ トヲミノ石 ﾄｵﾐﾉｲｼ
8337 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 土佐地 ﾄｻﾁﾞ
8276 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 杤ノ溝 ﾄﾁﾉﾐｿﾞ
8245 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 杤ノ本 ﾄﾁﾉﾓﾄ
8350 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 轟ロ ﾄﾄﾞﾛ
8277 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 戸ノ上エ ﾄﾉｳｴ
8278 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ トヤノヒラ ﾄﾔﾉﾋﾗ
8308 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 土路 ﾄﾛ
8374 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ
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8336 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 長荒山 ﾅｶﾞｱﾚﾔﾏ
8306 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 中内 ﾅｶｳﾁ
8395 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 中内 ﾅｶｳﾁ
8259 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 中川 ﾅｶｶﾞﾜ
8290 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ナガトロ ﾅｶﾞﾄﾛ
8270 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 中西 ﾅｶﾆｼ
8393 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 奈呂 ﾅﾛ
8269 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
8226 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 西ノ畝 ﾆｼﾉｳﾈ
8329 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
8310 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
8394 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 西谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
8225 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 西ノ平 ﾆｼﾉﾋﾗ
8250 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ
8354 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ネコロ ﾈｺﾛ
8342 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 野地 ﾉﾁﾞ
8251 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ハチヲス ﾊﾁｵｽ
8254 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 八斗籔 ﾊﾂﾄﾉﾔﾌﾞ
8257 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 花木尾 ﾊﾅｷﾞｵ
8275 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 春恵佐古 ﾊﾙｴｻｺ
8363 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 百人夫 ﾋﾔｸﾆﾝﾌﾟ
8362 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ フキサコ ﾌｷｻｺ
8282 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 藤藏ノ畝 ﾌｼﾞｸﾗﾉｳﾈ
8365 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ フルヤ ﾌﾙﾔ
8328 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 朴ノ谷 ﾎｳﾉﾀﾆ
8346 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 堀田 ﾎﾂﾀ
8347 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 堀田ノ下タ ﾎﾂﾀﾉｼﾀ
8325 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
8343 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 松バノ畝 ﾏﾂﾊﾞﾉｳﾈ
8370 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ マドアレ ﾏﾄﾞｱﾚ
8285 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 丸ノ岡 ﾏﾙｵｶ
8234 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
8307 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 道ノ浦 ﾐﾁﾉｳﾗ
8377 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 峯ノ子山 ﾐﾈﾉｺﾔﾏ
8351 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 宮ヲキ ﾐﾔｵｷ
8316 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ミヨバン ﾐﾖﾊﾞﾝ
8315 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 椴ノサコ ﾓﾐﾉｻｺ
8396 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 百尾 ﾓﾓｵ
8314 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 桃佐古 ﾓﾓｻｺ
8242 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 森ノ宮 ﾓﾘﾉﾐﾔ
8318 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 焼屋窪 ﾔｷﾔｸﾎﾞ
8281 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 屋敷ノ畝 ﾔｼｷﾉｳﾈ
8320 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 休場 ﾔｽﾊﾞ
8274 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 山シウ ﾔﾏｼｳ
8272 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾆ
8291 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ヨケノフチ ﾖｹﾉﾌﾁ
8345 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 横山 ﾖｺﾔﾏ
8319 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ 嫁杤 ﾖﾒﾄﾁ
8253 314 物部町岡ノ内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｶﾉｳﾁ ワカトヲブ ﾜｶﾄｵﾌﾞ
8418 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 油谷 ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾆ
8406 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 上ノモリ ｳｴﾉﾓﾘ
8420 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ ウ子 ｳﾈ
8431 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 大ト ｵｵﾄ
8419 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 大平 ｵｵﾋﾗ
8433 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 大平 ｵｵﾋﾗ
8434 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 大屋 ｵｵﾔ
8424 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ ヲシガサコ ｵｼｶﾞｻｺ
8430 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ カゲヤブ ｶｹﾞﾔﾌﾞ
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8417 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ カサガ谷 ｶｻｶﾞﾀﾆ
8415 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 川瀧 ｶﾜﾀｷ
8423 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 勘定 ｶﾝｼﾞﾖｳ
8425 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ カンバ ｶﾝﾊﾞ
8411 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ カンバノ畝 ｶﾝﾊﾞﾉｳﾈ
8428 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 庚申 ｺｳｼﾞﾝ
8402 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 崎岩 ｻｷｲﾜ
8413 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 下山 ｼﾓﾔﾏ
8421 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ スゝレ石 ｽｽﾚｲｼ
8429 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ スゝレ石 ｽｽﾚｲｼ
8412 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ スドウノ平 ｽﾄﾞｳﾉﾋﾗ
8409 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ セジロウノヲカ ｾｼﾞﾛｳﾉｵｶ
8410 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ セジロウノ平 ｾｼﾞﾛｳﾉﾋﾗ
8426 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ トサチ ﾄｻﾁ
8403 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 中之坂 ﾅｶﾉｻｶ
8435 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 中ノ坂 ﾅｶﾉｻｶ
8416 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 子キノ畝 ﾈｷﾉｳﾈ
8427 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ ハクボ ﾊｸﾎﾞ
8414 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ ハチガ谷 ﾊﾁｶﾞﾀﾆ
8408 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ ヒソウノヲカ ﾋｿｳﾉｵｶ
8404 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 程ノ久保 ﾎﾄﾞﾉｸﾎﾞ
8432 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ マツヲカ ﾏﾂｵｶ
8407 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 向ノ平 ﾑｶｲﾉﾋﾗ
8422 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ 和久保 ﾜｸﾎﾞ
8405 315 物部町別役 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞｯﾁｬｸ ワラビノ平 ﾜﾗﾋﾞﾉﾋﾗ
8437 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 大平 ｵｵﾋﾗ
8439 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 大向イ ｵｵﾑｶｲ
8443 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 大安場 ｵｵﾔｽﾊﾞ
8450 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ ヲキノ谷 ｵｷﾉﾀﾆ
8451 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 沖ノ谷 ｵｷﾉﾀﾆ
8452 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 沖ノ平 ｵｷﾉﾋﾗ
8448 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ カゲ ｶｹﾞ
8441 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ サガシウ ｻｶﾞｼｳ
8440 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ サデウ子 ｻﾃﾞｳﾈ
8455 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 下土居 ｼﾓﾄﾞｲ
8445 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 月谷 ﾂｷﾀﾞﾆ
8436 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 土居 ﾄﾞｲ
8447 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 成山 ﾅﾙﾔﾏ
8442 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 野々内 ﾉﾉｳﾁ
8454 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 古土居 ﾌﾙﾄﾞｲ
8438 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ ヘシ谷 ﾍｼﾀﾞﾆ
8444 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ ホドノ ﾎﾄﾞﾉ
8446 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 本田 ﾎﾝﾃﾞﾝ
8453 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ 宮ノ瀬 ﾐﾔﾉｾ
8449 316 物部町市宇 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｲﾁｳ ワラビウ ﾜﾗﾋﾞｳ
8465 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 秋田 ｱｷﾀ
8466 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
8462 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 梅ノサコ ｳﾒﾉｻｺ
8474 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 奥杉 ｵｸｽｷﾞ
8475 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 落合 ｵﾁｱｲ
8467 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ カキノホテ ｶｷﾉﾎﾃ
8477 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 柿火手 ｶｷﾉﾎﾃ
8460 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 米野 ｺﾒﾉ
8473 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ サイニヨウ ｻｲﾆﾖｳ
8464 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ シノミネ ｼﾉﾐﾈ
8478 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 杉熊 ｽｷﾞｸﾏ
8471 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 杉ノ熊 ｽｷﾞﾉｸﾏ
8458 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 土居 ﾄﾞｲ
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8456 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 栃谷 ﾄﾁﾀﾞﾆ
8476 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 中尾 ﾅｶｵ
8459 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ ナロ ﾅﾛ
8463 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 野地 ﾉﾁﾞ
8457 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 八幡荒 ﾊﾁﾏﾝｱﾚ
8468 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ ハヤバシリ ﾊﾔﾊﾞｼﾘ
8472 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ ヒサギウ ﾋｻｷﾞｳ
8469 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 船ケ谷 ﾌﾅｶﾞﾀﾆ
8470 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
8461 317 物部町別府 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾍﾞﾌ リウヅ ﾘｳﾂﾞ
8479 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ 射込 ｲｺﾞﾐ
8487 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ 下高井 ｼﾓﾀｶｲ
8486 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ 高井 ﾀｶｲ
8480 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ タリ水 ﾀﾘﾐｽﾞ
8482 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ 土居番 ﾄﾞｲﾊﾞﾝ
8483 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ 藤原 ﾌｼﾞﾊﾗ
8484 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ 冬谷 ﾌﾕﾀﾞﾆ
8481 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ 古池 ﾌﾙｲｹ
8485 318 物部町久保高井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾀｶｲ 柳ノ元 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
8490 319 物部町久保上久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶﾐｸﾎﾞ 上久保 ｶﾐｸﾎﾞ
8491 319 物部町久保上久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶﾐｸﾎﾞ コソベ ｺｿﾍﾞ
8492 319 物部町久保上久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶﾐｸﾎﾞ 小大平 ｺﾀﾞｲﾗ
8488 319 物部町久保上久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶﾐｸﾎﾞ シゝクサ ｼｼｸｻ
8494 319 物部町久保上久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶﾐｸﾎﾞ トベリウス ﾄﾍﾞﾘｳｽ
8489 319 物部町久保上久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶﾐｸﾎﾞ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ
8493 319 物部町久保上久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶﾐｸﾎﾞ 弓木 ﾕﾐｷﾞ
8497 320 物部町久保堂ノ岡 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾄﾞｳﾉｵｶ クルミヤ ｸﾙﾐﾔ
8495 320 物部町久保堂ノ岡 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾄﾞｳﾉｵｶ 堂ノ岡 ﾄﾞｳﾉｵｶ
8496 320 物部町久保堂ノ岡 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾄﾞｳﾉｵｶ 中久保 ﾅｶｸﾎﾞ
8498 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ 井ノ本 ｲﾉﾓﾄ
8501 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ ヲホカマ ｵﾎｶﾏ
8504 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ 叶田 ｶﾉｳﾀﾞ
8503 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ コゞメキ ｺｺﾞﾒｷ
8507 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ セキヤ ｾｷﾔ
8500 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ 栃平 ﾄﾁﾀﾞｲﾗ
8502 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ 中畝 ﾅｶｳﾈ
8511 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ 日浦 ﾋｳﾗ
8510 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ ヒカリ石 ﾋｶﾘｲｼ
8505 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ ヒサギ ﾋｻｷﾞ
8506 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ 安野 ﾔｽﾉ
8499 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ 安野尾 ﾔｽﾉｵ
8508 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ ヤスミ石 ﾔｽﾐｲｼ
8509 321 物部町久保安野尾 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾔｽﾉｵ 柳瀬 ﾔﾅｷﾞｾ
8518 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 井ノ上 ｲﾉｳｴ
8516 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 井ノ下 ｲﾉｼﾀ
8521 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ カキサコ ｶｷｻｺ
8519 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 上井ノ上 ｶﾐｲﾉｳｴ
8525 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 上沼井 ｶﾐﾇﾙｲ
8514 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 勘定 ｶﾝｼﾞﾖｳ
8524 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ キリサコ ｷﾘｻｺ
8515 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 栗奈呂 ｸﾘﾉﾅﾛ
8513 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ コミ ｺﾐ
8512 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 下沼井 ｼﾓﾇﾙｲ
8523 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 寺谷 ﾃﾗﾀﾆ
8522 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 杤ノ溝 ﾄﾁﾉﾐｿﾞ
8528 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 栃ノ溝 ﾄﾁﾉﾐｿﾞ
8517 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 西井ノ上 ﾆｼｲﾉｳｴ
8520 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 沼井 ﾇﾙｲ
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8527 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ
8526 322 物部町久保沼井 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾇﾙｲ 宮本 ﾐﾔﾓﾄ
8536 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 岩戸 ｲﾜﾄ
8535 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 岩洗 ｲﾜﾗｲ
8529 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ カザアナ ｶｻﾞｱﾅ
8534 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 樫ノ戸 ｶｼﾉﾄ
8539 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 上幸保 ｶﾐｶｳﾎﾞ
8538 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 新屋 ｼﾝﾔ
8532 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 中内 ﾅｶｳﾁ
8540 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 中畝 ﾅｶｳﾈ
8531 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 中幸保 ﾅｶｺｳﾎﾞ
8530 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
8533 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
8537 323 物部町久保中内 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾅｶｳﾁ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
8547 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 市ノ内 ｲﾁﾉｳﾁ
8546 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ イワライ谷 ｲﾜﾗｲﾀﾆ
8550 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ ウシロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
8545 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 扇畑 ｵｵｷﾞﾊﾞﾀ
8552 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 大平 ｵｵﾋﾗ
8543 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 上宮首 ｶﾐﾐﾔｸﾋﾞ
8549 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 上和久保 ｶﾐﾜｸﾎﾞ
8544 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 公土石 ｸﾄﾞｲｼ
8555 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 西熊 ﾆｼｸﾏ
8556 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ ヒカリ石 ﾋｶﾘｲｼ
8551 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ ヒゞノ安場 ﾋﾋﾞﾉﾔｽﾊﾞ
8542 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 平家 ﾍｲｹ
8541 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 宮首 ﾐﾔｸﾋﾞ
8553 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 柳井谷 ﾔﾅｲﾀﾞﾆ
8554 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 蓮花野 ﾚﾝｹﾞﾉ
8548 324 物部町久保和久保 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞﾜｸﾎﾞ 和久保 ﾜｸﾎﾞ
8563 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ アラマセ ｱﾗﾏｾ
8576 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 井地 ｲﾁﾞ
8574 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 井地南 ｲﾁﾞﾐﾅﾐ
8562 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 井ノ本 ｲﾉﾓﾄ
8567 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 梅ノ上 ｳﾒﾉｶﾐ
8560 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 大前 ｵｵﾏｴ
8568 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 影 ｶｹﾞ
8570 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 影ノ上 ｶｹﾞﾉｶﾐ
8559 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 黒井 ｸﾛｲ
8565 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ コロヒ石 ｺﾛﾋｲｼ
8561 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 坂本 ｻｶﾓﾄ
8564 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 高山 ﾀｶﾔﾏ
8569 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 劔ノ峯 ﾂﾙｷﾞﾉﾐﾈ
8575 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ トチサコ ﾄﾁｻｺ
8566 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 日浦 ﾋｳﾗ
8573 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 東井地 ﾋｶﾞｼｲﾁﾞ
8577 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 東熊 ﾋｶﾞｼｸﾏ
8557 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 東熊ノ下 ﾋｶﾞｼｸﾏﾉｼﾀ
8558 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 古畑 ﾌﾙﾊﾀ
8572 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 宮ノナロ ﾐﾔﾉﾅﾛ
8571 325 物部町久保影 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾎﾞｶｹﾞ 宮ノナロノ下 ﾐﾔﾉﾅﾛﾉｼﾓ
8583 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ イガシラ ｲｶﾞｼﾗ
8609 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 泉本 ｲｽﾞﾐﾉﾓﾄ
8610 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 岩屋本 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
8588 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
8612 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 大谷 ｵｵﾀﾆ
8597 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 奥冬谷 ｵｸﾌﾕﾀﾆ
8600 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ オコナ ｵｺﾅ
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8594 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 尾崎 ｵｻｷ
8601 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ヲサコ ｵｻｺ
8581 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 北 ｷﾀ
8608 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 熊ノ内 ｸﾏﾉｳﾁ
8587 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 迫田 ｻｺﾀﾞ
8605 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 椎後 ｼｲﾉｳｼﾛ
8602 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 新宅 ｼﾝﾀｸ
8598 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 高ダナ ﾀｶﾀﾞﾅ
8599 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ツヱ ﾂｴ
8591 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 土居ヤヂ ﾄﾞｲﾔﾁﾞ
8613 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 土居屋地 ﾄﾞｲﾔﾁﾞ
8604 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 堂床 ﾄﾞｵﾄｺ
8607 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 堂ノ本 ﾄﾞｵﾉﾓﾄ
8611 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ トチゴロ ﾄﾁｺﾞﾛ
8593 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ナガチョウ ﾅｶﾞﾁﾖｳ
8589 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 西浦 ﾆｼｳﾗ
8584 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ノクビ ﾉｸﾋﾞ
8614 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ノタケ ﾉﾀｹ
8586 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ノダケ ﾉﾀﾞｹ
8615 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 畑カヤシ ﾊﾀｹｶﾔｼ
8592 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 畑ガヤシ ﾊﾀｹｶﾞﾔｼ
8582 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 八幡畝 ﾊﾁﾏﾝｳﾈ
8606 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ヒゞノ木 ﾋﾋﾞﾉｷ
8596 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 冬谷 ﾌﾕﾀﾆ
8578 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 古嶋 ﾌﾙﾊﾞﾄ
8579 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ ホソザコ ﾎﾘｻｺ
8595 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
8585 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 森 ﾓﾘ
8580 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 森田 ﾓﾘﾀ
8603 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 家頭上 ﾔﾄｳﾉｳｴ
8590 326 物部町大西 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｵｵﾆｼ 山根 ﾔﾏﾈ
8642 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 池ナル ｲｹﾅﾙ
8638 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 井込 ｲｺﾞﾐ
8616 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 礒端 ｲｿﾊﾞﾅ
8634 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 市宇野 ｲﾁｳﾉ
8639 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ イラザコ ｲﾗｻﾞｺ
8622 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 榎サコ ｴﾉｷｻｺ
8619 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 大ウネ ｵｵｳﾈ
8637 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 奥タヅ原 ｵｸﾀﾂﾞﾊﾗ
8618 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ カケフロチ ｶｹﾌﾛﾁ
8644 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ カゲブロチ ｶｹﾞﾌﾞﾛﾁ
8633 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 笠石 ｶｻｲｼ
8636 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ カシヤ渕 ｶｼﾔﾌﾞﾁ
8620 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
8621 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ シヲリ ｼｵﾘ
8617 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 城ノ北 ｼﾛﾉｷﾀ
8635 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ タヅ原 ﾀﾂﾞﾊﾗ
8626 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 立石 ﾀﾃｲｼ
8630 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 土居 ﾄﾞｲ
8627 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 土井ノ南 ﾄﾞｲﾉﾐﾅﾐ
8623 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ トヤノウ子 ﾄﾔﾉｳﾈ
8643 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ ナガアレ ﾅｶﾞｱﾚ
8632 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
8628 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ ノソウ ﾉｿｳ
8640 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 火打 ﾋｳﾁ
8641 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ ホントメ ﾎﾝﾄﾒ
8624 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 水ノ元 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8625 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 麦荒 ﾑｷﾞｱﾚ
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8631 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
8629 327 物部町南池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾐﾅﾐｲｹ 蕨之内 ﾜﾗﾋﾞﾉｳﾁ
8655 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ イモシ荒 ｲﾓｼｱﾚ
8656 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ 大中上 ｵｵﾅｶｳｴ
8654 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ ヲモ山 ｵﾓﾔﾏ
8646 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ コヲタキ ｺｵﾀｷ
8657 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ コヤトコ ｺﾔﾄｺ
8645 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ 島崎 ｼﾏｻｷ
8648 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
8650 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ 竹ノ花 ﾀｹﾉﾊﾅ
8649 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ トチノ溝 ﾄﾁﾉﾐｿﾞ
8647 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ
8651 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ 東久保 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞ
8652 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
8653 328 物部町中上 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾅｶｳｴ 横荒 ﾖｺｱﾚ
8726 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 赤仁尾 ｱｶﾆｵ
8692 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 泉谷 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾆ
8728 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 一ノ瀬 ｲﾁﾉｾ
8709 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 猪ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
8711 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 猪ノ谷影 ｲﾉﾀﾆｶｹﾞ
8681 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 岩印 ｲﾜｼﾞﾙｼ
8704 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 岩屋ノ元 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
8725 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 上ヱ七竈 ｳｴﾅﾅﾍﾂﾂｲ
8688 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 艮向 ｳｼﾄﾗﾑｷ
8715 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 梅平 ｳﾒﾀﾞｲﾗ
8716 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 梅平後ロ ｳﾒﾀﾞｲﾗｳｼﾛ
8730 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 圓ノ石 ｴﾝﾉｲｼ
8739 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 大クツレ ｵｵｸｽﾞﾚ
8706 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 大前 ｵｵﾏｴ
8683 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 大皆口 ｵｵﾐﾅｸﾁ
8703 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 沖屋敷 ｵｷﾔｼｷ
8690 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 落合 ｵﾁｱｲ
8658 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 影荒 ｶｹﾞｱﾚ
8729 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 樫原 ｶｼﾜﾗ
8659 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ カツラノ沖 ｶﾂﾗﾉｵｷ
8668 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ カナワギ ｶﾅﾜｷﾞ
8694 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ カブリ ｶﾌﾞﾘ
8713 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 上ミ影角屋 ｶﾐｶｹﾞｶﾄﾞﾔ
8684 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 上ヘエ石 ｶﾐﾍｴｲｼ
8698 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 河向ヒ ｶﾜﾑｶｲ
8666 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 觀音堂通 ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳﾄﾞｵﾘ
8682 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 北岩印 ｷﾀｲﾜｼﾞﾙｼ
8663 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 北渡瀬前 ｷﾀﾜﾀｾﾉﾏｴ
8727 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 楠裏 ｸｽｳﾗ
8695 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 桑谷 ｸﾜﾀﾞﾆ
8691 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ コヒソヲ ｺﾋｿｵ
8674 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 坂瀬 ｻｶｾ
8675 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 坂瀬裏 ｻｶｾｳﾗ
8740 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 笹上 ｻｻｶﾐ
8741 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 笹下 ｻｻｼﾓ
8700 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 笹ハゲ ｻｻﾊｹﾞ
8735 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 下タ松竹 ｼﾀﾏﾂﾀｹ
8737 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 七本松 ｼﾁﾎﾝﾏﾂ
8714 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 下モ影角屋 ｼﾓｶｹﾞｶﾄﾞﾔ
8697 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 下モ向ヒ ｼﾓﾑｶｲ
8678 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 外場谷 ｿﾄﾊﾞﾀﾞﾆ
8721 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ タイナロ ﾀｲﾅﾛ
8734 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 高奈路 ﾀｶﾅﾛ
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8719 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 高畠イ ﾀｶﾊﾞﾀｲ
8722 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ チエアキ ﾁｴｱｷ
8723 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 潰河 ﾂｴｶﾞﾜ
8689 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 潰野々 ﾂｴﾉﾉ
8679 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 槻谷 ﾂｷﾀﾞﾆ
8660 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 土居ノ後ロ ﾄﾞｲﾉｳｼﾛ
8662 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
8707 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 堂ノ下モ ﾄﾞｳﾉｼﾓ
8708 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
8686 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 遠石 ﾄｵｲｼ
8710 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 栃ノ佐古 ﾄﾁﾉｻｺ
8738 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
8720 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 中番カナワギ ﾅｶﾊﾞﾝｶﾅﾜｷﾞ
8705 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 仲屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
8724 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 七竈 ﾅﾅﾍﾂﾂｲ
8680 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 西岩印 ﾆｼｲﾜｼﾞﾙｼ
8672 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 韮ラ畝子 ﾆﾗｳﾈ
8671 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 韮ラ畝子岡 ﾆﾗｳﾈｵｶ
8670 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 韮ラ畝子岡下モ ﾆﾗｳﾈｵｶｼﾓ
8673 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 韮ラ畝子前 ﾆﾗｳﾈﾏｴ
8731 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
8667 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 野地ノ上エ ﾉﾁﾞﾉｳｴ
8665 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 野地ノ前 ﾉﾁﾞﾉﾏｴ
8676 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 辷土 ﾉﾍﾞﾄﾞ
8702 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 花原 ﾊﾅﾜﾗ
8677 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 日浦一ノ瀬 ﾋｳﾗｲﾁﾉｾ
8712 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 日浦角屋 ﾋｳﾗｶﾄﾞﾔ
8664 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 東ノ前 ﾋｶﾞｼﾉﾏｴ
8696 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 久峯 ﾋｻﾐﾈ
8685 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 平石ノ南 ﾋﾗｲｼﾉﾐﾅﾐ
8733 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 松久保 ﾏﾂｸﾎﾞ
8732 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 松竹 ﾏﾂﾀｹ
8661 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 松場谷 ﾏﾂﾊﾞﾀﾞﾆ
8687 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 向梅平 ﾑｶｲｳﾒﾀﾞｲﾗ
8693 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 麦明石 ﾑｷﾞｱｶｼ
8699 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 麥生土 ﾑｷﾞｳﾄ
8736 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 森 ﾓﾘ
8718 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 山中 ﾔﾏﾅｶ
8717 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 山中ノ後ロ ﾔﾏﾅｶﾉｳｼﾛ
8669 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 横荒 ﾖｺｱﾚ
8701 329 物部町笹 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｻｻ 蕨山 ﾜﾗﾋﾞﾔﾏ
8777 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 赤潰 ｱｶﾂﾞｴ
8783 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 泉ノ上 ｲｽﾞﾐﾉｳｴ
8798 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 井出ノ上 ｲﾃﾞﾉｳｴ
8772 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 井テノウラ ｲﾃﾞﾉｳﾗ
8752 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 井手ノ下 ｲﾃﾞﾉｼﾀ
8808 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 岩屋ザコ ｲﾜﾔｻﾞｺ
8814 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 初ノ谷 ｳｲﾉﾀﾆ
8771 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 兎石 ｳｻｷﾞｲｼ
8766 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 鵜石 ｳﾉｲｼ
8788 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 姥ガ懐 ｳﾊﾞｶﾞﾌﾄｺﾛ
8795 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 上ハ松久保 ｳﾜﾏﾂｸﾎﾞ
8799 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 戎 ｴﾋﾞｽ
8743 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 負子窟 ｵｲｺﾉｲﾜﾔ
8757 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 大内ノ前 ｵｵｳﾁﾉﾏｴ
8761 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 大田 ｵｵﾀ
8807 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 大虎 ｵｵﾄﾗ
8754 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 改屋 ｶｲﾔ
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8746 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 釜土ノ前 ｶﾏﾂﾁﾉﾏｴ
8742 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 上ミ庄屋敷 ｶﾐｼﾖｳﾔｼｷ
8775 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 上白谷 ｶﾐｼﾗﾀﾆ
8749 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 神ノ前 ｶﾐﾉﾏｴ
8759 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 上邸 ｶﾐﾔｼｷ
8744 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 亀原 ｶﾒﾜﾗ
8809 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ ガヤノ奥 ｶﾞﾔﾉｵｸ
8812 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ ガヤノ口 ｶﾞﾔﾉｸﾁ
8805 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ カヤノ下モ ｶﾔﾉｼﾓ
8768 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 神畑 ｶﾝﾊﾞﾀ
8810 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 看坂ノ内 ｶﾝﾊﾞﾉｳﾁ
8780 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 北早首 ｷﾀﾊﾔｸﾋﾞ
8789 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 伐込 ｷﾘｺﾐ
8790 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 伐立 ｷﾘﾀﾃ
8803 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 黒石ノウネ ｸﾛｲｼﾉｳﾈ
8811 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ クロノ谷 ｸﾛﾉﾀﾆ
8762 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 桑ノ窪 ｸﾜﾉｸﾎﾞ
8770 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 五王瀧 ｺﾞｵﾀｷ
8751 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 五王谷 ｺﾞｵﾀﾞﾆ
8806 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ ゴロガレ ｺﾞﾛｶﾞﾚ
8776 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ ゴンボウ佐古 ｺﾞﾝﾎﾞｳｻｺ
8763 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 下加治屋 ｼﾓｶｼﾞﾔ
8804 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 下モ庄屋敷 ｼﾓｼﾖｳﾔｼｷ
8774 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 下白谷 ｼﾓｼﾗﾀﾆ
8756 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 下平 ｼﾓﾀﾞｲﾗ
8817 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 椹木山 ｼﾞﾝｷﾞﾔﾏ
8764 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 神田 ｼﾞﾝﾃﾞﾝ
8782 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 竹ノ本 ﾀｹﾉﾓﾄ
8785 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 谷奥 ﾀﾆｵｸ
8779 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 狸ノ内 ﾀﾇｷﾉｳﾁ
8758 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 田ノ詰 ﾀﾉﾂﾒ
8793 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ タビノクチ ﾀﾋﾞﾉｸﾁ
8794 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 多美 ﾀﾐ
8747 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 鎮平 ﾁﾝﾀﾞｲﾗ
8760 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 土居 ﾄﾞｲ
8781 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 土居ノ上 ﾄﾞｲﾉｳｴ
8800 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 堂ノ後 ﾄﾞｳﾉｳｼﾛ
8745 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 堂ノ上ミ ﾄﾞｳﾉｶﾐ
8801 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 堂ノ谷 ﾄﾞｳﾉﾀﾆ
8750 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
8748 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 中平 ﾅｶﾀﾞｲﾗ
8816 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 西仁尾 ﾆｼﾆｵ
8815 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 奴田山 ﾇﾀﾔﾏ
8778 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 東大平 ﾋｶﾞｼｵｵﾋﾗ
8786 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 兵道返シ ﾋﾖｳﾄﾞｳｶｴｼ
8773 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 舩佐古 ﾌﾅｻｺ
8802 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 不老ノ谷 ﾌﾛﾉﾀﾆ
8767 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 程古味 ﾎﾄﾞｺﾐ
8784 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 松久保 ﾏﾂｸﾎﾞ
8787 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 又誰 ﾏﾂﾀﾀﾞﾚ
8755 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 満却 ﾏﾝｷﾞﾔ
8765 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 水口ノ前 ﾐﾅｸﾁﾉﾏｴ
8753 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ ムネ ﾑﾈ
8792 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 宗谷 ﾑﾈﾀﾞﾆ
8791 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 邸平 ﾔｼｷﾉﾋﾗ
8796 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 柳久保 ﾔﾅｷﾞｸﾎﾞ
8797 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 柳空 ﾔﾅｷﾞｿｳ
8769 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 山端 ﾔﾏﾊﾅ
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8813 330 物部町五王堂 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｺﾞｵﾄﾞｳ 山廻タ ﾔﾏﾓｳﾀ
8844 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 石佛 ｲｼﾎﾞﾄｹ
8833 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 石山 ｲｼﾔﾏ
8828 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ ウルシノ本 ｳﾙｼﾉﾓﾄ
8848 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 大ウ子 ｵｵｳﾈ
8831 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 大平 ｵｵﾋﾗ
8822 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 岡 ｵｶ
8849 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 奥河瀧 ｵｸｺｳﾀｷ
8818 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 細ノ石 ｵｿﾉｲｼ
8835 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 尾端 ｵﾊﾞﾅ
8838 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 上黒代 ｶﾐｸﾛﾀﾞｲ
8830 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 亀野峠 ｶﾒﾉﾄｳｹﾞ
8847 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ カラスノトマリ ｶﾗｽﾉﾄﾏﾘ
8827 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 栗ノ峠 ｸﾘﾉﾄｳｹﾞ
8824 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 杉ノ株 ｽｷﾞﾉｶﾌﾞ
8821 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 角岩 ｽﾐｲﾜ
8832 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 須山 ｽﾔﾏ
8843 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 竹ノ奈呂 ﾀｹﾉﾅﾛ
8825 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 竹ノ本 ﾀｹﾉﾓﾄ
8837 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 土居 ﾄﾞｲ
8819 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 堂床 ﾄﾞｳﾄｺ
8836 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 堂ノ畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
8829 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 中曽 ﾅｶｿﾞ
8823 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 中野 ﾅｶﾉ
8845 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 西ヤモウ ﾆｼﾔﾓｳ
8842 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 日浦薮 ﾋｳﾗﾔﾌﾞ
8846 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 東ヤモウ ﾋｶﾞｼﾔﾓｳ
8841 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 樋ノ口 ﾋﾉｸﾁ
8839 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 藤澤 ﾌｼﾞﾉｿ
8840 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 松ノ畝 ﾏﾂﾉｳﾈ
8820 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 宮首 ﾐﾔｸﾋﾞ
8834 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 宮ノ北 ﾐﾔﾉｷﾀ
8850 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 宮ノ首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
8826 331 物部町黒代 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｸﾛﾀﾞｲ 休石 ﾔｽﾐｲｼ
8899 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 井ノ元 ｲﾉﾓﾄ
8885 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 上ヱ岩井サコ ｳｴｲﾜｲｻｺ
8908 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 上ヱ兎石 ｳｴｳｻｷﾞｲｼ
8886 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 牛岩 ｳｼｲﾜ
8917 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 臼牛 ｳｽｷﾞｳ
8896 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 上ハ井 ｳﾜｲ
8868 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 上ハ野 ｳﾜﾉ
8881 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 大内 ｵｵｳﾁ
8903 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 大代 ｵｵｼﾞﾛ
8895 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 大平 ｵｵﾋﾗ
8904 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 大邸 ｵｵﾔｼｷ
8915 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
8859 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 岡ノ上ヘ ｵｶﾉｳｴ
8876 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 尾花 ｵﾊﾞﾅ
8860 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ ヲモ田 ｵﾓﾀﾞ
8887 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 香我美田 ｶｶﾞﾐﾀﾞ
8911 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 陰山 ｶｹﾞﾔﾏ
8882 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 上ミ椎山 ｶﾐｼｲﾔﾏ
8865 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 神矢 ｶﾐﾔ
8854 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 上ミ邸 ｶﾐﾔｼｷ
8873 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 神滝 ｺｳﾀｷ
8884 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下タ岩井サコ ｼﾀｲﾜｲｻｺ
8907 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下タ兎石 ｼﾀｳｻｷﾞｲｼ
8870 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下タ川 ｼﾀｶﾞﾜ
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8871 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下タ野久保 ｼﾀﾉｸﾎﾞ
8901 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下タ屋敷 ｼﾀﾔｼｷ
8902 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下モ大屋敷 ｼﾓｵｵﾔｼｷ
8883 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下モ椎山 ｼﾓｼｲﾔﾏ
8906 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下モ田 ｼﾓﾀﾞ
8857 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 下モ岳 ｼﾓﾀﾞｹ
8856 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 城山 ｼﾛﾔﾏ
8905 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 杉 ｽｷﾞ
8900 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 瀧畑ケ ﾀｷﾊﾞﾀｹ
8875 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
8898 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 綱打場 ﾂﾅｳﾁﾊﾞ
8866 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 傅次柄 ﾃﾞﾝｼﾞｶﾞﾗ
8853 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
8919 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 土居番 ﾄﾞｲﾊﾞﾝ
8872 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 中久保 ﾅｶｸﾎﾞ
8855 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 中澤 ﾅｶｻﾞﾜ
8858 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
8878 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 中屋 ﾅｶﾔ
8889 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 仁井谷 ﾆｲﾔ
8852 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
8869 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
8918 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
8874 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 野久保崎 ﾉｸﾎﾞｻﾞｷ
8912 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 野竹 ﾉﾀﾞｹ
8910 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 野張 ﾉﾊﾞﾘ
8891 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 橋詰 ﾊｼｿﾞﾒ
8863 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 春田 ﾊﾙﾀ
8861 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 東田 ﾋｶﾞｼﾀﾞ
8851 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ
8879 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 曵地 ﾋｷﾁ
8862 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 程野 ﾎﾄﾞﾉ
8916 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 程野 ﾎﾄﾞﾉ
8864 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 程山 ﾎﾄﾞﾔﾏ
8880 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 待場 ﾏﾂﾊﾞ
8914 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 峯 ﾐﾈ
8877 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 宮平 ﾐﾔﾀﾞｲﾗ
8893 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 宮ノ後ロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ
8892 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
8888 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 向大平 ﾑｶｲｵｵﾋﾗ
8894 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ ム子 ﾑﾈ
8913 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 夫婦岩 ﾒｵﾄｲﾜ
8890 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 休場 ﾔｽﾊﾞ
8867 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 用事瀧 ﾖｳｼﾞﾀﾞｷ
8897 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 横山 ﾖｺﾔﾏ
8909 332 物部町安丸 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔｽﾏﾙ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁ
8942 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ アイジリ ｱｲｼﾞﾘ
8974 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ アイノサコ ｱｲﾉｻｺ
9010 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ アカギウ ｱｶｷﾞｳ
8940 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 蟻岡畝 ｱﾘｵｶｳﾈ
8987 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ アリノヲカ ｱﾘﾉｵｶ
8953 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 池田 ｲｹﾀﾞ
8952 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 池ノ口 ｲｹﾉｸﾁ
8983 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 池ノ久保 ｲｹﾉｸﾎﾞ
8950 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 井デノヲキ ｲﾃﾞﾉｵｷ
9005 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ イノタニ ｲﾉﾀﾆ
8936 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ イノ平 ｲﾉﾋﾗ
9014 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ イハイガアレ ｲﾊｲｶﾞｱﾚ
8929 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ウスギウ ｳｽｷﾞｳ
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8969 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 梅ダイラ ｳﾒﾀﾞｲﾗ
8960 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
8970 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヲイケ ｵｲｹ
8978 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヲゝタニ ｵｵﾀﾆ
9006 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 大平 ｵｵﾋﾗ
8926 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヲトシバ ｵﾄｼﾊﾞ
8968 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ カゲゴミ ｶｹﾞｺﾞﾐ
8996 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ カマクボ ｶﾏｸﾎﾞ
8958 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ カマノカタ ｶﾏﾉｶﾀ
9000 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 上ミゴキメキ石 ｶﾐｺﾞｷﾒｷｲｼ
8995 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 上ヒジリ ｶﾐﾋｼﾞﾘ
9017 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ カミヤタキ ｶﾐﾔﾀｷ
8920 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 亀ガ峠 ｶﾒｶﾞﾄｳｹﾞ
9019 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 川の内 ｶﾜﾉｳﾁ
8980 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ キジノナロ ｷｼﾞﾉﾅﾛ
8959 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ キブ子 ｷﾌﾞﾈ
8921 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ キリガ谷 ｷﾘｶﾞﾀﾆ
8986 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ キリザコ ｷﾘｻﾞｺ
8925 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
8923 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 久保トガアレ ｸﾎﾞﾄｶﾞｱﾚ
8994 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ クロ岩 ｸﾛｲﾜ
9011 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ クロタキ ｸﾛﾀｷ
9012 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ゲロク ｹﾞﾛｸ
8979 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ コウカギシ ｺｳｶｷﾞｼ
8924 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ゴウ林 ｺﾞｳﾊﾞﾔｼ
8967 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ゴミ ｺﾞﾐ
8962 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ サカモト ｻｶﾓﾄ
8984 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ サンボウノ畝 ｻﾝﾎﾞｳﾉｳﾈ
8977 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ シイノヲカ ｼｲﾉｵｶ
8991 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ シヲリ ｼｵﾘ
9013 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 下モギタヒ ｼﾓｷﾞﾀﾋ
8998 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 下モゴキメキ石 ｼﾓｺﾞｷﾒｷｲｼ
8992 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ シャウブガ谷 ｼﾔｳﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆ
8954 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 十代 ｼﾞﾕｳﾀﾞｲ
8945 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 白木谷 ｼﾗｷﾀﾞﾆ
8955 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 神通寺 ｼﾞﾝﾂｳｼﾞ
9009 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 杉ノウラ ｽｷﾞﾉｳﾗ
8963 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ タニ ﾀﾆ
8965 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ
8956 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 寺谷 ﾃﾗﾀﾞﾆ
9002 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ テンカ岩ヤ ﾃﾝｶｲﾜﾔ
8964 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
8937 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 杤ノ本 ﾄﾁﾉﾓﾄ
8946 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ トドロノ首 ﾄﾄﾞﾛｸﾋﾞ
8927 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 中ゴウロ ﾅｶｺﾞｳﾛ
8975 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ナカニシ ﾅｶﾆｼ
9018 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 中ミコ ﾅｶﾐｺ
8939 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ナカミ子カゲ ﾅｶﾐﾈｶｹﾞ
8961 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ナカヤ谷 ﾅｶﾔﾀﾞﾆ
8973 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ニカケ ﾆｶｹ
8971 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ニカケ山 ﾆｶｹﾔﾏ
8934 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 西キノホテ ﾆｼｷﾉﾎﾃ
9016 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 西ツゝロ ﾆｼﾂﾂﾞﾛ
8976 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ
8985 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
8928 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
8948 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 西ノサコ ﾆｼﾉｻｺ
8990 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 西ノミ子 ﾆｼﾉﾐﾈ
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8988 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 西村 ﾆｼﾑﾗ
8993 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヌタ ﾇﾀ
9003 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヌタゞイラ ﾇﾀﾀﾞｲﾗ
8997 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヌタノカゲ ﾇﾀﾉｶｹﾞ
8935 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヌタノ佐古 ﾇﾀﾉｻｺ
8989 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ノ井ノ尻 ﾉｲﾉｼﾘ
8949 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 野久保 ﾉｸﾎﾞ
8941 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ハケ ﾊｹ
8951 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ハチリンゴウ ﾊﾁﾘﾝｺﾞｳ
9007 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ハメヅカ ﾊﾒﾂﾞｶ
8972 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ハリノキウ ﾊﾘﾉｷｳ
8933 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 東キノホテ ﾋｶﾞｼｷﾉﾎﾃ
9015 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 東ツゞロ ﾋｶﾞｼﾂﾂﾞﾛ
9001 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヒジリ ﾋｼﾞﾘ
8944 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヒラ井々デ ﾋﾗｲｲﾃﾞ
9008 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヒラ石 ﾋﾗｲｼ
8932 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ブジロウ ﾌﾞｼﾞﾛｳ
8931 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 船谷 ﾌﾅﾀﾆ
8938 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ フナト ﾌﾅﾄ
8943 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ フル田 ﾌﾙﾀ
9004 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ホドヲチ ﾎﾄﾞｵﾁ
8930 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ホドノ ﾎﾄﾞﾉ
8957 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ホリノヲキ ﾎﾘﾉｵｷ
8966 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ マツバシャウヂ ﾏﾂﾊﾞｼﾔｳﾁﾞ
8922 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
8947 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 水舟山 ﾐｽﾞﾌﾈﾔﾏ
8982 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ミヅノモト ﾐﾂﾞﾉﾓﾄ
8999 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ 南ノ荒 ﾐﾅﾐﾉｱﾚ
8981 333 物部町神池 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶﾐｲｹ ヤリ水 ﾔﾘﾐｽﾞ
9090 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 赤チガヤ ｱｶﾁｶﾞﾔ
9089 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 赤ヅヱ ｱｶﾂﾞｴ
9027 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ アサナベ ｱｻﾅﾍﾞ
9103 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ アサノサコ ｱｻﾉｻｺ
9069 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ イカモチ谷尻 ｲｶﾓﾁﾀﾆｼﾞﾘ
9073 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ イカモチ日浦 ｲｶﾓﾁﾋｳﾗ
9151 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 池田 ｲｹﾀﾞ
9154 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 池ノ久保 ｲｹﾉｸﾎﾞ
9083 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 池ノフチ ｲｹﾉﾌﾁ
9030 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 泉 ｲｽﾞﾐ
9041 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 猪ノ久保 ｲﾉｸﾎﾞ
9057 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 猪野込 ｲﾉｺﾐ
9163 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
9046 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 入ノ川 ｲﾘﾉｶﾜ
9164 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 岩本 ｲﾜﾓﾄ
9038 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上田 ｳｴﾀ
9107 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上テノ ｳｴﾃﾉ
9024 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 後谷 ｳｼﾛﾀﾆ
9148 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 大倉 ｵｵｸﾗ
9146 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 大黒 ｵｵｸﾞﾛ
9145 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 大黒佐古 ｵｵｸﾞﾛｻｺ
9125 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 大コヤ日浦 ｵｵｺﾔﾋｳﾗ
9165 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 大平 ｵｵﾋﾗ
9039 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 大屋 ｵｵﾔ
9149 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 大良 ｵｵﾗ
9078 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 奥二小野 ｵｸﾌﾀｺﾞﾉ
9076 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヲケサヤスバ ｵｹｻﾔｽﾊﾞ
9054 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 小野 ｵﾉ
9141 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヲリウト ｵﾘｳﾄ
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9137 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヲリサカゝゲ ｵﾘｻｶｶｹﾞ
9077 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 柿玉作リ ｶｷﾀﾏﾂｸﾘ
9117 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カゲアレ ｶｹﾞｱﾚ
9071 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カゲイカモチ ｶｹﾞｲｶﾓﾁ
9120 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カゲ小谷 ｶｹﾞｺﾀﾆ
9102 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カゲ新トメ ｶｹﾞｼﾝﾄﾒ
9132 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カヅラサコ ｶﾂﾞﾗｻｺ
9072 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カミイカモチ ｶﾐｲｶﾓﾁ
9150 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上大良 ｶﾐｵｵﾗ
9064 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミカゲ ｶﾐｶｹﾞ
9105 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミ小谷 ｶﾐｺﾀﾞﾆ
9068 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミ笹クビ ｶﾐｻｻｸﾋﾞ
9106 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミ城ヶ野 ｶﾐｼﾞﾖｳｶﾞﾉ
9051 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上谷 ｶﾐﾀﾞﾆ
9119 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミ寺ガシ ｶﾐﾃﾗｶﾞｼ
9144 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミ文右エ門谷 ｶﾐﾌﾞﾝｴﾓﾝﾀﾞﾆ
9156 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミヤダニ ｶﾐﾔﾀﾞﾆ
9126 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミヤマメヤシキ ｶﾐﾔﾏﾒﾔｼｷ
9142 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 上ミ脇サコ ｶﾐﾜｷｻｺ
9136 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カラスドマリ ｶﾗｽﾄﾞﾏﾘ
9116 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
9159 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カロヲト谷 ｶﾛｵﾄﾀﾞﾆ
9169 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 川崎 ｶﾜｻｷ
9173 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 川の内 ｶﾜﾉｳﾁ
9167 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ カンヲンドウ ｶﾝｵﾝﾄﾞｳ
9155 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ キブ子 ｷﾌﾞﾈ
9095 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 行部已屋 ｷﾞﾖｳﾌﾞｺﾔ
9036 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ キリサコ ｷﾘｻｺ
9048 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 栗本 ｸﾘﾉﾓﾄ
9166 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 小平 ｺﾋﾗ
9124 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
9123 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ コヤノ平 ｺﾔﾉﾋﾗ
9130 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ コロビ石 ｺﾛﾋﾞｲｼ
9065 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 笹ガ峯 ｻｻｶﾞﾐﾈ
9066 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 笹クビ ｻｻｸﾋﾞ
9050 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ シイヤ ｼｲﾔ
9160 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 枝折 ｼｵﾘ
9112 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 地ジロ石 ｼﾞｼﾞﾛｲｼ
9091 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モ赤チガヤ ｼﾓｱｶﾁｶﾞﾔ
9092 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モ赤ヅヱ ｼﾓｱｶﾂﾞｴ
9082 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モアリノキウ ｼﾓｱﾘﾉｷｳ
9075 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モイカモチノヲク ｼﾓｲｶﾓﾁﾉｵｸ
9058 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下猪ノコミ ｼﾓｲﾉｺﾐ
9143 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モヲリウト ｼﾓｵﾘｳﾄ
9063 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モカケ ｼﾓｶｹﾞ
9118 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モカゲアレ ｼﾓｶｹﾞｱﾚ
9115 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モ城ガアレ ｼﾓｼﾞﾖｳｶﾞｱﾚ
9020 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モタビ ｼﾓﾀﾋﾞ
9121 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モ寺ガシ ｼﾓﾃﾗｶﾞｼ
9061 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ シモ杤ノ内 ｼﾓﾄﾁﾉｳﾁ
9062 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モ杤ノ内佐古 ｼﾓﾄﾁﾉｳﾁｻｺ
9100 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モヌタ ｼﾓﾇﾀ
9081 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ シモフタゴノ ｼﾓﾌﾀｺﾞﾉ
9122 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 下モヤマメヤシキ ｼﾓﾔﾏﾒﾔｼｷ
9104 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 城ガ野 ｼﾞﾖｳｶﾞﾉ
9070 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 城ヶ森 ｼﾞﾖｳｶﾞﾓﾘ
9127 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 白タキ ｼﾗﾀｷ
9138 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 城ノ峯 ｼﾛﾉﾐﾈ
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9049 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 神田 ｼﾞﾝﾃﾞ
9099 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 新トメ ｼﾝﾄﾒ
9056 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 新屋敷谷 ｼﾝﾔｼｷﾀﾞﾆ
9172 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 杉ノ浦 ｽｷﾞﾉｳﾗ
9098 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ステバ ｽﾃﾊﾞ
9094 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ステバカケ ｽﾃﾊﾞｶｹ
9134 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ セノ上 ｾﾉｳｴ
9133 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ セノ下タ ｾﾉｼﾀ
9135 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ セノヒラ ｾﾉﾋﾗ
9026 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ タイナロ ﾀｲﾅﾛ
9023 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ タキグラ ﾀｷｸﾞﾗ
9031 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ タキグラノ下タ ﾀｷｸﾞﾗﾉｼﾀ
9093 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ タキノ上ヘ ﾀｷﾉｳｴ
9085 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ タキノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
9140 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 谷ノサコ ﾀﾆﾉｻｺ
9088 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 谷マタ ﾀﾆﾏﾀ
9042 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 土居 ﾄﾞｲ
9044 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 土居下 ﾄﾞｲﾉｼﾀ
9045 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 土居下ノ東 ﾄﾞｲﾉｼﾀﾉﾋｶﾞｼ
9035 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ドウノウ子 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
9029 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 堂床 ﾄﾞｵﾄｺ
9060 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ トチウチ ﾄﾁｳﾁ
9171 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ トチグルス ﾄﾁｸﾞﾙｽ
9074 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 杤ノ内畝 ﾄﾁﾉｳﾁｳﾈ
9059 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 杤ノ内谷 ﾄﾁﾉｳﾁﾀﾞﾆ
9052 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 中井川 ﾅｶｲｶﾞﾜ
9022 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 永ザコ ﾅｶﾞｻｺ
9040 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 中屋 ﾅｶﾔ
9053 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 西浦 ﾆｼｳﾗ
9043 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
9067 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 西下モカゲ ﾆｼｼﾓｶｹﾞ
9139 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ
9037 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 西ヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
9087 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヌタ ﾇﾀ
9101 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヌタナロ ﾇﾀﾅﾛ
9128 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 奴田尾 ﾇﾀﾉｵ
9080 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヌタノサコ ﾇﾀﾉｻｺ
9025 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヌルウズ ﾇﾙｳｽﾞ
9131 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 子ン子ヲ松 ﾈﾝﾈｵﾏﾂ
9110 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ノクビ ﾉｸﾋﾞ
9108 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ノクビ谷 ﾉｸﾋﾞﾀﾆ
9168 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ハサマ ﾊｻﾏ
9032 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ハリノキウ ﾊﾘﾉｷｳ
9086 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ハリノキウ ﾊﾘﾉｷｳ
9147 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 東良泉 ﾋｶﾞｼﾗｲｽﾞﾐ
9033 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 東浦谷 ﾋｶﾞｼﾗﾀﾞﾆ
9158 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ブジロウ ﾌﾞｼﾞﾛｳ
9055 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 二小野 ﾌﾀｺﾞﾉ
9034 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 文右エ門谷 ﾌﾞﾝｴﾓﾝﾀﾞﾆ
9162 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ホトケガ谷 ﾎﾄｹｶﾞﾀﾆ
9028 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 前土居 ﾏｴﾄﾞｲ
9084 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 丸場 ﾏﾙﾊﾞ
9157 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 丸畑 ﾏﾙﾊﾞﾀ
9021 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ
9153 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ
9114 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 南白石 ﾐﾅﾐｼﾛｲｼ
9161 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 南ノ荒 ﾐﾅﾐﾉｱﾚ
9170 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
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9079 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヤキヤウ ﾔｷﾖｳ
9113 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 山神カゲ ﾔﾏﾉｶﾐｶｹﾞ
9097 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 山ンメ日浦 ﾔﾏﾝﾒﾋｳﾗ
9152 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ヤリ水 ﾔﾘﾐｽﾞ
9111 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 弓ヤ ﾕﾐﾔ
9129 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 六ノ石 ﾛｸﾉｲｼ
9096 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 原ビ谷 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ
9109 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ 原ビ谷日浦 ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆﾋｳﾗ
9047 334 物部町楮佐古 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳｶｼﾞｻｺ ワレ石 ﾜﾚｲｼ
9294 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ アヲギノヒラ ｱｵｷﾞﾉﾋﾗ
9258 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ アキバ ｱｷﾊﾞ
9218 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 蟻ノ畝 ｱﾘﾉｳﾈ
9305 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 井口谷 ｲｸﾞﾁﾀﾞﾆ
9308 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 池ノ本 ｲｹﾉﾓﾄ
9310 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 泉谷 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾆ
9212 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 磯相 ｲｿﾜｲ
9195 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ イチガタニ口 ｲﾁｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
9237 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 壱本木 ｲﾂﾎﾟﾝｷﾞ
9269 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 井デノマヱ ｲﾃﾞﾉﾏｴ
9198 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 井ノ上ヱ ｲﾉｳｴ
9215 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 井ノ畝 ｲﾉｳﾈ
9202 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 井ノ平 ｲﾉﾋﾗ
9214 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 井ノ本 ｲﾉﾓﾄ
9201 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ イハイアレ ｲﾊｲｱﾚ
9208 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 上ヘ屋敷 ｳｴﾔｼｷ
9239 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ウケ子 ｳｹﾈ
9277 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 兎ノ打 ｳｻｷﾞﾉｳﾁ
9251 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ウトヲギ ｳﾄｵｷﾞ
9303 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ウルシダニ ｳﾙｼﾀﾞﾆ
9220 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヱンシヨ ｴﾝｼﾖ
9207 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヱンノナロ ｴﾝﾉﾅﾛ
9196 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 大荒 ｵｵｱﾚ
9234 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 大井谷 ｵｵｲﾀﾞﾆ
9313 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 大畝 ｵｵｳﾈ
9242 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 大佐古 ｵｵｻｺ
9299 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヲカノウシロ ｵｶﾉｳｼﾛ
9182 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 沖根 ｵｷﾈ
9233 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヲトバヤシキ ｵﾄﾊﾞﾔｼｷ
9231 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カウナロ ｶｳﾅﾛ
9311 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カゲウラ ｶｹﾞｳﾗ
9178 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カケダ ｶｹﾀﾞ
9296 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カサ子イシ ｶｻﾈｲｼ
9261 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カヂウ ｶﾁﾞｳ
9229 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カドヤ ｶﾄﾞﾔ
9210 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 鎌ノ口山 ｶﾏﾉｸﾁﾔﾏ
9295 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カマノハ ｶﾏﾉﾊ
9276 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 上ミアレ ｶﾐｱﾚ
9243 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 上ミ大倉 ｶﾐｵｵｸﾗ
9245 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 上黒石 ｶﾐｸﾛｲｼ
9190 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 上ミヌル谷 ｶﾐﾇﾙﾀﾞﾆ
9255 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 上ミ松久保 ｶﾐﾏﾂｸﾎﾞ
9192 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 上ミママノナロ ｶﾐﾏﾏﾉﾅﾛ
9189 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 上ミ屋式田 ｶﾐﾔｼｷﾀﾞ
9217 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カヤノウ子 ｶﾔﾉｳﾈ
9197 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 唐谷 ｶﾗﾀﾆ
9260 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ カンバノウチ ｶﾝﾊﾞﾉｳﾁ
9219 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ キタウラ ｷﾀｳﾗ
9174 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 木戸岸 ｷﾄﾞｷﾞｼ
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9262 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ギンツヱ ｷﾞﾝﾂｴ
9275 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ クマノウチ ｸﾏﾉｳﾁ
9246 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 黒石 ｸﾛｲｼ
9205 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ コヲミナミ ｺｵﾐﾅﾐ
9254 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ コヲラバタケ ｺｵﾗﾊﾞﾀｹ
9285 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 古野 ｺﾉ
9280 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ サカモト ｻｶﾓﾄ
9228 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ サコ ｻｺ
9290 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ サコダ ｻｺﾀﾞ
9270 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ サブダニ ｻﾌﾞﾀﾞﾆ
9312 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 椎ノ畝 ｼｲﾉｳﾈ
9284 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ シタダニ ｼﾀﾀﾞﾆ
9230 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ シデノヲカ ｼﾃﾞﾉｵｶ
9256 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 下大倉 ｼﾓｵｵｸﾗ
9222 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 下モダイラ ｼﾓﾀﾞｲﾗ
9185 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 下モヌル谷 ｼﾓﾇﾙﾀﾆ
9281 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
9309 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ジヨガモリ ｼﾞﾖｶﾞﾓﾘ
9177 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ シンデ ｼﾝﾃﾞ
9292 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ジンミョウ ｼﾞﾝﾐﾖｳ
9200 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 水神岩 ｽｲｼﾞﾝｲﾜ
9199 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 水神岩ノ下モ ｽｲｼﾞﾝｲﾜﾉｼﾓ
9268 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 杉ノ谷 ｽｷﾞﾉﾀﾆ
9216 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ソリ ｿﾘ
9211 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 高ノ石 ﾀｶﾉｲｼ
9265 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ タキジリ ﾀｷｼﾞﾘ
9315 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 立花 ﾀﾁﾊﾞﾅ
9221 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 立花谷口 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆｸﾞﾁ
9283 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ タテイシ ﾀﾃｲｼ
9253 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ タデガタニ ﾀﾃﾞｶﾞﾀﾆ
9224 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ チヤノヒラ ﾁﾔﾉﾋﾗ
9300 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ツラシロ ﾂﾗｼﾛ
9282 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ドイガワ ﾄﾞｲｶﾞﾜ
9286 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
9267 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ドヲノモト ﾄﾞｵﾉﾓﾄ
9289 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 遠見石 ﾄｵﾐﾉｲｼ
9194 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ノトガタキ ﾄﾁｶﾞﾀｷ
9187 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 栃谷 ﾄﾁﾀﾞﾆ
9302 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 中畝 ﾅｶｳﾈ
9244 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 中大倉 ﾅｶｵｵｸﾗ
9236 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
9225 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ニイヤ ﾆｲﾔ
9223 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ニシ ﾆｼ
9278 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 西荒 ﾆｼｱﾚ
9191 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 西井手 ﾆｼｲﾃﾞ
9250 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 西ノ川 ﾆｼﾉｶﾜ
9259 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 西ノタア ﾆｼﾉﾀｱ
9247 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ニシノナロ ﾆｼﾉﾅﾛ
9249 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ
9209 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 花石 ﾊﾅｲｼ
9213 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 花石ノ上 ﾊﾅｲｼﾉｳｴ
9227 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ハ子チ ﾊﾈﾁ
9184 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 林山 ﾊﾔｼﾔﾏ
9263 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヒウラタ ﾋｳﾗﾀ
9206 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
9204 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 東山下 ﾋｶﾞｼﾔﾏｼﾀ
9266 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヒカリイシ ﾋｶﾘｲｼ
9304 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヒキツチ ﾋｷﾂﾁ
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9314 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 平井 ﾋﾗｲ
9226 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヒラキ ﾋﾗｷ
9316 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 吹越 ﾌｲｺｼ
9298 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 船木 ﾌﾅｷ
9274 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ フナクボ ﾌﾅｸﾎﾞ
9293 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ フユコシ ﾌﾕｺｼ
9306 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ブリ石 ﾌﾞﾘｲｼ
9235 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 古田 ﾌﾙﾀ
9180 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ホキヤシキ ﾎｷﾔｼｷ
9301 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ホゼブリ ﾎｾﾞﾌﾞﾘ
9175 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ホソザコ ﾎｿｻﾞｺ
9176 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ホソザコノ上 ﾎｿｻﾞｺﾉｳｴ
9248 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ホリケノサコ ﾎﾘｹﾉｻｺ
9264 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ホリゴミ ﾎﾘｺﾞﾐ
9288 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 堀抜 ﾎﾘﾇｷ
9240 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ マヱガハ ﾏｴｶﾞﾊ
9257 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 松ヶ久保 ﾏﾂｶﾞｸﾎﾞ
9317 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 間々 ﾏﾏ
9188 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 間々ノ奈路 ﾏﾏﾉﾅﾛ
9287 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
9179 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 南田 ﾐﾅﾐﾀﾞ
9238 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 宮ノサコ ﾐﾔﾉｻｺ
9232 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ミヤノシタ ﾐﾔﾉｼﾀ
9271 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 椋ノ本 ﾑｸﾉﾓﾄ
9307 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 紅葉谷 ﾓﾐｼﾞﾀﾞﾆ
9272 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヤクガクボ ﾔｸｶﾞｸﾎﾞ
9186 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 屋敷田 ﾔｼｷﾀﾞ
9291 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ
9241 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヤスヤ ﾔｽﾔ
9203 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヤナギソヲ ﾔﾅｷﾞｿｵ
9279 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 柳ノ平 ﾔﾅｷﾞﾉﾋﾗ
9193 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ユスガウ子 ﾕｽｶﾞｳﾈ
9297 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ユリキリ ﾕﾘｷﾘ
9252 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヨコイシ ﾖｺｲｼ
9273 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ヨコタア ﾖｺﾀｱ
9181 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ ロクマンザコ ﾛｸﾏﾝｻﾞｺ
9183 335 物部町柳瀬 ﾓﾉﾍﾞﾁｮｳﾔﾅｲｾ 六万左古ノ上 ﾛｸﾏﾝｻﾞｺﾉｳｴ
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