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1 1 甲 コウ 秋葉山 アキバヤマ
2 1 甲 コウ 池田 イケダ
3 1 甲 コウ 石ケ坪 イシガツボ
4 1 甲 コウ 石切坂 イシキリザカ
5 1 甲 コウ 井関 イセキ
6 1 甲 コウ 伊藤山 イトウヤマ
7 1 甲 コウ 磐井谷 イワイダニ
8 1 甲 コウ 宇賀山 ウカヤマ
9 1 甲 コウ 内原中ノヨリ ウチハラナカノヨリ
10 1 甲 コウ 夷ス松 エズスマツ
11 1 甲 コウ 榎田 エノキダ
12 1 甲 コウ 扇ヶ谷 オオギガタニ
13 1 甲 コウ 大人越 オオヒトゴエ
14 1 甲 コウ 奥田 オクダ
15 1 甲 コウ 奥ノ土居 オクノドイ
16 1 甲 コウ 會処橋 カイショバシ
17 1 甲 コウ 荷稲峠 カイナトウ
18 1 甲 コウ 春日 カスガ
19 1 甲 コウ 角ノ本 カドノモト
20 1 甲 コウ カノキ田 カノキダ
21 1 甲 コウ 唐岩谷 カライワダニ
22 1 甲 コウ 岸田 キシダ
23 1 甲 コウ 切塞 キリフサギ
24 1 甲 コウ 宮久 クキュウ
25 1 甲 コウ 楠木谷口 クスノキダニグチ
26 1 甲 コウ 久万田 クマダ
27 1 甲 コウ 供養石 クヨウイシ
28 1 甲 コウ 小池 コイケ
29 1 甲 コウ 孝行谷 コウコウダニ
30 1 甲 コウ コシキイワ コシキイワ
31 1 甲 コウ 小谷地 コヤツジ
32 1 甲 コウ 五反田 ゴタンダ
33 1 甲 コウ サエンバタ サエンバタ
34 1 甲 コウ サギノス坂 サギノスザカ
35 1 甲 コウ 澤居組 サワイグミ
36 1 甲 コウ 三方ケ辻 サンポウガツジ
37 1 甲 コウ 寺中 ジチュウ
38 1 甲 コウ 芝引 シバヒキ
39 1 甲 コウ 島田 シマダ
40 1 甲 コウ 清水谷 シミズダニ
41 1 甲 コウ 清水元 シミズモト
42 1 甲 コウ 新市町 シンイチマチ
43 1 甲 コウ 新福寺 シンプクジ
44 1 甲 コウ セイ元 セイモト
45 1 甲 コウ 蔵法院 ゾウホウイン
46 1 甲 コウ 竹ヶ谷 タケガタニ
47 1 甲 コウ 茶ノヱ松 チャノエマツ
48 1 甲 コウ 土船 ツチブネ
49 1 甲 コウ ツナス畑 ツナスバタ
50 1 甲 コウ 砥石ケ谷 トイシガタニ
51 1 甲 コウ 堂ケハナ ドウガハナ
52 1 甲 コウ 道久田 ドウキュウダ
53 1 甲 コウ 中桐 ナカギリ
54 1 甲 コウ 中島 ナカジマ
55 1 甲 コウ 永田 ナガタ
56 1 甲 コウ 南無妙崎 ナンミョウザキ
57 1 甲 コウ 西谷 ニシダニ
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58 1 甲 コウ 西ノ土居 ニシノドイ
59 1 甲 コウ 西町 ニシマチ
60 1 甲 コウ 野ヨリ ノヨリ
61 1 甲 コウ 芭蕉ケ谷 バショウガタニ
62 1 甲 コウ 樋掛 ヒカケ
63 1 甲 コウ 東ノ土居 ヒガシノドイ
64 1 甲 コウ 東町 ヒガシマチ
65 1 甲 コウ ヒヨノ坂 ヒヨノサカ
66 1 甲 コウ 撫ケヒラ ブケヒラ
67 1 甲 コウ 古市 フルイチ
68 1 甲 コウ 古家 フルヤ
69 1 甲 コウ フロガ谷 フロガダニ
70 1 甲 コウ 松崎 マツザキ
71 1 甲 コウ 廻リ田 マワリダ
72 1 甲 コウ 三笠山 ミカサヤマ
73 1 甲 コウ ミノコシ ミノコシ
74 1 甲 コウ 宮ノ首 ミヤノクビ
75 1 甲 コウ 紫園 ムラサキエン
76 1 甲 コウ 目細 メボソ
77 1 甲 コウ 物見山 モノミヤマ
78 1 甲 コウ 森ヶ崎 モリガサキ
79 1 甲 コウ 森平 モリヒラ
80 1 甲 コウ 山崎 ヤマサキ
81 1 甲 コウ 横縄手 ヨコナワテ
82 1 甲 コウ 六本杉 ロッポンスギ
83 1 甲 コウ 若枝 ワカイダ
84 1 甲 コウ 蕨尾 ワラビオ
85 2 乙 オツ 青石山 アオイシヤマ
86 2 乙 オツ 青去屋敷 アオザレヤシキ
87 2 乙 オツ 赤岡ノ西 アカオカノニシ
88 2 乙 オツ 赤岡ノ鼻 アカオカノハナ
89 2 乙 オツ 赤岡山 アカオカヤマ
90 2 乙 オツ 赤崎 アカザキ
91 2 乙 オツ 上ノ川原 アガリノカワラ
92 2 乙 オツ 浅谷 アサダニ
93 2 乙 オツ 旭山 アサヒヤマ
94 2 乙 オツ 油田 アブラダ
95 2 乙 オツ 尼ゲナロ アマガナロ
96 2 乙 オツ 有ノ木 アリノキ
97 2 乙 オツ 庵ノ谷西 アンノタニニシ
98 2 乙 オツ 庵ノ谷西屋敷 アンノタニニシヤシキ
99 2 乙 オツ 庵ノ谷東屋敷 アンノタニヒガシヤシキ
100 2 乙 オツ 庵ノ谷山 アンノタニヤマ
101 2 乙 オツ 池ノ久保 イケノクボ
102 2 乙 オツ 神母 イゲ
103 2 乙 オツ 神母ノ木 イゲノキ
104 2 乙 オツ 神母屋敷 イゲヤシキ
105 2 乙 オツ 石神山 イシガミヤマ
106 2 乙 オツ 石燈籠 イシトウロウ
107 2 乙 オツ 石佛 イシボトケ
108 2 乙 オツ 板屋口 イタヤグチ
109 2 乙 オツ 板屋口ノ西 イタヤグチノニシ
110 2 乙 オツ 板屋口山 イタヤグチヤマ
111 2 乙 オツ 井詰 イヅメ
112 2 乙 オツ 井流尻 イナガレノシリ
113 2 乙 オツ 岩谷 イワダニ
114 2 乙 オツ 兎田 ウサギデン
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115 2 乙 オツ 牛飼城 ウシカイジロ
116 2 乙 オツ 後ロ山 ウシロヤマ
117 2 乙 オツ ウツゲヤブ ウツゲヤブ
118 2 乙 オツ 宇津尻 ウヅシリ
119 2 乙 オツ 馬捨場 ウマステバ
120 2 乙 オツ 馬馳川 ウマバセガワ
121 2 乙 オツ 生立山 ウリュウヤマ
122 2 乙 オツ ヱテガ谷 エテガタニ
123 2 乙 オツ 戎木 エビスギ
124 2 乙 オツ 恵美須田 エビスダ
125 2 乙 オツ 於石山 オイシヤマ
126 2 乙 オツ 大畝 オオウネ
127 2 乙 オツ 扇山 オオギヤマ
128 2 乙 オツ 大久保 オオクボ
129 2 乙 オツ 大境 オオザカイ
130 2 乙 オツ 大谷陰山 オオタニカゲヤマ
131 2 乙 オツ 大谷日ノ地山 オオタニヒノヂヤマ
132 2 乙 オツ 大平 オオヒラ
133 2 乙 オツ 大森 オオモリ
134 2 乙 オツ 岡屋シキ オカヤシキ
135 2 乙 オツ 岡屋敷 オカヤシキ
136 2 乙 オツ 岡屋敷ノ上 オカヤシキノウエ
137 2 乙 オツ 沖野古城 オキノコジョウ
138 2 乙 オツ 沖ノ須賀 オキノスガ
139 2 乙 オツ 沖ノ原 オキノハラ
140 2 乙 オツ 奥野 オクノ
141 2 乙 オツ 奥屋敷 オクヤシキ
142 2 乙 オツ 奥屋敷 オクヤシキ
143 2 乙 オツ 送リ田 オクリダ
144 2 乙 オツ 於種山 オタネヤマ
145 2 乙 オツ 小田 オダ
146 2 乙 オツ 踊リ場山 オドリバヤマ
147 2 乙 オツ 姥ヶ谷 オンバガダニ
148 2 乙 オツ カアメン カアメン
149 2 乙 オツ 垣添 カキゾエ
150 2 乙 オツ 柿ノ木田 カキノキダ
151 2 乙 オツ 覚之丞 カクノジョウ
152 2 乙 オツ 覚兵衛山 カクベエヤマ
153 2 乙 オツ 陰山 カゲヤマ
154 2 乙 オツ 笠松谷 カサマツダニ
155 2 乙 オツ 梶ヶ谷 カジガタニ
156 2 乙 オツ 角石原 カドイシハラ
157 2 乙 オツ 角場 カドバ
158 2 乙 オツ 金井谷 カナイダニ
159 2 乙 オツ 上井口 カミイグチ
160 2 乙 オツ 上車谷 カミクルマダニ
161 2 乙 オツ 上青境 カミセイキョウ
162 2 乙 オツ 上原 カミハラ
163 2 乙 オツ 上樋掛 カミヒカケ
164 2 乙 オツ 上屋敷 カミヤシキ
165 2 乙 オツ 上屋敷 カミヤシキ
166 2 乙 オツ 蒲原分 カモハラブン
167 2 乙 オツ カラヒ カラヒ
168 2 乙 オツ 仮又 カリマタ
169 2 乙 オツ 川添 カワゾイ
170 2 乙 オツ 河原田 カワラデン
171 2 乙 オツ 北川 キタガワ



佐川町の大字・字の一覧

2016/5/14 4/62 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

172 2 乙 オツ 北又 キタマタ
173 2 乙 オツ 北山 キタヤマ
174 2 乙 オツ 北山谷 キタヤマダニ
175 2 乙 オツ 木ノ下 キノシタ
176 2 乙 オツ 木柳邸 キリュウテイ
177 2 乙 オツ 草木谷 クサキダニ
178 2 乙 オツ 楠ノ木谷 クスノキダニ
179 2 乙 オツ 楠谷屋敷 クスノキダニヤシキ
180 2 乙 オツ 楠谷山 クスノキダニヤマ
181 2 乙 オツ 楠山 クスノキヤマ
182 2 乙 オツ クツ石 クツイシ
183 2 乙 オツ 國利 クニトシ
184 2 乙 オツ 窪屋敷 クボヤシキ
185 2 乙 オツ 久万田 クマダ
186 2 乙 オツ 栗ノ木坂 クリノキザカ
187 2 乙 オツ 車木戸 クルマキド
188 2 乙 オツ 車谷 クルマダニ
189 2 乙 オツ 黒廻リ クロマワリ
190 2 乙 オツ 小池越 コイケゴシ
191 2 乙 オツ 高野道山 コウヤドウヤマ
192 2 乙 オツ 向郎寺 コウロウジ
193 2 乙 オツ 向郎寺奥 コウロウジオク
194 2 乙 オツ 向郎寺瀧 コウロウジダキ
195 2 乙 オツ 向郎寺瀧ノ下 コウロウジタキノシモ
196 2 乙 オツ 極道畝 ゴクドウウネ
197 2 乙 オツ 越峠山 コシガトウヤマ
198 2 乙 オツ 小瀧 コダキ
199 2 乙 オツ 五反畠 ゴタンバタ
200 2 乙 オツ 後藤寺谷 ゴトウジダニ
201 2 乙 オツ 後藤寺南山 ゴトウジミナミヤマ
202 2 乙 オツ 後藤寺山 ゴトウジヤマ
203 2 乙 オツ 小冨士 コフジ
204 2 乙 オツ 小松ノ本 コマツノモト
205 2 乙 オツ 己屋ヶ谷 コヤガタニ
206 2 乙 オツ 己屋ヶ谷山 コヤガタニヤマ
207 2 乙 オツ 西海子 サイカイシ
208 2 乙 オツ 細工田 サイクダ
209 2 乙 オツ 細工屋敷 サイクヤシキ
210 2 乙 オツ 才能山 サイノウヤマ
211 2 乙 オツ 坂本屋敷 サカモトヤシキ
212 2 乙 オツ サバイダ サバイダ
213 2 乙 オツ 三郎 サブロウ
214 2 乙 オツ 皿谷 サラダニ
215 2 乙 オツ 猿走 サルハシ
216 2 乙 オツ 猿丸 サルマル
217 2 乙 オツ 澤居田 サワイダ
218 2 乙 オツ 三代 サンダイ
219 2 乙 オツ 山白 サンパク
220 2 乙 オツ 三白山 サンパクヤマ
221 2 乙 オツ 重藏屋敷 シゲゾウヤシキ
222 2 乙 オツ 柴木ケナロ シバキガナロ
223 2 乙 オツ 芝先 シバサキ
224 2 乙 オツ 島ノ土居 シマノドイ
225 2 乙 オツ 下兎田 シモウサギデン
226 2 乙 オツ 下馬原 シモウマノハラ
227 2 乙 オツ 下夷木 シモエビスギ
228 2 乙 オツ 下大谷 シモオオダニ
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229 2 乙 オツ 下窪 シモクボ
230 2 乙 オツ 下津賀 シモツガ
231 2 乙 オツ 下廣芝 シモヒロシバ
232 2 乙 オツ 下モ深谷 シモフカダニ
233 2 乙 オツ 下保木 シモホキ
234 2 乙 オツ 下山 シモヤマ
235 2 乙 オツ 首埋谷 シュリダニ
236 2 乙 オツ 泉福寺 ショウフクジ
237 2 乙 オツ 泉福寺山 ショウフクジヤマ
238 2 乙 オツ 白土山 シラツチヤマ
239 2 乙 オツ 城田 シロタ
240 2 乙 オツ 城山 シロヤマ
241 2 乙 オツ 新田 シンデン
242 2 乙 オツ 新刎 シンバネ
243 2 乙 オツ 神明山 ジンメイヤマ
244 2 乙 オツ 須賀屋敷 スガヤシキ
245 2 乙 オツ スカ山 スカヤマ
246 2 乙 オツ 杉ノ瀬 スギノセ
247 2 乙 オツ 須口ノ本 スグチノモト
248 2 乙 オツ スゲ田 スゲタ
249 2 乙 オツ 鈴原 スズハラ
250 2 乙 オツ 諏訪ノ前 スワノマエ
251 2 乙 オツ 諏訪宮屋敷 スワノミヤヤシキ
252 2 乙 オツ 諏訪山 スワヤマ
253 2 乙 オツ 清院田 セイインデン
254 2 乙 オツ 関田 セキダ
255 2 乙 オツ 善藏谷 ゼンゾウダニ
256 2 乙 オツ 藏法院越 ゾウホウインゴエ
257 2 乙 オツ 大師山 ダイシヤマ
258 2 乙 オツ 臺床 ダイドコ
259 2 乙 オツ 飯建 タエダテ
260 2 乙 オツ 高崎 タカザキ
261 2 乙 オツ 高森 タカモリ
262 2 乙 オツ 滝ノ鼻 タキノハナ
263 2 乙 オツ 嶽山 タキヤマ
264 2 乙 オツ 竹河内 タケカワチ
265 2 乙 オツ 竹ヶ端 タケガハナ
266 2 乙 オツ 竹ヶ鼻 タケガハナ
267 2 乙 オツ 竹屋敷 タケヤシキ
268 2 乙 オツ 竪石山 タテイシヤマ
269 2 乙 オツ 谷口 タニグチ
270 2 乙 オツ 谷田山 タニダヤマ
271 2 乙 オツ 谷屋舗 タニヤシキ
272 2 乙 オツ 谷山 タニヤマ
273 2 乙 オツ 田ノ奥 タノオク
274 2 乙 オツ 田ノ奥詰 タノオクヅメ
275 2 乙 オツ 田ノ奥山 タノオクヤマ
276 2 乙 オツ 玉割 タマワリ
277 2 乙 オツ 樽ヶ谷 タルガタニ
278 2 乙 オツ 地掛リ山 ヂカカリヤマ
279 2 乙 オツ 茶重松 チャシゲマツ
280 2 乙 オツ 津賀 ツガ
281 2 乙 オツ 葛篭ケ谷 ツタカゴガタニ
282 2 乙 オツ 土坪 ツチツボ
283 2 乙 オツ 皷田 ツツミダ
284 2 乙 オツ 堤外 ツツミノソト
285 2 乙 オツ 坪栗 ツボクリ
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286 2 乙 オツ 土居ノ内 ドイノウチ
287 2 乙 オツ 土居ノ外 ドイノソト
288 2 乙 オツ 土居屋敷 ドイヤシキ
289 2 乙 オツ 道光谷 ドウコウダニ
290 2 乙 オツ 道光谷詰 ドウコウダニヅメ
291 2 乙 オツ 堂尻 ドウジリ
292 2 乙 オツ 藤内 トウナイ
293 2 乙 オツ 堂ノ坪 ドウノツボ
294 2 乙 オツ 堂ノ元 ドウノモト
295 2 乙 オツ 戸梶 トカジ
296 2 乙 オツ 豊田 トヨタ
297 2 乙 オツ ドヲク谷 ドオクダニ
298 2 乙 オツ 中畝 ナカウネ
299 2 乙 オツ 長畝 ナガウネ
300 2 乙 オツ 中畝山 ナカウネヤマ
301 2 乙 オツ 中長田 ナカオサダ
302 2 乙 オツ 中河内 ナカカワチ
303 2 乙 オツ 中川原 ナカガワラ
304 2 乙 オツ 中車 ナカグルマ
305 2 乙 オツ 中サコ ナカサコ
306 2 乙 オツ 長サコ ナガサコ
307 2 乙 オツ 中芝 ナカシバ
308 2 乙 オツ 中芝ノ上 ナカシバノカミ
309 2 乙 オツ 中須賀 ナカスカ
310 2 乙 オツ 中屋敷 ナカヤシキ
311 2 乙 オツ 中屋敷田 ナカヤシキダ
312 2 乙 オツ 中屋敷山 ナカヤシキヤマ
313 2 乙 オツ 中山 ナカヤマ
314 2 乙 オツ 中山田 ナカヤマダ
315 2 乙 オツ 檪谷 ナラダニ
316 2 乙 オツ 西浦山 ニシウラヤマ
317 2 乙 オツ 西岡 ニシオカ
318 2 乙 オツ 西岡山 ニシオカヤマ
319 2 乙 オツ 西久保 ニシクボ
320 2 乙 オツ 西久保 ニシクボ
321 2 乙 オツ 西鳥池 ニシトリイケ
322 2 乙 オツ 西ノ川 ニシノカワ
323 2 乙 オツ 西ノ川山 ニシノカワヤマ
324 2 乙 オツ 西ノ平ラ ニシノヒラ
325 2 乙 オツ 西ノ前 ニシノマエ
326 2 乙 オツ 西針木 ニシハリギ
327 2 乙 オツ 西佛屋敷 ニシホトケヤシキ
328 2 乙 オツ 西的場 ニシマトバ
329 2 乙 オツ ヌベリ ヌベリ
330 2 乙 オツ 子リ神石 ネリガミイシ
331 2 乙 オツ 野都合 ノツゴ
332 2 乙 オツ ノツゴ山 ノツゴヤマ
333 2 乙 オツ 萩ヶ森 ハギガモリ
334 2 乙 オツ 橋ノ本 ハシノモト
335 2 乙 オツ 芭蕉カ谷 バショウガダニ
336 2 乙 オツ 鳩打山 ハトウチヤマ
337 2 乙 オツ 原ノ下 ハラノシモ
338 2 乙 オツ 繁昌屋敷 ハンジョウヤシキ
339 2 乙 オツ 日浦屋敷 ヒウラヤシキ
340 2 乙 オツ 日ウラ山 ヒウラヤマ
341 2 乙 オツ 日浦山 ヒウラヤマ
342 2 乙 オツ 東大谷 ヒガシオオタニ
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343 2 乙 オツ 東長田 ヒガシオサダ
344 2 乙 オツ 東上針木 ヒガシカミハリギ
345 2 乙 オツ 東久保 ヒガシクボ
346 2 乙 オツ 東下針木 ヒガシシモハリギ
347 2 乙 オツ 東田中 ヒガシタナカ
348 2 乙 オツ 東鳥池 ヒガシトリイケ
349 2 乙 オツ 東ホヲノ木谷 ヒガシホオノキダニ
350 2 乙 オツ 東的場 ヒガシマトバ
351 2 乙 オツ 東廻リ田 ヒガシマワリダ
352 2 乙 オツ 光岩 ヒカリユワ
353 2 乙 オツ 聖山 ヒジリヤマ
354 2 乙 オツ ヒタチガナロ ヒタチガナロ
355 2 乙 オツ 樋ノ口 ヒノクチ
356 2 乙 オツ 檜山 ヒヤマ
357 2 乙 オツ ヒヨ鳥越 ヒヨトリゴエ
358 2 乙 オツ 廣芝 ヒロシバ
359 2 乙 オツ 深田 フカタ
360 2 乙 オツ 深谷 フカタニ
361 2 乙 オツ 福良 フクラ
362 2 乙 オツ 藤ノ本 フジノモト
363 2 乙 オツ 伏尾 フショウ
364 2 乙 オツ 伏尾ノ上 フショウノカミ
365 2 乙 オツ 二又畝 フタマタウネ
366 2 乙 オツ 古市 フルイチ
367 2 乙 オツ 古屋敷 フルヤシキ
368 2 乙 オツ 紅ケナロ ベニガナロ
369 2 乙 オツ 法師庵 ホウシアン
370 2 乙 オツ 坊屋敷 ボウヤシキ
371 2 乙 オツ 保木山 ホキヤマ
372 2 乙 オツ 細田 ホソダ
373 2 乙 オツ 細田ノ奥 ホソダノオク
374 2 乙 オツ 堀 ホリ
375 2 乙 オツ 本田 ホンデン
376 2 乙 オツ 前阪 マエザカ
377 2 乙 オツ 前屋敷 マエヤシキ
378 2 乙 オツ 曲リ道 マガリミチ
379 2 乙 オツ マゴヲジ マゴヲジ
380 2 乙 オツ 松尾東山 マツオヒガシヤマ
381 2 乙 オツ 松尾山 マツオヤマ
382 2 乙 オツ 松ヶ谷 マツガタニ
383 2 乙 オツ 松ヶ谷奥山 マツガタニオクヤマ
384 2 乙 オツ 松ヶ谷北山 マツガタニキタヤマ
385 2 乙 オツ 松ヶ谷東山 マツガタニヒガシヤマ
386 2 乙 オツ 松ヶ谷山 マツガタニヤマ
387 2 乙 オツ 松渓 マツダニ
388 2 乙 オツ 松渓山 マツダニヤマ
389 2 乙 オツ 松ノ本 マツノモト
390 2 乙 オツ 松原山 マツワラヤマ
391 2 乙 オツ 的場越 マトバコエ
392 2 乙 オツ 的場山 マトバヤマ
393 2 乙 オツ 丸山 マルヤマ
394 2 乙 オツ 丸山 マルヤマ
395 2 乙 オツ 丸山ノ鼻 マルヤマノハナ
396 2 乙 オツ 萬日谷 マンニチダニ
397 2 乙 オツ 参川 ミカワ
398 2 乙 オツ 水暮場 ミズクレバ
399 2 乙 オツ 味噌桶瀧 ミソオケダキ



佐川町の大字・字の一覧

2016/5/14 8/62 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

400 2 乙 オツ 道添 ミチゾイ
401 2 乙 オツ 三ツ岩 ミツイワ
402 2 乙 オツ 三ツ岩谷 ミツイワダニ
403 2 乙 オツ 三ツ岩西山 ミツイワニシヤマ
404 2 乙 オツ 三ツ岩東山 ミツイワヒガシヤマ
405 2 乙 オツ 南中畝 ミナミナカウネ
406 2 乙 オツ 南中澤 ミナミナカザワ
407 2 乙 オツ 三子ノ本 ミネノモト
408 2 乙 オツ 峯山 ミネヤマ
409 2 乙 オツ 三野土居 ミノドイ
410 2 乙 オツ 耳切レ ミミギレ
411 2 乙 オツ 宮ノ上 ミヤノウエ
412 2 乙 オツ 室作リ ムロヅクリ
413 2 乙 オツ 本屋敷 モトヤシキ
414 2 乙 オツ 桃山 モモヤマ
415 2 乙 オツ 森田 モリタ
416 2 乙 オツ 森ノ下 モリノシタ
417 2 乙 オツ 森ノ前 モリノマエ
418 2 乙 オツ 門田 モンダ
419 2 乙 オツ 屋敷ノ前 ヤシキノマエ
420 2 乙 オツ 柳ヶ窪 ヤナギガクボ
421 2 乙 オツ 柳添 ヤナギゾイ
422 2 乙 オツ 山下 ヤマシタ
423 2 乙 オツ 山下屋敷 ヤマシタヤシキ
424 2 乙 オツ 山下山 ヤマシタヤマ
425 2 乙 オツ 山田越 ヤマダゴエ
426 2 乙 オツ 山神 ヤマノカミ
427 2 乙 オツ 山ノ下 ヤマノシタ
428 2 乙 オツ 柚木山 ユズキヤマ
429 2 乙 オツ 柚ノ木谷 ユズノキダニ
430 2 乙 オツ 湯山 ユヤマ
431 2 乙 オツ 横田 ヨコタ
432 2 乙 オツ 横フケ ヨコフケ
433 2 乙 オツ 四ツ辻北山 ヨツツジキタヤマ
434 2 乙 オツ 四ツ辻南山 ヨツツジミナミヤマ
435 2 乙 オツ 四ツ辻山 ヨツツジヤマ
436 2 乙 オツ ヲモ谷 オモダニ
437 2 乙 オツ ヲンヂ オンヂ
438 3 丙 ヘイ 青木 アオキ
439 3 丙 ヘイ 赤石 アカイシ
440 3 丙 ヘイ 赤ヶ谷奥 アカガタニオク
441 3 丙 ヘイ 赤ヶ谷口 アカガタニグチ
442 3 丙 ヘイ 赤ヶ谷中 アカガタニノナカ
443 3 丙 ヘイ 赤ヶ谷東ノ平 アカガタニヒガシノヒラ
444 3 丙 ヘイ 赤土峠 アカツチトウ
445 3 丙 ヘイ 赤土峠大道ノ東 アカツチトウオオミチノヒガシ
446 3 丙 ヘイ 秋葉山 アキバヤマ
447 3 丙 ヘイ 足谷奥峯山 アシタニオクミネヤマ
448 3 丙 ヘイ 足谷口 アシタニグチ
449 3 丙 ヘイ 足谷櫻畝 アシタニサクラウネ
450 3 丙 ヘイ 足谷中ノ畝 アシタニナカノウネ
451 3 丙 ヘイ 足谷ノ奥西谷 アシタニノオクニシタニ
452 3 丙 ヘイ 足谷東ノ平 アシタニヒガシノヒラ
453 3 丙 ヘイ 足谷東山 アシタニヒガシヤマ
454 3 丙 ヘイ 足谷弥平田廻リ アシタニヤヘエタマワリ
455 3 丙 ヘイ 穴ヶ森 アナガモリ
456 3 丙 ヘイ 阿弥陀石 アミダイシ
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457 3 丙 ヘイ 阿弥陀堂 アミダドウ
458 3 丙 ヘイ 嵐山 アラシヤマ
459 3 丙 ヘイ アヲゝ山 アヲヲヤマ
460 3 丙 ヘイ 家石 イエイシ
461 3 丙 ヘイ 家石山 イエイシヤマ
462 3 丙 ヘイ 井口 イグチ
463 3 丙 ヘイ 井口 イグチ
464 3 丙 ヘイ 池田 イケダ
465 3 丙 ヘイ 伊気 イゲ
466 3 丙 ヘイ 神母本 イゲモト
467 3 丙 ヘイ 石神 イシガミ
468 3 丙 ヘイ 石屋敷 イシヤシキ
469 3 丙 ヘイ 市原 イチハラ
470 3 丙 ヘイ 一番引地 イチバンヒキチ
471 3 丙 ヘイ 猪ノ谷 イノタニ
472 3 丙 ヘイ 猪ノ谷西ノ山 イノタニニシノヤマ
473 3 丙 ヘイ 猪ノ谷東ノ山 イノタニヒガシノヤマ
474 3 丙 ヘイ 今田 イマダ
475 3 丙 ヘイ 井領 イリョウ
476 3 丙 ヘイ 岩ガ端 イワガハナ
477 3 丙 ヘイ 岩嶽山 イワダキヤマ
478 3 丙 ヘイ 岩ノ越 イワノコエ
479 3 丙 ヘイ 岩ノ越 イワノコエ
480 3 丙 ヘイ 院光寺山 インコウジヤマ
481 3 丙 ヘイ 動石 ウゴキイシ
482 3 丙 ヘイ 宇尻ヶ坪 ウジリガツボ
483 3 丙 ヘイ ウド ウド
484 3 丙 ヘイ 姥ヶ懐 ウバガフトコロ
485 3 丙 ヘイ 馬イラス ウマイラス
486 3 丙 ヘイ 馬不入 ウマイラズ
487 3 丙 ヘイ 馬捨場 ウマステバ
488 3 丙 ヘイ 馬ノ爪 ウマノツメ
489 3 丙 ヘイ 馬ノ骨石 ウマノホネイシ
490 3 丙 ヘイ 馬ノ骨石口 ウマノホネイシグチ
491 3 丙 ヘイ 馬骨石中ノ谷 ウマノホネイシナカノタニ
492 3 丙 ヘイ 馬ノ骨石山 ウマノホネイシヤマ
493 3 丙 ヘイ 梅ヶ谷 ウメガタニ
494 3 丙 ヘイ 海老焼 エビヤキ
495 3 丙 ヘイ 海老焼口 エビヤキグチ
496 3 丙 ヘイ 海老焼山 エビヤキヤマ
497 3 丙 ヘイ 猿猴渕ノ下 エンコウブチノシモ
498 3 丙 ヘイ 大岩谷 オオイワダニ
499 3 丙 ヘイ 大岩谷 オオイワダニ
500 3 丙 ヘイ 大岩屋 オオイワヤ
501 3 丙 ヘイ 扇畠 オオギバタ
502 3 丙 ヘイ 大蔵屋敷 オオクラヤシキ
503 3 丙 ヘイ 大鹿 オオシカ
504 3 丙 ヘイ 大谷 オオタニ
505 3 丙 ヘイ 大谷 オオタニ
506 3 丙 ヘイ 大畑 オオバタ
507 3 丙 ヘイ 岡本土居 オカモトドイ
508 3 丙 ヘイ 奥ノ谷 オクノタニ
509 3 丙 ヘイ 奥畑粉挽岩 オクバタコナヒキイワ
510 3 丙 ヘイ 奥畑屋敷廻リ オクバタヤシキマワリ
511 3 丙 ヘイ 奥畑山ノ神谷 オクバタヤマノカミダニ
512 3 丙 ヘイ 乙川荒平谷 オトゴウアラヘエダニ
513 3 丙 ヘイ 乙川大道ノ下 オトゴウオオミチノシタ
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514 3 丙 ヘイ 乙川黒瀧ノ上 オトゴウクロタキノウエ
515 3 丙 ヘイ 乙川黒瀧ノ下 オトゴウクロタキノシタ
516 3 丙 ヘイ 乙川長谷口アラヒラ オトゴウナガタニグチアラヒラ
517 3 丙 ヘイ 乙川長通 オトゴウナガミチ
518 3 丙 ヘイ 乙川茂作屋敷 オトゴウモサクヤシキ
519 3 丙 ヘイ 鬼石垣下タ オニイシガキシタ
520 3 丙 ヘイ 鬼石垣山 オニイシガキヤマ
521 3 丙 ヘイ 鬼積石 オニヅミイシ
522 3 丙 ヘイ 姥神 オンバカミ
523 3 丙 ヘイ 音蛙岩 オンビキイワ
524 3 丙 ヘイ 音蛙岩 オンビキイワ
525 3 丙 ヘイ 柿ノ本 カキノモト
526 3 丙 ヘイ 覚林屋敷 カクリンヤシキ
527 3 丙 ヘイ 覚林屋敷 カクリンヤシキ
528 3 丙 ヘイ 掛橋谷 カケハシダニ
529 3 丙 ヘイ 掛橋谷口 カケハシダニグチ
530 3 丙 ヘイ 影畑奥詰 カゲバタオクヅメ
531 3 丙 ヘイ 影畑奥東ノ平 カゲバタオクヒガシノヒラ
532 3 丙 ヘイ 影畑口 カゲバタグチ
533 3 丙 ヘイ 影畑ノ中 カゲバタノナカ
534 3 丙 ヘイ 影畑山 カゲバタヤマ
535 3 丙 ヘイ カケ山 カケヤマ
536 3 丙 ヘイ 重岩 カサネイワ
537 3 丙 ヘイ 笠松谷 カサマツダニ
538 3 丙 ヘイ 笠谷 カサヤ
539 3 丙 ヘイ 樫ノ木 カシノキ
540 3 丙 ヘイ 桂家石 カツライエイシ
541 3 丙 ヘイ 桂大谷 カツラオオタニ
542 3 丙 ヘイ カヅラカ谷 カヅラカタニ
543 3 丙 ヘイ 桂陣ヶ森 カツラジンガモリ
544 3 丙 ヘイ 桂鈴原 カツラスズハラ
545 3 丙 ヘイ 桂狸岩 カツラタヌキイワ
546 3 丙 ヘイ 桂中ノ畝 カツラナカノウネ
547 3 丙 ヘイ 桂ノツゴ カツラノツゴ
548 3 丙 ヘイ 桂廣サコ カツラヒロサコ
549 3 丙 ヘイ 桂山 カツラヤマ
550 3 丙 ヘイ 桂山ノ神 カツラヤマノカミ
551 3 丙 ヘイ 金松口 カナマツグチ
552 3 丙 ヘイ 金松生元 カナマツセイモト
553 3 丙 ヘイ 金松西ノ畝 カナマツニシノウネ
554 3 丙 ヘイ 金松南ノ畝 カナマツミナミノウネ
555 3 丙 ヘイ 金子田 カネコダ
556 3 丙 ヘイ 金ノ弦 カネノツル
557 3 丙 ヘイ 金鑿場 カネホリバ
558 3 丙 ヘイ 上ウツシリ カミウツシリ
559 3 丙 ヘイ 上梶ケナロ カミカジガナロ
560 3 丙 ヘイ 上笹ヶ休場 カミササヤスバ
561 3 丙 ヘイ 上甚才 カミジンサイ
562 3 丙 ヘイ 上保木 カミホキ
563 3 丙 ヘイ 川尻 カワジリ
564 3 丙 ヘイ 川ノ坂 カワノサカ
565 3 丙 ヘイ 土器岩 カワラケイワ
566 3 丙 ヘイ 岸ノ上 キシノウエ
567 3 丙 ヘイ 北仲久保 キタナカクボ
568 3 丙 ヘイ 北廣畝 キタヒロウネ
569 3 丙 ヘイ 北深谷 キタフカタニ
570 3 丙 ヘイ 北屋敷 キタヤシキ
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571 3 丙 ヘイ 北渡瀬 キタワタセ
572 3 丙 ヘイ 吉材谷ノ西 キチサイダニニシ
573 3 丙 ヘイ 吉材谷ノ東 キチサイダニヒガシ
574 3 丙 ヘイ 狐ヶ谷 キツネガタニ
575 3 丙 ヘイ 草ヶ谷 クサガタニ
576 3 丙 ヘイ 久保田 クボタ
577 3 丙 ヘイ 供養 クヨウ
578 3 丙 ヘイ 供養ノ北 クヨウノキタ
579 3 丙 ヘイ 供養ノ本 クヨウノモト
580 3 丙 ヘイ 車ヶ谷 クルマガタニ
581 3 丙 ヘイ 車ノ上 クルマノウエ
582 3 丙 ヘイ 暮石 クレイシ
583 3 丙 ヘイ 源内 ゲンナイ
584 3 丙 ヘイ 小奥谷 コオクダニ
585 3 丙 ヘイ 小蔭 コカゲ
586 3 丙 ヘイ 小芝 コシバ
587 3 丙 ヘイ 小引地 コヒキチ
588 3 丙 ヘイ 小曲リ コマガリ
589 3 丙 ヘイ 胡麻尻 ゴマジリ
590 3 丙 ヘイ 小路口 コミチグチ
591 3 丙 ヘイ 紺屋田 コンヤダ
592 3 丙 ヘイ 境畝 サカイウネ
593 3 丙 ヘイ 坂ノ尻山 サカノシリヤマ
594 3 丙 ヘイ 坂間ヶ首 サカマガクビ
595 3 丙 ヘイ 櫻カソリ サクラカソリ
596 3 丙 ヘイ 櫻カタヲ サクラカタヲ
597 3 丙 ヘイ 櫻ヶ谷岩川原 サクラガダニイワガワラ
598 3 丙 ヘイ 櫻谷岩川原口 サクラダニイワガワラグチ
599 3 丙 ヘイ 櫻谷口 サクラダニグチ
600 3 丙 ヘイ 櫻谷西ノ山 サクラダニニシノヤマ
601 3 丙 ヘイ 櫻谷東ノ山 サクラダニヒガシノヤマ
602 3 丙 ヘイ サコノシリ サコノシリ
603 3 丙 ヘイ 笹ケナロ ササガナロ
604 3 丙 ヘイ 笹ヶ休場 ササガヤスバ
605 3 丙 ヘイ サバイガツボ サバイガツボ
606 3 丙 ヘイ 錆田 サビタ
607 3 丙 ヘイ 皿谷 サラダニ
608 3 丙 ヘイ サルザコ サルザコ
609 3 丙 ヘイ 猿田土居ノ外 サルタドイノソト
610 3 丙 ヘイ 澤田 サワダ
611 3 丙 ヘイ 三番引地 サンバンヒキチ
612 3 丙 ヘイ 三寶森 サンポウモリ
613 3 丙 ヘイ 七兵衛谷 シチベエダニ
614 3 丙 ヘイ 芝 シバ
615 3 丙 ヘイ 四本松 シホンマツ
616 3 丙 ヘイ 下岩川原 シモイワガワラ
617 3 丙 ヘイ 下岩越 シモイワコシ
618 3 丙 ヘイ 下産場 シモウブバ
619 3 丙 ヘイ 下大平 シモオオヒラ
620 3 丙 ヘイ 下姥ヶ懐 シモオンバガフトコロ
621 3 丙 ヘイ 下影山 シモカゲヤマ
622 3 丙 ヘイ 下甚才 シモジンサイ
623 3 丙 ヘイ 下砂森 シモスナガモリ
624 3 丙 ヘイ 下橋詰 シモハシヅメ
625 3 丙 ヘイ 下保木 シモホキ
626 3 丙 ヘイ 下モ屋敷 シモヤシキ
627 3 丙 ヘイ 下モ山崎 シモヤマザキ
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628 3 丙 ヘイ 城臺 ジョウガダイ
629 3 丙 ヘイ 地吉 ジヨシ
630 3 丙 ヘイ 地吉口川渕 ジヨシグチカワゾイ
631 3 丙 ヘイ 地吉滝後廻リ ジヨシタキウシロマワリ
632 3 丙 ヘイ 地吉滝西 ジヨシダキニシ
633 3 丙 ヘイ 地吉山 ジヨシヤマ
634 3 丙 ヘイ 白石 シライシ
635 3 丙 ヘイ 白杉 シラスギ
636 3 丙 ヘイ 尻高北ノ谷 シリダカキタノタニ
637 3 丙 ヘイ ジル蔵 ジルゾウ
638 3 丙 ヘイ 陣ヶ森 ジンガモリ
639 3 丙 ヘイ 陣ヶ森ノ下 ジンガモリノシタ
640 3 丙 ヘイ 勘助畑 ジンスケバタ
641 3 丙 ヘイ 新立 シンタテ
642 3 丙 ヘイ 杉ヶ谷 スギガダニ
643 3 丙 ヘイ 杉ノ内 スギノウチ
644 3 丙 ヘイ 杉ノ内（杦ノ内） スギノウチ
645 3 丙 ヘイ 炭床谷西ノ平 スミドコダニニシノヒラ
646 3 丙 ヘイ 炭床谷東ノ平 スミドコダニヒガシノヒラ
647 3 丙 ヘイ 瀬戸 セト
648 3 丙 ヘイ セリ岩畝 セリイワウネ
649 3 丙 ヘイ セリ岩谷 セリイワダニ
650 3 丙 ヘイ 曽ヶ谷 ソガタニ
651 3 丙 ヘイ 曽我中畝先 ソガナカウネサキ
652 3 丙 ヘイ 曽我ノ内 ソガノウチ
653 3 丙 ヘイ 曽我山 ソガヤマ
654 3 丙 ヘイ 太八ヶ谷 ダイハチガタニ
655 3 丙 ヘイ 高川原 タカカワラ
656 3 丙 ヘイ 高瀬山 タカセヤマ
657 3 丙 ヘイ 高外場 タカソトバ
658 3 丙 ヘイ 高田 タカタ
659 3 丙 ヘイ 高平管ヶ谷 タカヒラスガダニ
660 3 丙 ヘイ 高平山 タカヒラヤマ
661 3 丙 ヘイ 高森 タカモリ
662 3 丙 ヘイ 竹ヶ谷 タケガタニ
663 3 丙 ヘイ 竹谷 タケダニ
664 3 丙 ヘイ 竹ノ下 タケノシタ
665 3 丙 ヘイ 太刀打場 タチウチバ
666 3 丙 ヘイ 立岩 タテイワ
667 3 丙 ヘイ 立岩口 タテイワグチ
668 3 丙 ヘイ 立岩山 タテイワヤマ
669 3 丙 ヘイ 田中 タナカ
670 3 丙 ヘイ 田中屋敷 タナカヤシキ
671 3 丙 ヘイ 谷奥 タニオク
672 3 丙 ヘイ 谷頭 タニガシラ
673 3 丙 ヘイ 谷見山 タニミヤマ
674 3 丙 ヘイ 力岩 チカライワ
675 3 丙 ヘイ 茶屋ヶ谷 チャカタニ
676 3 丙 ヘイ 長者ケナロ チョウジャカナロ
677 3 丙 ヘイ 突合セ ツキアワセ
678 3 丙 ヘイ 土ヶ坂 ツチガサコ
679 3 丙 ヘイ 土取場 ツチトリバ
680 3 丙 ヘイ 砥石ヶ森 トイシガモリ
681 3 丙 ヘイ 堂ヶ畝 ドウガウネ
682 3 丙 ヘイ 東光坊 トウコウボウ
683 3 丙 ヘイ 堂仙畑 ドウセンバタ
684 3 丙 ヘイ 峠大谷 トウノオオタニ
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685 3 丙 ヘイ 堂ノ東屋敷廻リ ドウノヒガシヤシキマワリ
686 3 丙 ヘイ 堂ノ本 ドウノモト
687 3 丙 ヘイ 峠山 トウノヤマ
688 3 丙 ヘイ 堂免屋敷 ドウメンヤシキ
689 3 丙 ヘイ 堂屋敷 ドウヤシキ
690 3 丙 ヘイ 遠見ヶ森 トオミガモリ
691 3 丙 ヘイ 通リ畝 トオリウネ
692 3 丙 ヘイ 戸川山 トガワヤマ
693 3 丙 ヘイ 斗郷サバイ トゴウサバイ
694 3 丙 ヘイ 斗郷屋敷廻リ トゴウヤシキマワリ
695 3 丙 ヘイ 殿畑 トノバタ
696 3 丙 ヘイ 鳥打場 トリウチバ
697 3 丙 ヘイ 鳥ヶ森 トリガモリ
698 3 丙 ヘイ 鳥屋ヶ森 トリヤガモリ
699 3 丙 ヘイ 中畝 ナカウネ
700 3 丙 ヘイ 中畝 ナカウネ
701 3 丙 ヘイ 中畝先 ナカウネサキ
702 3 丙 ヘイ 長尾畝 ナガオウネ
703 3 丙 ヘイ 長尾畝先 ナガオウネザキ
704 3 丙 ヘイ 中岡西ノ山 ナカオカニシノヤマ
705 3 丙 ヘイ 中岡東ノ山 ナカオカヒガシヤマ
706 3 丙 ヘイ 中岡屋敷 ナカオカヤシキ
707 3 丙 ヘイ 長尾谷口 ナガオダニグチ
708 3 丙 ヘイ 中久保 ナカクボ
709 3 丙 ヘイ 中久保 ナカクボ
710 3 丙 ヘイ 中島谷奥 ナカジマダニオク
711 3 丙 ヘイ 中島谷口 ナカジマダニグチ
712 3 丙 ヘイ 中島谷東ノ平 ナカジマダニヒガシノヒラ
713 3 丙 ヘイ 中島西ノ谷 ナカジマニシノタニ
714 3 丙 ヘイ 永田 ナガタ
715 3 丙 ヘイ 長谷 ナガタニ
716 3 丙 ヘイ 長谷 ナガタニ
717 3 丙 ヘイ 長谷口 ナガタニグチ
718 3 丙 ヘイ 長ツエ ナガツエ
719 3 丙 ヘイ 中ノ川 ナカノカワ
720 3 丙 ヘイ 中ノ谷 ナカノタニ
721 3 丙 ヘイ 中堀田 ナカホリタ
722 3 丙 ヘイ 長通山 ナガミチヤマ
723 3 丙 ヘイ 中村屋敷 ナカムラヤシキ
724 3 丙 ヘイ 中屋敷 ナカヤシキ
725 3 丙 ヘイ 中山中ノヨリ ナカヤマナカノヨリ
726 3 丙 ヘイ ナギノ谷 ナギノタニ
727 3 丙 ヘイ 並柳 ナミヤナギ
728 3 丙 ヘイ ナロ ナロ
729 3 丙 ヘイ 縄置場 ナワオキバ
730 3 丙 ヘイ 西奥田 ニシオクダ
731 3 丙 ヘイ 西柿ノ木田 ニシカキノキダ
732 3 丙 ヘイ 西川原 ニシカワラ
733 3 丙 ヘイ 西黒瀧 ニシクロタキ
734 3 丙 ヘイ 西土居屋敷 ニシドイヤシキ
735 3 丙 ヘイ 西鳥打場 ニシトリウチバ
736 3 丙 ヘイ 西ノ畝 ニシノウネ
737 3 丙 ヘイ 西ノ坊谷 ニシノボウダニ
738 3 丙 ヘイ 西畑 ニシバタ
739 3 丙 ヘイ 西屋敷 ニシヤシキ
740 3 丙 ヘイ 西山 ニシヤマ
741 3 丙 ヘイ 西山田 ニシヤマダ
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742 3 丙 ヘイ 二番引地 ニバンヒキチ
743 3 丙 ヘイ ヌタ ヌタ
744 3 丙 ヘイ 根利寄 ネリヨリ
745 3 丙 ヘイ 野津ゴ ノツゴ
746 3 丙 ヘイ ノツゴ山 ノツゴヤマ
747 3 丙 ヘイ 野中屋敷 ノナカヤシキ
748 3 丙 ヘイ 上リ立 ノボリタテ
749 3 丙 ヘイ 幟玉 ノボリタマ
750 3 丙 ヘイ ハゴノ内 ハゴノウチ
751 3 丙 ヘイ ハゴノ内口 ハゴノウチグチ
752 3 丙 ヘイ ハザ ハザ
753 3 丙 ヘイ ハザ東大願寺屋敷廻リ ハザヒガシダイガンジヤシキマワリ
754 3 丙 ヘイ 橋詰 ハシヅメ
755 3 丙 ヘイ 橋詰山 ハシヅメヤマ
756 3 丙 ヘイ 八ヶ城 ハチガシロ
757 3 丙 ヘイ 鳩岩 ハトイワ
758 3 丙 ヘイ 馬場ノ元 ババノモト
759 3 丙 ヘイ 原々石 ハラハライシ
760 3 丙 ヘイ 飯ヶ森 ハンガモリ
761 3 丙 ヘイ 東荒平 ヒガシアラヒラ
762 3 丙 ヘイ 東黒瀧 ヒガシクロタキ
763 3 丙 ヘイ 東鳥打場 ヒガシトリウチバ
764 3 丙 ヘイ 東長谷 ヒガシナガタニ
765 3 丙 ヘイ 東ノ谷 ヒガシノタニ
766 3 丙 ヘイ 東山 ヒガシヤマ
767 3 丙 ヘイ 彼岸田 ヒガンタ
768 3 丙 ヘイ 引石 ヒキイシ
769 3 丙 ヘイ ヒソガ瀧 ヒソガタキ
770 3 丙 ヘイ ヒソガトヲ ヒソガトヲ
771 3 丙 ヘイ ヒソガトヲ北ノ山 ヒソガトヲキタノヤマ
772 3 丙 ヘイ 一ツ石 ヒトツイシ
773 3 丙 ヘイ 人畑 ヒトバタ
774 3 丙 ヘイ 桧ノ本 ヒノキノモト
775 3 丙 ヘイ 日ノ地山 ヒノヂヤマ
776 3 丙 ヘイ 姫ヶ谷 ヒメガタニ
777 3 丙 ヘイ 廣サコ ヒロサコ
778 3 丙 ヘイ 藤渕 フジブチ
779 3 丙 ヘイ 二タ子 フタツゴ
780 3 丙 ヘイ 舟ヶ森 フナガモリ
781 3 丙 ヘイ 遍路森 ヘンロモリ
782 3 丙 ヘイ 佛岡 ホトケガオカ
783 3 丙 ヘイ 骨石 ホネイシ
784 3 丙 ヘイ 又兵衛朝影 マタビョウアサカゲ
785 3 丙 ヘイ 又兵衛岩北ノ谷口 マタビョウイワキタノタニグチ
786 3 丙 ヘイ 又兵衛北ノ谷 マタビョウキタノダニ
787 3 丙 ヘイ 又兵衛口 マタビョウグチ
788 3 丙 ヘイ 又兵衛口樺ヶ畝 マタビョウグチカバガウネ
789 3 丙 ヘイ 又兵衛中畝 マタビョウナカウネ
790 3 丙 ヘイ 又兵衛東中畝先 マタビョウヒガシナカウネザキ
791 3 丙 ヘイ 又兵衛山 マタビョウヤマ
792 3 丙 ヘイ 松ヶ峠 マツガトウ
793 3 丙 ヘイ 松ノ本 マツノモト
794 3 丙 ヘイ 的場 マトバ
795 3 丙 ヘイ 丸野 マルノ
796 3 丙 ヘイ 水ハミ谷 ミズハミタニ
797 3 丙 ヘイ 水ハミ谷口 ミズハミタニグチ
798 3 丙 ヘイ 水船屋敷 ミズブネヤシキ
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799 3 丙 ヘイ 溝マタキ ミゾマタキ
800 3 丙 ヘイ 水石 ミヅイシ
801 3 丙 ヘイ 水上 ミヅカミ
802 3 丙 ヘイ 南高森 ミナミタカモリ
803 3 丙 ヘイ 南谷 ミナミダニ
804 3 丙 ヘイ 南東光坊 ミナミトウコウボウ
805 3 丙 ヘイ 峯屋敷 ミネヤシキ
806 3 丙 ヘイ 宮ヶ崎 ミヤガサキ
807 3 丙 ヘイ 宮ノ畝 ミヤノウネ
808 3 丙 ヘイ 宮ノ西ノ元 ミヤノニシノモト
809 3 丙 ヘイ 宮ノ前 ミヤノマエ
810 3 丙 ヘイ 宮ノ前 ミヤノマエ
811 3 丙 ヘイ 宮ノ本 ミヤノモト
812 3 丙 ヘイ 宮向 ミヤムカイ
813 3 丙 ヘイ 夫婦岩 ミョウトイワ
814 3 丙 ヘイ 椋ヶ休場 ムクガヤスバ
815 3 丙 ヘイ 室屋 ムロヤ
816 3 丙 ヘイ 茂作屋敷廻リ上 モサクヤシキマワリカミ
817 3 丙 ヘイ 柳ヶ谷 ヤナギガダニ
818 3 丙 ヘイ 柳ヶ谷山 ヤナギガタニヤマ
819 3 丙 ヘイ 柳川原 ヤナギカワラ
820 3 丙 ヘイ 柳瀬屋敷 ヤナゼヤシキ
821 3 丙 ヘイ 屋根添 ヤネゾイ
822 3 丙 ヘイ 山口 ヤマグチ
823 3 丙 ヘイ 山崎畑 ヤマサキバタ
824 3 丙 ヘイ 山崎屋敷 ヤマザキヤシキ
825 3 丙 ヘイ 山白 ヤマシロ
826 3 丙 ヘイ 山白山 ヤマシロヤマ
827 3 丙 ヘイ 山ノ神口 ヤマノカミグチ
828 3 丙 ヘイ 山ノ神ノ下 ヤマノカミノシタ
829 3 丙 ヘイ 山ノ神屋敷 ヤマノカミヤシキ
830 3 丙 ヘイ 山ノ神山 ヤマノカミヤマ
831 3 丙 ヘイ 山風呂口 ヤマフログチ
832 3 丙 ヘイ 山本屋敷 ヤマモトヤシキ
833 3 丙 ヘイ 横峯 ヨコミネ
834 3 丙 ヘイ 与助谷 ヨスケダニ
835 3 丙 ヘイ 六畑 ロクバタ
836 3 丙 ヘイ 若宮谷 ワカミヤダニ
837 4 ムロハラ ムロハラ 青木ノ元 アオキノモト
838 4 ムロハラ ムロハラ 神母山 イゲヤマ
839 4 ムロハラ ムロハラ 岩上ミ山 イワガミヤマ
840 4 ムロハラ ムロハラ 岩嶽 イワダケ
841 4 ムロハラ ムロハラ 内膳 ウチゼン
842 4 ムロハラ ムロハラ 大岩田 オオイワタ
843 4 ムロハラ ムロハラ 影中山 カゲナカヤマ
844 4 ムロハラ ムロハラ 影山 カゲヤマ
845 4 ムロハラ ムロハラ 粕谷 カスタニ
846 4 ムロハラ ムロハラ 粕谷峠松ノ本 カスタニトウマツノモト
847 4 ムロハラ ムロハラ 上ミ山崎 カミヤマサキ
848 4 ムロハラ ムロハラ 桐畑 キリハタ
849 4 ムロハラ ムロハラ 坂ノ本 サカノモト
850 4 ムロハラ ムロハラ サギノス サギノス
851 4 ムロハラ ムロハラ 櫻木 サクラギ
852 4 ムロハラ ムロハラ 寺家ヶ峠 ジケガトウ
853 4 ムロハラ ムロハラ 寺家屋敷 ジゲヤシキ
854 4 ムロハラ ムロハラ 高鳴 タカナリ
855 4 ムロハラ ムロハラ 朴ノ木谷 トチノキダニ
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856 4 ムロハラ ムロハラ 土俵場 ドヒョウバ
857 4 ムロハラ ムロハラ 中畝山 ナカウネヤマ
858 4 ムロハラ ムロハラ 中ノ谷 ナカノタニ
859 4 ムロハラ ムロハラ 中山谷 ナカヤマダニ
860 4 ムロハラ ムロハラ 西ノ芝 ニシノシバ
861 4 ムロハラ ムロハラ 西ノ谷 ニシノタニ
862 4 ムロハラ ムロハラ 野津護石前 ノツゴイシマエ
863 4 ムロハラ ムロハラ 芭蕉田 バショウダ
864 4 ムロハラ ムロハラ 深谷 フカタニ
865 4 ムロハラ ムロハラ 深谷 フカタニ
866 4 ムロハラ ムロハラ ブチ岩 ブチイワ
867 4 ムロハラ ムロハラ 法恩寺山 ホウオンジヤマ
868 4 ムロハラ ムロハラ 曲リノ下 マガリノシモ
869 4 ムロハラ ムロハラ 曲リ山 マガリヤマ
870 4 ムロハラ ムロハラ 南山ノ神 ミナミヤマノカミ
871 4 ムロハラ ムロハラ 宮ノ奥 ミヤノオク
872 4 ムロハラ ムロハラ 宮ノ西 ミヤノニシ
873 4 ムロハラ ムロハラ ムロハラ ムロハラ
874 4 ムロハラ ムロハラ 矢崎ヶ奈路 ヤサキガナロ
875 4 ムロハラ ムロハラ 山ノ神東 ヤマノカミヒガシ
876 5 川ノ内組 カワノウチクミ 青木ガ谷 アオキガタニ
877 5 川ノ内組 カワノウチクミ 旭宛リ アサヒアテリ
878 5 川ノ内組 カワノウチクミ 芦川 アシカワ
879 5 川ノ内組 カワノウチクミ アセビガウ子 アセビガウネ
880 5 川ノ内組 カワノウチクミ 穴ガ畝 アナガウネ
881 5 川ノ内組 カワノウチクミ アハジリ アハジリ
882 5 川ノ内組 カワノウチクミ 井床 イドコ
883 5 川ノ内組 カワノウチクミ 犬渕 イヌブチ
884 5 川ノ内組 カワノウチクミ イノムカイ イノムカイ
885 5 川ノ内組 カワノウチクミ 岩清水 イワシミズ
886 5 川ノ内組 カワノウチクミ 岩松瀧 イワマツダキ
887 5 川ノ内組 カワノウチクミ 馬床 ウマドコ
888 5 川ノ内組 カワノウチクミ 大石 オオイシ
889 5 川ノ内組 カワノウチクミ 大植 オオウエ
890 5 川ノ内組 カワノウチクミ 大畝 オオウネ
891 5 川ノ内組 カワノウチクミ 扇畑 オオギバタ
892 5 川ノ内組 カワノウチクミ 大峰ノ畝 オオミネノウネ
893 5 川ノ内組 カワノウチクミ 大渡瀬 オオワタセ
894 5 川ノ内組 カワノウチクミ 大ワラビ オオワラビ
895 5 川ノ内組 カワノウチクミ 柿木ザコ カキノキザコ
896 5 川ノ内組 カワノウチクミ カクダ カクダ
897 5 川ノ内組 カワノウチクミ 掛札 カケフダ
898 5 川ノ内組 カワノウチクミ 枦畝 カジガウネ
899 5 川ノ内組 カワノウチクミ カタヒラ山 カタヒラヤマ
900 5 川ノ内組 カワノウチクミ 勝森 カツモリ
901 5 川ノ内組 カワノウチクミ 上大谷口 カミオオタニグチ
902 5 川ノ内組 カワノウチクミ 上ヘ丸林 カミヘマルバヤシ
903 5 川ノ内組 カワノウチクミ カラ谷 カラタニ
904 5 川ノ内組 カワノウチクミ カラヌタ カラヌタ
905 5 川ノ内組 カワノウチクミ カラホリ カラホリ
906 5 川ノ内組 カワノウチクミ 喜太右エ門屋式 キタウエモンヤシキ
907 5 川ノ内組 カワノウチクミ 北ノ平 キタノヒラ
908 5 川ノ内組 カワノウチクミ キリシミ キリシミ
909 5 川ノ内組 カワノウチクミ 桐ノ木ガ谷 キリノキガタニ
910 5 川ノ内組 カワノウチクミ 杭ガ畝 クイガウネ
911 5 川ノ内組 カワノウチクミ グイミガ谷 グイミガタニ
912 5 川ノ内組 カワノウチクミ クチキ クチキ
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913 5 川ノ内組 カワノウチクミ 熊ガ谷 クマガタニ
914 5 川ノ内組 カワノウチクミ 下女ヶ渕 ゲジョガフチ
915 5 川ノ内組 カワノウチクミ 源内 ゲンナイ
916 5 川ノ内組 カワノウチクミ 源兵衛己家 ゲンベエゴヤ
917 5 川ノ内組 カワノウチクミ 荒神ガ畝 コウジンガウネ
918 5 川ノ内組 カワノウチクミ 小柿 コガキ
919 5 川ノ内組 カワノウチクミ 吾助渕 ゴスケブチ
920 5 川ノ内組 カワノウチクミ コミ山 コミヤマ
921 5 川ノ内組 カワノウチクミ 権現 ゴンゲン
922 5 川ノ内組 カワノウチクミ 権現林 ゴンゲンバヤシ
923 5 川ノ内組 カワノウチクミ 笹ガ畝 ササガウネ
924 5 川ノ内組 カワノウチクミ 貞川 サダカワ
925 5 川ノ内組 カワノウチクミ 皿ガ峠 サラガトウ
926 5 川ノ内組 カワノウチクミ サルガヤリ サルガヤリ
927 5 川ノ内組 カワノウチクミ 三反切 サンダンギレ
928 5 川ノ内組 カワノウチクミ 三六屋式 サンロクヤシキ
929 5 川ノ内組 カワノウチクミ 椎木ガサコ生元 シイノキガサコセイモト
930 5 川ノ内組 カワノウチクミ 重串上リ立 シゲクシアガリタテ
931 5 川ノ内組 カワノウチクミ 重串ノ峠 シゲクシノトウゲ
932 5 川ノ内組 カワノウチクミ 重串山 シゲクシヤマ
933 5 川ノ内組 カワノウチクミ シゝヲチ シシヲチ
934 5 川ノ内組 カワノウチクミ 下タ大谷口 シタオオタニグチ
935 5 川ノ内組 カワノウチクミ シタナロ シタナロ
936 5 川ノ内組 カワノウチクミ 下タ丸林 シタマルバヤシ
937 5 川ノ内組 カワノウチクミ シテノ木林 シテノキバヤシ
938 5 川ノ内組 カワノウチクミ 芝屋式 シバヤシキ
939 5 川ノ内組 カワノウチクミ 四兵グラ シヒョウグラ
940 5 川ノ内組 カワノウチクミ 下モ長谷 シモナガタニ
941 5 川ノ内組 カワノウチクミ 重助木 ジュウスギ
942 5 川ノ内組 カワノウチクミ 庄左衛門渡瀬 ショウザエモンワタゼ
943 5 川ノ内組 カワノウチクミ 障子ガ石 ショウジガイシ
944 5 川ノ内組 カワノウチクミ 女郎ガ石 ジョロウガイシ
945 5 川ノ内組 カワノウチクミ 女郎ガ渕 ジョロウガブチ
946 5 川ノ内組 カワノウチクミ 白王谷 シラオウダニ
947 5 川ノ内組 カワノウチクミ シラタキ シラタキ
948 5 川ノ内組 カワノウチクミ 新立 シンタテ
949 5 川ノ内組 カワノウチクミ 深ワラビ シンワラビ
950 5 川ノ内組 カワノウチクミ スダ椎 スダジイ
951 5 川ノ内組 カワノウチクミ 善太釜 ゼンタガマ
952 5 川ノ内組 カワノウチクミ 鷹ノ巣 タカノス
953 5 川ノ内組 カワノウチクミ タキノ前 タキノマエ
954 5 川ノ内組 カワノウチクミ タチ岩 タチイワ
955 5 川ノ内組 カワノウチクミ タツトコ タツトコ
956 5 川ノ内組 カワノウチクミ タツノ タツノ
957 5 川ノ内組 カワノウチクミ 谷屋式 タニヤシキ
958 5 川ノ内組 カワノウチクミ ダバ ダバ
959 5 川ノ内組 カワノウチクミ タマヤ床 タマヤトコ
960 5 川ノ内組 カワノウチクミ 太夫田 タユウダ
961 5 川ノ内組 カワノウチクミ 樽 タル
962 5 川ノ内組 カワノウチクミ 地蔵ヶ畝 ヂゾウガウネ
963 5 川ノ内組 カワノウチクミ 茶円堂 チャエンドウ
964 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヂヨシ ヂヨシ
965 5 川ノ内組 カワノウチクミ 辻 ツジ
966 5 川ノ内組 カワノウチクミ ツタ石 ツタイシ
967 5 川ノ内組 カワノウチクミ ツノ畑 ツノバタ
968 5 川ノ内組 カワノウチクミ ツラジロ ツラジロ
969 5 川ノ内組 カワノウチクミ 手掛ヶ石 テガケイシ



佐川町の大字・字の一覧

2016/5/14 18/62 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

970 5 川ノ内組 カワノウチクミ 傳之丞森 デンノジョウモリ
971 5 川ノ内組 カワノウチクミ 堂ヶ畝 ドウガウネ
972 5 川ノ内組 カワノウチクミ 峠ノ向イ トウゲノムカイ
973 5 川ノ内組 カワノウチクミ 斗賀野峠 トカノトウゲ
974 5 川ノ内組 カワノウチクミ トヲゲ トヲゲ
975 5 川ノ内組 カワノウチクミ 中奥 ナカオク
976 5 川ノ内組 カワノウチクミ 長セマチ ナガセマチ
977 5 川ノ内組 カワノウチクミ 長谷 ナガタニ
978 5 川ノ内組 カワノウチクミ ナベ石 ナベイシ
979 5 川ノ内組 カワノウチクミ ナベラ ナベラ
980 5 川ノ内組 カワノウチクミ ナラノ木林 ナラノキバヤシ
981 5 川ノ内組 カワノウチクミ 西アセビガウ子 ニシアセビガウネ
982 5 川ノ内組 カワノウチクミ 西桐ケタヲ ニシキリガタヲ
983 5 川ノ内組 カワノウチクミ 西地 ニシジ
984 5 川ノ内組 カワノウチクミ 西ノサコ ニシノサコ
985 5 川ノ内組 カワノウチクミ 西ノ谷口 ニシノタニグチ
986 5 川ノ内組 カワノウチクミ 入道屋式 ニュウドウヤシキ
987 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヌタノ元 ヌタノモト
988 5 川ノ内組 カワノウチクミ 布ヘバ ヌノヘバ
989 5 川ノ内組 カワノウチクミ 芭蕉ヶ谷 バショウガタニ
990 5 川ノ内組 カワノウチクミ 八幡谷 ハチマンダニ
991 5 川ノ内組 カワノウチクミ ハンド石 ハンドイシ
992 5 川ノ内組 カワノウチクミ 東桐ケタヲ ヒガシキリガタヲ
993 5 川ノ内組 カワノウチクミ 東切 ヒガシキレ
994 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヒコ田 ヒコタ
995 5 川ノ内組 カワノウチクミ 兵衛田 ヒヨエダ
996 5 川ノ内組 カワノウチクミ 平岩 ヒライワ
997 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヒロザコ ヒロザコ
998 5 川ノ内組 カワノウチクミ 廣畑 ヒロバタケ
999 5 川ノ内組 カワノウチクミ 福ガ谷 フクガタニ
1000 5 川ノ内組 カワノウチクミ 二ツ石 フタツイシ
1001 5 川ノ内組 カワノウチクミ 平八谷 ヘエハチダニ
1002 5 川ノ内組 カワノウチクミ ホイガ谷 ホイガタニ
1003 5 川ノ内組 カワノウチクミ ホコガモリ ホコガモリ
1004 5 川ノ内組 カワノウチクミ 堀ノ本 ホリノモト
1005 5 川ノ内組 カワノウチクミ 丸石 マルイシ
1006 5 川ノ内組 カワノウチクミ 丸野 マルノ
1007 5 川ノ内組 カワノウチクミ 水ヲチガ谷 ミズヲチガタニ
1008 5 川ノ内組 カワノウチクミ ミダレ石 ミダレイシ
1009 5 川ノ内組 カワノウチクミ 三ツダキ ミツダキ
1010 5 川ノ内組 カワノウチクミ 水ハミ谷 ミヅハミダニ
1011 5 川ノ内組 カワノウチクミ 夫婦岩 ミョウトイワ
1012 5 川ノ内組 カワノウチクミ モギイ モギイ
1013 5 川ノ内組 カワノウチクミ モトゴヤ モトゴヤ
1014 5 川ノ内組 カワノウチクミ 本屋鋪 モトヤシキ
1015 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヤグラ ヤグラ
1016 5 川ノ内組 カワノウチクミ ユノ木 ユノキ
1017 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヨコタキ ヨコタキ
1018 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヨシ京 ヨシキョウ
1019 5 川ノ内組 カワノウチクミ 與助瀧 ヨスケダキ
1020 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヲチアイ ヲチアイ
1021 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヲモ谷 ヲモダニ
1022 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヲモ畑 ヲモバタ
1023 5 川ノ内組 カワノウチクミ ヲリウ子 ヲリウネ
1024 6 西山組 ニシヤマグミ 赤松谷 アカマツダニ
1025 6 西山組 ニシヤマグミ 赤松山 アカマツヤマ
1026 6 西山組 ニシヤマグミ 家石 イエイシ
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1027 6 西山組 ニシヤマグミ 池ノ上 イケノウエ
1028 6 西山組 ニシヤマグミ 石コロビ イシコロビ
1029 6 西山組 ニシヤマグミ 板ガ谷 イタガタニ
1030 6 西山組 ニシヤマグミ 板ガ谷山 イタガタニヤマ
1031 6 西山組 ニシヤマグミ 一ノワタゼ山 イチノワタゼヤマ
1032 6 西山組 ニシヤマグミ 稲荷前 イナリマエ
1033 6 西山組 ニシヤマグミ 井ノ上 イノウエ
1034 6 西山組 ニシヤマグミ イノタヲ イノタヲ
1035 6 西山組 ニシヤマグミ 姥ガ懐 ウバガフトコロ
1036 6 西山組 ニシヤマグミ 大ダキ オオダキ
1037 6 西山組 ニシヤマグミ 大谷山 オオタニヤマ
1038 6 西山組 ニシヤマグミ 大タヲ谷 オオタヲダニ
1039 6 西山組 ニシヤマグミ 岡田 オカダ
1040 6 西山組 ニシヤマグミ 沖ノ川原 オキノカワラ
1041 6 西山組 ニシヤマグミ 重岩 カサネイワ
1042 6 西山組 ニシヤマグミ 金ホリバ谷 カナホリバダニ
1043 6 西山組 ニシヤマグミ 川内神田 カワウチシンデン
1044 6 西山組 ニシヤマグミ 川ト山 カワトヤマ
1045 6 西山組 ニシヤマグミ 久喜坂 クキザカ
1046 6 西山組 ニシヤマグミ コヱト コエト
1047 6 西山組 ニシヤマグミ 五反田 ゴタンダ
1048 6 西山組 ニシヤマグミ 坂ノ下 サカノシタ
1049 6 西山組 ニシヤマグミ 坂ノシリ サカノシリ
1050 6 西山組 ニシヤマグミ 坂ノ本 サカノモト
1051 6 西山組 ニシヤマグミ サバイノ木 サバイノキ
1052 6 西山組 ニシヤマグミ シガキ シガキ
1053 6 西山組 ニシヤマグミ 芝 シバ
1054 6 西山組 ニシヤマグミ シモウヱ シモウエ
1055 6 西山組 ニシヤマグミ 下ムカイダ シモムカイダ
1056 6 西山組 ニシヤマグミ 神田 シンデン
1057 6 西山組 ニシヤマグミ 神田ノ芝 シンデンノシバ
1058 6 西山組 ニシヤマグミ 甚兵エ畑 ジンベエバタ
1059 6 西山組 ニシヤマグミ 善九郎ダキ ゼンクロウダキ
1060 6 西山組 ニシヤマグミ 谷屋舗 タニヤシキ
1061 6 西山組 ニシヤマグミ 谷山 タニヤマ
1062 6 西山組 ニシヤマグミ ツルイノ元 ツルイノモト
1063 6 西山組 ニシヤマグミ 堂免 ドウメン
1064 6 西山組 ニシヤマグミ 長畑 ナガバタケ
1065 6 西山組 ニシヤマグミ 西谷山 ニシタニヤマ
1066 6 西山組 ニシヤマグミ 西中芝 ニシナカシバ
1067 6 西山組 ニシヤマグミ 西宮ガ峠 ニシミヤガトウ
1068 6 西山組 ニシヤマグミ 西山 ニシヤマ
1069 6 西山組 ニシヤマグミ 野口 ノグチ
1070 6 西山組 ニシヤマグミ 野口山 ノグチヤマ
1071 6 西山組 ニシヤマグミ ノゾキ石 ノゾキイシ
1072 6 西山組 ニシヤマグミ 般石 ハンセキ
1073 6 西山組 ニシヤマグミ 東ウラ ヒガシウラ
1074 6 西山組 ニシヤマグミ 東谷山 ヒガシタニヤマ
1075 6 西山組 ニシヤマグミ 東山 ヒガシヤマ
1076 6 西山組 ニシヤマグミ ヒジリ前 ヒジリマエ
1077 6 西山組 ニシヤマグミ ヒノタニ ヒノタニ
1078 6 西山組 ニシヤマグミ ベツトヲ田 ベツトヲデン
1079 6 西山組 ニシヤマグミ マツトリデン マツトリデン
1080 6 西山組 ニシヤマグミ 丸ダキ マルダキ
1081 6 西山組 ニシヤマグミ 南久喜坂 ミナミクキザカ
1082 6 西山組 ニシヤマグミ 宮ノ下 ミヤノシタ
1083 6 西山組 ニシヤマグミ ムカイダ ムカイダ
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1084 6 西山組 ニシヤマグミ 向道 ムカイミチ
1085 6 西山組 ニシヤマグミ ヤグラバ ヤグラバ
1086 6 西山組 ニシヤマグミ 山犬嶽 ヤマイヌダケ
1087 6 西山組 ニシヤマグミ ヤロクダ ヤロクダ
1088 6 西山組 ニシヤマグミ 若宮床 ワカミヤドコ
1089 6 西山組 ニシヤマグミ ヲカダニ ヲカダニ
1090 7 西組 ニシグミ 愛光 アイコウ
1091 7 西組 ニシグミ 秋葉畝 アキバノウネ
1092 7 西組 ニシグミ アタゴ アタゴ
1093 7 西組 ニシグミ 姉ヶ瀬 アネガセ
1094 7 西組 ニシグミ アレタ アレタ
1095 7 西組 ニシグミ アヲギ アヲギ
1096 7 西組 ニシグミ イゲザキ イゲザキ
1097 7 西組 ニシグミ イゲノ前 イゲノマエ
1098 7 西組 ニシグミ イゲノモト イゲノモト
1099 7 西組 ニシグミ 石神 イシガミ
1100 7 西組 ニシグミ 石神谷 イシガミダニ
1101 7 西組 ニシグミ 石神山 イシガミヤマ
1102 7 西組 ニシグミ イチガクボ イチガクボ
1103 7 西組 ニシグミ 岩井口 イワイグチ
1104 7 西組 ニシグミ 岩佐ガ森 イワサガモリ
1105 7 西組 ニシグミ 岩佐ノ前 イワサノマエ
1106 7 西組 ニシグミ ウシガ峠 ウシガトウゲ
1107 7 西組 ニシグミ 梅ガダン ウメガダン
1108 7 西組 ニシグミ エノキダ エノキダ
1109 7 西組 ニシグミ 大クボ オオクボ
1110 7 西組 ニシグミ 大サコ オオサコ
1111 7 西組 ニシグミ 大サコグチ オオサコグチ
1112 7 西組 ニシグミ 大瀧ノ下 オオタキノシタ
1113 7 西組 ニシグミ 大谷口 オオタニグチ
1114 7 西組 ニシグミ 大ホラ オオホラ
1115 7 西組 ニシグミ 大森 オオモリ
1116 7 西組 ニシグミ 奥己屋ヶ谷 オクコヤガタニ
1117 7 西組 ニシグミ 奥ツエガシリ オクツエガシリ
1118 7 西組 ニシグミ 奥山田 オクヤマダ
1119 7 西組 ニシグミ 折ヲ オリオ
1120 7 西組 ニシグミ カゲ カゲ
1121 7 西組 ニシグミ 上カナハダイシ カミカナハダイシ
1122 7 西組 ニシグミ 上丁田 カミチョウデン
1123 7 西組 ニシグミ 上ミヒノクチ カミヒノクチ
1124 7 西組 ニシグミ 上ミ伏尾 カミフショウ
1125 7 西組 ニシグミ 上ミヤハズ カミミヤハズ
1126 7 西組 ニシグミ 上ムロ川 カミムロガワ
1127 7 西組 ニシグミ 北ミカド キタミカド
1128 7 西組 ニシグミ 清作屋敷 キヨサクヤシキ
1129 7 西組 ニシグミ クボタ クボタ
1130 7 西組 ニシグミ 栗林山 クリバヤシヤマ
1131 7 西組 ニシグミ 越ガ峠 コシガトウ
1132 7 西組 ニシグミ 小谷田 コダニダ
1133 7 西組 ニシグミ サイガ石 サイガイシ
1134 7 西組 ニシグミ サコ サコ
1135 7 西組 ニシグミ サコノシリ サコノシリ
1136 7 西組 ニシグミ 笹山 ササヤマ
1137 7 西組 ニシグミ サソヲ サソヲ
1138 7 西組 ニシグミ シウシウ シウシウ
1139 7 西組 ニシグミ 下アレタ シタアレタ
1140 7 西組 ニシグミ シバサキ シバサキ
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1141 7 西組 ニシグミ 芝ノ北 シバノキタ
1142 7 西組 ニシグミ シバノ下タ シバノシタ
1143 7 西組 ニシグミ シマダ シマダ
1144 7 西組 ニシグミ シミヅ シミヅ
1145 7 西組 ニシグミ 下モカナハダイシ シモカナハダイシ
1146 7 西組 ニシグミ 下サソヲ シモサソヲ
1147 7 西組 ニシグミ 下モ椎ノ木谷 シモシイノキダニ
1148 7 西組 ニシグミ 下丁田 シモチョウデン
1149 7 西組 ニシグミ 下塚谷 シモツカダニ
1150 7 西組 ニシグミ 下モヒノクチ シモヒノクチ
1151 7 西組 ニシグミ 下伏尾 シモフショウ
1152 7 西組 ニシグミ 下ムロ川 シモムロガワ
1153 7 西組 ニシグミ 下ヤハズ谷 シモヤハズダニ
1154 7 西組 ニシグミ 下モヤマセ シモヤマセ
1155 7 西組 ニシグミ 下山田 シモヤマダ
1156 7 西組 ニシグミ ジヨキウ ジヨキウ
1157 7 西組 ニシグミ ゼンザ ゼンザ
1158 7 西組 ニシグミ 高柳 タカヤナギ
1159 7 西組 ニシグミ タキノシタ タキノシタ
1160 7 西組 ニシグミ タキ山 タキヤマ
1161 7 西組 ニシグミ タタミデン タタミデン
1162 7 西組 ニシグミ タヲ タヲ
1163 7 西組 ニシグミ 茶臼ヶ池 チャウスガイケ
1164 7 西組 ニシグミ 丁田 チョウデン
1165 7 西組 ニシグミ チンコク谷 チンコクダニ
1166 7 西組 ニシグミ ツエガシリ ツエガシリ
1167 7 西組 ニシグミ 塚谷 ツカダニ
1168 7 西組 ニシグミ ツカノウシロ ツカノウシロ
1169 7 西組 ニシグミ 塚ノ段 ツカノダン
1170 7 西組 ニシグミ ツチトリデン ツチトリデン
1171 7 西組 ニシグミ 椿ノ下タ ツバキノシタ
1172 7 西組 ニシグミ ツルイガ尻 ツルイガシリ
1173 7 西組 ニシグミ 寺屋敷 テラヤシキ
1174 7 西組 ニシグミ 土井 ドイ
1175 7 西組 ニシグミ 土井ノ前 ドイノマエ
1176 7 西組 ニシグミ 堂ノウシロ ドウノウシロ
1177 7 西組 ニシグミ 堂ノ前 ドウノマエ
1178 7 西組 ニシグミ トドロ トドロ
1179 7 西組 ニシグミ 中川原 ナカガハラ
1180 7 西組 ニシグミ 中塚 ナカヅカ
1181 7 西組 ニシグミ 中ノツボ ナカノツボ
1182 7 西組 ニシグミ 中ヤマセ ナカヤマセ
1183 7 西組 ニシグミ ナガレダ ナガレダ
1184 7 西組 ニシグミ 西大久保 ニシオオクボ
1185 7 西組 ニシグミ 西キタミカド ニシキタミカド
1186 7 西組 ニシグミ 西楠ノ木 ニシクスノキ
1187 7 西組 ニシグミ 西栗林 ニシクリバヤシ
1188 7 西組 ニシグミ 西己屋ヶ谷 ニシコヤガタニ
1189 7 西組 ニシグミ 西シバサキ ニシシバサキ
1190 7 西組 ニシグミ 西花野木 ニシハナノキ
1191 7 西組 ニシグミ ニノヘ ニノヘ
1192 7 西組 ニシグミ ニホンマツ ニホンマツ
1193 7 西組 ニシグミ ノツゴダニ ノツゴダニ
1194 7 西組 ニシグミ ヒカケ ヒカケ
1195 7 西組 ニシグミ 東大サコ ヒガシオオサコ
1196 7 西組 ニシグミ 東久喜坂 ヒガシクキザカ
1197 7 西組 ニシグミ 東己屋ヶ谷 ヒガシコヤガタニ
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1198 7 西組 ニシグミ ヒノ木ノ元 ヒノキノモト
1199 7 西組 ニシグミ ヒノヂ山 ヒノヂヤマ
1200 7 西組 ニシグミ ヒラミ ヒラミ
1201 7 西組 ニシグミ フカダニ フカダニ
1202 7 西組 ニシグミ 伏尾山 フショウヤマ
1203 7 西組 ニシグミ 文助谷 ブンスケダニ
1204 7 西組 ニシグミ ベツトヲ ベツトヲ
1205 7 西組 ニシグミ 法師ツクリ ホウシツクリ
1206 7 西組 ニシグミ 佛ザキ ホトケザキ
1207 7 西組 ニシグミ ホリキリ ホリキリ
1208 7 西組 ニシグミ 松尾 マツオ
1209 7 西組 ニシグミ 溝ノ上 ミゾノウエ
1210 7 西組 ニシグミ 南ニノヘ ミナミニノヘ
1211 7 西組 ニシグミ ミノダ ミノダ
1212 7 西組 ニシグミ 宮ケ峠 ミヤガトウゲ
1213 7 西組 ニシグミ 森ヤトコ モリヤトコ
1214 7 西組 ニシグミ ヤツグロ ヤツグロ
1215 7 西組 ニシグミ 柳ヶ窪 ヤナギガクボ
1216 7 西組 ニシグミ 山崎 ヤマサキ
1217 7 西組 ニシグミ 山田 ヤマダ
1218 7 西組 ニシグミ 弓場 ユミバ
1219 7 西組 ニシグミ ヨコタ ヨコタ
1220 7 西組 ニシグミ ヲクヤマセ ヲクヤマセ
1221 7 西組 ニシグミ ヲトヲノシタ ヲトヲノシタ
1222 8 中組 ナカグミ アカハゲ アカハゲ
1223 8 中組 ナカグミ アリノ木谷 アリノキダニ
1224 8 中組 ナカグミ イゲノ木 イゲノキ
1225 8 中組 ナカグミ 石田 イシダ
1226 8 中組 ナカグミ イチキウ イチキウ
1227 8 中組 ナカグミ イチリマツ イチリマツ
1228 8 中組 ナカグミ イヅメ イヅメ
1229 8 中組 ナカグミ イナリ下 イナリジタ
1230 8 中組 ナカグミ ウシガ子バ ウシガネバ
1231 8 中組 ナカグミ ウスギ ウスギ
1232 8 中組 ナカグミ ウスギ山 ウスギヤマ
1233 8 中組 ナカグミ ウチギリ ウチギリ
1234 8 中組 ナカグミ ウマバシ ウマバシ
1235 8 中組 ナカグミ ウメガナロ ウメガナロ
1236 8 中組 ナカグミ ヱガマブチ エガマブチ
1237 8 中組 ナカグミ ヱンベエヤシキ エンベエヤシキ
1238 8 中組 ナカグミ 扇ヅヱ オオギヅエ
1239 8 中組 ナカグミ 大田 オオタ
1240 8 中組 ナカグミ カクバ カクバ
1241 8 中組 ナカグミ カヂヤガ窪 カヂヤガクボ
1242 8 中組 ナカグミ ガニダ ガニダ
1243 8 中組 ナカグミ 上角口 カミツノグチ
1244 8 中組 ナカグミ カリバ カリバ
1245 8 中組 ナカグミ カワクボ カワクボ
1246 8 中組 ナカグミ 川原田 カワハラダ
1247 8 中組 ナカグミ カワラケヤシキ カワラケヤシキ
1248 8 中組 ナカグミ ギン子ヤシキ ギンネヤシキ
1249 8 中組 ナカグミ クヨヲ クヨヲ
1250 8 中組 ナカグミ クヨヲ石 クヨヲイシ
1251 8 中組 ナカグミ クワンヲンヂ クワンヲンヂ
1252 8 中組 ナカグミ ゴダチメ ゴダチメ
1253 8 中組 ナカグミ コバマ コバマ
1254 8 中組 ナカグミ ゴヲラ ゴヲラ
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1255 8 中組 ナカグミ ゴンゲン地 ゴンゲンヂ
1256 8 中組 ナカグミ ゴンゲンヂ山 ゴンゲンヂヤマ
1257 8 中組 ナカグミ サイガイケ サイガイケ
1258 8 中組 ナカグミ サカツラ サカツラ
1259 8 中組 ナカグミ 四十代 シジュウダイ
1260 8 中組 ナカグミ 下林 シタバヤシ
1261 8 中組 ナカグミ シタヨコボヲ シタヨコボヲ
1262 8 中組 ナカグミ 七反田 シチタンダ
1263 8 中組 ナカグミ シバノボヲ シバノボヲ
1264 8 中組 ナカグミ シモゴヲラ シモゴヲラ
1265 8 中組 ナカグミ 下角口 シモツノグチ
1266 8 中組 ナカグミ 下ナカヲカ シモナカヲカ
1267 8 中組 ナカグミ 下モ平石 シモヒライシ
1268 8 中組 ナカグミ 下ンバガス シモンバガス
1269 8 中組 ナカグミ シヨジガクボ シヨジガクボ
1270 8 中組 ナカグミ 城ヶ森 シロガモリ
1271 8 中組 ナカグミ シンゴヂ シンゴヂ
1272 8 中組 ナカグミ スヱ松 スエマツ
1273 8 中組 ナカグミ スズメガキ スズメガキ
1274 8 中組 ナカグミ セト セト
1275 8 中組 ナカグミ 扇子山 センスヤマ
1276 8 中組 ナカグミ ソガノ本 ソガノモト
1277 8 中組 ナカグミ ソヲメンダ ソヲメンダ
1278 8 中組 ナカグミ タカヒ タカヒ
1279 8 中組 ナカグミ タキヲカ タキヲカ
1280 8 中組 ナカグミ タクミ田 タクミダ
1281 8 中組 ナカグミ タケノウシロ タケノウシロ
1282 8 中組 ナカグミ タケノ下 タケノシタ
1283 8 中組 ナカグミ 竹ヤブ タケヤブ
1284 8 中組 ナカグミ 立石 タテイシ
1285 8 中組 ナカグミ タテダガワ タテダガワ
1286 8 中組 ナカグミ タニ タニ
1287 8 中組 ナカグミ タラノ木 タラノキ
1288 8 中組 ナカグミ タロマロ タロマロ
1289 8 中組 ナカグミ ツチガモリ ツチガモリ
1290 8 中組 ナカグミ 寺川 テラガワ
1291 8 中組 ナカグミ 寺川山 テラガワヤマ
1292 8 中組 ナカグミ ドイヤシキ ドイヤシキ
1293 8 中組 ナカグミ トツト トツト
1294 8 中組 ナカグミ トビガス トビガス
1295 8 中組 ナカグミ ドヲノダン ドヲノダン
1296 8 中組 ナカグミ ドヲノモリ ドヲノモリ
1297 8 中組 ナカグミ 中シイノキダニ ナカシイノキダニ
1298 8 中組 ナカグミ 中タヲ ナカタヲ
1299 8 中組 ナカグミ 中ノタニ ナカノタニ
1300 8 中組 ナカグミ ナガミゾ ナガミゾ
1301 8 中組 ナカグミ 長ミヨ ナガミヨ
1302 8 中組 ナカグミ 中山 ナカヤマ
1303 8 中組 ナカグミ ナカヲカ ナカヲカ
1304 8 中組 ナカグミ ニシコバマ ニシコバマ
1305 8 中組 ナカグミ 西タラノ木 ニシタラノキ
1306 8 中組 ナカグミ 西ヒラノ ニシヒラノ
1307 8 中組 ナカグミ 西ヒロヲカ ニシヒロヲカ
1308 8 中組 ナカグミ ニシヤシキ ニシヤシキ
1309 8 中組 ナカグミ ヌタガナロ ヌタガナロ
1310 8 中組 ナカグミ ノゾイ ノゾイ
1311 8 中組 ナカグミ ノツガモリ ノツガモリ
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1312 8 中組 ナカグミ ノツガモリ谷 ノツガモリダニ
1313 8 中組 ナカグミ ノマズ ノマズ
1314 8 中組 ナカグミ ハザマ ハザマ
1315 8 中組 ナカグミ ハダエモン ハダエモン
1316 8 中組 ナカグミ 東ヒラノ ヒガシヒラノ
1317 8 中組 ナカグミ ヒキチ ヒキチ
1318 8 中組 ナカグミ ヒヨヱヤシキ ヒヨエヤシキ
1319 8 中組 ナカグミ ヒラ石 ヒライシ
1320 8 中組 ナカグミ 平岩山 ヒライワヤマ
1321 8 中組 ナカグミ 廣岡山 ヒロオカヤマ
1322 8 中組 ナカグミ ヒロヲカ ヒロヲカ
1323 8 中組 ナカグミ フケ フケ
1324 8 中組 ナカグミ フドヲノマヱ フドヲノマエ
1325 8 中組 ナカグミ フルタ フルタ
1326 8 中組 ナカグミ ホヲ谷 ホヲダニ
1327 8 中組 ナカグミ 松ノ本 マツノモト
1328 8 中組 ナカグミ 萬壽寺 マンジュジ
1329 8 中組 ナカグミ ミゾタ ミゾタ
1330 8 中組 ナカグミ 南立石 ミナミタテイシ
1331 8 中組 ナカグミ 南テラ川 ミナミテラガワ
1332 8 中組 ナカグミ 南ノツガモリ ミナミノツガモリ
1333 8 中組 ナカグミ ミヤノクビ ミヤノクビ
1334 8 中組 ナカグミ メシモリ山 メシモリヤマ
1335 8 中組 ナカグミ モチノ川 モチノカワ
1336 8 中組 ナカグミ モチノ川山 モチノカワヤマ
1337 8 中組 ナカグミ ヤスバ ヤスバ
1338 8 中組 ナカグミ ヤトコノナロ ヤトコノナロ
1339 8 中組 ナカグミ ヤ子ソヱ ヤネソエ
1340 8 中組 ナカグミ ヤブノ下 ヤブノシタ
1341 8 中組 ナカグミ ユウゲン ユウゲン
1342 8 中組 ナカグミ 横棒 ヨコボウ
1343 8 中組 ナカグミ レイセン レイセン
1344 8 中組 ナカグミ ワタ田 ワタダ
1345 8 中組 ナカグミ ヲカノマヱ ヲカノマエ
1346 8 中組 ナカグミ ヲクヤシキ ヲクヤシキ
1347 8 中組 ナカグミ ヲトガタニ ヲトガタニ
1348 8 中組 ナカグミ ヲトドイダキ ヲトドイダキ
1349 8 中組 ナカグミ ヲホビソ ヲホビソ
1350 8 中組 ナカグミ ヲンメヂ ヲンメヂ
1351 8 中組 ナカグミ ンバガス ンバガス
1352 9 東組 ヒガシグミ 余リ苗 アマリナエ
1353 9 東組 ヒガシグミ 神母 イゲ
1354 9 東組 ヒガシグミ 石ガ坪 イシガツボ
1355 9 東組 ヒガシグミ 一ノ宮谷 イチノミヤダニ
1356 9 東組 ヒガシグミ 壱丁田 イッチョウダ
1357 9 東組 ヒガシグミ イノキダニ イノキダニ
1358 9 東組 ヒガシグミ 井溝 イミゾ
1359 9 東組 ヒガシグミ 内屋鋪 ウチヤシキ
1360 9 東組 ヒガシグミ 馬越 ウマゴエ
1361 9 東組 ヒガシグミ ウルシガタニ ウルシガタニ
1362 9 東組 ヒガシグミ 円能ヶ瀧 エンノガタキ
1363 9 東組 ヒガシグミ 大ガエチ オオガエチ
1364 9 東組 ヒガシグミ 大平 オオヒラ
1365 9 東組 ヒガシグミ 乙丸 オトマル
1366 9 東組 ヒガシグミ 柿ガナロ カキガナロ
1367 9 東組 ヒガシグミ カヂノ替地 カヂノカエチ
1368 9 東組 ヒガシグミ カヅラガタニ カヅラガタニ
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1369 9 東組 ヒガシグミ 上ミ壱丁田 カミイッチョウダ
1370 9 東組 ヒガシグミ 上北沢 カミキタザワ
1371 9 東組 ヒガシグミ 上シラツチ カミシラツチ
1372 9 東組 ヒガシグミ 上ミタカゾエ カミタカゾエ
1373 9 東組 ヒガシグミ 上ミ西谷 カミニシダニ
1374 9 東組 ヒガシグミ 上ニジ山 カミニジヤマ
1375 9 東組 ヒガシグミ 上平方 カミヒラガタ
1376 9 東組 ヒガシグミ 上ミ山神 カミヤマガミ
1377 9 東組 ヒガシグミ カメジリ カメジリ
1378 9 東組 ヒガシグミ カモ澤 カモザワ
1379 9 東組 ヒガシグミ カリヤガクボ カリヤガクボ
1380 9 東組 ヒガシグミ カロヲト カロヲト
1381 9 東組 ヒガシグミ 北壱丁田 キタイッチョウダ
1382 9 東組 ヒガシグミ 北沢 キタザワ
1383 9 東組 ヒガシグミ 北入寺山 キタニュウジヤマ
1384 9 東組 ヒガシグミ 北野 キタノ
1385 9 東組 ヒガシグミ 北マタ キタマタ
1386 9 東組 ヒガシグミ 楠ノキ クスノキ
1387 9 東組 ヒガシグミ 楠ノ本 クスノモト
1388 9 東組 ヒガシグミ 崩岸 クズレギシ
1389 9 東組 ヒガシグミ クリガクボ クリガクボ
1390 9 東組 ヒガシグミ 神田 コウダ
1391 9 東組 ヒガシグミ コクガ領 コクガリョウ
1392 9 東組 ヒガシグミ 小瀧 コダキ
1393 9 東組 ヒガシグミ 小屋鋪 コヤシキ
1394 9 東組 ヒガシグミ 坂本 サカモト
1395 9 東組 ヒガシグミ サコノウチ サコノウチ
1396 9 東組 ヒガシグミ サヌキヨ サヌキヨ
1397 9 東組 ヒガシグミ サバイダ サバイダ
1398 9 東組 ヒガシグミ 三本木 サンボンギ
1399 9 東組 ヒガシグミ 椎原 シイハラ
1400 9 東組 ヒガシグミ 鹿場 シシバ
1401 9 東組 ヒガシグミ 下北沢 シモキタザワ
1402 9 東組 ヒガシグミ 下モタカゾヱ シモタカゾエ
1403 9 東組 ヒガシグミ 霜月田 シモツキデン
1404 9 東組 ヒガシグミ 下虹山 シモニジヤマ
1405 9 東組 ヒガシグミ 下モ山神 シモヤマガミ
1406 9 東組 ヒガシグミ 小路口 ショウジグチ
1407 9 東組 ヒガシグミ シラツチ シラツチ
1408 9 東組 ヒガシグミ 白水 シラミズ
1409 9 東組 ヒガシグミ シリダカ シリダカ
1410 9 東組 ヒガシグミ スゞワラ スズワラ
1411 9 東組 ヒガシグミ 関田 セキダ
1412 9 東組 ヒガシグミ ダイノモリ ダイノモリ
1413 9 東組 ヒガシグミ タカゾエ タカゾエ
1414 9 東組 ヒガシグミ 瀧ノ首 タキノクビ
1415 9 東組 ヒガシグミ タテミチ タテミチ
1416 9 東組 ヒガシグミ 谷 タニ
1417 9 東組 ヒガシグミ 谷ガタニ タニガタニ
1418 9 東組 ヒガシグミ 谷田 タニダ
1419 9 東組 ヒガシグミ タビ タビ
1420 9 東組 ヒガシグミ タラヤブ タラヤブ
1421 9 東組 ヒガシグミ チソヲダ チソヲダ
1422 9 東組 ヒガシグミ ツヱノ谷 ツエノダニ
1423 9 東組 ヒガシグミ ツキアワセ ツキアワセ
1424 9 東組 ヒガシグミ 寺川 テラガワ
1425 9 東組 ヒガシグミ 堂ノ越エ ドウノゴエ
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1426 9 東組 ヒガシグミ 堂ノ本 ドウノモト
1427 9 東組 ヒガシグミ 時広 トキヒロ
1428 9 東組 ヒガシグミ トギヤシキ トギヤシキ
1429 9 東組 ヒガシグミ トリヅクシ トリヅクシ
1430 9 東組 ヒガシグミ ドヲジリ ドヲジリ
1431 9 東組 ヒガシグミ 長石 ナガイシ
1432 9 東組 ヒガシグミ ナカガウラ ナカガウラ
1433 9 東組 ヒガシグミ 中芝 ナカシバ
1434 9 東組 ヒガシグミ 中島 ナカジマ
1435 9 東組 ヒガシグミ ナガタ ナガタ
1436 9 東組 ヒガシグミ 中虹山 ナカニジヤマ
1437 9 東組 ヒガシグミ ナカヤシキ ナカヤシキ
1438 9 東組 ヒガシグミ 西ガハナ ニシガハナ
1439 9 東組 ヒガシグミ 西ガハナイゲ ニシガハナイゲ
1440 9 東組 ヒガシグミ 西キド ニシキド
1441 9 東組 ヒガシグミ 西谷 ニシダニ
1442 9 東組 ヒガシグミ 西時廣 ニシトキヒロ
1443 9 東組 ヒガシグミ 西花畑 ニシハナバタ
1444 9 東組 ヒガシグミ 西ヒソノ下 ニシヒソノシタ
1445 9 東組 ヒガシグミ 西一ツ渕 ニシヒトツブチ
1446 9 東組 ヒガシグミ 西平方 ニシヒラガタ
1447 9 東組 ヒガシグミ ノギガトヲ ノギガトヲ
1448 9 東組 ヒガシグミ 野路 ノジ
1449 9 東組 ヒガシグミ 畠山田 ハタヤマダ
1450 9 東組 ヒガシグミ 八反田 ハッタンダ
1451 9 東組 ヒガシグミ 花ノ木 ハナノキ
1452 9 東組 ヒガシグミ 花畑 ハナバタ
1453 9 東組 ヒガシグミ 東家石 ヒガシイエイシ
1454 9 東組 ヒガシグミ 東イシガミ ヒガシイシガミ
1455 9 東組 ヒガシグミ 東カゲ ヒガシカゲ
1456 9 東組 ヒガシグミ 東川久保 ヒガシカワクボ
1457 9 東組 ヒガシグミ 東キド ヒガシキド
1458 9 東組 ヒガシグミ 東サバイ田 ヒガシサバイダ
1459 9 東組 ヒガシグミ 東清水 ヒガシシミズ
1460 9 東組 ヒガシグミ 東セト ヒガシセト
1461 9 東組 ヒガシグミ 東時廣 ヒガシトキヒロ
1462 9 東組 ヒガシグミ 東ナカヤシキ ヒガシナカヤシキ
1463 9 東組 ヒガシグミ 東フルタ ヒガシフルタ
1464 9 東組 ヒガシグミ 東ヲカダ ヒガシヲカダ
1465 9 東組 ヒガシグミ 光リ岩 ヒカリイワ
1466 9 東組 ヒガシグミ ヒソノ下 ヒソノシタ
1467 9 東組 ヒガシグミ ヒソノシタ ヒソノシタ
1468 9 東組 ヒガシグミ 一ツ淵 ヒトツブチ
1469 9 東組 ヒガシグミ 日ノ地 ヒノヂ
1470 9 東組 ヒガシグミ ヒゞノキ ヒビノキ
1471 9 東組 ヒガシグミ 平方 ヒラガタ
1472 9 東組 ヒガシグミ フトヲノ畝 フトヲノセ
1473 9 東組 ヒガシグミ ホンデン ホンデン
1474 9 東組 ヒガシグミ マガリ道 マガリミチ
1475 9 東組 ヒガシグミ 又屋式 マタヤシキ
1476 9 東組 ヒガシグミ 丸山 マルヤマ
1477 9 東組 ヒガシグミ マロヲカ マロヲカ
1478 9 東組 ヒガシグミ 溝ノ下タ ミゾノシタ
1479 9 東組 ヒガシグミ 三ツ木 ミツギ
1480 9 東組 ヒガシグミ ミツサバイ ミツサバイ
1481 9 東組 ヒガシグミ 南石ガ坪 ミナミイシガツボ
1482 9 東組 ヒガシグミ 南楠ノ本 ミナミクスノモト
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1483 9 東組 ヒガシグミ 南西ガハナ ミナミニシガハナ
1484 9 東組 ヒガシグミ 南花畑 ミナミハナバタ
1485 9 東組 ヒガシグミ モリ モリ
1486 9 東組 ヒガシグミ ヤケバシ ヤケバシ
1487 9 東組 ヒガシグミ ヤスヲカ ヤスヲカ
1488 9 東組 ヒガシグミ ヤブガトヲ ヤブガトヲ
1489 9 東組 ヒガシグミ ヤリワケ ヤリワケ
1490 9 東組 ヒガシグミ ヨシモト ヨシモト
1491 9 東組 ヒガシグミ ヨドツクリ ヨドツクリ
1492 9 東組 ヒガシグミ 若宮 ワカミヤ
1493 9 東組 ヒガシグミ ヲカノウ子 ヲカノウネ
1494 10 永野 ナガノ 油田 アブラデン
1495 10 永野 ナガノ 石ヶ坪 イシガツボ
1496 10 永野 ナガノ 岩ノ本 イワノモト
1497 10 永野 ナガノ 兎田 ウサギダ
1498 10 永野 ナガノ 揚盧木薮 ウツギヤブ
1499 10 永野 ナガノ 梅ノ木 ウメノキ
1500 10 永野 ナガノ 越中田 エッチュウダ
1501 10 永野 ナガノ 襟ノ野 エリノノ
1502 10 永野 ナガノ 大根 オオネ
1503 10 永野 ナガノ 岡 オカ
1504 10 永野 ナガノ 隠里 カクレザト
1505 10 永野 ナガノ 鍛冶屋敷 カジヤシキ
1506 10 永野 ナガノ 柏川 カシワガワ
1507 10 永野 ナガノ 片田 カタタ
1508 10 永野 ナガノ 角ノ本 カドノモト
1509 10 永野 ナガノ 上田 カミタ
1510 10 永野 ナガノ 茅ヶ森 カヤガモリ
1511 10 永野 ナガノ 川原田 カワハラダ
1512 10 永野 ナガノ 北野 キタノ
1513 10 永野 ナガノ 茱?ケ谷 グイミカタニ
1514 10 永野 ナガノ 楠谷 クスノキダニ
1515 10 永野 ナガノ 介良袈裟 ケラガサ
1516 10 永野 ナガノ 五位山 ゴイヤマ
1517 10 永野 ナガノ 幸四郎 コウシロウ
1518 10 永野 ナガノ 甑巌 コシキイワ
1519 10 永野 ナガノ 是岡 コレオカ
1520 10 永野 ナガノ 轉石 コロビイシ
1521 10 永野 ナガノ 西光寺 サイコウジ
1522 10 永野 ナガノ 作倍ヶ坪 サバイガツボ
1523 10 永野 ナガノ 猿ヶ嶽 サルガタケ
1524 10 永野 ナガノ 猿茂 サルモ
1525 10 永野 ナガノ 下森 シタモリ
1526 10 永野 ナガノ 芝崎 シバサキ
1527 10 永野 ナガノ 芝田 シバダ
1528 10 永野 ナガノ 芝ノ端 シバノハナ
1529 10 永野 ナガノ シル谷 シルタニ
1530 10 永野 ナガノ 墨森 スミモリ
1531 10 永野 ナガノ セリ石 セリイシ
1532 10 永野 ナガノ 坪屋 ツボヤ
1533 10 永野 ナガノ 硎ヶ谷 トイシガタニ
1534 10 永野 ナガノ 響メキ ドウメキ
1535 10 永野 ナガノ 泊リ谷 トマリダニ
1536 10 永野 ナガノ 鳥落 トリオチ
1537 10 永野 ナガノ 中 ナカ
1538 10 永野 ナガノ 中芝 ナカシバ
1539 10 永野 ナガノ 中谷 ナカダニ
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1540 10 永野 ナガノ 中瀧 ナカダキ
1541 10 永野 ナガノ 中山 ナカヤマ
1542 10 永野 ナガノ 撫上ケ ナデアゲ
1543 10 永野 ナガノ 西ノ谷 ニシノタニ
1544 10 永野 ナガノ 野中 ノナカ
1545 10 永野 ナガノ 昇尾 ノボリオ
1546 10 永野 ナガノ 鉢ヶ森 ハチガモリ
1547 10 永野 ナガノ 鳩崎 ハトザキ
1548 10 永野 ナガノ 花ノ木 ハナノキ
1549 10 永野 ナガノ 埴生ノ川 ハブノカワ
1550 10 永野 ナガノ 囃田 ハヤシダ
1551 10 永野 ナガノ 東谷 ヒガシダニ
1552 10 永野 ナガノ 日ノ浦 ヒノウラ
1553 10 永野 ナガノ 百田 ヒャクダ
1554 10 永野 ナガノ 古市 フルイチ
1555 10 永野 ナガノ 古用地 フルヨウチ
1556 10 永野 ナガノ 朴木谷 ホウノキダニ
1557 10 永野 ナガノ 程落 ホドオチ
1558 10 永野 ナガノ 舞山 マイヤマ
1559 10 永野 ナガノ 松ノ本 マツノモト
1560 10 永野 ナガノ 松原 マツバラ
1561 10 永野 ナガノ 松山 マツヤマ
1562 10 永野 ナガノ 的場 マトバ
1563 10 永野 ナガノ 神子野 ミコノ
1564 10 永野 ナガノ 水谷 ミズタニ
1565 10 永野 ナガノ 三ヶ森 ミツガモリ
1566 10 永野 ナガノ 南谷 ミナミダニ
1567 10 永野 ナガノ 山崎 ヤマサキ
1568 10 永野 ナガノ 山ノ内 ヤマノウチ
1569 10 永野 ナガノ 横田 ヨコタ
1570 10 永野 ナガノ 芳ノ本 ヨシノモト
1571 10 永野 ナガノ 和田 ワダ
1572 11 本郷 ホンゴウ 赤岡 アカオカ
1573 11 本郷 ホンゴウ 畔畑 アゼバタ
1574 11 本郷 ホンゴウ 鐙外シ アブミハズシ
1575 11 本郷 ホンゴウ 油田 アブラデン
1576 11 本郷 ホンゴウ 神母 イゲ
1577 11 本郷 ホンゴウ 石ヶ休場 イシガヤスバ
1578 11 本郷 ホンゴウ 石堂屋敷 イシドウヤシキ
1579 11 本郷 ホンゴウ 石ノ本 イシノモト
1580 11 本郷 ホンゴウ 市坂 イチザカ
1581 11 本郷 ホンゴウ 一本松 イッポンマツ
1582 11 本郷 ホンゴウ 井領山 イリョウヤマ
1583 11 本郷 ホンゴウ 井領渡リ上リ イリョウワタリアガリ
1584 11 本郷 ホンゴウ 後土居山西谷 ウシロドイヤマニシダニ
1585 11 本郷 ホンゴウ 後土居山東谷 ウシロドイヤマヒガシダニ
1586 11 本郷 ホンゴウ ウツボクイ谷 ウツボクイダニ
1587 11 本郷 ホンゴウ ウツロギ ウツロギ
1588 11 本郷 ホンゴウ 馬角 ウマカド
1589 11 本郷 ホンゴウ 馬木野 ウマキノ
1590 11 本郷 ホンゴウ 馬木野山 ウマキノヤマ
1591 11 本郷 ホンゴウ 漆ヶ市 ウルシガイチ
1592 11 本郷 ホンゴウ 漆ノ谷 ウルシノタニ
1593 11 本郷 ホンゴウ 得手ヶ峠 エテガトウゲ
1594 11 本郷 ホンゴウ 大井山 オオイヤマ
1595 11 本郷 ホンゴウ 大堺 オオザカイ
1596 11 本郷 ホンゴウ 大サコ オオサコ
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1597 11 本郷 ホンゴウ 大年田 オオトシデン
1598 11 本郷 ホンゴウ 大ヌタ オオヌタ
1599 11 本郷 ホンゴウ 沖屋敷 オキヤシキ
1600 11 本郷 ホンゴウ 奥谷 オクダニ
1601 11 本郷 ホンゴウ 奥見ヶ平 オクミガヒラ
1602 11 本郷 ホンゴウ 尾崎 オサキ
1603 11 本郷 ホンゴウ 遲越 オソゴエ
1604 11 本郷 ホンゴウ 鏡屋敷 カガミヤシキ
1605 11 本郷 ホンゴウ 柿ヶ久保 カキガクボ
1606 11 本郷 ホンゴウ 鍛冶屋式 カジヤシキ
1607 11 本郷 ホンゴウ カヂヤガフチ カヂヤガフチ
1608 11 本郷 ホンゴウ 角ノ元 カドノモト
1609 11 本郷 ホンゴウ 角ノ元山 カドノモトヤマ
1610 11 本郷 ホンゴウ 椛ヶ平 カバガヒラ
1611 11 本郷 ホンゴウ カライワ カライワ
1612 11 本郷 ホンゴウ 唐岩山 カライワヤマ
1613 11 本郷 ホンゴウ 唐ヶ谷 カラガタニ
1614 11 本郷 ホンゴウ 川原田 カワハラダ
1615 11 本郷 ホンゴウ 河平山 カワヒラヤマ
1616 11 本郷 ホンゴウ 川原畠 カワラバタケ
1617 11 本郷 ホンゴウ 北屋敷 キタヤシキ
1618 11 本郷 ホンゴウ 木ノ下屋敷 キノシタヤシキ
1619 11 本郷 ホンゴウ 桐ノ木 キリノキ
1620 11 本郷 ホンゴウ 草名 クサナ
1621 11 本郷 ホンゴウ 楠松 クスマツ
1622 11 本郷 ホンゴウ 管附 クダツキ
1623 11 本郷 ホンゴウ 久保屋敷 クボヤシキ
1624 11 本郷 ホンゴウ クボヲノ クボヲノ
1625 11 本郷 ホンゴウ 熊ヶ瀧 クマガタキ
1626 11 本郷 ホンゴウ 熊瀧日地 クマタキヒノジ
1627 11 本郷 ホンゴウ 栗ヶ市 クリガイチ
1628 11 本郷 ホンゴウ 高行 コウギョウ
1629 11 本郷 ホンゴウ 高行山 コウギョウヤマ
1630 11 本郷 ホンゴウ 庚申芝 コウシンシバ
1631 11 本郷 ホンゴウ 越ヶ峠 コシガトウ
1632 11 本郷 ホンゴウ 甑岩 コシキイワ
1633 11 本郷 ホンゴウ 子捨薮 コステヤブ
1634 11 本郷 ホンゴウ 五反田 ゴタンダ
1635 11 本郷 ホンゴウ コナベラ コナベラ
1636 11 本郷 ホンゴウ 児野 コノ
1637 11 本郷 ホンゴウ 児野山 コノヤマ
1638 11 本郷 ホンゴウ 小森 コモリ
1639 11 本郷 ホンゴウ 己屋ヶ谷 コヤガタニ
1640 11 本郷 ホンゴウ 紺屋前 コンヤマエ
1641 11 本郷 ホンゴウ 下リ野 サガリノ
1642 11 本郷 ホンゴウ 猿矢ケ峠 サルヤガトウゲ
1643 11 本郷 ホンゴウ シゝバガ谷 シゝバガタニ
1644 11 本郷 ホンゴウ 柴朶生 シダオ
1645 11 本郷 ホンゴウ 柴朶生山 シダオヤマ
1646 11 本郷 ホンゴウ 柴朶ケ畝 シダガウネ
1647 11 本郷 ホンゴウ 四反田 シタンダ
1648 11 本郷 ホンゴウ 芝屋敷 シバヤシキ
1649 11 本郷 ホンゴウ 島ノ宮山 シマノミヤヤマ
1650 11 本郷 ホンゴウ 清水 シミズ
1651 11 本郷 ホンゴウ 下見ケナロ シモミガナロ
1652 11 本郷 ホンゴウ 正林庵 ショウリンアン
1653 11 本郷 ホンゴウ 尻高 シリダカ
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1654 11 本郷 ホンゴウ 城ノ岸 シロノキシ
1655 11 本郷 ホンゴウ 新開嶋 シンガイジマ
1656 11 本郷 ホンゴウ 新寺 シンテラ
1657 11 本郷 ホンゴウ 新道 シンドウ
1658 11 本郷 ホンゴウ 甚平 ジンベエ
1659 11 本郷 ホンゴウ 新山 シンヤマ
1660 11 本郷 ホンゴウ スギヤシキ スギヤシキ
1661 11 本郷 ホンゴウ セヱツクバ セエツクバ
1662 11 本郷 ホンゴウ 栴檀ノ木 センダンノキ
1663 11 本郷 ホンゴウ 千本 センボン
1664 11 本郷 ホンゴウ 大日谷 ダイニチダニ
1665 11 本郷 ホンゴウ タカゾヱ タカゾエ
1666 11 本郷 ホンゴウ 高平 タカヒラ
1667 11 本郷 ホンゴウ 高平山 タカヒラヤマ
1668 11 本郷 ホンゴウ 谷口 タニグチ
1669 11 本郷 ホンゴウ 谷ノ奥 タニノオク
1670 11 本郷 ホンゴウ 谷屋敷 タニヤシキ
1671 11 本郷 ホンゴウ ヂクノ木 ヂクノキ
1672 11 本郷 ホンゴウ 潰ヶ平 ツエガヒラ
1673 11 本郷 ホンゴウ 面白 ツラジロ
1674 11 本郷 ホンゴウ 鶴ノ墓 ツルノハカ
1675 11 本郷 ホンゴウ 寺屋敷 テラヤシキ
1676 11 本郷 ホンゴウ 土井 ドイ
1677 11 本郷 ホンゴウ 堂野々 ドウノノ
1678 11 本郷 ホンゴウ 堂野々山 ドウノノヤマ
1679 11 本郷 ホンゴウ 堂ノ前 ドウノマエ
1680 11 本郷 ホンゴウ トク帽子 トクボウシ
1681 11 本郷 ホンゴウ 鳶ノ巣 トビノス
1682 11 本郷 ホンゴウ 塒ヶ森 トヤゲモリ
1683 11 本郷 ホンゴウ 鳥首 トリクビ
1684 11 本郷 ホンゴウ ドンノ休場 ドンノヤスバ
1685 11 本郷 ホンゴウ 長滑リ ナガスベリ
1686 11 本郷 ホンゴウ 中土居 ナカドイ
1687 11 本郷 ホンゴウ 中見ヶ平 ナカミガヒラ
1688 11 本郷 ホンゴウ 中村 ナカムラ
1689 11 本郷 ホンゴウ 中村東谷 ナカムラヒガシダニ
1690 11 本郷 ホンゴウ 中屋前 ナカヤマエ
1691 11 本郷 ホンゴウ 縄手裏 ナワテウラ
1692 11 本郷 ホンゴウ 匂ヶ瀧 ニオイガタキ
1693 11 本郷 ホンゴウ 西谷 ニシダニ
1694 11 本郷 ホンゴウ 西之芝 ニシノシバ
1695 11 本郷 ホンゴウ 西ノ芝 ニシノシバ
1696 11 本郷 ホンゴウ 西ノ原 ニシノハラ
1697 11 本郷 ホンゴウ 西畑 ニシバタ
1698 11 本郷 ホンゴウ 西屋敷 ニシヤシキ
1699 11 本郷 ホンゴウ 二反田 二反田
1700 11 本郷 ホンゴウ ヌタノ畦 ヌタノウネ
1701 11 本郷 ホンゴウ ハシカノ木 ハシカノキ
1702 11 本郷 ホンゴウ 橋谷 ハシダニ
1703 11 本郷 ホンゴウ 芭蕉ヶ谷 バショウガタニ
1704 11 本郷 ホンゴウ 巴豆畠 ハズバタケ
1705 11 本郷 ホンゴウ 八郎畑 ハチロウバタ
1706 11 本郷 ホンゴウ 馬場ノ下 ババノシタ
1707 11 本郷 ホンゴウ 東谷 ヒガシダニ
1708 11 本郷 ホンゴウ 東屋敷 ヒガシヤシキ
1709 11 本郷 ホンゴウ 引地山 ヒキチヤマ
1710 11 本郷 ホンゴウ 昆沙子 ビシャゴ
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1711 11 本郷 ホンゴウ 日ノ浦 ヒノウラ
1712 11 本郷 ホンゴウ 広瀬 ヒロセ
1713 11 本郷 ホンゴウ 廣瀬山 ヒロセヤマ
1714 11 本郷 ホンゴウ 廣瀬山ノ神 ヒロセヤマノカミ
1715 11 本郷 ホンゴウ 深瀬 フカセ
1716 11 本郷 ホンゴウ 武士ヶ谷 ブシガタニ
1717 11 本郷 ホンゴウ 藤畠 フジバタケ
1718 11 本郷 ホンゴウ ニツ石 フタツイシ
1719 11 本郷 ホンゴウ 二ツ堂 フタツドウ
1720 11 本郷 ホンゴウ 札場 フダバ
1721 11 本郷 ホンゴウ 不動瀧 フドウタキ
1722 11 本郷 ホンゴウ 舟坂コ フナサコ
1723 11 本郷 ホンゴウ 古庵 フルアン
1724 11 本郷 ホンゴウ 古庵山 フルアンヤマ
1725 11 本郷 ホンゴウ 紅石 ベニイシ
1726 11 本郷 ホンゴウ 星箭庫 ホシヤグラ
1727 11 本郷 ホンゴウ 松ノ木 マツノキ
1728 11 本郷 ホンゴウ 水ノ本 ミズノモト
1729 11 本郷 ホンゴウ 水船 ミズフネ
1730 11 本郷 ホンゴウ 溝ノ下 ミゾノシタ
1731 11 本郷 ホンゴウ 南轟 ミナミトドロ
1732 11 本郷 ホンゴウ ミノコシ ミノコシ
1733 11 本郷 ホンゴウ 宮ヶ谷 ミヤガタニ
1734 11 本郷 ホンゴウ 宮ヶ坪 ミヤガツボ
1735 11 本郷 ホンゴウ モヂガナロ モヂガナロ
1736 11 本郷 ホンゴウ モヂガナロ山 モヂガナロヤマ
1737 11 本郷 ホンゴウ 本山 モトヤマ
1738 11 本郷 ホンゴウ 桃ヶ瀬 モモガセ
1739 11 本郷 ホンゴウ 山柿 ヤマガキ
1740 11 本郷 ホンゴウ 山神坪 ヤマガミツボ
1741 11 本郷 ホンゴウ 山神山 ヤマガミヤマ
1742 11 本郷 ホンゴウ 山田屋敷 ヤマダヤシキ
1743 11 本郷 ホンゴウ 山ノ神 ヤマノカミ
1744 11 本郷 ホンゴウ 横瀧 ヨコダキ
1745 11 本郷 ホンゴウ 龍門 リュウモン
1746 11 本郷 ホンゴウ 両門山 リョウモンヤマ
1747 11 本郷 ホンゴウ 六反田 ロクタンダ
1748 11 本郷 ホンゴウ 若宮ヶ市 ワカミヤガイチ
1749 11 本郷 ホンゴウ 鰐石 ワニイシ
1750 11 本郷 ホンゴウ ヲトシノ本 ヲトシノモト
1751 12 西山 ニシヤマ 赤蛇瀧 アカヘビダキ
1752 12 西山 ニシヤマ 穴岩 アナイワ
1753 12 西山 ニシヤマ 穴岩谷 アナイワダニ
1754 12 西山 ニシヤマ 穴岩日浦山 アナイワヒウラヤマ
1755 12 西山 ニシヤマ 穴神 アナガミ
1756 12 西山 ニシヤマ 穴神ノ畦山 アナガミノウネヤマ
1757 12 西山 ニシヤマ 荒岩 アライワ
1758 12 西山 ニシヤマ 池ノ上山 イケノウエヤマ
1759 12 西山 ニシヤマ 神母ノ川山 イゲノカワヤマ
1760 12 西山 ニシヤマ 石ヶ坂山 イシガサカヤマ
1761 12 西山 ニシヤマ 石久保 イシクボ
1762 12 西山 ニシヤマ 石クボ山 イシクボヤマ
1763 12 西山 ニシヤマ 井ノ上 イノウエ
1764 12 西山 ニシヤマ 井ノ上山 イノウエヤマ
1765 12 西山 ニシヤマ 猪之谷山 イノタニヤマ
1766 12 西山 ニシヤマ 隠丈 インジョウ
1767 12 西山 ニシヤマ 牛ノ跡 ウシノアト
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1768 12 西山 ニシヤマ 姥作リ ウバヅクリ
1769 12 西山 ニシヤマ 梅ノ木谷 ウメノキダニ
1770 12 西山 ニシヤマ 梅ノ木谷山 ウメノキダニヤマ
1771 12 西山 ニシヤマ 大坂口 オオサカグチ
1772 12 西山 ニシヤマ 大サコ オオサコ
1773 12 西山 ニシヤマ 大嶽 オオダキ
1774 12 西山 ニシヤマ 大瀧之向 オオダキノムカイ
1775 12 西山 ニシヤマ 大ナロ オオナロ
1776 12 西山 ニシヤマ 大平 オオヒラ
1777 12 西山 ニシヤマ 奥粕垂石 オクカスダレイシ
1778 12 西山 ニシヤマ 唖ヶ嶽 オシガタキ
1779 12 西山 ニシヤマ 大名川 オナガワ
1780 12 西山 ニシヤマ カキゾエ カキゾエ
1781 12 西山 ニシヤマ 梶ヶサコ カジガサコ
1782 12 西山 ニシヤマ 粕ダレ石 カスダレイシ
1783 12 西山 ニシヤマ カスダレ石山 カスダレイシヤマ
1784 12 西山 ニシヤマ 釜ノ口 カマノクチ
1785 12 西山 ニシヤマ 上ミ泡尻 カミアワジリ
1786 12 西山 ニシヤマ 上神母ノ川 カミイゲノガワ
1787 12 西山 ニシヤマ 上石ヶサコ カミイシガサコ
1788 12 西山 ニシヤマ 上カスダレ石 カミカスダレイシ
1789 12 西山 ニシヤマ 上越ヶ峠 カミコシガトウ
1790 12 西山 ニシヤマ 上ミ櫻谷 カミサクラダニ
1791 12 西山 ニシヤマ 上朱力山 カミシュリキヤマ
1792 12 西山 ニシヤマ 上ハナロ カミハナロ
1793 12 西山 ニシヤマ 上焼ダケ カミヤケダケ
1794 12 西山 ニシヤマ 上與惣ヶ市 カミヨソガイチ
1795 12 西山 ニシヤマ 鴨ヶ日浦 カモガヒウラ
1796 12 西山 ニシヤマ 川原崎 カワラサキ
1797 12 西山 ニシヤマ 桐ノ木ヶ谷 キリノキガタニ
1798 12 西山 ニシヤマ 金太郎打 キンタロウウチ
1799 12 西山 ニシヤマ 金太郎山 キンタロウヤマ
1800 12 西山 ニシヤマ ?ヶナロ クイガナロ
1801 12 西山 ニシヤマ クズ薮 クズヤブ
1802 12 西山 ニシヤマ 窪田 クボタ
1803 12 西山 ニシヤマ 熊ヶ坪 クマガツボ
1804 12 西山 ニシヤマ 源太郎山 ゲンタロウヤマ
1805 12 西山 ニシヤマ 越ヶ峠 コシガトウ
1806 12 西山 ニシヤマ 小筋山 コスジヤマ
1807 12 西山 ニシヤマ 小瀧 コダキ
1808 12 西山 ニシヤマ 小森 コモリ
1809 12 西山 ニシヤマ 己屋床 コヤシキ
1810 12 西山 ニシヤマ 櫻谷山 サクラダニヤマ
1811 12 西山 ニシヤマ サコジリ サコジリ
1812 12 西山 ニシヤマ 笹之本 ササノモト
1813 12 西山 ニシヤマ 笹ノ元山 ササノモトヤマ
1814 12 西山 ニシヤマ 猿毛山 サルゲヤマ
1815 12 西山 ニシヤマ 猿滑リ サルスベリ
1816 12 西山 ニシヤマ シタガ谷 シタガタニ
1817 12 西山 ニシヤマ 嶋ノ宮 シマノミヤ
1818 12 西山 ニシヤマ 下モ泡尻 シモアワジリ
1819 12 西山 ニシヤマ 下神母ノ川 シモイゲノガワ
1820 12 西山 ニシヤマ 下モ石カサコ シモイシカサコ
1821 12 西山 ニシヤマ 下モ櫻谷 シモサクラダニ
1822 12 西山 ニシヤマ 下朱力 シモシュリキ
1823 12 西山 ニシヤマ 下モ焼ダケ シモヤケダケ
1824 12 西山 ニシヤマ 下與惣ヶ市 シモヨソガイチ
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1825 12 西山 ニシヤマ 朱力大サコ シュリキオオサコ
1826 12 西山 ニシヤマ 上下ヶ打 ジョウゲガウチ
1827 12 西山 ニシヤマ 城臺山 ジョウダイヤマ
1828 12 西山 ニシヤマ 次良田 ジロウダ
1829 12 西山 ニシヤマ 神田ノ芝 シンデンノシバ
1830 12 西山 ニシヤマ 新兵衛嶽 シンベエダキ
1831 12 西山 ニシヤマ 甚兵衛竃 ジンベエガマ
1832 12 西山 ニシヤマ ソリ田 ソリダ
1833 12 西山 ニシヤマ 瀧ノ前山 タキノマエヤマ
1834 12 西山 ニシヤマ 田城 タシロ
1835 12 西山 ニシヤマ 田城山 タシロヤマ
1836 12 西山 ニシヤマ タテギワ タテギワ
1837 12 西山 ニシヤマ 狸ワラビ山 タヌキワラビヤマ
1838 12 西山 ニシヤマ タルノ日裏 タルノヒウラ
1839 12 西山 ニシヤマ 樽ノ日裏山 タルノヒウラヤマ
1840 12 西山 ニシヤマ 着帖場 チャクチョウバ
1841 12 西山 ニシヤマ 長次屋敷 チョウジヤシキ
1842 12 西山 ニシヤマ 辻久保山 ツジクボヤマ
1843 12 西山 ニシヤマ 椿原 ツバキワラ
1844 12 西山 ニシヤマ 椿原山 ツバキワラヤマ
1845 12 西山 ニシヤマ 釣井ヶ尻 ツルイガジリ
1846 12 西山 ニシヤマ 寺中 テラナカ
1847 12 西山 ニシヤマ 砥石ヶ本 トイシガモト
1848 12 西山 ニシヤマ 堂ノ越 ドウノコエ
1849 12 西山 ニシヤマ 鳥打場 トリウチバ
1850 12 西山 ニシヤマ トヲノス山 トヲノスヤマ
1851 12 西山 ニシヤマ 中畦山 ナカウネヤマ
1852 12 西山 ニシヤマ 中奥 ナカオク
1853 12 西山 ニシヤマ 中川原 ナカガワラ
1854 12 西山 ニシヤマ 長ザコ ナガザコ
1855 12 西山 ニシヤマ 中芝 ナカシバ
1856 12 西山 ニシヤマ 中ソリ ナカソリ
1857 12 西山 ニシヤマ 長ミヨ ナガミヨ
1858 12 西山 ニシヤマ ナガミヨ山 ナガミヨヤマ
1859 12 西山 ニシヤマ ナベラ谷山 ナベラダニヤマ
1860 12 西山 ニシヤマ 奈良谷口 ナラダニグチ
1861 12 西山 ニシヤマ 奈路ヤシキ ナロヤシキ
1862 12 西山 ニシヤマ 貳反田 ニタンダ
1863 12 西山 ニシヤマ ヌタノ畦山 ヌタノウネヤマ
1864 12 西山 ニシヤマ 猫瀧 ネコダキ
1865 12 西山 ニシヤマ 野口 ノグチ
1866 12 西山 ニシヤマ 覗石 ノゾキイシ
1867 12 西山 ニシヤマ 覗石山 ノゾキイシヤマ
1868 12 西山 ニシヤマ 登リ畝 ノボリウネ
1869 12 西山 ニシヤマ 登リ畦山 ノボリウネヤマ
1870 12 西山 ニシヤマ ハザコ ハザコ
1871 12 西山 ニシヤマ ハザコ谷 ハザコダニ
1872 12 西山 ニシヤマ ハザコノ奥山 ハザコノオクヤマ
1873 12 西山 ニシヤマ ハザコヤシキ ハザコヤシキ
1874 12 西山 ニシヤマ ハザコ山 ハザコヤマ
1875 12 西山 ニシヤマ 畠ノ頭山 ハタノカシラヤマ
1876 12 西山 ニシヤマ ハブセガナロ ハブセガナロ
1877 12 西山 ニシヤマ ハブセガナロ山 ハブセガナロヤマ
1878 12 西山 ニシヤマ ハラハウテウ ハラハウテウ
1879 12 西山 ニシヤマ 東廣サコ ヒガシヒロサコ
1880 12 西山 ニシヤマ 東吉廣郷 ヒガシヨシヒロゴウ
1881 12 西山 ニシヤマ 挽地 ヒキチ
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1882 12 西山 ニシヤマ ヒ榊尾 ヒサカキオ
1883 12 西山 ニシヤマ 檜ノ川 ヒノキノカワ
1884 12 西山 ニシヤマ 檜ノ本山 ヒノキノモトヤマ
1885 12 西山 ニシヤマ 廣ザコ山 ヒロザコヤマ
1886 12 西山 ニシヤマ 古川 フルカワ
1887 12 西山 ニシヤマ 古川尻 フルカワジリ
1888 12 西山 ニシヤマ 本焼ダケ ホンヤケダケ
1889 12 西山 ニシヤマ 松城 マツシロ
1890 12 西山 ニシヤマ 松城山 マツシロヤマ
1891 12 西山 ニシヤマ 松ノ本 マツノモト
1892 12 西山 ニシヤマ 松原 マツバラ
1893 12 西山 ニシヤマ 松原山 マツバラヤマ
1894 12 西山 ニシヤマ 丸田 マルダ
1895 12 西山 ニシヤマ 丸瀧 マルダキ
1896 12 西山 ニシヤマ 丸瀧山 マルダキヤマ
1897 12 西山 ニシヤマ 三角山 ミカドヤマ
1898 12 西山 ニシヤマ 見付石 ミツケイシ
1899 12 西山 ニシヤマ 南中ゾリ ミナミナカゾリ
1900 12 西山 ニシヤマ 南屋敷山 ミナミヤシキヤマ
1901 12 西山 ニシヤマ 本ナロ モトナロ
1902 12 西山 ニシヤマ 焼嶽山 ヤケダケヤマ
1903 12 西山 ニシヤマ 山柿 ヤマガキ
1904 12 西山 ニシヤマ 山神ノ下タ ヤマノカミノシタ
1905 12 西山 ニシヤマ ヤレイタ ヤレイタ
1906 12 西山 ニシヤマ 吉廣郷 ヨシヒロゴウ
1907 12 西山 ニシヤマ 吉廣郷山 ヨシヒロゴウヤマ
1908 12 西山 ニシヤマ 四ツ岩 ヨツイワ
1909 12 西山 ニシヤマ ヲソガタヲ山 ヲソガタヲヤマ
1910 13 古畑 フルハタ 赤ツエ アカツエ
1911 13 古畑 フルハタ アカラギ アカラギ
1912 13 古畑 フルハタ 朝日カケ アサヒカケ
1913 13 古畑 フルハタ 朝日影山 アサヒカゲヤマ
1914 13 古畑 フルハタ 石神前 イシガミマエ
1915 13 古畑 フルハタ 石太郎 イシダロウ
1916 13 古畑 フルハタ 石脇 イシワキ
1917 13 古畑 フルハタ 一本松 イッポンマツ
1918 13 古畑 フルハタ イナイ イナイ
1919 13 古畑 フルハタ イナイ山 イナイヤマ
1920 13 古畑 フルハタ 井ナノ川 イナノカワ
1921 13 古畑 フルハタ イナノ川口 イナノカワグチ
1922 13 古畑 フルハタ 岩屋ケサコ イワヤガサコ
1923 13 古畑 フルハタ ウサキカコヱ ウサキカコエ
1924 13 古畑 フルハタ ウト谷 ウトダニ
1925 13 古畑 フルハタ ウナトモ ウナトモ
1926 13 古畑 フルハタ 大岩道ノ下 オオイワミチノシタ
1927 13 古畑 フルハタ 大サコ オオサコ
1928 13 古畑 フルハタ 大杉谷 オオスギダニ
1929 13 古畑 フルハタ 大タヲ オオタヲ
1930 13 古畑 フルハタ 大渕ノ上 オオブチノウエ
1931 13 古畑 フルハタ 大マゲ オオマゲ
1932 13 古畑 フルハタ 岡田屋式 オカダヤシキ
1933 13 古畑 フルハタ 岡田山 オカダヤマ
1934 13 古畑 フルハタ 御蔵ヶ谷 オクラガタニ
1935 13 古畑 フルハタ 落合 オチアイ
1936 13 古畑 フルハタ 御茶場 オチャバ
1937 13 古畑 フルハタ 笠松 カサマツ
1938 13 古畑 フルハタ 梶原屋式 カジワラヤシキ
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1939 13 古畑 フルハタ カスタレ石 カスタレイシ
1940 13 古畑 フルハタ カブスガ谷 カブスガタニ
1941 13 古畑 フルハタ カフスカ谷奥 カフスガタニオク
1942 13 古畑 フルハタ 上ハ岸 カミハギシ
1943 13 古畑 フルハタ 上山郷 カミヤマゴウ
1944 13 古畑 フルハタ カヤノキ カヤノキ
1945 13 古畑 フルハタ カラ川口 カラカワグチ
1946 13 古畑 フルハタ カラヒ カラヒ
1947 13 古畑 フルハタ 観音寺 カンノンジ
1948 13 古畑 フルハタ キヤクロヤシキ キヤクロヤシキ
1949 13 古畑 フルハタ キレタヲ キレタヲ
1950 13 古畑 フルハタ キワタノキ キワタノキ
1951 13 古畑 フルハタ クシダキ クシダキ
1952 13 古畑 フルハタ 楠サコ クスサコ
1953 13 古畑 フルハタ 崩岸 クズレギシ
1954 13 古畑 フルハタ クモウタル クモウタル
1955 13 古畑 フルハタ クレダル クレダル
1956 13 古畑 フルハタ クロイシヤシキ クロイシヤシキ
1957 13 古畑 フルハタ 黒石山 クロイシヤマ
1958 13 古畑 フルハタ クロヌタ クロヌタ
1959 13 古畑 フルハタ ケヤキノ本 ケヤキノモト
1960 13 古畑 フルハタ 小奥大師前 コオクダイシマエ
1961 13 古畑 フルハタ 琴平山 コトヒラヤマ
1962 13 古畑 フルハタ 小引地 コビキチ
1963 13 古畑 フルハタ 小引地ヤシキノ上 コビキチヤシキノウエ
1964 13 古畑 フルハタ コヤカナロ コヤカナロ
1965 13 古畑 フルハタ 御用谷 ゴヨウダニ
1966 13 古畑 フルハタ 三本松 サンボンマツ
1967 13 古畑 フルハタ シゲ シゲ
1968 13 古畑 フルハタ シケ立岩 シケタテイワ
1969 13 古畑 フルハタ シゝヲチ シゝヲチ
1970 13 古畑 フルハタ 下タ城三郎 シタジョウサブロウ
1971 13 古畑 フルハタ シテカナロ シテカナロ
1972 13 古畑 フルハタ シモヌタ シモヌタ
1973 13 古畑 フルハタ 十郎 ジュウロウ
1974 13 古畑 フルハタ 城三郎 ジョウサブロウ
1975 13 古畑 フルハタ 庄助屋鋪 ショウスケヤシキ
1976 13 古畑 フルハタ 庄平竃 ショウヘイガマ
1977 13 古畑 フルハタ シラクヅレ シラクヅレ
1978 13 古畑 フルハタ シラザレ シラザレ
1979 13 古畑 フルハタ シリダカ シリダカ
1980 13 古畑 フルハタ シルソヲ シルソウ
1981 13 古畑 フルハタ 白草 シロクサ
1982 13 古畑 フルハタ シヲヲ シヲヲ
1983 13 古畑 フルハタ 神田 ジンゼ
1984 13 古畑 フルハタ 大日山 ダイニチヤマ
1985 13 古畑 フルハタ タカノス タカノス
1986 13 古畑 フルハタ タキワキ タキワキ
1987 13 古畑 フルハタ タツボシ タツボシ
1988 13 古畑 フルハタ 立岩 タテイワ
1989 13 古畑 フルハタ タライブチ タライブチ
1990 13 古畑 フルハタ 茶ノ木原 チャノキワラ
1991 13 古畑 フルハタ ツバキサコ ツバキサコ
1992 13 古畑 フルハタ トイノクチ トイノクチ
1993 13 古畑 フルハタ トンギョ石 トンギョイシ
1994 13 古畑 フルハタ 長谷 ナガタニ
1995 13 古畑 フルハタ 中ノ谷 ナカノタニ
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1996 13 古畑 フルハタ ナバガウ子 ナバガウネ
1997 13 古畑 フルハタ ナベラ谷 ナベラダニ
1998 13 古畑 フルハタ 西平 ニシヒラ
1999 13 古畑 フルハタ 二本国 ニホンゴク
2000 13 古畑 フルハタ 入道 ニュウドウ
2001 13 古畑 フルハタ 女房畑 ニョウボウバタ
2002 13 古畑 フルハタ 子ヂレキ ネヂレキ
2003 13 古畑 フルハタ 野口 ノグチ
2004 13 古畑 フルハタ ハ井ツチ ハイツチ
2005 13 古畑 フルハタ 墓ヶ谷 ハカガタニ
2006 13 古畑 フルハタ ハリメギオコ ハリメギオコ
2007 13 古畑 フルハタ ヒコシウ ヒコシウ
2008 13 古畑 フルハタ ヒコロク ヒコロク
2009 13 古畑 フルハタ ヒノキノモト ヒノキノモト
2010 13 古畑 フルハタ ヒヤ水 ヒヤミヅ
2011 13 古畑 フルハタ 平岩 ヒライワ
2012 13 古畑 フルハタ 廣ウ子山 ヒロウネヤマ
2013 13 古畑 フルハタ ヒロサコ ヒロサコ
2014 13 古畑 フルハタ ヒワクヒ ヒワクヒ
2015 13 古畑 フルハタ 古畑 フルハタ
2016 13 古畑 フルハタ ホグチ ホグチ
2017 13 古畑 フルハタ ホコ岩 ホコイワ
2018 13 古畑 フルハタ 佛岡道ノ下 ホトケオカミチノシタ
2019 13 古畑 フルハタ マキノ谷 マキノタニ
2020 13 古畑 フルハタ マツ畝 マツウネ
2021 13 古畑 フルハタ 水ハ女 ミズハメ
2022 13 古畑 フルハタ 六ツデ ムツデ
2023 13 古畑 フルハタ モエモンガマ モエモンガマ
2024 13 古畑 フルハタ 元ノ前 モトノマエ
2025 13 古畑 フルハタ 物言瀧 モノイイダキ
2026 13 古畑 フルハタ 八ッ面 ヤツヅラ
2027 13 古畑 フルハタ 山郷 ヤマゴウ
2028 13 古畑 フルハタ 山郷南山 ヤマゴウミナミヤマ
2029 13 古畑 フルハタ 山郷山 ヤマゴウヤマ
2030 13 古畑 フルハタ 山田 ヤマダ
2031 13 古畑 フルハタ 山ノ神 ヤマノカミ
2032 13 古畑 フルハタ ヨコフケ ヨコフケ
2033 13 古畑 フルハタ ロンギ ロンギ
2034 13 古畑 フルハタ ワカガヘナ ワカガヘナ
2035 13 古畑 フルハタ 渡瀬上リ ワタゼアガリ
2036 13 古畑 フルハタ 和田屋敷 ワダヤシキ
2037 13 古畑 フルハタ 和田山 ワダヤマ
2038 13 古畑 フルハタ ワンドヲ ワンドヲ
2039 13 古畑 フルハタ ヲゝスミ ヲゝスミ
2040 13 古畑 フルハタ ヲンヂサキ ヲンヂサキ
2041 14 峰 ミネ 赤ナヘラ アカナヘラ
2042 14 峰 ミネ アラ井バ アライバ
2043 14 峰 ミネ アリノ木 アリノキ
2044 14 峰 ミネ 井口 イグチ
2045 14 峰 ミネ 神母ノ上 イゲノカミ
2046 14 峰 ミネ 岩屋 イワヤ
2047 14 峰 ミネ 岩屋畝 イワヤウネ
2048 14 峰 ミネ 植竹 ウエタケ
2049 14 峰 ミネ ウサガサコ ウサガサコ
2050 14 峰 ミネ 大谷 オオタニ
2051 14 峰 ミネ 大峠 オオトウ
2052 14 峰 ミネ 大ヌタ オオヌタ
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2053 14 峰 ミネ 大野地 オオノヂ
2054 14 峰 ミネ 大森 オオモリ
2055 14 峰 ミネ 岡屋式 オカヤシキ
2056 14 峰 ミネ 奥サルウチ オクサルウチ
2057 14 峰 ミネ 奥畑 オクバタ
2058 14 峰 ミネ カキノキサコ カキノキサコ
2059 14 峰 ミネ カクレゴヤ カクレゴヤ
2060 14 峰 ミネ カツメキ カツメキ
2061 14 峰 ミネ 上アリノ木 カミアリノキ
2062 14 峰 ミネ 上井口 カミイグチ
2063 14 峰 ミネ 上ミナロ カミナロ
2064 14 峰 ミネ 上柳ヶ久保 カミヤナガクボ
2065 14 峰 ミネ 上山神 カミヤマノカミ
2066 14 峰 ミネ カラ岩 カライワ
2067 14 峰 ミネ 岸ノ前 キシノマエ
2068 14 峰 ミネ 北畑 キタバタ
2069 14 峰 ミネ 北屋式 キタヤシキ
2070 14 峰 ミネ キレタヲ キレタヲ
2071 14 峰 ミネ クロヲ クロヲ
2072 14 峰 ミネ 桑ヶサコ クワガサコ
2073 14 峰 ミネ 源ダ井 ゲンダイ
2074 14 峰 ミネ コヌタ コヌタ
2075 14 峰 ミネ コヲノ芝 コヲノシバ
2076 14 峰 ミネ 堺谷 サカイダニ
2077 14 峰 ミネ サルウチ サルウチ
2078 14 峰 ミネ 三宝前（越知に合併） サンボウマエ
2079 14 峰 ミネ 芝ヶ畝 シバガウネ
2080 14 峰 ミネ 芝屋式 シバヤシキ
2081 14 峰 ミネ 下モ西浦 シモニシウラ
2082 14 峰 ミネ シユルソヲ シユルソヲ
2083 14 峰 ミネ 白石 シライシ
2084 14 峰 ミネ 新開ナロ シンガイナロ
2085 14 峰 ミネ スダ畦 スダアゼ
2086 14 峰 ミネ スミサレ スミサレ
2087 14 峰 ミネ 谷頭 タニガシラ
2088 14 峰 ミネ タノキアナ タノキアナ
2089 14 峰 ミネ ダバ ダバ
2090 14 峰 ミネ タルサカ森 タルサカモリ
2091 14 峰 ミネ 津賀尾 ツガオ
2092 14 峰 ミネ ツヅラ大谷 ツヅラオオタニ
2093 14 峰 ミネ ツヅラガ谷 ツヅラガタニ
2094 14 峰 ミネ ツヅラ山神 ツヅラヤマカミ
2095 14 峰 ミネ ツハキ ツハキ
2096 14 峰 ミネ 釣井谷 ツルイダニ
2097 14 峰 ミネ トヲノ西 トヲノニシ
2098 14 峰 ミネ 中堀 ナカボリ
2099 14 峰 ミネ 長山 ナガヤマ
2100 14 峰 ミネ 西ノウエ（越知に合併） ニシノウエ
2101 14 峰 ミネ 西峯 ニシミネ
2102 14 峰 ミネ ヒノキガ本 ヒノキガモト
2103 14 峰 ミネ ヒノ木谷 ヒノキダニ
2104 14 峰 ミネ 松尾 マツオ
2105 14 峰 ミネ 松ノ木畑 マツノキバタ
2106 14 峰 ミネ 丸岩 マルイワ
2107 14 峰 ミネ 南森 ミナミモリ
2108 14 峰 ミネ 峯ヶ峠 ミネガトウ
2109 14 峰 ミネ ミヤクビ ミヤクビ
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2110 14 峰 ミネ 向ヶナロ（越知に合併） ムカイガナロ
2111 14 峰 ミネ 弥次郎 ヤジロウ
2112 14 峰 ミネ 柳ヶ久保 ヤナギガクボ
2113 14 峰 ミネ 山ガキ ヤマガキ
2114 14 峰 ミネ 山神 ヤマカミ
2115 14 峰 ミネ 山伏岩 ヤマブシイワ
2116 14 峰 ミネ 横畝 ヨコウネ
2117 14 峰 ミネ 横野 ヨコノ
2118 14 峰 ミネ 横畑 ヨコバタ
2119 14 峰 ミネ ヲリオ ヲリオ
2120 14 峰 ミネ ヲンヂワラビ ヲンヂワラビ
2121 15 四ツ白 ヨツシロ 赤地 アカジ
2122 15 四ツ白 ヨツシロ 赤地畝 アカジウネ
2123 15 四ツ白 ヨツシロ アゼダカ アゼダカ
2124 15 四ツ白 ヨツシロ アツキザコ アツキザコ
2125 15 四ツ白 ヨツシロ アラカシ アラカシ
2126 15 四ツ白 ヨツシロ アリノ木 アリノキ
2127 15 四ツ白 ヨツシロ 石神峠 イシガミトウ
2128 15 四ツ白 ヨツシロ 石ワラビ イシワラビ
2129 15 四ツ白 ヨツシロ イタガ森 イタガモリ
2130 15 四ツ白 ヨツシロ イダ渕 イダブチ
2131 15 四ツ白 ヨツシロ 一反田 イッタンダ
2132 15 四ツ白 ヨツシロ 井林 イバヤシ
2133 15 四ツ白 ヨツシロ 芋舩谷 イモフネダニ
2134 15 四ツ白 ヨツシロ 入船 イリフネ
2135 15 四ツ白 ヨツシロ 宇作田 ウサクダ
2136 15 四ツ白 ヨツシロ 丑渡瀬 ウシワタセ
2137 15 四ツ白 ヨツシロ 恵美酒岩 エビスイワ
2138 15 四ツ白 ヨツシロ 大? オオカゲ
2139 15 四ツ白 ヨツシロ 大平 オオヒラ
2140 15 四ツ白 ヨツシロ 岡 オカ
2141 15 四ツ白 ヨツシロ 岡崎 オカザキ
2142 15 四ツ白 ヨツシロ 奥ノ向ヒ オクノムカイ
2143 15 四ツ白 ヨツシロ カマカ谷 カマカタニ
2144 15 四ツ白 ヨツシロ 上ミアラカシ カミアラカシ
2145 15 四ツ白 ヨツシロ 上ミ桐ケサコ カミキリガサコ
2146 15 四ツ白 ヨツシロ 神田 カミダ
2147 15 四ツ白 ヨツシロ 神田山 カミダヤマ
2148 15 四ツ白 ヨツシロ 上ミ長サコ カミナガサコ
2149 15 四ツ白 ヨツシロ 上ハナロ カミハナロ
2150 15 四ツ白 ヨツシロ 上ミヒラダバ カミヒラダバ
2151 15 四ツ白 ヨツシロ 上水木 カミミズギ
2152 15 四ツ白 ヨツシロ キヨワラヒクチ キヨワラヒクチ
2153 15 四ツ白 ヨツシロ 桐カサコ キリカサコ
2154 15 四ツ白 ヨツシロ 楠ノ木サコ クスノキサコ
2155 15 四ツ白 ヨツシロ クビヲレ クビヲレ
2156 15 四ツ白 ヨツシロ クボ田 クボタ
2157 15 四ツ白 ヨツシロ クボタ山 クボタヤマ
2158 15 四ツ白 ヨツシロ クラ谷 クラタニ
2159 15 四ツ白 ヨツシロ クレギ クレギ
2160 15 四ツ白 ヨツシロ 桑サコ クワサコ
2161 15 四ツ白 ヨツシロ コウモリ岩 コウモリイワ
2162 15 四ツ白 ヨツシロ 越峠 コエトウ
2163 15 四ツ白 ヨツシロ 小越 コゴエ
2164 15 四ツ白 ヨツシロ 小作ヤシキ コサクヤシキ
2165 15 四ツ白 ヨツシロ コミ山 コミヤマ
2166 15 四ツ白 ヨツシロ コヤノ谷 コヤノタニ
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2167 15 四ツ白 ヨツシロ コヤノ谷口 コヤノタニグチ
2168 15 四ツ白 ヨツシロ 権現瀧 ゴンゲンダキ
2169 15 四ツ白 ヨツシロ 櫻ヶ谷 サクラガタニ
2170 15 四ツ白 ヨツシロ サデ サデ
2171 15 四ツ白 ヨツシロ サハイガ坪 サハイガツボ
2172 15 四ツ白 ヨツシロ 三郎谷 サブロウダニ
2173 15 四ツ白 ヨツシロ サンタダ サンタダ
2174 15 四ツ白 ヨツシロ 椎ノ木峠 シイノキトウ
2175 15 四ツ白 ヨツシロ 鹿ノ谷 シカノタニ
2176 15 四ツ白 ヨツシロ シダノ尾 シダノオ
2177 15 四ツ白 ヨツシロ シダ尾 シダヲ
2178 15 四ツ白 ヨツシロ シデ坂 シデサカ
2179 15 四ツ白 ヨツシロ 芝ヶ畝 シバガウネ
2180 15 四ツ白 ヨツシロ 芝サキ シバサキ
2181 15 四ツ白 ヨツシロ 下モカゲ シモカゲ
2182 15 四ツ白 ヨツシロ 下モコヤノ谷 シモコヤノタニ
2183 15 四ツ白 ヨツシロ 下モ長サコ シモナガサコ
2184 15 四ツ白 ヨツシロ 下モヒラダバ シモヒラダバ
2185 15 四ツ白 ヨツシロ 十兵衛 ジュウベエ
2186 15 四ツ白 ヨツシロ 庄次作 ショウジヅクリ
2187 15 四ツ白 ヨツシロ 白瀧 シラタキ
2188 15 四ツ白 ヨツシロ ジルソヲ ジルソヲ
2189 15 四ツ白 ヨツシロ スゲノ原 スゲノハラ
2190 15 四ツ白 ヨツシロ スリヨウ スリヨウ
2191 15 四ツ白 ヨツシロ セキダシ セキダシ
2192 15 四ツ白 ヨツシロ センダゲサコ センダゲサコ
2193 15 四ツ白 ヨツシロ 代々邸 ダイダイヤシキ
2194 15 四ツ白 ヨツシロ 高ヲトシ タカオトシ
2195 15 四ツ白 ヨツシロ 瀧バナ タキバナ
2196 15 四ツ白 ヨツシロ 瀧山 タキヤマ
2197 15 四ツ白 ヨツシロ タヅ原 タヅハラ
2198 15 四ツ白 ヨツシロ タテ山 タテヤマ
2199 15 四ツ白 ヨツシロ 谷ヤシキ タニヤシキ
2200 15 四ツ白 ヨツシロ 狸岩 タヌキイワ
2201 15 四ツ白 ヨツシロ ダバ ダバ
2202 15 四ツ白 ヨツシロ ダバ山 ダバヤマ
2203 15 四ツ白 ヨツシロ タルノ奥 タルノオク
2204 15 四ツ白 ヨツシロ 樽ノ口 タルノクチ
2205 15 四ツ白 ヨツシロ ツキアハセ ツキアワセ
2206 15 四ツ白 ヨツシロ ヅシラ ヅシラ
2207 15 四ツ白 ヨツシロ 土居 ドイ
2208 15 四ツ白 ヨツシロ ト石ガ谷 トイシガタニ
2209 15 四ツ白 ヨツシロ 土居ノ前 ドイノマエ
2210 15 四ツ白 ヨツシロ ドウシウ ドウシウ
2211 15 四ツ白 ヨツシロ ドウシウ山 ドウシウヤマ
2212 15 四ツ白 ヨツシロ 堂ノ上 ドウノウエ
2213 15 四ツ白 ヨツシロ トカノ作リ トカノヅクリ
2214 15 四ツ白 ヨツシロ 長岩 ナガイワ
2215 15 四ツ白 ヨツシロ 中スカ ナカスカ
2216 15 四ツ白 ヨツシロ 永田 ナガタ
2217 15 四ツ白 ヨツシロ 長丁 ナガチョウ
2218 15 四ツ白 ヨツシロ ナガミ ナガミ
2219 15 四ツ白 ヨツシロ 中ム子 ナカムネ
2220 15 四ツ白 ヨツシロ ナベラ ナベラ
2221 15 四ツ白 ヨツシロ 浪瀧 ナミダキ
2222 15 四ツ白 ヨツシロ 西ガラク ニシガラク
2223 15 四ツ白 ヨツシロ 西北谷 ニシキタダニ
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2224 15 四ツ白 ヨツシロ 西コヤノ谷 ニシコヤノタニ
2225 15 四ツ白 ヨツシロ 西ダバ ニシダバ
2226 15 四ツ白 ヨツシロ 西トウ野々 ニシトウノノ
2227 15 四ツ白 ヨツシロ 西畑 ニシバタ
2228 15 四ツ白 ヨツシロ 野瀧 ノダキ
2229 15 四ツ白 ヨツシロ 野中 ノナカ
2230 15 四ツ白 ヨツシロ ハゲ畝 ハゲウネ
2231 15 四ツ白 ヨツシロ 場所カ谷 バショガタニ
2232 15 四ツ白 ヨツシロ 八代 ハチダイ
2233 15 四ツ白 ヨツシロ 東アラカシ ヒガシアラカシ
2234 15 四ツ白 ヨツシロ 東北谷 ヒガシキタダニ
2235 15 四ツ白 ヨツシロ 東コヤノ谷 ヒガシコヤノタニ
2236 15 四ツ白 ヨツシロ 東谷 ヒガシダニ
2237 15 四ツ白 ヨツシロ 東谷口 ヒガシダニグチ
2238 15 四ツ白 ヨツシロ 東トウ野々 ヒガシトウノノ
2239 15 四ツ白 ヨツシロ 東柳ヶ内 ヒガシヤナギガウチ
2240 15 四ツ白 ヨツシロ ヒビガ谷 ヒビガタニ
2241 15 四ツ白 ヨツシロ 廣サコ ヒロサコ
2242 15 四ツ白 ヨツシロ フスボリ フスボリ
2243 15 四ツ白 ヨツシロ 舩サコ フナサコ
2244 15 四ツ白 ヨツシロ 法黒寺 ホウコクジ
2245 15 四ツ白 ヨツシロ ホリ ホリ
2246 15 四ツ白 ヨツシロ 松之本 マツノモト
2247 15 四ツ白 ヨツシロ 水木 ミヅギ
2248 15 四ツ白 ヨツシロ 南コヤノ谷 ミナミコヤノタニ
2249 15 四ツ白 ヨツシロ 峯ヤシキ ミネヤシキ
2250 15 四ツ白 ヨツシロ 宮ノナロ ミヤノナロ
2251 15 四ツ白 ヨツシロ 妙泉ガ畝 ミョウセンガウネ
2252 15 四ツ白 ヨツシロ 妙泉ヶ瀧 ミョウセンガダキ
2253 15 四ツ白 ヨツシロ 柳ヶ内 ヤナギガウチ
2254 15 四ツ白 ヨツシロ 柳ノ奥 ヤナギガオク
2255 15 四ツ白 ヨツシロ 柳ノ下モ ヤナギノシモ
2256 15 四ツ白 ヨツシロ 山口 ヤマグチ
2257 15 四ツ白 ヨツシロ 山ノ下 ヤマノシタ
2258 15 四ツ白 ヨツシロ 与五郎邸 ヨゴロウヤシキ
2259 15 四ツ白 ヨツシロ 吉田ヤシキ ヨシダヤシキ
2260 15 四ツ白 ヨツシロ ワカサ ワカサ
2261 15 四ツ白 ヨツシロ ヲリ畝 ヲリウネ
2262 16 二ツ野 フタツノ 安房堀 アホウボリ
2263 16 二ツ野 フタツノ 石神 イシガミ
2264 16 二ツ野 フタツノ 一ノ谷 イチノタニ
2265 16 二ツ野 フタツノ 宇作田 ウサクダ
2266 16 二ツ野 フタツノ 牛鬼ヶ渕 ウシオニガブチ
2267 16 二ツ野 フタツノ 漆谷 ウルシダニ
2268 16 二ツ野 フタツノ 大景 オオカゲ
2269 16 二ツ野 フタツノ 大田 オオタ
2270 16 二ツ野 フタツノ 大奈路 オオナロ
2271 16 二ツ野 フタツノ 大苗代 オオナワシロ
2272 16 二ツ野 フタツノ 岡田邸 オカダヤシキ
2273 16 二ツ野 フタツノ 落合 オチアイ
2274 16 二ツ野 フタツノ 斧左近 オノサコ
2275 16 二ツ野 フタツノ 斧左近峰 オノサコミネ
2276 16 二ツ野 フタツノ 礪ヶ谷 カキガタニ
2277 16 二ツ野 フタツノ 柿木田 カキノキダ
2278 16 二ツ野 フタツノ 陰地 カゲノジ
2279 16 二ツ野 フタツノ 重子岩 カサネイワ
2280 16 二ツ野 フタツノ 勝山 カツヤマ



佐川町の大字・字の一覧

2016/5/14 41/62 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

2281 16 二ツ野 フタツノ 葛原 カヅラハラ
2282 16 二ツ野 フタツノ 金松 カナマツ
2283 16 二ツ野 フタツノ 上ミノ土居 カミノドイ
2284 16 二ツ野 フタツノ 榧ヶ左近 ガヤガサコ
2285 16 二ツ野 フタツノ 京蕨 キョウワラビ
2286 16 二ツ野 フタツノ 桐ヶ左近 キリガサコ
2287 16 二ツ野 フタツノ 伐塞 キリフサギ
2288 16 二ツ野 フタツノ 九鬼越 クキゴエ
2289 16 二ツ野 フタツノ 香曽井 コウソイ
2290 16 二ツ野 フタツノ 鴻之巣 コウノス
2291 16 二ツ野 フタツノ 恋門 コエカド
2292 16 二ツ野 フタツノ 恋門峯 コエカドミネ
2293 16 二ツ野 フタツノ 越峠 コエトウ
2294 16 二ツ野 フタツノ 穀ヶ原 コクガハラ
2295 16 二ツ野 フタツノ 五反地 ゴタンジ
2296 16 二ツ野 フタツノ 小屋ノ谷 コヤノタニ
2297 16 二ツ野 フタツノ 権助田 ゴンスケダ
2298 16 二ツ野 フタツノ 琴平森 コンピラモリ
2299 16 二ツ野 フタツノ 境谷 サカイダニ
2300 16 二ツ野 フタツノ 境谷ノ峯 サカイダニノミネ
2301 16 二ツ野 フタツノ 坂本 サカモト
2302 16 二ツ野 フタツノ 三郎谷 サブロウダニ
2303 16 二ツ野 フタツノ 三本松 サンボンマツ
2304 16 二ツ野 フタツノ 椎木田 シイノキダ
2305 16 二ツ野 フタツノ 椎木峠 シイノキトウ
2306 16 二ツ野 フタツノ 鹿之谷 シカノタニ
2307 16 二ツ野 フタツノ 志多尾 シダオ
2308 16 二ツ野 フタツノ 志多尾北谷 シダオキタダニ
2309 16 二ツ野 フタツノ 志多尾中切 シダオナカギレ
2310 16 二ツ野 フタツノ 志多尾南路 シダオミナミヂ
2311 16 二ツ野 フタツノ 芝田 シバタ
2312 16 二ツ野 フタツノ 下久禮木 シモクレギ
2313 16 二ツ野 フタツノ 下モ邸 シモヤシキ
2314 16 二ツ野 フタツノ 上京 ジョウキョウ
2315 16 二ツ野 フタツノ 尻無畝 シリナシウネ
2316 16 二ツ野 フタツノ 四郎邸 シロウヤシキ
2317 16 二ツ野 フタツノ 新鍬目 シンクワメ
2318 16 二ツ野 フタツノ 鈴原 スズハラ
2319 16 二ツ野 フタツノ 寸領 スリョウ
2320 16 二ツ野 フタツノ 瀬戸 セト
2321 16 二ツ野 フタツノ 高尾 タカオ
2322 16 二ツ野 フタツノ 竹之端 タケノハナ
2323 16 二ツ野 フタツノ 縦道 タテミチ
2324 16 二ツ野 フタツノ 谷ノ奥 タニノオク
2325 16 二ツ野 フタツノ 田ノ奥 タノオク
2326 16 二ツ野 フタツノ 駄場 ダバ
2327 16 二ツ野 フタツノ 地蔵森 ヂゾウモリ
2328 16 二ツ野 フタツノ 天神峠 テンジントウゲ
2329 16 二ツ野 フタツノ 天神森 テンジンノモリ
2330 16 二ツ野 フタツノ 土居邸 ドイヤシキ
2331 16 二ツ野 フタツノ 堂ヶ奈路 ドウガナロ
2332 16 二ツ野 フタツノ 動女氣 ドウナキ
2333 16 二ツ野 フタツノ 唐ノ巣 トウノス
2334 16 二ツ野 フタツノ 鳶ヶ巣 トビガス
2335 16 二ツ野 フタツノ 中畝 ナカウネ
2336 16 二ツ野 フタツノ 長尾 ナガオ
2337 16 二ツ野 フタツノ 中切 ナカギレ
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2338 16 二ツ野 フタツノ 長背松 ナガセマツ
2339 16 二ツ野 フタツノ 永田 ナガタ
2340 16 二ツ野 フタツノ 中谷 ナカダニ
2341 16 二ツ野 フタツノ 長田南路 ナガタミナミヂ
2342 16 二ツ野 フタツノ 中町 ナカマチ
2343 16 二ツ野 フタツノ 長見 ナガミ
2344 16 二ツ野 フタツノ 中道 ナカミチ
2345 16 二ツ野 フタツノ 中山 ナカヤマ
2346 16 二ツ野 フタツノ 流田 ナガレダ
2347 16 二ツ野 フタツノ 名元畑 ナモトバタケ
2348 16 二ツ野 フタツノ 西谷峯 ニシダニミネ
2349 16 二ツ野 フタツノ 西ノ岡 ニシノオカ
2350 16 二ツ野 フタツノ 西ノ芝 ニシノシバ
2351 16 二ツ野 フタツノ 西之谷 ニシノタニ
2352 16 二ツ野 フタツノ 羽毛地 ハゲヂ
2353 16 二ツ野 フタツノ 東谷 ヒガシダニ
2354 16 二ツ野 フタツノ 東谷峯 ヒガシダニミネ
2355 16 二ツ野 フタツノ 髭作 ヒゲヅクリ
2356 16 二ツ野 フタツノ 雲雀尻 ヒバリジリ
2357 16 二ツ野 フタツノ 枇杷谷 ビワガダニ
2358 16 二ツ野 フタツノ 前崎 マエサキ
2359 16 二ツ野 フタツノ 松杭岳 マツクイオカ
2360 16 二ツ野 フタツノ 松ノ本 マツノモト
2361 16 二ツ野 フタツノ 松ノ本峯 マツノモトミネ
2362 16 二ツ野 フタツノ 宮ノ前 ミヤノマエ
2363 16 二ツ野 フタツノ 宮野森 ミヤノモリ
2364 16 二ツ野 フタツノ 明神森 ミョウジンガモリ
2365 16 二ツ野 フタツノ 向之芝 ムカイノシバ
2366 16 二ツ野 フタツノ 休石 ヤスミイシ
2367 16 二ツ野 フタツノ 八面 ヤツラ
2368 16 二ツ野 フタツノ 八面谷 ヤツラダニ
2369 16 二ツ野 フタツノ 柳ヶ内 ヤナギガウチ
2370 16 二ツ野 フタツノ 柳ヶ本 ヤナギガモト
2371 16 二ツ野 フタツノ 山口 ヤマグチ
2372 16 二ツ野 フタツノ 山ノ神 ヤマノカミ
2373 16 二ツ野 フタツノ 四ツ辻 ヨツツジ
2374 17 中野 ナカノ アサシモ アサシモ
2375 17 中野 ナカノ 浅谷 アサダニ
2376 17 中野 ナカノ 穴田 アナダ
2377 17 中野 ナカノ 有リノ木 アリノキ
2378 17 中野 ナカノ 家床 イエトコ
2379 17 中野 ナカノ 池ノ上 イケノウエ
2380 17 中野 ナカノ 神母ノ前 イゲノマエ
2381 17 中野 ナカノ 神母山 イゲヤマ
2382 17 中野 ナカノ 石ガ坪 イシガツボ
2383 17 中野 ナカノ 一ノ谷 イチノタニ
2384 17 中野 ナカノ 一ノ谷口 イチノタニグチ
2385 17 中野 ナカノ 一ノ谷森 イチノタニモリ
2386 17 中野 ナカノ 伊藤田 イトウダ
2387 17 中野 ナカノ 稲荷畝子 イナリウネ
2388 17 中野 ナカノ 井ノ上 イノウエ
2389 17 中野 ナカノ 上ヱノ屋敷 ウエノヤシキ
2390 17 中野 ナカノ 兎田 ウサギダ
2391 17 中野 ナカノ 後ロ山 ウシロヤマ
2392 17 中野 ナカノ 梅ヶヤ敷 ウメガヤシキ
2393 17 中野 ナカノ 梅ノ木谷 ウメノキダニ
2394 17 中野 ナカノ ヱビガナロ エビガナロ
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2395 17 中野 ナカノ 大井渡瀬 オオイワタゼ
2396 17 中野 ナカノ 大木ノ木 オオギノキ
2397 17 中野 ナカノ 扇畑 オオギバタ
2398 17 中野 ナカノ 大谷 オオタニ
2399 17 中野 ナカノ 大ナロ オオナロ
2400 17 中野 ナカノ 大西ヤシキ オオニシヤシキ
2401 17 中野 ナカノ 奥大谷 オクオオダニ
2402 17 中野 ナカノ 奥ノ院 オクノイン
2403 17 中野 ナカノ 鬼ガ崎 オニガサキ
2404 17 中野 ナカノ 本モ谷 オモダニ
2405 17 中野 ナカノ 貝石 カイセキ
2406 17 中野 ナカノ 影山 カゲヤマ
2407 17 中野 ナカノ 梶ヶ窪 カジガクボ
2408 17 中野 ナカノ 上ミ三ヶ所地 カミサンガショジ
2409 17 中野 ナカノ 上新改 カミシンガイ
2410 17 中野 ナカノ 神田 カミダ
2411 17 中野 ナカノ 上ミ瀧 カミダキ
2412 17 中野 ナカノ 神ノ木 カミノキ
2413 17 中野 ナカノ 上ミノ谷 カミノタニ
2414 17 中野 ナカノ 上ノ坊 カミノボウ
2415 17 中野 ナカノ 加茂坂谷 カモサカダニ
2416 17 中野 ナカノ 加茂峠 カモトウゲ
2417 17 中野 ナカノ ガラク ガラク
2418 17 中野 ナカノ 川添 カワゾエ
2419 17 中野 ナカノ 川原田 カワハラダ
2420 17 中野 ナカノ 北谷 キタダニ
2421 17 中野 ナカノ 北野 キタノ
2422 17 中野 ナカノ 北畑 キタバタ
2423 17 中野 ナカノ 喜悦谷 キヨシダニ
2424 17 中野 ナカノ クキ越 クキゴエ
2425 17 中野 ナカノ 蔵ノ後 クラノウシロ
2426 17 中野 ナカノ 黒ノ瀬屋敷 クロノセヤシキ
2427 17 中野 ナカノ 黒坊師 クロボウシ
2428 17 中野 ナカノ 越エ コエ
2429 17 中野 ナカノ 越ノ峠 コエノトウ
2430 17 中野 ナカノ 小嶋 コジマ
2431 17 中野 ナカノ 五十代 ゴジュウダイ
2432 17 中野 ナカノ 小瀧 コダキ
2433 17 中野 ナカノ 小丸山 コマルヤマ
2434 17 中野 ナカノ 境谷 サカイダニ
2435 17 中野 ナカノ サガリ木 サガリキ
2436 17 中野 ナカノ 五月田 サツキダ
2437 17 中野 ナカノ サバイ田 サバイダ
2438 17 中野 ナカノ 鹿場口 シカバグチ
2439 17 中野 ナカノ 四代山 シダイヤマ
2440 17 中野 ナカノ 芝屋敷 シバヤシキ
2441 17 中野 ナカノ 下新改 シモシンガイ
2442 17 中野 ナカノ 下モ瀧 シモタキ
2443 17 中野 ナカノ 白髭屋敷 シラヒゲヤシキ
2444 17 中野 ナカノ 城ノ臺 シロノダイ
2445 17 中野 ナカノ 新林 シンバヤシ
2446 17 中野 ナカノ 炭釜 スミガマ
2447 17 中野 ナカノ セイモト セイモト
2448 17 中野 ナカノ 善次郎 ゼンジロウ
2449 17 中野 ナカノ 大師谷 ダイシダニ
2450 17 中野 ナカノ 大飯田 ダイハンデン
2451 17 中野 ナカノ 髙石 タカイシ
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2452 17 中野 ナカノ 高森 タカモリ
2453 17 中野 ナカノ 瀧山 タキヤマ
2454 17 中野 ナカノ 竹ノ下 タケノシタ
2455 17 中野 ナカノ 谷田 タニダ
2456 17 中野 ナカノ 谷ノ奥 タニノオク
2457 17 中野 ナカノ 賜リ タマワリ
2458 17 中野 ナカノ 樽ノ奥 タルノオク
2459 17 中野 ナカノ 柚ノ畝 ヂクノウネ
2460 17 中野 ナカノ 柚ノ木ヶ谷 ヂクノキガダニ
2461 17 中野 ナカノ 突抜谷 ツキヌケダニ
2462 17 中野 ナカノ 椿ノ本 ツバキノモト
2463 17 中野 ナカノ 釣井ノ奥 ツルイノオク
2464 17 中野 ナカノ 砥石ガ谷 トイシガタニ
2465 17 中野 ナカノ 峠ヶ裾 トウガスソ
2466 17 中野 ナカノ 堂ノ奥 ドウノオク
2467 17 中野 ナカノ 堂ノ本 ドウノモト
2468 17 中野 ナカノ 鳥打場 トリウチバ
2469 17 中野 ナカノ 中ウ子 ナカウネ
2470 17 中野 ナカノ 長サコ ナガサコ
2471 17 中野 ナカノ 中新改 ナカシンガイ
2472 17 中野 ナカノ 長田 ナガタ
2473 17 中野 ナカノ 長谷 ナガタニ
2474 17 中野 ナカノ 中西屋鋪 ナカニシヤシキ
2475 17 中野 ナカノ 長畑 ナガバタ
2476 17 中野 ナカノ 中山 ナカヤマ
2477 17 中野 ナカノ 鍋ヶ渕上 ナベガブチノウエ
2478 17 中野 ナカノ 西谷 ニシダニ
2479 17 中野 ナカノ 西ノ岡 ニシノオカ
2480 17 中野 ナカノ 二ノ谷 ニノタニ
2481 17 中野 ナカノ 野中 ノナカ
2482 17 中野 ナカノ 上リ畝子 ノボリウネ
2483 17 中野 ナカノ 萩ノ岡 ハギノオカ
2484 17 中野 ナカノ 兀ゲ畝子 ハゲウネ
2485 17 中野 ナカノ ハザ ハザ
2486 17 中野 ナカノ ハザ谷山 ハザタニヤマ
2487 17 中野 ナカノ ハチガ森 ハチガモリ
2488 17 中野 ナカノ 林ノ谷 ハヤシノタニ
2489 17 中野 ナカノ 稗畑 ヒエハタ
2490 17 中野 ナカノ 光リ岩 ヒカリイワ
2491 17 中野 ナカノ ヒヨノ谷 ヒヨノタニ
2492 17 中野 ナカノ 廣芝 ヒロシバ
2493 17 中野 ナカノ 廣芝ノ上 ヒロシバノウエ
2494 17 中野 ナカノ 夫婦岩 フウフイワ
2495 17 中野 ナカノ 朴ノ又 ホウノマタ
2496 17 中野 ナカノ 松原 マツバラ
2497 17 中野 ナカノ 丸山 マルヤマ
2498 17 中野 ナカノ 水呑 ミズノミ
2499 17 中野 ナカノ 水呑下モ切 ミズノミシモギレ
2500 17 中野 ナカノ 溝田 ミゾタ
2501 17 中野 ナカノ 南屋敷 ミナミヤシキ
2502 17 中野 ナカノ 麦干場 ムギホシバ
2503 17 中野 ナカノ 向ウ畑 ムコウバタ
2504 17 中野 ナカノ 向ヲ畑越ヱ ムコウバタゴエ
2505 17 中野 ナカノ 薬研谷 ヤケンダニ
2506 17 中野 ナカノ 山ノ下 ヤマノシタ
2507 17 中野 ナカノ 山バナ ヤマバナ
2508 17 中野 ナカノ 横山 ヨコヤマ
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2509 18 瑞應 ズイオウ アンヤシキ アンヤシキ
2510 18 瑞應 ズイオウ 井口 イグチ
2511 18 瑞應 ズイオウ 池ノ平 イケノヒラ
2512 18 瑞應 ズイオウ 石神前 イシガミノマエ
2513 18 瑞應 ズイオウ 井ノ上エ イノウエ
2514 18 瑞應 ズイオウ 井ノ上山 イノウエヤマ
2515 18 瑞應 ズイオウ 姥ケ懐ロ ウバガフトコロ
2516 18 瑞應 ズイオウ 大木ノキ オオギノキ
2517 18 瑞應 ズイオウ 岡ノ上 オカノウエ
2518 18 瑞應 ズイオウ 柿ガ峠 カキガトウゲ
2519 18 瑞應 ズイオウ 神之前 カミノマエ
2520 18 瑞應 ズイオウ コモリ山 コモリヤマ
2521 18 瑞應 ズイオウ コヤケ谷 コヤガタニ
2522 18 瑞應 ズイオウ 坂ノワキ サカノワキ
2523 18 瑞應 ズイオウ サンバク サンバク
2524 18 瑞應 ズイオウ 杉ノ尾 スギノヲ
2525 18 瑞應 ズイオウ 高畑 タカハタ
2526 18 瑞應 ズイオウ 谷口 タニグチ
2527 18 瑞應 ズイオウ 谷ノ奥 タニノオク
2528 18 瑞應 ズイオウ 土居之前 ドイノマエ
2529 18 瑞應 ズイオウ 長田 ナガタ
2530 18 瑞應 ズイオウ 中ノキレ ナカノキレ
2531 18 瑞應 ズイオウ 西ノ島 ニシノシマ
2532 18 瑞應 ズイオウ 西谷 ニシノタニ
2533 18 瑞應 ズイオウ 登リ立 ノボリタテ
2534 18 瑞應 ズイオウ 林ノ脇 ハヤシノワキ
2535 18 瑞應 ズイオウ ムカイ山 ムカイヤマ
2536 18 瑞應 ズイオウ 椋ノ木 ムクノキ
2537 18 瑞應 ズイオウ モリ モリ
2538 19 庄田 ショウダ アラヒラ山 アラヒラヤマ
2539 19 庄田 ショウダ アンノクボ アンノクボ
2540 19 庄田 ショウダ 伊気ノ木 イゲノキ
2541 19 庄田 ショウダ 井谷 イユダニ
2542 19 庄田 ショウダ 井谷山 イユダニヤマ
2543 19 庄田 ショウダ ウヅシリ ウヅシリ
2544 19 庄田 ショウダ 上ハ立目 ウハタチメ
2545 19 庄田 ショウダ 大内ソヘ オオウチソヘ
2546 19 庄田 ショウダ 大カメ オオカメ
2547 19 庄田 ショウダ 大久保 オオクボ
2548 19 庄田 ショウダ 大坂 オオサカ
2549 19 庄田 ショウダ 大坂山 オオサカヤマ
2550 19 庄田 ショウダ 大谷ハナ オオタニハナ
2551 19 庄田 ショウダ 大ナロ オオナロ
2552 19 庄田 ショウダ 大ナロ谷 オオナロダニ
2553 19 庄田 ショウダ 大西 オオニシ
2554 19 庄田 ショウダ 岡田 オカダ
2555 19 庄田 ショウダ 岡ノ芝 オカノシバ
2556 19 庄田 ショウダ 岡ヤシキ オカヤシキ
2557 19 庄田 ショウダ 岡山 オカヤマ
2558 19 庄田 ショウダ 小舟 オブネ
2559 19 庄田 ショウダ 小舟山ノ下 オブネヤマノシタ
2560 19 庄田 ショウダ カヤガホキ カヤガホキ
2561 19 庄田 ショウダ カリマタ カリマタ
2562 19 庄田 ショウダ 狩山 カリヤマ
2563 19 庄田 ショウダ 北ヤシキ キタヤシキ
2564 19 庄田 ショウダ キドヤシキ キドヤシキ
2565 19 庄田 ショウダ 給デン キュウデン
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2566 19 庄田 ショウダ キリウ キリウ
2567 19 庄田 ショウダ 草木原 クサギハラ
2568 19 庄田 ショウダ クサギ原 クサギハラ
2569 19 庄田 ショウダ 楠原 クスハラ
2570 19 庄田 ショウダ 楠原山 クスハラヤマ
2571 19 庄田 ショウダ クレ石 クレイシ
2572 19 庄田 ショウダ 黒石 クロイシ
2573 19 庄田 ショウダ クロ石山 クロイシヤマ
2574 19 庄田 ショウダ 桑木カ谷 クワキガタニ
2575 19 庄田 ショウダ 幸太郎山 コウタロウヤマ
2576 19 庄田 ショウダ 光明寺中 コウミョウジチュウ
2577 19 庄田 ショウダ 胡麻ノ坂 ゴマノサカ
2578 19 庄田 ショウダ コヲヂ コヲジ
2579 19 庄田 ショウダ コヲタロ コヲタロ
2580 19 庄田 ショウダ 櫻山 サクラヤマ
2581 19 庄田 ショウダ 三寳山 サンボウヤマ
2582 19 庄田 ショウダ 寺中馬場添 ジチュウババゾエ
2583 19 庄田 ショウダ 庄田芝 ショウダシバ
2584 19 庄田 ショウダ 庄田山 ショウダヤマ
2585 19 庄田 ショウダ 城臺山 シロノダイヤマ
2586 19 庄田 ショウダ 新バエ シンバエ
2587 19 庄田 ショウダ 外ケ内 ソトガウチ
2588 19 庄田 ショウダ 竹ノ下 タケノシタ
2589 19 庄田 ショウダ 立花 タチバナ
2590 19 庄田 ショウダ 立花畝 タチバナウネ
2591 19 庄田 ショウダ 立花山 タチバナヤマ
2592 19 庄田 ショウダ 立目山 タチメヤマ
2593 19 庄田 ショウダ 棚田 タナダ
2594 19 庄田 ショウダ 玉ハリ タマハリ
2595 19 庄田 ショウダ 太夫ヤシキ タユウヤシキ
2596 19 庄田 ショウダ ヂクノ木山 ヂクノキヤマ
2597 19 庄田 ショウダ 忠太越 チュウタゴエ
2598 19 庄田 ショウダ 中タ道ノ下 チュウタミチノシタ
2599 19 庄田 ショウダ 土ヶ坂 ツチガサカ
2600 19 庄田 ショウダ 土ヶ坂山 ツチガサカヤマ
2601 19 庄田 ショウダ 寺ノ下 テラノシタ
2602 19 庄田 ショウダ 寺山 テラヤマ
2603 19 庄田 ショウダ 土井ヤシキ ドイヤシキ
2604 19 庄田 ショウダ 轟ノ芝 トドロキノシバ
2605 19 庄田 ショウダ 殿バエ山 トノバエヤマ
2606 19 庄田 ショウダ 中芝 ナカシバ
2607 19 庄田 ショウダ 中芝山 ナカシバヤマ
2608 19 庄田 ショウダ 中新開 ナカシンカイ
2609 19 庄田 ショウダ 中ヤシキ ナカヤシキ
2610 19 庄田 ショウダ 中山 ナカヤマ
2611 19 庄田 ショウダ 苗代ノソリ ナワシロノソリ
2612 19 庄田 ショウダ ハシヤシキ ハシヤシキ
2613 19 庄田 ショウダ ヒヤノ谷 ヒヤノタニ
2614 19 庄田 ショウダ 深谷 フカダニ
2615 19 庄田 ショウダ フトウ フトウ
2616 19 庄田 ショウダ フトヲ フトヲ
2617 19 庄田 ショウダ ホキ山 ホキヤマ
2618 19 庄田 ショウダ 松ノ下 マツノモト
2619 19 庄田 ショウダ 丸田 マルダ
2620 19 庄田 ショウダ 万福寺中 マンフクジチュウ
2621 19 庄田 ショウダ ミコクデン ミコクデン
2622 19 庄田 ショウダ 道ノ表 ミチノオモテ
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2623 19 庄田 ショウダ ミトボレ ミトボレ
2624 19 庄田 ショウダ 南谷 ミナミダニ
2625 19 庄田 ショウダ 南谷山 ミナミダニヤマ
2626 19 庄田 ショウダ ミノコシ ミノコシ
2627 19 庄田 ショウダ 宮原井ゾエ ミヤノハライゾエ
2628 19 庄田 ショウダ 宮原寺中 ミヤノハラジチュウ
2629 19 庄田 ショウダ 宮原西ノ谷 ミヤノハラニシノタニ
2630 19 庄田 ショウダ 宮原山 ミヤノハラヤマ
2631 19 庄田 ショウダ ミヤワキ ミヤワキ
2632 19 庄田 ショウダ 宮脇山 ミヤワキヤマ
2633 19 庄田 ショウダ ムロヤ ムロヤ
2634 19 庄田 ショウダ 柳ヶ谷 ヤナギガタニ
2635 19 庄田 ショウダ ヤハタ ヤハタ
2636 19 庄田 ショウダ 八幡寺中 ヤハタジチュウ
2637 19 庄田 ショウダ 八幡山 ヤハタヤマ
2638 19 庄田 ショウダ 山ノ下 ヤマノシタ
2639 19 庄田 ショウダ ヲン福デン ヲンプクデン
2640 20 黒原 クロハラ 藍ヶ坪 アイガツボ
2641 20 黒原 クロハラ 赤ハゲ アカハゲ
2642 20 黒原 クロハラ 赤羅木 アカラギ
2643 20 黒原 クロハラ 愛宕畝 アタゴウネ
2644 20 黒原 クロハラ 阿田道掛テ アダミチカケテ
2645 20 黒原 クロハラ 荒イバ アライバ
2646 20 黒原 クロハラ 井口屋敷上下掛テ イグチヤシキカミシモカケテ
2647 20 黒原 クロハラ 伊氣 イゲ
2648 20 黒原 クロハラ 池田 イケダ
2649 20 黒原 クロハラ 池床谷 イケトコダニ
2650 20 黒原 クロハラ 池ノ谷口 イケノタニグチ
2651 20 黒原 クロハラ 池谷清元 イケノタニセイモト
2652 20 黒原 クロハラ 池谷南路 イケノタニミナミヂ
2653 20 黒原 クロハラ 池ノ平 イケノヒラ
2654 20 黒原 クロハラ 石神谷 イシガミタニ
2655 20 黒原 クロハラ 泉口 イズミクチ
2656 20 黒原 クロハラ 井関岡屋敷 イセキオカヤシキ
2657 20 黒原 クロハラ 井関門田 イセキカドタ
2658 20 黒原 クロハラ 井関芝屋敷 イセキシバヤシキ
2659 20 黒原 クロハラ 井関芝屋敷クボ イセキシバヤシキクボ
2660 20 黒原 クロハラ 井関土居屋敷 イセキドイヤシキ
2661 20 黒原 クロハラ 井ノ奥 イノオク
2662 20 黒原 クロハラ 井ノ奥谷西地 イノオクダニニシヂ
2663 20 黒原 クロハラ 井ノ奥谷東道ノ北 イノオクダニヒガシミチノキタ
2664 20 黒原 クロハラ 井ノ奥山道掛テ イノオクヤマミチカケテ
2665 20 黒原 クロハラ 井ノ山 イノヤマ
2666 20 黒原 クロハラ 井ノ山丸畝 イノヤママルウネ
2667 20 黒原 クロハラ 今道 イマミチ
2668 20 黒原 クロハラ 井領 イリョウ
2669 20 黒原 クロハラ 岩ケ谷 イワガタニ
2670 20 黒原 クロハラ 植村山 ウエムラヤマ
2671 20 黒原 クロハラ 馬岡 ウマオカ
2672 20 黒原 クロハラ 馬岡邸 ウマオカヤシキ
2673 20 黒原 クロハラ 梅ノ木田 ウメノキダ
2674 20 黒原 クロハラ 梅ノ木谷 ウメノキダニ
2675 20 黒原 クロハラ 梅ノ木谷西路 ウメノキダニニシジ
2676 20 黒原 クロハラ ウヤノ元 ウヤノモト
2677 20 黒原 クロハラ 漆谷 ウルシダニ
2678 20 黒原 クロハラ ウルシ谷奥 ウルシダニオク
2679 20 黒原 クロハラ 榎木田 エノキダ
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2680 20 黒原 クロハラ 大反リ西山根 オオゾリニシヤマネ
2681 20 黒原 クロハラ 大瀧 オオタキ
2682 20 黒原 クロハラ 大谷 オオタニ
2683 20 黒原 クロハラ 大谷山 オオタニヤマ
2684 20 黒原 クロハラ 大谷横道ノ上 オオタニヨコミチノウエ
2685 20 黒原 クロハラ 大谷横道ノ北 オオタニヨコミチノキタ
2686 20 黒原 クロハラ 大谷横道ノ下 オオタニヨコミチノシタ
2687 20 黒原 クロハラ 大ツヱノ下本谷 オオツエノシタモトダニ
2688 20 黒原 クロハラ 大子 オオネ
2689 20 黒原 クロハラ 大畑 オオバタ
2690 20 黒原 クロハラ 大平屋敷 オオヒラヤシキ
2691 20 黒原 クロハラ 大前屋敷 オオマエヤシキ
2692 20 黒原 クロハラ 大前屋敷付 オオマエヤシキヅキ
2693 20 黒原 クロハラ 大水口 オオミナクチ
2694 20 黒原 クロハラ 奥ノ土居 オクノドイ
2695 20 黒原 クロハラ 奥ヤシキ オクヤシキ
2696 20 黒原 クロハラ 小倉谷 オグラダニ
2697 20 黒原 クロハラ 音羽林 オトバハヤシ
2698 20 黒原 クロハラ 本畝 オモウネ
2699 20 黒原 クロハラ カウノス カウノス
2700 20 黒原 クロハラ 柿ノ木林 カキノキバヤシ
2701 20 黒原 クロハラ 格畑 カクバタ
2702 20 黒原 クロハラ 梶ヶ奈路 カジガナロ
2703 20 黒原 クロハラ 葛坂 カヅラザカ
2704 20 黒原 クロハラ 葛坂大瀧 カヅラザカオオタキ
2705 20 黒原 クロハラ 葛坂本 カヅラサカモト
2706 20 黒原 クロハラ 葛谷 カヅラタニ
2707 20 黒原 クロハラ 鎌ヶ谷 カマガタニ
2708 20 黒原 クロハラ 上梅ノ木谷 カミウメノキダニ
2709 20 黒原 クロハラ 上小路 カミコウジ
2710 20 黒原 クロハラ 上古味谷 カミコミダニ
2711 20 黒原 クロハラ 神ノ木田 カミノキダ
2712 20 黒原 クロハラ 上椋ノ木谷 カミムクノキダニ
2713 20 黒原 クロハラ カモン畑 カモンバタ
2714 20 黒原 クロハラ カラザイケ畑 カラザイケバタ
2715 20 黒原 クロハラ カロヲト山 カロヲトヤマ
2716 20 黒原 クロハラ 川原崎 カワラザキ
2717 20 黒原 クロハラ 北ジルソヲ キタジルソヲ
2718 20 黒原 クロハラ 北谷 キタタニ
2719 20 黒原 クロハラ 北谷清元 キタダニセイモト
2720 20 黒原 クロハラ 北谷中畝 キタダニナカウネ
2721 20 黒原 クロハラ 北野 キタノ
2722 20 黒原 クロハラ 北山ノ下 キタヤマノシタ
2723 20 黒原 クロハラ 城戸 キド
2724 20 黒原 クロハラ 行司ヶ瀧 ギョウジガタキ
2725 20 黒原 クロハラ 行司ヶ嶽 ギョウジガダケ
2726 20 黒原 クロハラ キレト キレト
2727 20 黒原 クロハラ ?原 クイハラ
2728 20 黒原 クロハラ 具足石 グソクイシ
2729 20 黒原 クロハラ 九反地 クタンヂ
2730 20 黒原 クロハラ 久ボタ クボタ
2731 20 黒原 クロハラ 栗木林 クリノキバヤシ
2732 20 黒原 クロハラ 栗森 クリモリ
2733 20 黒原 クロハラ 黒岩 クロイワ
2734 20 黒原 クロハラ 黒瀧 クロタキ
2735 20 黒原 クロハラ ケサ丸 ケサマル
2736 20 黒原 クロハラ 源重姥坂 ゲンジュウウバサカ
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2737 20 黒原 クロハラ 源重カゲ山 ゲンジュウカゲヤマ
2738 20 黒原 クロハラ 源重家領山 ゲンジュウカレイヤマ
2739 20 黒原 クロハラ 源重北ノサカ ゲンジュウキタノサカ
2740 20 黒原 クロハラ 源重桑木谷 ゲンジュウクワキダニ
2741 20 黒原 クロハラ 源重坂 ゲンジュウザカ
2742 20 黒原 クロハラ 源重ソラワリ ゲンジュウソラワリ
2743 20 黒原 クロハラ 源重谷清元 ゲンジュウダニセイモト
2744 20 黒原 クロハラ 源重谷南路 ゲンジュウダニミナミヂ
2745 20 黒原 クロハラ 源重天徳北 ゲンジュウテントクキタ
2746 20 黒原 クロハラ 源重峠 ゲンジュウトウ
2747 20 黒原 クロハラ 源重中芝 ゲンジュウナカシバ
2748 20 黒原 クロハラ 源重縄手ノ表 ゲンジュウナワテノオモテ
2749 20 黒原 クロハラ 源重西ノ芝 ゲンジュウニシノシバ
2750 20 黒原 クロハラ 源重ノツゴノ西 ゲンジュウノツゴノニシ
2751 20 黒原 クロハラ 源重林ノ下 ゲンジュウハヤシノシタ
2752 20 黒原 クロハラ 柑子ノ木 コウジノキ
2753 20 黒原 クロハラ 蝙蝠岩 コウモリイワ
2754 20 黒原 クロハラ 乞食ヶ谷 コジキガタニ
2755 20 黒原 クロハラ コシン コシン
2756 20 黒原 クロハラ 小タカウチ コタカウチ
2757 20 黒原 クロハラ 小谷口畝 コダニグチウネ
2758 20 黒原 クロハラ 小谷口峠 コダニグチトウ
2759 20 黒原 クロハラ 小谷口山 コダニグチヤマ
2760 20 黒原 クロハラ 小林 コバヤシ
2761 20 黒原 クロハラ 小林山 コバヤシヤマ
2762 20 黒原 クロハラ ゴマジリ ゴマジリ
2763 20 黒原 クロハラ コミ谷 コミタニ
2764 20 黒原 クロハラ 古味谷 コミダニ
2765 20 黒原 クロハラ コヤノ谷 コヤノタニ
2766 20 黒原 クロハラ 古弓場 コユバ
2767 20 黒原 クロハラ コロバシ畝 コロバシウネ
2768 20 黒原 クロハラ ゴヲジ谷 ゴヲジダニ
2769 20 黒原 クロハラ ゴヲジ谷中畝 ゴヲジダニナカウネ
2770 20 黒原 クロハラ ゴヲジ谷東路 ゴヲジダニヒガシヂ
2771 20 黒原 クロハラ ゴヲソヲ ゴヲソヲ
2772 20 黒原 クロハラ ゴヲロ石原 ゴヲロイシハラ
2773 20 黒原 クロハラ ゴヲロ西石原 ゴヲロニシイシハラ
2774 20 黒原 クロハラ ゴヲロ東石原 ゴヲロヒガシイシハラ
2775 20 黒原 クロハラ 琴平畝 コンピラウネ
2776 20 黒原 クロハラ 琴平ノ北 コンピラノキタ
2777 20 黒原 クロハラ サカ畑 サカバタ
2778 20 黒原 クロハラ 向キノ谷 サキノタニ
2779 20 黒原 クロハラ 向キノ谷西ヘ入小谷 サキノタニニシヘイリコダニ
2780 20 黒原 クロハラ サキノ谷両谷掛テ サキノタニリョウタニカケテ
2781 20 黒原 クロハラ ザラザラ石 ザラザライシ
2782 20 黒原 クロハラ サルトリ林 サルトリバヤシ
2783 20 黒原 クロハラ 三反田 サンダンダ
2784 20 黒原 クロハラ 三反地 サンダンヂ
2785 20 黒原 クロハラ 芝ガハナ シバガハナ
2786 20 黒原 クロハラ 自牧作 ジボクサク
2787 20 黒原 クロハラ 下池田 シモイケダ
2788 20 黒原 クロハラ 下梅ノ木谷 シモウメノキダニ
2789 20 黒原 クロハラ 下岡 シモオカ
2790 20 黒原 クロハラ 下白滝 シモシラタキ
2791 20 黒原 クロハラ 下長坂 シモナガサカ
2792 20 黒原 クロハラ 下東谷 シモヒガシダニ
2793 20 黒原 クロハラ 下山本 シモヤマモト
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2794 20 黒原 クロハラ シャシャブガ峠 シャシャブガトウ
2795 20 黒原 クロハラ 修正田 シュウショウデン
2796 20 黒原 クロハラ 修正田 シュウショウデン
2797 20 黒原 クロハラ 上京 ジョウキョウ
2798 20 黒原 クロハラ 常光寺 ジョウコウジ
2799 20 黒原 クロハラ 笑止ガ奈路 ショウシガナロ
2800 20 黒原 クロハラ 小タカウチ ショウタカウチ
2801 20 黒原 クロハラ 白滝 シラタキ
2802 20 黒原 クロハラ 白髭 シラヒゲ
2803 20 黒原 クロハラ 白鬚山 シラヒゲヤマ
2804 20 黒原 クロハラ ジルソヲ ジルソヲ
2805 20 黒原 クロハラ ジルソヲ道ノ西 ジルソヲミチノニシ
2806 20 黒原 クロハラ 城ヶ畝 シロガウネ
2807 20 黒原 クロハラ 城ヶ嶽 シロガタケ
2808 20 黒原 クロハラ 城ヶ谷 シロガタニ
2809 20 黒原 クロハラ 城ヶ谷ノ奥 シロガタニノオク
2810 20 黒原 クロハラ 甚五郎岩 ジンゴロウイワ
2811 20 黒原 クロハラ 新町 シンマチ
2812 20 黒原 クロハラ 新道道掛テ シンミチミチカケテ
2813 20 黒原 クロハラ 神明畝 シンメイウネ
2814 20 黒原 クロハラ 杉ガサコ スギガサコ
2815 20 黒原 クロハラ 滑リ石 スベリイシ
2816 20 黒原 クロハラ 角田 スミダ
2817 20 黒原 クロハラ 摺鉢 スルバチ
2818 20 黒原 クロハラ セノウラ セノウラ
2819 20 黒原 クロハラ センザ山 センザ山
2820 20 黒原 クロハラ 煎茶畑 センジャバタ
2821 20 黒原 クロハラ 曽我 ソガ
2822 20 黒原 クロハラ ソ子田 ソネダ
2823 20 黒原 クロハラ ソ子田奥新開キ ソネダオクシンビラキ
2824 20 黒原 クロハラ 大十 ダイジュウ
2825 20 黒原 クロハラ 台住寺寺中 ダイジュウジジチュウ
2826 20 黒原 クロハラ 高岩 タカイワ
2827 20 黒原 クロハラ 高森 タカモリ
2828 20 黒原 クロハラ 瀧ノ下 タキノシタ
2829 20 黒原 クロハラ 瀧ノ前 タキノマエ
2830 20 黒原 クロハラ 立田 タツダ
2831 20 黒原 クロハラ 縦鋤 タテスギ
2832 20 黒原 クロハラ 渓口道掛 タニグチミチカケ
2833 20 黒原 クロハラ 谷田 タニダ
2834 20 黒原 クロハラ 谷屋敷 タニヤシキ
2835 20 黒原 クロハラ 狸岩 タヌキイワ
2836 20 黒原 クロハラ 駄馬 ダバ
2837 20 黒原 クロハラ 太夫四郎屋式 タユウシロウヤシキ
2838 20 黒原 クロハラ 多留 タル
2839 20 黒原 クロハラ 太郎四郎屋式 タロウシロウヤシキ
2840 20 黒原 クロハラ 太郎兵衛石 タロベエイシ
2841 20 黒原 クロハラ 眺佳山 チョウカザン
2842 20 黒原 クロハラ 陳ケナロ ヂンガナロ
2843 20 黒原 クロハラ ツヱ谷 ツエダニ
2844 20 黒原 クロハラ ツヱ谷口 ツエダニグチ
2845 20 黒原 クロハラ ツヱ谷西畝 ツエダニニシウネ
2846 20 黒原 クロハラ 築池 ツキイケ
2847 20 黒原 クロハラ 月見山 ツキミヤマ
2848 20 黒原 クロハラ 槌ヶ畝 ツチガウネ
2849 20 黒原 クロハラ 坪ヶ内 ツボガウチ
2850 20 黒原 クロハラ 釣井屋敷 ツルイヤシキ
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2851 20 黒原 クロハラ デグチ デグチ
2852 20 黒原 クロハラ 寺野 テラノ
2853 20 黒原 クロハラ 寺ノ上 テラノウエ
2854 20 黒原 クロハラ 寺屋敷 テラヤシキ
2855 20 黒原 クロハラ 寺屋敷畝 テラヤシキウネ
2856 20 黒原 クロハラ 土居 ドイ
2857 20 黒原 クロハラ 堂ヶ内 ドウガウチ
2858 20 黒原 クロハラ 道満ノ南 ドウマンノミナミ
2859 20 黒原 クロハラ 堂免 ドウメン
2860 20 黒原 クロハラ 遠見ヶ石 トオミガイシ
2861 20 黒原 クロハラ 殿畑 トノバタ
2862 20 黒原 クロハラ 飛渡リ トビワタリ
2863 20 黒原 クロハラ トヤ床 トヤトコ
2864 20 黒原 クロハラ 鳥首 トリクビ
2865 20 黒原 クロハラ トリド トリド
2866 20 黒原 クロハラ トヲノス トヲノス
2867 20 黒原 クロハラ 中窪山 ナカクボヤマ
2868 20 黒原 クロハラ 長坂 ナガサカ
2869 20 黒原 クロハラ 中嶋 ナカジマ
2870 20 黒原 クロハラ 中須賀 ナカスカ
2871 20 黒原 クロハラ 永田奥道添 ナガタオクミチゾイ
2872 20 黒原 クロハラ 永田土居 ナガタドイ
2873 20 黒原 クロハラ 長田土居 ナガタドイ
2874 20 黒原 クロハラ 長田屋敷 ナガタヤシキ
2875 20 黒原 クロハラ 長田山 ナガタヤマ
2876 20 黒原 クロハラ 中ナロ ナカナロ
2877 20 黒原 クロハラ 中保口 ナカホグチ
2878 20 黒原 クロハラ 長松 ナガマツ
2879 20 黒原 クロハラ 長松山 ナガマツヤマ
2880 20 黒原 クロハラ 長持石ノ前 ナガモチイシノマエ
2881 20 黒原 クロハラ 中屋式 ナカヤシキ
2882 20 黒原 クロハラ 中屋鋪 ナカヤシキ
2883 20 黒原 クロハラ ナミダキ ナミダキ
2884 20 黒原 クロハラ 成谷 ナルタニ
2885 20 黒原 クロハラ 成谷林 ナルタニバヤシ
2886 20 黒原 クロハラ 成谷屋敷 ナルタニヤシキ
2887 20 黒原 クロハラ ナロ ナロ
2888 20 黒原 クロハラ 奈路ノ東 ナロノヒガシ
2889 20 黒原 クロハラ 西岩ヶ谷 ニシイワガタニ
2890 20 黒原 クロハラ 西植村山 ニシウエムラヤマ
2891 20 黒原 クロハラ 西ウヤノ元 ニシウヤノモト
2892 20 黒原 クロハラ 西大谷 ニシオオタニ
2893 20 黒原 クロハラ 西梶奈路 ニシカジガナロ
2894 20 黒原 クロハラ 西カモン畑 ニシカモンバタ
2895 20 黒原 クロハラ 西川 ニシガワ
2896 20 黒原 クロハラ 西川谷ノ東路 ニシガワダニノヒガシジ
2897 20 黒原 クロハラ 西川山 ニシガワヤマ
2898 20 黒原 クロハラ 西反リ ニシゾリ
2899 20 黒原 クロハラ 西大門 ニシダイモン
2900 20 黒原 クロハラ 西路 ニシジ
2901 20 黒原 クロハラ 西地畝先 ニシジウネサキ
2902 20 黒原 クロハラ 西路清元畝掛テ ニシジセイモトウネカケテ
2903 20 黒原 クロハラ 西トノ畑 ニシトノバタ
2904 20 黒原 クロハラ 西長田 ニシナガタ
2905 20 黒原 クロハラ 西長松 ニシナガマツ
2906 20 黒原 クロハラ 西ナミダキ ニシナミダキ
2907 20 黒原 クロハラ 西ノ岡 ニシノオカ
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2908 20 黒原 クロハラ 西ノ谷 ニシノタニ
2909 20 黒原 クロハラ 西ノ土居 ニシノドイ
2910 20 黒原 クロハラ 西ノ土居山 ニシノドイヤマ
2911 20 黒原 クロハラ 西一ツ岩 ニシヒトツイワ
2912 20 黒原 クロハラ 西屋敷 ニシヤシキ
2913 20 黒原 クロハラ 西休場 ニシヤスバ
2914 20 黒原 クロハラ 西山ノ後 ニシヤマノウシロ
2915 20 黒原 クロハラ 入虹畑 ニュウコウバタ
2916 20 黒原 クロハラ 弐輌車 ニリョウグルマ
2917 20 黒原 クロハラ 捻殺 ネヂゴロシ
2918 20 黒原 クロハラ ノゾキ岩 ノゾキイワ
2919 20 黒原 クロハラ 覗岩 ノゾキイワ
2920 20 黒原 クロハラ 野津午 ノツゴ
2921 20 黒原 クロハラ 登リ畝 ノボリウネ
2922 20 黒原 クロハラ ハザ ハザ
2923 20 黒原 クロハラ 芭蕉ヶ谷 バショウガタニ
2924 20 黒原 クロハラ 場所ヶ内 バショガウチ
2925 20 黒原 クロハラ 場所ヶ内ノ上 バショガウチノウエ
2926 20 黒原 クロハラ 場所ヶ内山 バショガウチヤマ
2927 20 黒原 クロハラ 畑中 ハタナカ
2928 20 黒原 クロハラ ハタマ ハタマ
2929 20 黒原 クロハラ 八兵衛林 ハチベエバヤシ
2930 20 黒原 クロハラ 八反田 ハッタンダ
2931 20 黒原 クロハラ 花ノ木畑 ハナノキバタ
2932 20 黒原 クロハラ 花ノ木山 ハナノキヤマ
2933 20 黒原 クロハラ 林ノ下 ハヤシノシタ
2934 20 黒原 クロハラ 原畝 ハラウネ
2935 20 黒原 クロハラ 原南ノ山 ハラミナミノヤマ
2936 20 黒原 クロハラ 原山 ハラヤマ
2937 20 黒原 クロハラ 半内越 ハンナイゴエ
2938 20 黒原 クロハラ 坂東 バンドウ
2939 20 黒原 クロハラ 坂東畝 バンドウウネ
2940 20 黒原 クロハラ 日浦 ヒウラ
2941 20 黒原 クロハラ 東赤羅木 ヒガシアカラギ
2942 20 黒原 クロハラ 東馬岡 ヒガシウマオカ
2943 20 黒原 クロハラ 東大谷横道ノ上 ヒガシオオタニヨコミチノウエ
2944 20 黒原 クロハラ 東大畑 ヒガシオオバタ
2945 20 黒原 クロハラ 東カモン畑 ヒガシカモンバタ
2946 20 黒原 クロハラ 東カモン山 ヒガシカモンヤマ
2947 20 黒原 クロハラ 東桑ノ木畝 ヒガシクワノキウネ
2948 20 黒原 クロハラ 東コヤノ谷 ヒガシコヤノタニ
2949 20 黒原 クロハラ 東白瀧 ヒガシシラタキ
2950 20 黒原 クロハラ 東陳ヶ奈路 ヒガシジンガナロ
2951 20 黒原 クロハラ 東高森 ヒガシタカモリ
2952 20 黒原 クロハラ 東谷 ヒガシダニ
2953 20 黒原 クロハラ 東ツヱ谷 ヒガシツエダニ
2954 20 黒原 クロハラ 東中嶋 ヒガシナカジマ
2955 20 黒原 クロハラ 東並瀧 ヒガシナミダキ
2956 20 黒原 クロハラ 東成谷 ヒガシナルタニ
2957 20 黒原 クロハラ 東ハサ ヒガシハサ
2958 20 黒原 クロハラ 東日ノ裏 ヒガシヒノウラ
2959 20 黒原 クロハラ 東法殿 ヒガシホウデン
2960 20 黒原 クロハラ 東穂口 ヒガシホグチ
2961 20 黒原 クロハラ 東屋敷 ヒガシヤシキ
2962 20 黒原 クロハラ 東椋ノ木谷 ヒガシムクノキダニ
2963 20 黒原 クロハラ 一ツ岩 ヒトツイワ
2964 20 黒原 クロハラ 日ノ裏 ヒノウラ
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2965 20 黒原 クロハラ 樋ノ口 ヒノクチ
2966 20 黒原 クロハラ 百切田 ヒャクキレダ
2967 20 黒原 クロハラ 平石 ヒライシ
2968 20 黒原 クロハラ ヒラザコ ヒラザコ
2969 20 黒原 クロハラ 弘芝 ヒロシバ
2970 20 黒原 クロハラ 枇杷首 ビワクビ
2971 20 黒原 クロハラ 藤原 フジハラ
2972 20 黒原 クロハラ 藤原口 フジハラクチ
2973 20 黒原 クロハラ 藤原ザカ フジハラザカ
2974 20 黒原 クロハラ 渕岩 ブチイワ
2975 20 黒原 クロハラ 古田 フルタ
2976 20 黒原 クロハラ 古田ノ上 フルタノウエ
2977 20 黒原 クロハラ 古田山 フルタヤマ
2978 20 黒原 クロハラ 古田横道ノ上 フルタヨコミチノウエ
2979 20 黒原 クロハラ 古ナロ フルナロ
2980 20 黒原 クロハラ 古道 フルミチ
2981 20 黒原 クロハラ 法殿 ホウデン
2982 20 黒原 クロハラ 穂口 ホグチ
2983 20 黒原 クロハラ ホコ石 ホコイシ
2984 20 黒原 クロハラ 本峠 ホントウ
2985 20 黒原 クロハラ 本水呉場 ホンミズクレバ
2986 20 黒原 クロハラ 松ガサコ マツガサコ
2987 20 黒原 クロハラ 間分 マブ
2988 20 黒原 クロハラ 丸山 マルヤマ
2989 20 黒原 クロハラ ミガキ岩 ミガキイワ
2990 20 黒原 クロハラ 水呉場 ミズクレバ
2991 20 黒原 クロハラ 水呉場ノ東 ミズクレバノヒガシ
2992 20 黒原 クロハラ 水舟 ミヅフネ
2993 20 黒原 クロハラ 南荒イバ ミナミアライバ
2994 20 黒原 クロハラ 南井ノ山 ミナミイノヤマ
2995 20 黒原 クロハラ 南大谷 ミナミオオタニ
2996 20 黒原 クロハラ 南込山 ミナミコミヤマ
2997 20 黒原 クロハラ 南コヤノ谷 ミナミコヤノタニ
2998 20 黒原 クロハラ 南摺鉢 ミナミスルバチ
2999 20 黒原 クロハラ 南谷口 ミナミダニグチ
3000 20 黒原 クロハラ 南谷清元 ミナミダニセイモト
3001 20 黒原 クロハラ 南谷南江入谷 ミナミダニミナミエイリダニ
3002 20 黒原 クロハラ 南狸岩 ミナミタヌキイワ
3003 20 黒原 クロハラ 南ツヱ谷 ミナミツエダニ
3004 20 黒原 クロハラ 南中ナロ ミナミナカナロ
3005 20 黒原 クロハラ 南子ヂコロシ ミナミネヂコロシ
3006 20 黒原 クロハラ 南花ノ木 ミナミハナノキ
3007 20 黒原 クロハラ 南丸山 ミナミマルヤマ
3008 20 黒原 クロハラ 南見越 ミナミミコシ
3009 20 黒原 クロハラ 南水呉場 ミナミミヅクレバ
3010 20 黒原 クロハラ 南持石奈路 ミナミモチイシナロ
3011 20 黒原 クロハラ 南森 ミナミモリ
3012 20 黒原 クロハラ 見残 ミノコシ
3013 20 黒原 クロハラ 夫婦松 ミョウトマツ
3014 20 黒原 クロハラ 向井田 ムカイダ
3015 20 黒原 クロハラ 椋木砂田 ムクノキスナダ
3016 20 黒原 クロハラ 椋ノ木谷 ムクノキダニ
3017 20 黒原 クロハラ 椋ノ木谷ノ峰 ムクノキダニノミネ
3018 20 黒原 クロハラ メグリ石 メグリイシ
3019 20 黒原 クロハラ メグリ石ノ上 メグリイシノウエ
3020 20 黒原 クロハラ 持石ヶ奈路 モチイシガナロ
3021 20 黒原 クロハラ モチシリ モチシリ
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3022 20 黒原 クロハラ 元谷 モトダニ
3023 20 黒原 クロハラ 桃ノ木ザカ モモノキザカ
3024 20 黒原 クロハラ 森ノサキ モリノサキ
3025 20 黒原 クロハラ 森ノ下 モリノシタ
3026 20 黒原 クロハラ 薬師堂 ヤクシドウ
3027 20 黒原 クロハラ 薬師堂山 ヤクシドウヤマ
3028 20 黒原 クロハラ 八代 ヤシロ
3029 20 黒原 クロハラ 休ミ石 ヤスミイシ
3030 20 黒原 クロハラ 柳ヶ坪 ヤナギガツボ
3031 20 黒原 クロハラ 山神ザカ ヤマガミザカ
3032 20 黒原 クロハラ 山口 ヤマグチ
3033 20 黒原 クロハラ 山ノ後 ヤマノウシロ
3034 20 黒原 クロハラ 山ノ神 ヤマノカミ
3035 20 黒原 クロハラ 山神谷 ヤマノカミタニ
3036 20 黒原 クロハラ 山ノ下 ヤマノシタ
3037 20 黒原 クロハラ 山ノ下南山根 ヤマノシタミナミヤマネ
3038 20 黒原 クロハラ 山本屋式 ヤマモトヤシキ
3039 20 黒原 クロハラ 横鋤 ヨコズキ
3040 20 黒原 クロハラ 横道 ヨコミチ
3041 20 黒原 クロハラ 横道掛リ ヨコミチガカリ
3042 20 黒原 クロハラ 横道北道掛テ ヨコミチキタミチカケテ
3043 20 黒原 クロハラ リウゲ畝 リウゲウネ
3044 20 黒原 クロハラ 龍萃外掛テ リュウゲソトカケテ
3045 20 黒原 クロハラ 六助畑 ロクスケバタ
3046 20 黒原 クロハラ 若宮畝 ワカミヤウネ
3047 20 黒原 クロハラ ヲナカ林 ヲナカハヤシ
3048 20 黒原 クロハラ ヲロカ内 ヲロガウチ
3049 20 黒原 クロハラ ヲロカ内弓場 ヲロガウチユバ
3050 21 平野 ヒラノ 神母 イゲ
3051 21 平野 ヒラノ 大上 オオウエ
3052 21 平野 ヒラノ 大上ヤシキ オオウエヤシキ
3053 21 平野 ヒラノ 大ナロ山 オオナロヤマ
3054 21 平野 ヒラノ 岡ノ芝 オカノシバ
3055 21 平野 ヒラノ 岡ノ芝ノ奥 オカノシバノオク
3056 21 平野 ヒラノ 岡ヤシキ オカヤシキ
3057 21 平野 ヒラノ 岡山 オカヤマ
3058 21 平野 ヒラノ 沖ヤシキ オキヤシキ
3059 21 平野 ヒラノ 尾崎 オサキ
3060 21 平野 ヒラノ 柿内田 カキウチダ
3061 21 平野 ヒラノ 神ノ木前 カミノキマエ
3062 21 平野 ヒラノ 亀ヶ森 カメガモリ
3063 21 平野 ヒラノ 皮細工屋敷 カワザイクヤシキ
3064 21 平野 ヒラノ 北ハザ キタハザ
3065 21 平野 ヒラノ 北溝添 キタミゾゾエ
3066 21 平野 ヒラノ クボ山 クボヤマ
3067 21 平野 ヒラノ 汲田 クミタ
3068 21 平野 ヒラノ 小右衛門屋敷 コウエモンヤシキ
3069 21 平野 ヒラノ 越戸山 コエトヤマ
3070 21 平野 ヒラノ 小神畑 コシンハタ
3071 21 平野 ヒラノ 小ナロ山 コナロヤマ
3072 21 平野 ヒラノ 境谷 サカイダニ
3073 21 平野 ヒラノ サデ山 サデヤマ
3074 21 平野 ヒラノ 下タヰ手 シタイデ
3075 21 平野 ヒラノ 城ヶ谷 ジョウガタニ
3076 21 平野 ヒラノ 城ヶ峯 ジョウガミネ
3077 21 平野 ヒラノ 白根畠 シロネバタ
3078 21 平野 ヒラノ 新林 シンバヤシ
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3079 21 平野 ヒラノ 新屋敷 シンヤシキ
3080 21 平野 ヒラノ 直地 スグジ
3081 21 平野 ヒラノ セリイシ セリイシ
3082 21 平野 ヒラノ 杤ヶ原 トチガハラ
3083 21 平野 ヒラノ 中川内前 ナカカワウチマエ
3084 21 平野 ヒラノ 長畑 ナガバタ
3085 21 平野 ヒラノ 中峯山 ナカミネヤマ
3086 21 平野 ヒラノ 萩原 ハギハラ
3087 21 平野 ヒラノ 萩原ノ上 ハギハラノウエ
3088 21 平野 ヒラノ 樋表 ヒノオモト
3089 21 平野 ヒラノ 松ノ本 マツノモト
3090 21 平野 ヒラノ 丸田 マルダ
3091 21 平野 ヒラノ 丸山 マルヤマ
3092 21 平野 ヒラノ 南ハザ ミナミハザ
3093 21 平野 ヒラノ 向ヒ坂 ムカイザカ
3094 21 平野 ヒラノ 山ノ神 ヤマノカミ
3095 21 平野 ヒラノ 六反畑 ロクタンバタ
3096 21 平野 ヒラノ ヲカヂヤノ北 ヲカヂヤノキタ
3097 22 大田川 オオタカワ 池田 イケダ
3098 22 大田川 オオタカワ ウヅシリ ウヅシリ
3099 22 大田川 オオタカワ 馬田 ウマダ
3100 22 大田川 オオタカワ 大高 オオダカ
3101 22 大田川 オオタカワ 大田コヤシキ オオダコヤシキ
3102 22 大田川 オオタカワ 大前 オオマエ
3103 22 大田川 オオタカワ 神木前 カミノキマエ
3104 22 大田川 オオタカワ 川原ヶ免 カワラガメン
3105 22 大田川 オオタカワ 久保畑 クボバタ
3106 22 大田川 オオタカワ 倉谷 クラダニ
3107 22 大田川 オオタカワ 黒花 クロバナ
3108 22 大田川 オオタカワ 五反地 ゴタンジ
3109 22 大田川 オオタカワ 三月田 サンガツデン
3110 22 大田川 オオタカワ 菖蒲 ショウブ
3111 22 大田川 オオタカワ 城ノ臺 シロノダイ
3112 22 大田川 オオタカワ 新林 シンバヤシ
3113 22 大田川 オオタカワ ツルイノシリ ツルイノシリ
3114 22 大田川 オオタカワ 中スカ ナカスカ
3115 22 大田川 オオタカワ 長畑 ナガバタ
3116 22 大田川 オオタカワ 并柳 ナミヤナギ
3117 22 大田川 オオタカワ 猫原地 ネコハラヂ
3118 22 大田川 オオタカワ 東谷 ヒガシダニ
3119 22 大田川 オオタカワ 前山 マエヤマ
3120 22 大田川 オオタカワ 松ノ谷 マツノタニ
3121 22 大田川 オオタカワ 松ノ本 マツノモト
3122 22 大田川 オオタカワ 丸畑 マルバタ
3123 22 大田川 オオタカワ 横田 ヨコタ
3124 23 加茂 カモ アシヨケ アシヨケ
3125 23 加茂 カモ アセボヲ越 アセボヲゴエ
3126 23 加茂 カモ アセボヲノ奥 アセボヲノオク
3127 23 加茂 カモ アセボヲ東平 アセボヲヒガシヒラ
3128 23 加茂 カモ 麻生谷 アソウダニ
3129 23 加茂 カモ 尼ヶ谷 アマガタニ
3130 23 加茂 カモ 尼ヶ谷東路 アマガタニヒガシヂ
3131 23 加茂 カモ アライワ アライワ
3132 23 加茂 カモ アリノ木 アリノキ
3133 23 加茂 カモ アリノ木山 アリノキヤマ
3134 23 加茂 カモ 神母ノ上 イゲノウエ
3135 23 加茂 カモ 神母ノ上 イゲノウエ
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3136 23 加茂 カモ 神母ノ木 イゲノキ
3137 23 加茂 カモ 神母ノ木ノ上 イゲノキノウエ
3138 23 加茂 カモ 神母ヤシキ イゲヤシキ
3139 23 加茂 カモ 石ヶ坪 イシガツボ
3140 23 加茂 カモ 石神堂 イシガミドウ
3141 23 加茂 カモ 石神山 イシガミヤマ
3142 23 加茂 カモ 石切ヶナロ イシキリガナロ
3143 23 加茂 カモ イタヤ イタヤ
3144 23 加茂 カモ 板家ノ上 イタヤノウエ
3145 23 加茂 カモ 壱町田 イッチョウダ
3146 23 加茂 カモ 犬ヶ谷 イヌガタニ
3147 23 加茂 カモ イマザイケ イマザイケ
3148 23 加茂 カモ 井溝 イミゾ
3149 23 加茂 カモ 井溝ノ上 イミゾノウエ
3150 23 加茂 カモ 入墨ノ上ミ イレズミノカミ
3151 23 加茂 カモ 入墨ノ下モ イレズミノシモ
3152 23 加茂 カモ 内ケナロノ上大平 ウチガナロノカミオオヒラ
3153 23 加茂 カモ 馬木 ウマキ
3154 23 加茂 カモ 馬場 ウマバ
3155 23 加茂 カモ 馬場西山 ウマバニシヤマ
3156 23 加茂 カモ 馬場ノ上エ ウマバノウエ
3157 23 加茂 カモ 馬場ノ前 ウマバノマエ
3158 23 加茂 カモ 梅ノ木谷 ウメノキダニ
3159 23 加茂 カモ 梅ノ木谷ノ上 ウメノキダニノウエ
3160 23 加茂 カモ 梅ノ木谷ノ東 ウメノキダニノヒガシ
3161 23 加茂 カモ 漆ヶ坂 ウルシガサコ
3162 23 加茂 カモ 漆ヶ坂ノ上 ウルシガサコノウエ
3163 23 加茂 カモ 猿猴石 サルコウイシ
3164 23 加茂 カモ 大石ヶ谷 オオイシガタニ
3165 23 加茂 カモ 大谷 オオタニ
3166 23 加茂 カモ 大谷ノ下モ オオタニノシモ
3167 23 加茂 カモ 大谷東路 オオタニヒガシヂ
3168 23 加茂 カモ 大駄馬 オオダバ
3169 23 加茂 カモ 大ナロ オオナロ
3170 23 加茂 カモ 大ナロノ上 オオナロノウエ
3171 23 加茂 カモ 大ナロノ西 オオナロノニシ
3172 23 加茂 カモ 大ナロノ前 オオナロノマエ
3173 23 加茂 カモ 大西谷 オオニシダニ
3174 23 加茂 カモ 大平山 オオヒラヤマ
3175 23 加茂 カモ 大町丁 オオマチチョウ
3176 23 加茂 カモ 大峯 オオミネ
3177 23 加茂 カモ 岡ノ下 オカノシタ
3178 23 加茂 カモ 岡ノ前 オカノマエ
3179 23 加茂 カモ 岡峯古山 オカミネフルヤマ
3180 23 加茂 カモ 岡屋敷 オカヤシキ
3181 23 加茂 カモ 岡屋敷 オカヤシキ
3182 23 加茂 カモ 岡山 オカヤマ
3183 23 加茂 カモ 沖屋敷 オキヤシキ
3184 23 加茂 カモ 奥谷影山 オクダニカゲヤマ
3185 23 加茂 カモ 奥谷東 オクダニヒガシ
3186 23 加茂 カモ 奥谷屋敷 オクダニヤシキ
3187 23 加茂 カモ 奥屋敷 オクヤシキ
3188 23 加茂 カモ 奥山 オクヤマ
3189 23 加茂 カモ カキノ内 カキノウチ
3190 23 加茂 カモ 柿木谷 カキノキダニ
3191 23 加茂 カモ 垣ノ元 カキノモト
3192 23 加茂 カモ 隠谷 カクレダニ
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3193 23 加茂 カモ カケノヂ カケノヂ
3194 23 加茂 カモ 片田 カタタ
3195 23 加茂 カモ カ子チカ屋敷 カネチカヤシキ
3196 23 加茂 カモ 上ミアセボヲ カミアセボヲ
3197 23 加茂 カモ 上大谷 カミオオタニ
3198 23 加茂 カモ 上ミクレキ カミクレキ
3199 23 加茂 カモ 上ミサガタ カミサガタ
3200 23 加茂 カモ 紙漉谷 カミスキダニ
3201 23 加茂 カモ 上ミ高岩 カミタカイワ
3202 23 加茂 カモ カメノキ カメノキ
3203 23 加茂 カモ 加茂澤 カモザア
3204 23 加茂 カモ カヤノクボ カヤノクボ
3205 23 加茂 カモ 唐岩 カライワ
3206 23 加茂 カモ カルモケ谷 カルモガダニ
3207 23 加茂 カモ カルモ山 カルモヤマ
3208 23 加茂 カモ 枯木ヶ谷 カレキガタニ
3209 23 加茂 カモ カロヲト カロヲト
3210 23 加茂 カモ 川原田 カワハラダ
3211 23 加茂 カモ 甲原谷 カンバラダニ
3212 23 加茂 カモ 北内ケナ キタウチケナ
3213 23 加茂 カモ 北谷 キタダニ
3214 23 加茂 カモ 北土居屋敷 キタドイヤシキ
3215 23 加茂 カモ 北山神 キタヤマノカミ
3216 23 加茂 カモ 経田 キョウデン
3217 23 加茂 カモ 切塞 キリフサギ
3218 23 加茂 カモ 切塞葛篭藪 キリフサギツヅラヤブ
3219 23 加茂 カモ 切塞柳ノ北 キリフサギヤナギノキタ
3220 23 加茂 カモ 切塞柳ノ元 キリフサギヤナギガモト
3221 23 加茂 カモ 楠原大坂 クスハラオオサカ
3222 23 加茂 カモ 楠原西ノ滝 クスハラニシノタキ
3223 23 加茂 カモ 楠原山 クスハラヤマ
3224 23 加茂 カモ 久頭越 クヅウゴエ
3225 23 加茂 カモ クマノ田 クマノダ
3226 23 加茂 カモ 倉淵 クラブチ
3227 23 加茂 カモ 栗林山 クリバヤシヤマ
3228 23 加茂 カモ クレギ クレギ
3229 23 加茂 カモ 黒石 クロイシ
3230 23 加茂 カモ 黒瀧 クロタキ
3231 23 加茂 カモ クロボヲシ クロボヲシ
3232 23 加茂 カモ 黒松谷 クロマツダニ
3233 23 加茂 カモ 黒松谷西ノ奥 クロマツダニニシノオク
3234 23 加茂 カモ 黒松谷東ノ奥 クロマツダニヒガシノオク
3235 23 加茂 カモ 京ワラビ ケオワラビ
3236 23 加茂 カモ 合頭山 ゴウヅヤマ
3237 23 加茂 カモ 光東 コウトオ
3238 23 加茂 カモ 光東山 コウトオノヤマ
3239 23 加茂 カモ 庚申ノ平 コオシンノヒラ
3240 23 加茂 カモ 鸛ノ巣 コオノス
3241 23 加茂 カモ 紅梅田 コオバイダ
3242 23 加茂 カモ 小田 コダ
3243 23 加茂 カモ コダツメ コダツメ
3244 23 加茂 カモ 小谷ノ上 コタニノウエ
3245 23 加茂 カモ 五反田 ゴタンダ
3246 23 加茂 カモ コナハリギ コナハリギ
3247 23 加茂 カモ 小浜谷 コハマダニ
3248 23 加茂 カモ 小濱ノ奥 コハマノオク
3249 23 加茂 カモ コビ谷 コビダニ
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3250 23 加茂 カモ 込山 コミヤマ
3251 23 加茂 カモ コヤシキ コヤシキ
3252 23 加茂 カモ 小柳 コヤナギ
3253 23 加茂 カモ コロビ石 コロビイシ
3254 23 加茂 カモ 轉石山 コロビイシヤマ
3255 23 加茂 カモ コヲカシラ コヲカシラ
3256 23 加茂 カモ ゴヲロヲ ゴヲロヲ
3257 23 加茂 カモ 細工場 サイクバ
3258 23 加茂 カモ 西光寺 サイコウジ
3259 23 加茂 カモ サウケ田 サウケダ
3260 23 加茂 カモ サガタ サガタ
3261 23 加茂 カモ サクラ谷 サクラダニ
3262 23 加茂 カモ サスラ サスラ
3263 23 加茂 カモ サスラグチ サスラグチ
3264 23 加茂 カモ サノキヨ サノキヨ
3265 23 加茂 カモ サハイケツボ サハイケツボ
3266 23 加茂 カモ 三所ヶ谷 サンショガタニ
3267 23 加茂 カモ 三反田 サンダンダ
3268 23 加茂 カモ 三反田 サンダンダ
3269 23 加茂 カモ 椎木谷 シイキダニ
3270 23 加茂 カモ シウデン シウデン
3271 23 加茂 カモ シウリデン シウリデン
3272 23 加茂 カモ 猪遊 シシアソビ
3273 23 加茂 カモ 四反田 シタンダ
3274 23 加茂 カモ 七反田 シチタンダ
3275 23 加茂 カモ 芝崎ノ上 シバサキノウエ
3276 23 加茂 カモ 芝崎屋敷 シバサキヤシキ
3277 23 加茂 カモ 芝ノ前 シバノマエ
3278 23 加茂 カモ 芝ノ元 シバノモト
3279 23 加茂 カモ 芝屋敷 シバヤシキ
3280 23 加茂 カモ 芝屋敷 シバヤシキ
3281 23 加茂 カモ シボヲリ シボヲリ
3282 23 加茂 カモ 下アセボヲ シモアセボヲ
3283 23 加茂 カモ 下モ小田 シモコダ
3284 23 加茂 カモ 下モコビ谷 シモコビダニ
3285 23 加茂 カモ 下モ高岩 シモタカイワ
3286 23 加茂 カモ 下モ山ノ下 シモヤマノシタ
3287 23 加茂 カモ ジヤウマサ ジヤウマサ
3288 23 加茂 カモ ジヤウマサ北ノ畝 ジヤウマサキタノウネ
3289 23 加茂 カモ ジユル澤 ジユルザア
3290 23 加茂 カモ 尻高 シリタカ
3291 23 加茂 カモ ジル澤 ジルザア
3292 23 加茂 カモ 次郎助谷 ジロウスケダニ
3293 23 加茂 カモ 次郎屋敷 ジロウヤシキ
3294 23 加茂 カモ シロケ芝 シロガシバ
3295 23 加茂 カモ ジロマル ジロマル
3296 23 加茂 カモ シヲメン シヲメン
3297 23 加茂 カモ 新家屋敷 シンヤヤシキ
3298 23 加茂 カモ 末次 スエツグ
3299 23 加茂 カモ 末次ノ上 スエツグノウエ
3300 23 加茂 カモ 末次ノ前 スエツグノマエ
3301 23 加茂 カモ 末光口東ノ路 スエミツグチヒガシノミチ
3302 23 加茂 カモ 杉ノ谷 スギノタニ
3303 23 加茂 カモ 杉ノ谷ノ上 スギノタニノウエ
3304 23 加茂 カモ ズゝノ木 ズズノキ
3305 23 加茂 カモ スゞノモト スズノモト
3306 23 加茂 カモ 僧ヶ谷 ソガタニ
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3307 23 加茂 カモ 高尾竹ノ内 タカオタケノウチ
3308 23 加茂 カモ 瀧ノ下タ タキノシタ
3309 23 加茂 カモ 瀧ノ宮 タキノミヤ
3310 23 加茂 カモ 瀧ノ宮西平 タキノミヤニシヒラ
3311 23 加茂 カモ 瀧ノ宮ノ奥 タキノミヤノオク
3312 23 加茂 カモ 瀧ノ宮ノ口 タキノミヤノグチ
3313 23 加茂 カモ タキヤマ タキヤマ
3314 23 加茂 カモ 滝山 タキヤマ
3315 23 加茂 カモ 竹倉ヤシキ タケクラヤシキ
3316 23 加茂 カモ 竹ノ倉南ノ路 タケノクラミナミノヂ
3317 23 加茂 カモ 竹ノ下タ タケノシタ
3318 23 加茂 カモ 竹ヤシキ タケヤシキ
3319 23 加茂 カモ タテリ石 タテリイシ
3320 23 加茂 カモ 立道 タテリミチ
3321 23 加茂 カモ タトヲカ タトヲカ
3322 23 加茂 カモ 谷口山 タニグチヤマ
3323 23 加茂 カモ 谷ノ奥 タニノオク
3324 23 加茂 カモ 谷屋敷 タニヤシキ
3325 23 加茂 カモ タブノモト タブノモト
3326 23 加茂 カモ 玉割 タマワリ
3327 23 加茂 カモ タルノ上 タルノウエ
3328 23 加茂 カモ 樽ノ下モ タルノシモ
3329 23 加茂 カモ 樽南ノ平 タルミナミノヒラ
3330 23 加茂 カモ 谷田 タンダ
3331 23 加茂 カモ 竹王寺 チクオウジ
3332 23 加茂 カモ 茶湯松 チャノユマツ
3333 23 加茂 カモ 塚穴 ツカアナ
3334 23 加茂 カモ ツチノヲ ツチノヲ
3335 23 加茂 カモ ツチノヲ西ノ平 ツチノヲニシノヒラ
3336 23 加茂 カモ ツチノヲ東ノ平 ツチノヲヒガシノヒラ
3337 23 加茂 カモ ヅルメキ ヅルメキ
3338 23 加茂 カモ 天神谷西ノ平 テンジンダニニシノヒラ
3339 23 加茂 カモ 天神ノ上 テンジンノウエ
3340 23 加茂 カモ 天神ノ前 テンジンノマエ
3341 23 加茂 カモ 研石ヶ谷 トイシガタニ
3342 23 加茂 カモ 研石ヶ谷東ノ平 トイシガタニヒガシノヒラ
3343 23 加茂 カモ 土居ノ上 ドイノウエ
3344 23 加茂 カモ 土居ノ畝 ドイノウネ
3345 23 加茂 カモ トイノカゲ トイノカゲ
3346 23 加茂 カモ 土居ノ前 ドイノマエ
3347 23 加茂 カモ 土居ノ前 ドイノマエ
3348 23 加茂 カモ 土居ヤシキ ドイヤシキ
3349 23 加茂 カモ 堂ヶハナ ドウガハナ
3350 23 加茂 カモ 堂面 ドウメン
3351 23 加茂 カモ 堂面山 ドウメンヤマ
3352 23 加茂 カモ 徳実 トクジツ
3353 23 加茂 カモ トノ畑 トノバタ
3354 23 加茂 カモ 鳥打場 トリウチバ
3355 23 加茂 カモ トヲミガ石 トヲミガイシ
3356 23 加茂 カモ 長坂 ナガサコ
3357 23 加茂 カモ 中芝 ナカシバ
3358 23 加茂 カモ 中芝ノ畝 ナカシバノウネ
3359 23 加茂 カモ 中善天 ナカゼンテン
3360 23 加茂 カモ 中ノ谷 ナカノタニ
3361 23 加茂 カモ 中ノ畑 ナカノハタケ
3362 23 加茂 カモ 中ノ畑ノ上 ナカノハタケノウエ
3363 23 加茂 カモ 中町丁 ナカマチチョウ
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3364 23 加茂 カモ 中峯ヤシキ ナカミネヤシキ
3365 23 加茂 カモ 中屋敷 ナカヤシキ
3366 23 加茂 カモ 中屋ノ上 ナカヤノウエ
3367 23 加茂 カモ 中屋ノ下 ナカヤノシタ
3368 23 加茂 カモ 流レ田 ナガレダ
3369 23 加茂 カモ 長尾 ナゴオ
3370 23 加茂 カモ 南丈 ナンジョウ
3371 23 加茂 カモ 西内ケナ ニシウチケナ
3372 23 加茂 カモ 西大内 ニシオオウチ
3373 23 加茂 カモ 西岡ノ前 ニシオカノマエ
3374 23 加茂 カモ 西岡ヤシキ ニシオカヤシキ
3375 23 加茂 カモ 西岡山 ニシオカヤマ
3376 23 加茂 カモ 西谷 ニシダニ
3377 23 加茂 カモ 西谷ノ上 ニシダニノウエ
3378 23 加茂 カモ 西谷ノ奥 ニシタニノオク
3379 23 加茂 カモ 西茶湯松 ニシチャノユマツ
3380 23 加茂 カモ 西鳥打場 ニシトリウチバ
3381 23 加茂 カモ 西長尾 ニシナガオ
3382 23 加茂 カモ 西ノ川 ニシノカワ
3383 23 加茂 カモ 西ノ川西ノ畝 ニシノカワニシノウネ
3384 23 加茂 カモ 西ノ川ノ上 ニシノカワノウエ
3385 23 加茂 カモ 西ノ芝 ニシノシバ
3386 23 加茂 カモ 西ノ谷 ニシノタニ
3387 23 加茂 カモ 西ノツゴ ニシノツゴ
3388 23 加茂 カモ 西原ヤシキ ニシノハラヤシキ
3389 23 加茂 カモ 西ヤシキ ニシヤシキ
3390 23 加茂 カモ 西屋敷ノ上 ニシヤシキノウエ
3391 23 加茂 カモ ヌタノ谷 ヌタノタニ
3392 23 加茂 カモ ノボリ畝 ノボリウネ
3393 23 加茂 カモ ノヨリ ノヨリ
3394 23 加茂 カモ ハイトコ谷 ハイトコダニ
3395 23 加茂 カモ ハギノ岡 ハギノオカ
3396 23 加茂 カモ ハセガタニ ハセガタニ
3397 23 加茂 カモ バセ バセ
3398 23 加茂 カモ 八面ノ平 ハチメンノヒラ
3399 23 加茂 カモ 八反地 ハッタンヂ
3400 23 加茂 カモ 林ノ奥 ハヤシノオク
3401 23 加茂 カモ 半四郎畑 ハンシロウバタ
3402 23 加茂 カモ 東犬ヶ谷 ヒガシイヌガタニ
3403 23 加茂 カモ 東徳実 ヒガシトクジツ
3404 23 加茂 カモ 東長尾 ヒガシナゴウ
3405 23 加茂 カモ 東ノツゴ ヒガシノツゴ
3406 23 加茂 カモ 東ヒキチ ヒガシヒキチ
3407 23 加茂 カモ 東ヒソウラ ヒガシヒソウラ
3408 23 加茂 カモ 東峯屋敷 ヒガシミネヤシキ
3409 23 加茂 カモ ヒキチ ヒキチ
3410 23 加茂 カモ 引法寺谷 ヒキホウジダニ
3411 23 加茂 カモ ヒソウラ ヒソウラ
3412 23 加茂 カモ ヒトツウチ ヒトツウチ
3413 23 加茂 カモ 人マ子石 ヒトマネイシ
3414 23 加茂 カモ ヒノミガサコ ヒノミガサコ
3415 23 加茂 カモ 平石 ヒライシ
3416 23 加茂 カモ 平石ノ上 ヒライシノウエ
3417 23 加茂 カモ 平石ノ前 ヒライシノマエ
3418 23 加茂 カモ 平坂 ヒラザコ
3419 23 加茂 カモ 平野 ヒラノ
3420 23 加茂 カモ 平畑 ヒラバタ
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3421 23 加茂 カモ 深谷 フカダニ
3422 23 加茂 カモ フキノサコ フキノサコ
3423 23 加茂 カモ 福田 フクダ
3424 23 加茂 カモ 藤ヶ谷 フジガタニ
3425 23 加茂 カモ 藤ヶ谷山 フジガタニヤマ
3426 23 加茂 カモ 不動ノ森 フドオノモリ
3427 23 加茂 カモ 船石 フナイシ
3428 23 加茂 カモ 古山 フルヤマ
3429 23 加茂 カモ 坊主山 ボウズヤマ
3430 23 加茂 カモ 保木ノ上 ホキノウエ
3431 23 加茂 カモ 保木ヤシキ ホキヤシキ
3432 23 加茂 カモ 朴田 ボクデン
3433 23 加茂 カモ ホツキヤウ ホツキヤウ
3434 23 加茂 カモ 佛ヶ谷ノ奥 ホトケガタニノオク
3435 23 加茂 カモ ボヲヤシキ ボヲヤシキ
3436 23 加茂 カモ 本谷 ホンダニ
3437 23 加茂 カモ 又山谷 マタヤマダニ
3438 23 加茂 カモ 松畝 マツウネ
3439 23 加茂 カモ 松若 マツワカ
3440 23 加茂 カモ マミ穴 マミアナ
3441 23 加茂 カモ 丸池 マルイケ
3442 23 加茂 カモ 丸人ノ下 マロヒトノシタ
3443 23 加茂 カモ 丸人東地 マロヒトヒガシジ
3444 23 加茂 カモ 丸人道ノ下 マロヒトミチノシタ
3445 23 加茂 カモ 丸人宮ノ脇 マロヒトミヤノワキ
3446 23 加茂 カモ 丸人山 マロヒトヤマ
3447 23 加茂 カモ 水クレ場 ミズクレバ
3448 23 加茂 カモ 水タマリ ミズタマリ
3449 23 加茂 カモ 溝ノ口 ミゾノクチ
3450 23 加茂 カモ 耳飛谷 ミトウダ
3451 23 加茂 カモ 耳飛谷西ノ平 ミトウダニシノヒラ
3452 23 加茂 カモ 南西原 ミナミニシハラ
3453 23 加茂 カモ 峯ノイゲ ミネノイゲ
3454 23 加茂 カモ 峯ノ土居 ミネノドイ
3455 23 加茂 カモ 峯ヤシキ ミネヤシキ
3456 23 加茂 カモ 三ノ越 ミノコシ
3457 23 加茂 カモ ミマセ川 ミマセカア
3458 23 加茂 カモ ミマセ川山 ミマセガアヤマ
3459 23 加茂 カモ 宮田丁 ミヤタチョウ
3460 23 加茂 カモ 宮ノ上 ミヤノウエ
3461 23 加茂 カモ 宮ノ前 ミヤノマエ
3462 23 加茂 カモ ムクノシマ ムクノシマ
3463 23 加茂 カモ ムセノモト ムセノモト
3464 23 加茂 カモ 六屋敷 ムツヤシキ
3465 23 加茂 カモ 元越 モトゴエ
3466 23 加茂 カモ 森岡 モリオカ
3467 23 加茂 カモ ヤカシラ ヤカシラ
3468 23 加茂 カモ 屋敷ヶ芝 ヤシキガシバ
3469 23 加茂 カモ ヤシキ付 ヤシキツキ
3470 23 加茂 カモ ヤスバ ヤスバ
3471 23 加茂 カモ 柳株 ヤナギカブ
3472 23 加茂 カモ 柳ツボ ヤナギツボ
3473 23 加茂 カモ 八幡田 ヤハタダ
3474 23 加茂 カモ 破レ田 ヤブレダ
3475 23 加茂 カモ 山崎屋敷 ヤマサキヤシキ
3476 23 加茂 カモ 山崎屋敷ノ下タ ヤマサキヤシキノシタ
3477 23 加茂 カモ 山神 ヤマノカミ
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3478 23 加茂 カモ 山ノ下 ヤマノシタ
3479 23 加茂 カモ 山姥ノ平 ヤマンバノヒラ
3480 23 加茂 カモ ヤロク田 ヤロクダ
3481 23 加茂 カモ 柚ノ木谷 ユノキダニ
3482 23 加茂 カモ 柚ノ木谷西ノ奥 ユノキダニニシノオク
3483 23 加茂 カモ 柚ノ木谷東ノ奥 ユノキダニヒガシノオク
3484 23 加茂 カモ ヨイチ山 ヨイチヤマ
3485 23 加茂 カモ 横田 ヨコタ
3486 23 加茂 カモ 横山切塞 ヨコヤマキリフサギ
3487 23 加茂 カモ 横山ノツゴ ヨコヤマノツゴ
3488 23 加茂 カモ 横山屋敷 ヨコヤマヤシキ
3489 23 加茂 カモ 龍王ノ東 リュウオウノヒガシ
3490 23 加茂 カモ ヲモ田 ヲモダ
3491 24 岩目地 イワメジ 有ノ木屋敷 アリノキヤシキ
3492 24 岩目地 イワメジ 扇田 オオギダ
3493 24 岩目地 イワメジ 小田 コダ
3494 24 岩目地 イワメジ スズガモト ススガモト
3495 24 岩目地 イワメジ ソウケ田 ソウケダ
3496 24 岩目地 イワメジ 徳市 トクイチ
3497 24 岩目地 イワメジ 長田 ナガタ
3498 24 岩目地 イワメジ 長尾 ナゴオ
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