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Ｎｏ 地区
コード 大字名称 大字ヨミ 字名称 字ヨミ 摘要

1 上倉01 八京 ヤキョウ チヨウシガ渕 チョウシガブチ
2 上倉01 八京 ヤキョウ 瀧戸北山 タキドキタヤマ
3 上倉01 八京 ヤキョウ 扇谷東佐古 オオギダニヒガシサコ
4 上倉01 八京 ヤキョウ 扇谷 オオギダニ
5 上倉01 八京 ヤキョウ 扇谷西佐古 オオギダニニシサコ
6 上倉01 八京 ヤキョウ 八丈岩 ハチジョウイワ
7 上倉01 八京 ヤキョウ 扇谷口 オオギダニグチ
8 上倉01 八京 ヤキョウ 桑ノ木カ佐古 クワノキガサコ
9 上倉01 八京 ヤキョウ 馬メグリ ウマメグリ
10 上倉01 八京 ヤキョウ 赤休場 アカヤスバ
11 上倉01 八京　　　　　　　 ヤキョウ 東唐岩 ヒガシカライワ
12 上倉01 八京 ヤキョウ 唐岩 カライワ
13 上倉01 八京 ヤキョウ 鞍石 クライシ
14 上倉01 八京 ヤキョウ 北唐岩 キタカライワ
15 上倉01 八京 ヤキョウ 石ヶ渕 イシガブチ
16 上倉01 八京 ヤキョウ 萩ノ谷口 ハギノタニグチ
17 上倉01 八京 ヤキョウ 下當郷南地 シモトウゴウミナミヂ
18 上倉01 八京 ヤキョウ 萩ノ谷中 ハギノタニナカ
19 上倉01 八京 ヤキョウ 上萩ノ谷 カミハギノタニ
20 上倉01 八京 ヤキョウ 傍示ヵ森 ホウジガモリ
21 上倉01 八京 ヤキョウ トヲゴヲ東又タ トウゴウヒガシマタ
22 上倉01 八京 ヤキョウ トヲゴヲ西又タ トウゴウニシマタ
23 上倉01 八京 ヤキョウ トヲゴヲオモキレ トウゴウオモキレ
24 上倉01 八京 ヤキョウ トヲゴヲタビ トウゴウタビ
25 上倉01 八京 ヤキョウ トヲゴヲタビノ下 トウゴウタビノシタ
26 上倉01 八京 ヤキョウ トヲゴヲ手前佐古 トウゴウテマエサコ
27 上倉01 八京 ヤキョウ トヲゴヲ下手前佐古 トウゴウシタノテマエサコ
28 上倉01 八京 ヤキョウ 下トヲゴヲ北地 シモトウゴウキタヂ
29 上倉01 八京 ヤキョウ カタブキ石 カタブキイシ
30 上倉01 八京 ヤキョウ 下モトヲゴヲウ子 シモトウゴウネ
31 上倉01 八京 ヤキョウ 大谷 オオタニ
32 上倉01 八京 ヤキョウ 上大谷 カミオオタニ
33 上倉01 八京 ヤキョウ 東徳谷 ヒガシトクダニ
34 上倉01 八京 ヤキョウ 上馬床 カミウマヤドコ
35 上倉01 八京 ヤキョウ 徳谷 トクダニ
36 上倉01 八京 ヤキョウ 景谷桑ノ木ガ佐古 カゲダニクワノキガサコ
37 上倉01 八京 ヤキョウ 桑ノ木ガウ子 クワノキガウコ
38 上倉01 八京 ヤキョウ 上桑ノ木カサコ カミクワノキガサコ
39 上倉01 八京 ヤキョウ 青ガ佐古 アオガサコ
40 上倉01 八京 ヤキョウ 大森 オオモリ
41 上倉01 八京 ヤキョウ 景ノ地 カゲノチ
42 上倉01 八京 ヤキョウ 上ミ景ノ地 カミカゲノチ
43 上倉01 八京 ヤキョウ カニ越南平 カニゴエミナミダイラ
44 上倉01 八京 ヤキョウ カニ越 カニゴエ
45 上倉01 八京 ヤキョウ カニ越下 カニゴエシタ
46 上倉01 八京 ヤキョウ 唐ヵ瀧 カラガダキ
47 上倉01 八京 ヤキョウ 日ノ地 ヒノチ
48 上倉01 八京 ヤキョウ 上ヱ日ノ地 カミエヒノチ
49 上倉01 八京 ヤキョウ 東又ノ上ヱ ヒガシマタノウエ
50 上倉01 八京 ヤキョウ 東又 ヒガシマタ
51 上倉01 八京 ヤキョウ スバナ スバナ
52 上倉01 八京 ヤキョウ スバナノ上ヱ スバナノカミエ
53 上倉01 八京 ヤキョウ 東越 ヒガシゴエ
54 上倉01 八京 ヤキョウ 橋ヶ谷東地 ハシガタニヒガシヂ
55 上倉01 八京 ヤキョウ 矢師ガ谷 ヤシガタニ
56 上倉01 八京 ヤキョウ 矢師ガ谷上 ヤシガタニノウエ
57 上倉01 八京 ヤキョウ 景谷西谷 カケダニノニシダニ
58 上倉01 八京 ヤキョウ カニゴエ三子 カニゴエミネ
59 上倉01 八京 ヤキョウ 矢師谷東佐古 ヤシガタニヒガシサコ
60 上倉01 八京 ヤキョウ 矢師谷中佐古 ヤシガタニナカサコ
61 上倉01 八京 ヤキョウ 矢師谷西佐古 ヤシガタニニシサコ
62 上倉01 八京 ヤキョウ 矢師谷西佐古上 ヤシガタニニシノサコウエ
63 上倉01 八京 ヤキョウ 上角 カミカド
64 上倉01 八京 ヤキョウ アヅキジリ アヅキジリ
65 上倉01 八京 ヤキョウ 森屋ガウネ モリヤガウネ
66 上倉01 八京 ヤキョウ 上アヅキジリ東地 カミアヅキジリヒガシヂ
67 上倉01 八京 ヤキョウ 石ヶ佐古 イシカサコ
68 上倉01 八京 ヤキョウ 大シダガ佐古 オオシダガサコ
69 上倉01 八京 ヤキョウ 上森屋ガウ子 カミモリヤガウコ
70 上倉01 八京 ヤキョウ 屋地ノ上 ヤヂノウエ
71 上倉01 八京 ヤキョウ 東葛屋地 ヒガシクズヤヂ
72 上倉01 八京 ヤキョウ カウノス谷 カウノスダニ
73 上倉01 八京 ヤキョウ 大シダノサコ北地 オオシダノサコキタヂ
74 上倉01 八京 ヤキョウ 泉佐古 イズミサコ
75 上倉01 八京 ヤキョウ 上泉佐古 カミイズミサコ
76 上倉01 八京 ヤキョウ 上イヲキカミ子 カミイオキガミネ
77 上倉01 八京 ヤキョウ イヲキガウ子 イオキガウネ
78 上倉01 八京 ヤキョウ イヲキ イオキ
79 上倉01 八京 ヤキョウ 下泉佐古 シモイズミサコ
80 上倉01 八京 ヤキョウ 上アヅキジリ カミアヅキジリ
81 上倉01 八京 ヤキョウ フトガウ子ロクボ フトガウコロクボ
82 上倉01 八京 ヤキョウ 兎ヵ谷 ウサギガダニ
83 上倉01 八京 ヤキョウ 伊平堀 イヘイボリ
84 上倉01 八京 ヤキョウ フトガウ子東裏 フトガウネヒガシウラ
85 上倉01 八京 ヤキョウ ノボリヲ ノボリオ
86 上倉01 八京 ヤキョウ 井口向 イグチムカイ
87 上倉01 八京 ヤキョウ 樽ノ本 タルノモト
88 上倉01 八京 ヤキョウ フトガウ子 フトガウネ
89 上倉01 八京 ヤキョウ 長サコ ナガサコ
90 上倉01 八京 ヤキョウ 登立東地 ノボリタテヒガシヂ
91 上倉01 八京 ヤキョウ フトガウ子西平 フトガウネニシダイラ
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92 上倉01 八京 ヤキョウ クズ東地 クズヒガシヂ
93 上倉01 八京 ヤキョウ クズ クズ
94 上倉01 八京 ヤキョウ 下クズ シモクズ
95 上倉01 八京 ヤキョウ 登リ立 ノボリタテ
96 上倉01 八京 ヤキョウ 大窪南又タ オオクボミナミマタ
97 上倉01 八京 ヤキョウ 下大久保 シモオオクボ
98 上倉01 八京 ヤキョウ 東大窪ノ下 ヒガシオオクボノシタ
99 上倉01 八京 ヤキョウ 東大窪 ヒガシオオクボ
100 上倉01 八京 ヤキョウ 西大窪 ニシオオクボ
101 上倉01 八京 ヤキョウ 大角石佐古 オオカドイシケサコ
102 上倉01 八京 ヤキョウ シヽアソビ シシアソビ
103 上倉01 八京 ヤキョウ 大角ミ オオカドミ
104 上倉01 八京 ヤキョウ 葛山 クズヤマ
105 上倉01 八京 ヤキョウ 井口 イグチ
106 上倉01 八京 ヤキョウ 奥宮ヵ谷 オクミヤガダニ
107 上倉01 八京 ヤキョウ 宮ヵ谷 ミヤガダニ
108 上倉01 八京 ヤキョウ 宮ノ前 ミヤノマエ
109 上倉01 八京 ヤキョウ 壱反田 イッタンダ
110 上倉01 八京 ヤキョウ 土居屋敷 ドイヤシキ
111 上倉01 八京 ヤキョウ 総ヶ谷口東地 ソウガタニグチヒガシヂ
112 上倉01 八京 ヤキョウ 総ヵ谷東又 ソウガダニヒガシマタ
113 上倉01 八京 ヤキョウ 瀧ノ奥 タキノオク
114 上倉01 八京 ヤキョウ 青ヵ田尾 アオガタオ
115 上倉01 八京 ヤキョウ 総ヵ谷 ソウガダニ
116 上倉01 八京 ヤキョウ 総ヵ谷西平 ソウガダニニシダイラ
117 上倉01 八京 ヤキョウ 総ヵ谷梅ノ向 ソウガダニウメノムカイ
118 上倉01 八京 ヤキョウ クミヂ クミヂ
119 上倉01 八京 ヤキョウ 大マヱ オオマエ
120 上倉01 八京 ヤキョウ 下屋敷 シモヤシキ
121 上倉01 八京 ヤキョウ ヱンドヲシリ エンドウジリ
122 上倉01 八京 ヤキョウ 小谷口 コタニグチ
123 上倉01 八京 ヤキョウ 中黒 ナカグロ
124 上倉01 八京 ヤキョウ 小谷 コタニ
125 上倉01 八京 ヤキョウ 高森 タカモリ
126 上倉01 八京 ヤキョウ 上中黒 カミナカグロ
127 上倉01 八京 ヤキョウ 上大黒 カミオオグロ
128 上倉01 八京 ヤキョウ 大黒 オオグロ
129 上倉01 八京 ヤキョウ 小丸山西ノ平 コマルヤマニシノダイラ
130 上倉01 八京 ヤキョウ 丸山谷 マルヤマダニ
131 上倉01 八京 ヤキョウ 小丸山 コマルヤマ
132 上倉01 八京 ヤキョウ 大奈路 オオナロ
133 上倉01 八京 ヤキョウ 丸山 マルヤマ
134 上倉01 八京 ヤキョウ 生賀谷 ショウガダニ
135 上倉01 八京 ヤキョウ 生賀谷道ノ下 ショウガダニミチノシタ
136 上倉01 八京 ヤキョウ スヽカ谷 ススガダニ
137 上倉01 八京 ヤキョウ ナガレ ナガレ
138 上倉01 八京 ヤキョウ 生賀屋敷 ショウガヤシキ
139 上倉01 八京 ヤキョウ 下生賀屋敷 シモショウガヤシキ
140 上倉01 八京 ヤキョウ 栗ノ木谷 クリノキダニ
141 上倉01 八京 ヤキョウ 四反田 ヨンタンダ
142 上倉01 八京 ヤキョウ 馬床 ウマヤドコ
143 上倉01 八京 ヤキョウ 五右衛門谷 ゴエモンダニ
144 上倉01 八京 ヤキョウ 日浦東谷 ヒウラヒガシダニ
145 上倉01 八京 ヤキョウ 日浦東谷ノ上 ヒウラヒガシダニノウエ
146 上倉01 八京 ヤキョウ 日浦中谷 ヒウラナカダニ
147 上倉01 八京 ヤキョウ 滝ノ首 タキノクビ
148 上倉01 八京 ヤキョウ 日浦西ノ谷 ヒウラニシノタニ
149 上倉01 八京 ヤキョウ コマシ越 コマシゴエ
150 上倉01 八京 ヤキョウ コマシゴヱ北浦 コマシゴエキタウラ
151 上倉01 八京 ヤキョウ 小倉口 コグラグチ
152 上倉01 八京 ヤキョウ 漆ヵ佐古 ウルシガサコ
153 上倉01 八京 ヤキョウ 火打岩 ヒウチイワ
154 上倉01 八京 ヤキョウ コマシ越南谷 コマシゴエミナミダニ
155 上倉01 八京 ヤキョウ 大岩谷 オオイワダニ
156 上倉01 八京 ヤキョウ 日浦谷清元 ヒウラダニキヨモト
157 上倉01 八京 ヤキョウ 高井サコ タカイサコ
158 上倉01 八京 ヤキョウ ナベラガ谷 ナベラガダニ
159 上倉01 八京 ヤキョウ 日浦西谷南地 ヒウラニシノダニミナミヂ
160 上倉01 八京 ヤキョウ ムロ佐古 ムロサコ
161 上倉01 八京 ヤキョウ 日浦野中ノ上ミ ヒウラノナカノカミ
162 上倉01 八京 ヤキョウ 日浦野中 ヒウラノナカ
163 上倉01 八京 ヤキョウ 山カゲ ヤマカゲ
164 上倉01 八京 ヤキョウ アラ田口 アラタグチ
165 上倉01 八京 ヤキョウ アラ田溝ノ北 アラタミゾノキタ
166 上倉01 八京 ヤキョウ 二タ又サコ フタマタサコ
167 上倉01 八京 ヤキョウ アラ田森 アラタモリ
168 上倉01 八京 ヤキョウ 北桧ヵ森 キタヒノキガモリ
169 上倉01 八京 ヤキョウ 南桧木ヵ森 ミナミヒノキガモリ
170 上倉01 八京 ヤキョウ 椿ノ本 ツバキノモト
171 上倉01 八京 ヤキョウ アラ田中ノ切レ アラタナカノキレ
172 上倉01 八京 ヤキョウ 領地作リ リョウチヅクリ
173 上倉01 八京 ヤキョウ 乳母ヶ瀧 ウバガタキ
174 上倉01 八京 ヤキョウ 吹越 フキゴエ
175 上倉01 八京 ヤキョウ 雀ヵ森 スズメガモリ
176 上倉01 八京 ヤキョウ 乳母ヶ瀧東平 ウバガタキヒガシダイラ
177 上倉01 八京 ヤキョウ アラ田大谷清 アラタオオタニキヨイ
178 上倉01 八京 ヤキョウ アラ田下大谷 アラタシモオオタニ
179 上倉01 八京 ヤキョウ アラ田上溝ヵ南 アラタカミミゾガミナミ
180 上倉01 八京 ヤキョウ アラ田溝ヵ南 アラタミゾガミナミ
181 上倉01 八京 ヤキョウ 上谷田 カミタニダ
182 上倉01 八京 ヤキョウ 下谷田 シモタニダ
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183 上倉01 八京 ヤキョウ ホソ野 ホソノ
184 上倉01 八京 ヤキョウ 松ヶ佐古 マツガサコ
185 上倉01 八京 ヤキョウ ソラ向イ沢 ソラムカイザワ
186 上倉01 八京 ヤキョウ 向沢 ムカイザワ
187 上倉01 八京 ヤキョウ 渡リ上リ ワタリアガリ
188 上倉01 八京 ヤキョウ 下新田 シモシンデン
189 上倉01 八京 ヤキョウ 瀧戸西山 タキドニシヤマ
190 上倉01 八京 ヤキョウ 小倉口北地 コグラグチキタヂ
191 上倉02 白木谷 シラキダニ 新田 シンデン
192 上倉02 白木谷 シラキダニ 東汗山 ヒガシアセヤマ
193 上倉02 白木谷 シラキダニ 粉吹 コナフキ
194 上倉02 白木谷 シラキダニ 柳ヵ本 ヤナガモト
195 上倉02 白木谷 シラキダニ 橋石 ハシイシ
196 上倉02 白木谷 シラキダニ 並桑 ナミクワ
197 上倉02 白木谷 シラキダニ 大久保 オオクボ
198 上倉02 白木谷 シラキダニ 一道木 イチドウキ
199 上倉02 白木谷 シラキダニ 鳥居ノ本 トリイノモト
200 上倉02 白木谷 シラキダニ 坂ノ根 サカノネ
201 上倉02 白木谷 シラキダニ 尾端 オハシ
202 上倉02 白木谷 シラキダニ 猪背長佐古 イノセナガセサコ
203 上倉02 白木谷 シラキダニ 椎ノ木ヶ佐古 シイノキガサコ
204 上倉02 白木谷 シラキダニ 西汗山 ニシアセヤマ
205 上倉02 白木谷 シラキダニ 馬留 ウマドメ
206 上倉02 白木谷 シラキダニ 向屋舗 ムカイヤシキ
207 上倉02 白木谷 シラキダニ 井ノ本 イノモト
208 上倉02 白木谷 シラキダニ 東久才尾 ヒガシヒササオ
209 上倉02 白木谷 シラキダニ 小谷口 コタニグチ
210 上倉02 白木谷 シラキダニ 市ノ内 イチノウチ
211 上倉02 白木谷 シラキダニ 西久才尾 ニシヒササオ
212 上倉02 白木谷 シラキダニ 櫛山 クシヤマ
213 上倉02 白木谷 シラキダニ 細佐古 ホソサコ
214 上倉02 白木谷 シラキダニ 松山 マツヤマ
215 上倉02 白木谷 シラキダニ 大平 オオヒラ
216 上倉02 白木谷 シラキダニ 鶴居カ窪 ツルイガクボ
217 上倉02 白木谷 シラキダニ 北惣太カ打 キタソウガダウチ
218 上倉02 白木谷 シラキダニ 南惣太カ打 ミナミソウガダウチ
219 上倉02 白木谷 シラキダニ 莵ノ本 トノモト
220 上倉02 白木谷 シラキダニ 蔭ノ林 カゲノハヤシ
221 上倉02 白木谷 シラキダニ 瀧カ谷 タキガタニ
222 上倉02 白木谷 シラキダニ 東萩野 ヒガシハギノ
223 上倉02 白木谷 シラキダニ 西萩野 ニシハギノ
224 上倉02 白木谷 シラキダニ 中ノ谷 ナカノタニ
225 上倉02 白木谷 シラキダニ 大屋敷 オオヤシキ
226 上倉02 白木谷 シラキダニ 明石田 アカシダ
227 上倉02 白木谷 シラキダニ 峯ヶ打 ミネガウチ
228 上倉02 白木谷 シラキダニ 奥ノ川 オクノカワ
229 上倉02 白木谷 シラキダニ 姥ヵ岩 オンバガイワ
230 上倉02 白木谷 シラキダニ 樽ノ本 タルノモト
231 上倉02 白木谷 シラキダニ 堀切 ホリキリ
232 上倉02 白木谷 シラキダニ 市ノ瀬 イチノセ
233 上倉02 白木谷 シラキダニ 柳ヵ平 ヤナギガヒラ
234 上倉02 白木谷 シラキダニ 東中平 ヒガシナカヒラ
235 上倉02 白木谷 シラキダニ 林ノ空 ハヤシノソラ
236 上倉02 白木谷 シラキダニ 越渡 コエワタシ
237 上倉02 白木谷 シラキダニ 西中平 ニシナカヒラ
238 上倉02 白木谷 シラキダニ 長佐古 ナガサコ
239 上倉02 白木谷 シラキダニ 瀧ノ下 タキノシタ
240 上倉02 白木谷 シラキダニ 山口 ヤマグチ
241 上倉02 白木谷 シラキダニ 意ノ平 イノヒラ
242 上倉02 白木谷 シラキダニ 水ノ本 ミズノモト
243 上倉02 白木谷 シラキダニ 長通 ナガトオリ
244 上倉02 白木谷 シラキダニ 清水 キヨミズ
245 上倉02 白木谷 シラキダニ 大隅 オオスミ
246 上倉02 白木谷 シラキダニ 西ノ瀧 ニシノタキ
247 上倉02 白木谷 シラキダニ 上殼谷 カミカラダニ
248 上倉02 白木谷 シラキダニ 殼谷 カラダニ
249 上倉02 白木谷 シラキダニ 樋ノ本 ヒノモト
250 上倉02 白木谷 シラキダニ 西谷 ニシダニ
251 上倉02 白木谷 シラキダニ 中道 ナカミチ
252 上倉02 白木谷 シラキダニ 上西谷 カミニシダニ
253 上倉02 白木谷 シラキダニ 西地 ニシヂ
254 上倉02 白木谷 シラキダニ 小瀧 コタキ
255 上倉02 白木谷 シラキダニ 高畠 タカハタ
256 上倉02 白木谷 シラキダニ 西ノ平 ニシノダイラ
257 上倉02 白木谷 シラキダニ 菅ノ谷 スガタノタニ
258 上倉02 白木谷 シラキダニ 北馬突岩 キタウマツキイワ
259 上倉02 白木谷 シラキダニ 善福寺 ゼンフクジ
260 上倉02 白木谷 シラキダニ 登リ立 ノボリタテ
261 上倉02 白木谷 シラキダニ 奈路林 ナロバヤシ
262 上倉02 白木谷 シラキダニ 姥ヵ向 オンバガムカイ
263 上倉02 白木谷 シラキダニ 下峠 シモトウゲ
264 上倉02 白木谷 シラキダニ 十二所 ジュウニショ
265 上倉02 白木谷 シラキダニ 宮ノ前 ミヤノマエ
266 上倉02 白木谷 シラキダニ 幸内ヶ蔵 コウウチガクラ
267 上倉02 白木谷 シラキダニ 船岡 フナオカ
268 上倉02 白木谷 シラキダニ 徳善 トクゼン
269 上倉02 白木谷 シラキダニ 赤松ヶ尾 アカマツガオ
270 上倉02 白木谷 シラキダニ 荏代 ジンダイ
271 上倉02 白木谷 シラキダニ 馬突岩 ウマツキイワ
272 上倉02 白木谷 シラキダニ 長倉 ナガクラ
273 上倉02 白木谷 シラキダニ 瓦堂 カワラドウ
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274 上倉02 白木谷 シラキダニ 本谷 ホンタニ
275 上倉02 白木谷 シラキダニ ニガキガ谷 ニガキガタニ
276 上倉02 白木谷 シラキダニ 弥蔵谷 ヤゾウダニ
277 上倉02 白木谷 シラキダニ 八坂谷 ヤサカダニ
278 上倉02 白木谷 シラキダニ 中山 ナカヤマ
279 上倉02 白木谷 シラキダニ 中畝 ナカウネ
280 上倉02 白木谷 シラキダニ 上中畝 カミナカウネ
281 上倉02 白木谷 シラキダニ 竃ヶ畝 カマドガウネ
282 上倉02 白木谷 シラキダニ 宇告 ウツゲ
283 上倉02 白木谷 シラキダニ 大谷 オオタニ
284 上倉02 白木谷 シラキダニ 意原 イハラ
285 上倉02 白木谷 シラキダニ 上瀧ヵ谷 カミタキガダニ
286 上倉02 白木谷 シラキダニ 北番所 キタバンショ
287 上倉02 白木谷 シラキダニ 南番所 ミナミバンショ
288 上倉02 白木谷 シラキダニ 聖ノ本 ヒジリノモト
289 上倉02 白木谷 シラキダニ 北聖 キタヒジリ
290 上倉02 白木谷 シラキダニ 中聖 ナカヒジリ
291 上倉02 白木谷 シラキダニ 南聖 ミナミヒジリ
292 上倉02 白木谷 シラキダニ 聖前 ヒジリマエ
293 上倉02 白木谷 シラキダニ 下笠椎谷 シモカサシイダニ
294 上倉02 白木谷 シラキダニ 上笠椎谷 カミカサシイダニ
295 上倉02 白木谷 シラキダニ 五郎谷 ゴロウダニ
296 上倉02 白木谷 シラキダニ 林尾畝 ハヤシオウネ
297 上倉02 白木谷 シラキダニ 林尾谷 ハヤシオダニ
298 上倉02 白木谷 シラキダニ 上林尾 カミハヤシオ
299 上倉02 白木谷 シラキダニ 上黒磯 カミクロイソ
300 上倉02 白木谷 シラキダニ 黒磯谷 クロイソダニ
301 上倉02 白木谷 シラキダニ 経塚 ケイヅカ
302 上倉02 白木谷 シラキダニ 田ノ谷 タノタニ
303 上倉02 白木谷 シラキダニ 彦谷 ヒコダニ
304 上倉02 白木谷 シラキダニ 曲尾 マガリオ
305 上倉02 白木谷 シラキダニ 西曲尾 ニシマガリオ
306 上倉02 白木谷 シラキダニ 藤ヶ奈路 フジガナロ
307 上倉02 白木谷 シラキダニ 的掛 マトカケ
308 上倉02 白木谷 シラキダニ 下木槲 シモキコク
309 上倉02 白木谷 シラキダニ 上木槲 カミキコク
310 上倉02 白木谷 シラキダニ 小野ヵ谷 オノガダニ
311 上倉02 白木谷 シラキダニ 大岩谷 オオイワダニ
312 上倉02 白木谷 シラキダニ 上大岩谷 カミオオイワダニ
313 上倉02 白木谷 シラキダニ 大ツヱ オオツエ
314 上倉02 白木谷 シラキダニ 登ヵ谷 ノボリガタニ
315 上倉02 白木谷 シラキダニ 椎ノ木谷 シイノキダニ
316 上倉02 白木谷 シラキダニ 植込 ウエコミ
317 上倉02 白木谷 シラキダニ 蒲葵 カモアオイ
318 上倉02 白木谷 シラキダニ 桧原谷 ヒバラダニ
319 上倉02 白木谷 シラキダニ 上嵯峨 カミサガ
320 上倉02 白木谷 シラキダニ 中嵯峨 ナカサガ
321 上倉02 白木谷 シラキダニ 割石 ワリイシ
322 上倉02 白木谷 シラキダニ 下嵯峨 シモサガ
323 上倉02 白木谷 シラキダニ 辷リ口 スベリグチ
324 上倉02 白木谷 シラキダニ 辷石 スベリイシ
325 上倉02 白木谷 シラキダニ 市ノ尾 イチノオ
326 上倉02 白木谷 シラキダニ 山ノ神 ヤマノカミ
327 上倉02 白木谷 シラキダニ 田子浦 タゴノウラ
328 上倉02 白木谷 シラキダニ 馬角 ウマカド
329 上倉02 白木谷 シラキダニ 箕底 ミノソコ
330 上倉02 白木谷 シラキダニ 本田ノ奥 ホンダノオク
331 上倉02 白木谷 シラキダニ 萸谷 ヒキダニ
332 上倉02 白木谷 シラキダニ 佐古田 サコタ
333 上倉02 白木谷 シラキダニ 南谷 ミナミダニ
334 上倉02 白木谷 シラキダニ 尾花 オバナ
335 上倉02 白木谷 シラキダニ 獺ヶ淵 タツガフチ
336 上倉02 白木谷 シラキダニ 瀬戸ヶ谷 セトガタニ
337 上倉02 白木谷 シラキダニ 黒岩谷 クロイワダニ
338 上倉02 白木谷 シラキダニ 峯小松 ミネコマツ
339 上倉02 白木谷 シラキダニ 小松峯 コマツミネ
340 上倉02 白木谷 シラキダニ 中小松 ナカコマツ
341 上倉02 白木谷 シラキダニ 下小松 シモコマツ
342 上倉02 白木谷 シラキダニ 三貫立 サンカンタテ
343 上倉02 白木谷 シラキダニ 日比ヶ佐古 ヒヒガサコ
344 上倉02 白木谷 シラキダニ 下鍛冶屋谷 シモカジヤダニ
345 上倉02 白木谷 シラキダニ 上鍛冶屋谷 カミカジヤダニ
346 上倉02 白木谷 シラキダニ 西荒田 ニシアラタ
347 上倉02 白木谷 シラキダニ 北荒田 キタアラタ
348 上倉02 白木谷 シラキダニ 中荒田 ナカアラタ
349 上倉02 白木谷 シラキダニ 古越 フルコシ
350 上倉03 奈路 ナロ 小山 コヤマ
351 上倉03 奈路 ナロ 松尾口 マツオグチ
352 上倉03 奈路 ナロ 石コロビ イシコロビ
353 上倉03 奈路 ナロ サルワタリ サルワタリ
354 上倉03 奈路 ナロ 南サルワタリ ミナミサルワタリ
355 上倉03 奈路 ナロ アリノ木谷 アリノキダニ
356 上倉03 奈路 ナロ イゲ谷 イゲダニ
357 上倉03 奈路 ナロ 寿助田 トシスケダ
358 上倉03 奈路 ナロ ハラウチ松 ハラウチマツ
359 上倉03 奈路 ナロ 境谷 サカイダニ
360 上倉03 奈路 ナロ 西境谷 ニシサカイダニ
361 上倉03 奈路 ナロ カウベ カウベ
362 上倉03 奈路 ナロ 西カウベ ニシカウベ
363 上倉03 奈路 ナロ 堂ノ谷 ドウノタニ
364 上倉03 奈路 ナロ 西堂ノ谷 ニシドウノタニ
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365 上倉03 奈路 ナロ 赤土 アカツチ
366 上倉03 奈路 ナロ 柿ノサコ カキノサコ
367 上倉03 奈路 ナロ 小森 コモリ
368 上倉03 奈路 ナロ 椎ノ峠 シイノトウゲ
369 上倉03 奈路 ナロ 蕗ノ本 フキノモト
370 上倉03 奈路 ナロ 土山 ツチヤマ
371 上倉03 奈路 ナロ ミョウシダ ミョウシダ
372 上倉03 奈路 ナロ ツヾラ ツヅラ
373 上倉03 奈路 ナロ 大隅 オオスミ
374 上倉03 奈路 ナロ 大隅之上 オオスミノカミ
375 上倉03 奈路 ナロ 蔵谷 クラダニ
376 上倉03 奈路 ナロ 西蔵谷 ニシクラダニ
377 上倉03 奈路 ナロ 水谷 ミズタニ
378 上倉03 奈路 ナロ 黒屋敷 クロヤシキ
379 上倉03 奈路 ナロ ウ子ダ ウネダ
380 上倉03 奈路 ナロ 上屋敷 カミヤシキ
381 上倉03 奈路 ナロ 奴田ノ本 ヌタノモト
382 上倉03 奈路 ナロ 上平籔 カミヒラヤブ
383 上倉03 奈路 ナロ 下平籔 シモヒラヤブ
384 上倉03 奈路 ナロ 西屋敷 ニシヤシキ
385 上倉03 奈路 ナロ 杖谷 ツエダニ
386 上倉03 奈路 ナロ 鬼ヶ平 オニガヒラ
387 上倉03 奈路 ナロ 坂口 サカグチ
388 上倉03 奈路 ナロ 藤岳 フジタケ
389 上倉03 奈路 ナロ 中屋 ナカヤ
390 上倉03 奈路 ナロ 東谷 ヒガシダニ
391 上倉03 奈路 ナロ 宮ノ谷 ミヤノタニ
392 上倉03 奈路 ナロ 下屋敷 シモヤシキ
393 上倉03 奈路 ナロ 新田 シンデン
394 上倉03 奈路 ナロ 石田 イシダ
395 上倉03 奈路 ナロ 田ノ野 タノノ
396 上倉03 奈路 ナロ 大森 オオモリ
397 上倉03 奈路 ナロ 宮ノ久保 ミヤノクボ
398 上倉03 奈路 ナロ 東田ノ野 ヒガシタノノ
399 上倉03 奈路 ナロ 石田ノ上 イシダノウエ
400 上倉03 奈路 ナロ 十二所 ジュウニショ
401 上倉03 奈路 ナロ 北十二所 キタジュウニショ
402 上倉03 奈路 ナロ 松山口 マツヤマグチ
403 上倉03 奈路 ナロ 馬ヶ谷 ウマガダニ
404 上倉03 奈路 ナロ モ々ノキサコ モモノキサコ
405 上倉03 奈路 ナロ 松山 マツヤマ
406 上倉03 奈路 ナロ スヾレ スズレ
407 上倉03 奈路 ナロ シゴウヤシキ シゴウヤシキ
408 上倉03 奈路 ナロ ハチダイ ハチダイ
409 上倉03 奈路 ナロ 宮ノカゲ ミヤノカゲ
410 上倉03 奈路 ナロ 竹ノモトカゲ タケノモトカゲ
411 上倉03 奈路 ナロ 中ヤシキカゲ ナカヤシキカゲ
412 上倉03 奈路 ナロ 岩ヤガ谷 イワヤガダニ
413 上倉03 奈路 ナロ ヒジリノウヘ ヒジリノウエ
414 上倉03 奈路 ナロ ヒジリ ヒジリ
415 上倉03 奈路 ナロ ヒノジ ヒノジ
416 上倉03 奈路 ナロ 中ウ子 ナカウネ
417 上倉03 奈路 ナロ 石ドウガ谷 イシドウガタニ
418 上倉03 奈路 ナロ 竹ノモト タケノモト
419 上倉03 奈路 ナロ 宮ノ上 ミヤノウエ
420 上倉03 奈路 ナロ 中ノ谷 ナカノタニ
421 上倉03 奈路 ナロ 宮ノ下 ミヤノシタ
422 上倉03 奈路 ナロ 澤ノ谷 サワノタニ
423 上倉03 奈路 ナロ ウドゲ谷西平 ウドゲタニニシダイラ
424 上倉03 奈路 ナロ ウドゲ谷 ウドゲタニ
425 上倉03 奈路 ナロ ヤヂノモト ヤヂノモト
426 上倉03 奈路 ナロ 釜床 カマトコ
427 上倉03 奈路 ナロ コヤケサコ コヤケサコ
428 上倉04 中谷 ナカダニ 流田 ナガレダ
429 上倉04 中谷 ナカダニ 陰屋敷 カゲヤシキ
430 上倉04 中谷 ナカダニ 和田空 ワダノソラ
431 上倉04 中谷 ナカダニ アンガヒラ アンガヒラ
432 上倉04 中谷 ナカダニ ヲモ田 オモダ
433 上倉04 中谷 ナカダニ 馬路 ウマジ
434 上倉04 中谷 ナカダニ ウドカ谷 ウドガタニ
435 上倉04 中谷 ナカダニ 上澤 カミサワ
436 上倉04 中谷 ナカダニ 中澤 ナカザワ
437 上倉04 中谷 ナカダニ 下澤 シモサワ
438 上倉04 中谷 ナカダニ ヤマガイダ ヤマガイダ
439 上倉04 中谷 ナカダニ クロガサコ クロガサコ
440 上倉04 中谷 ナカダニ 岡屋敷 オカヤシキ
441 上倉04 中谷 ナカダニ カゲ山 カゲヤマ
442 上倉04 中谷 ナカダニ タカトリ タカトリ
443 上倉04 中谷 ナカダニ ニシタカトリ ニシタカトリ
444 上倉04 中谷 ナカダニ 石田 イシダ
445 上倉04 中谷 ナカダニ ウルシガ谷 ウルシガタニ
446 上倉04 中谷 ナカダニ ウルシガヒラ ウルシガヒラ
447 上倉04 中谷 ナカダニ 上屋敷 カミヤシキ
448 上倉04 中谷 ナカダニ 宮ノ平 ミヤノダイラ
449 上倉04 中谷 ナカダニ 松本 マツノモト
450 上倉04 中谷 ナカダニ ヤヂノムカイ ヤヂノムカイ
451 上倉04 中谷 ナカダニ トモヅクリ トモヅクリ
452 上倉04 中谷 ナカダニ サクラ木谷 サクラキタニ
453 上倉04 中谷 ナカダニ 大タケ オオタケ
454 上倉04 中谷 ナカダニ 大空 オオゾラ
455 上倉04 中谷 ナカダニ 中瀧 ナカタキ
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456 上倉04 中谷 ナカダニ ス々ガウ子 ススガウネ
457 上倉04 中谷 ナカダニ ハ子トコ ハネトコ
458 上倉04 中谷 ナカダニ 宮之谷 ミヤノタニ
459 上倉04 中谷 ナカダニ ムマトコ ムマトコ
460 上倉04 中谷 ナカダニ コヤトコ コヤトコ
461 上倉04 中谷 ナカダニ 藤瀧 フジタキ
462 上倉04 中谷 ナカダニ フカンドヲ フカンドウ
463 上倉04 中谷 ナカダニ カライワ カライワ
464 上倉04 中谷 ナカダニ 岩屋 イワヤ
465 上倉04 中谷 ナカダニ ミヤザレ ミヤザレ
466 上倉04 中谷 ナカダニ 東路 ヒガシジ
467 上倉04 中谷 ナカダニ ヲクノソラ オクノソラ
468 上倉04 中谷 ナカダニ 上水口 カミミナクチ
469 上倉04 中谷 ナカダニ ハヤシノナロ ハヤシノナロ
470 上倉04 中谷 ナカダニ サガヤマ サガヤマ
471 上倉04 中谷 ナカダニ 木戸口 キドグチ
472 上倉04 中谷 ナカダニ ウヂタニ ウヂタニ
473 上倉04 中谷 ナカダニ カマブチ カマブチ
474 上倉04 中谷 ナカダニ 岡田屋敷 オカダヤシキ
475 上倉04 中谷 ナカダニ 和田屋敷 ワダヤシキ
476 上倉04 中谷 ナカダニ ツタヤシキ ツタヤシキ
477 上倉04 中谷 ナカダニ 笹ノ本 ササノモト
478 上倉04 中谷 ナカダニ サカノウ子 サカノウネ
479 上倉04 中谷 ナカダニ イワガラ イワガラ
480 上倉04 中谷 ナカダニ 東大隅 ヒガシオオスミ
481 上倉04 中谷 ナカダニ 西大隅 ニシオオスミ
482 上倉04 中谷 ナカダニ 上大隅 カミオオスミ
483 上倉04 中谷 ナカダニ コビ穴谷ノ南 コビアナダニノミナミ
484 上倉04 中谷 ナカダニ 榎サコ エノキノサコ
485 上倉04 中谷 ナカダニ コビ穴 コビアナ
486 上倉04 中谷 ナカダニ 瀬戸カゲ セトカゲ
487 上倉04 中谷 ナカダニ 小屋ノ前 コヤノマエ
488 上倉04 中谷 ナカダニ 澤ノ谷 サワノタニ
489 上倉04 中谷 ナカダニ 岡田 オカダ
490 上倉04 中谷 ナカダニ 長畝 ナガウネ
491 上倉04 中谷 ナカダニ 水越 ミズコシ
492 上倉04 中谷 ナカダニ 古田 フルタ
493 上倉04 中谷 ナカダニ 長サコ ナガサコ
494 上倉04 中谷 ナカダニ 有ノ木サコ アリノキサコ
495 上倉04 中谷 ナカダニ 鹿遊ヒ シカアソビ
496 上倉04 中谷 ナカダニ 切抜 キリヌキ
497 上倉04 中谷 ナカダニ シヅキ瀧 シヅキタキ
498 上倉04 中谷 ナカダニ 上ミ屋敷 カミヤシキ
499 上倉04 中谷 ナカダニ 岳田 ガクタ
500 上倉04 中谷 ナカダニ 北地山 キタチヤマ
501 上倉05 上倉 アゲクラ 谷口 タニグチ
502 上倉05 上倉 アゲクラ 石ノ本 イシノモト
503 上倉05 上倉 アゲクラ ヲモ田 オモダ
504 上倉05 上倉 アゲクラ 岡ノハナ オカノハナ
505 上倉05 上倉 アゲクラ 野久保 ノクボ
506 上倉05 上倉 アゲクラ 北ノ屋敷 キタノヤシキ
507 上倉05 上倉 アゲクラ 東裏 ヒガシウラ
508 上倉05 上倉 アゲクラ 東ノ川 ヒガシノカワ
509 上倉05 上倉 アゲクラ 宮ノ前 ミヤノマエ
510 上倉05 上倉 アゲクラ ヒラトコ ヒラトコ
511 上倉05 上倉 アゲクラ 上屋敷 カミヤシキ
512 上倉05 上倉 アゲクラ クララ クララ
513 上倉05 上倉 アゲクラ コヤドノ本 コヤドノモト
514 上倉05 上倉 アゲクラ ナベラ ナベラ
515 上倉05 上倉 アゲクラ タケ開 タケビラキ
516 上倉05 上倉 アゲクラ 大マガリ オオマガリ
517 上倉05 上倉 アゲクラ 立尾 タテオ
518 上倉05 上倉 アゲクラ ヲヲウエ オオウエ
519 上倉05 上倉 アゲクラ ジルツコヲ ジルツコオ
520 上倉05 上倉 アゲクラ 大石ノ本 オオイシノモト
521 上倉05 上倉 アゲクラ 横野 ヨコノ
522 上倉05 上倉 アゲクラ 北立尾 キタタテオ
523 上倉05 上倉 アゲクラ 北横野 キタヨコノ
524 上倉05 上倉 アゲクラ 大サコ オオサコ
525 上倉05 上倉 アゲクラ カゲノヂ カゲノヂ
526 上倉05 上倉 アゲクラ ウド ウド
527 上倉05 上倉 アゲクラ 大門 ダイモン
528 上倉05 上倉 アゲクラ 堂ノ上 ドウノウエ
529 上倉05 上倉 アゲクラ 谷ノ本 タニノモト
530 上倉05 上倉 アゲクラ 西裏谷 ニシウラダニ
531 上倉05 上倉 アゲクラ 柿ノ本 カキノモト
532 上倉05 上倉 アゲクラ マトバ マトバ
533 上倉05 上倉 アゲクラ 中澤 ナカザワ
534 上倉05 上倉 アゲクラ 西ノ前 ニシノマエ
535 上倉05 上倉 アゲクラ 野中屋敷 ノナカヤシキ
536 上倉05 上倉 アゲクラ 山口 ヤマグチ
537 上倉05 上倉 アゲクラ 中尾 ナカオ
538 上倉05 上倉 アゲクラ 橋詰 ハシヅメ
539 上倉05 上倉 アゲクラ 川クボ カワクボ
540 上倉05 上倉 アゲクラ 石神 イシガミ
541 上倉05 上倉 アゲクラ 中山 ナカヤマ
542 上倉05 上倉 アゲクラ 西ヶ畝 ニシガセ
543 上倉05 上倉 アゲクラ ミコヤシキ ミコヤシキ
544 上倉05 上倉 アゲクラ 桑ノサコ クワノサコ
545 上倉05 上倉 アゲクラ 東桑ノサコ ヒガシクワノサコ
546 上倉05 上倉 アゲクラ ツエロ ツエロ
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547 上倉05 上倉 アゲクラ ゴマジチ ゴマジチ
548 上倉05 上倉 アゲクラ ミコ林 ミコバヤシ
549 上倉05 上倉 アゲクラ 大平 オオヒラ
550 上倉05 上倉 アゲクラ 梅ヶ平 ウメガダイラ
551 上倉05 上倉 アゲクラ 西梅ヶ平 ニシウメガダイラ
552 上倉05 上倉 アゲクラ ツエ穴 ツエ穴
553 上倉05 上倉 アゲクラ 木落谷 キオトシダニ
554 上倉05 上倉 アゲクラ 瀧畑 タキハタ
555 上倉05 上倉 アゲクラ 楠ヒウラ クスヒウラ
556 上倉05 上倉 アゲクラ 松山 マツヤマ
557 上倉05 上倉 アゲクラ シイノトヲ シイノトオ
558 上倉05 上倉 アゲクラ 舟カサコ フナカサコ
559 上倉05 上倉 アゲクラ 船ケサコ下分 フナガサコシモブン
560 上倉05 上倉 アゲクラ 桃畝 モモセ
561 上倉05 上倉 アゲクラ 谷 タニ
562 上倉05 上倉 アゲクラ 柿ノサコ カキノサコ
563 上倉05 上倉 アゲクラ スヾレ スズレ
564 上倉05 上倉 アゲクラ ヲヲギカタ オオギカタ
565 上倉05 上倉 アゲクラ 木落カゲ キオトシカゲ
566 上倉05 上倉 アゲクラ 境谷 サカイダニ
567 上倉05 上倉 アゲクラ アレ田 アレタ
568 上倉05 上倉 アゲクラ 下ヒラヤブ シモヒラヤブ
569 上倉05 上倉 アゲクラ ガンギノモト ガンギノモト
570 上倉05 上倉 アゲクラ 上平籔 カミヒラヤブ
571 上倉05 上倉 アゲクラ ミ子ガハテ ミネガハテ
572 上倉05 上倉 アゲクラ 大笹原 オオササハラ
573 上倉05 上倉 アゲクラ 舟カサコカゲ フナガサコカゲ
574 上倉05 上倉 アゲクラ 立テ タテ
575 上倉05 上倉 アゲクラ シミズ シミズ
576 上倉05 上倉 アゲクラ 上ヱ舟カサコ カミエフナガサコ
577 上倉05 上倉 アゲクラ ゴゼガハヱ ゴゼガハエ
578 上倉05 上倉 アゲクラ ホヲジカ窪 ホオジカクボ
579 上倉05 上倉 アゲクラ ホヲシカ森 ホウシカモリ
580 上倉05 上倉 アゲクラ 原田 ハラダ
581 上倉05 上倉 アゲクラ 子ヒキ コヒキ
582 上倉05 上倉 アゲクラ 上子ヒキ カミコヒキ
583 上倉05 上倉 アゲクラ 蟹越 ガニゴエ
584 上倉05 上倉 アゲクラ 竹ダヲシ タケダオシ
585 上倉05 上倉 アゲクラ 上西裏谷 カミニシウラダニ
586 上倉05 上倉 アゲクラ 大門奥ノサコ ダイモンオクノサコ
587 上倉05 上倉 アゲクラ 上大門 カミダイモン
588 上倉05 上倉 アゲクラ 笠松ヶウ子 カサマツガウネ
589 上倉05 上倉 アゲクラ 赤土ノ平 アカツチノダイラ
590 上倉05 上倉 アゲクラ 横ノ山 ヨコノヤマ
591 上倉05 上倉 アゲクラ 北路 キタミチ
592 上倉05 上倉 アゲクラ コヲレ山 コオレヤマ
593 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 上砂 カミスナ
594 上倉06 桑ノ川 クワノカワ ナベラガハナ ナベラガハナ
595 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 長野 ナガノ
596 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 栗ノ木谷 クリノキダニ
597 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 上ミ久保 カミクボ
598 上倉06 桑ノ川 クワノカワ ツヾラガ谷 ツヅラガダニ
599 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 堂ノ向ヒ ドウノムカイ
600 上倉06 桑ノ川 クワノカワ ヌタノサコ ヌタノサコ
601 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 中屋 ナカヤ
602 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 鳳ノ森 オオトリノモリ
603 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 奥ノ野 オクノノ
604 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 井ノ久保 イノクボ
605 上倉06 桑ノ川 クワノカワ ヤ子松 ヤネマツ
606 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 切抜 キリヌキ
607 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 大サコ オオサコ
608 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 瀬戸 セト
609 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 瀬戸川ノ北路 セトガワノキタジ
610 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 鴨ノ巣 カモノス
611 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 黒磯 クロイソ
612 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 上ミヤシキ カミヤシキ
613 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 西岳 ニシダケ
614 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 松原 マツバラ
615 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 宮ノ向ヒ ミヤノムカイ
616 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 城瀧 シロタキ
617 上倉06 桑ノ川 クワノカワ カゲナベラ カゲナベラ
618 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 高岩 タカイワ
619 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 大平谷 オオヒラダニ
620 上倉06 桑ノ川 クワノカワ ヒハダ小屋 ヒハダコヤ
621 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 横野 ヨコノ
622 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 宮ノ谷 ミヤノタニ
623 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 地主口 ヂヌシグチ
624 上倉06 桑ノ川 クワノカワ ハツケ森 ハツガモリ
625 上倉06 桑ノ川 クワノカワ サガ野 サガノ
626 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 野口 ノグチ
627 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 堂ノ本 ドウノモト
628 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 城谷 シロダニ
629 上倉06 桑ノ川 クワノカワ カヂヤシキ カヂヤシキ
630 上倉06 桑ノ川 クワノカワ フロケ谷 フロガダニ
631 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 松ノ本 マツノモト
632 上倉06 桑ノ川 クワノカワ ホソザキ ホソザキ
633 上倉06 桑ノ川 クワノカワ トチノゴミ トチノゴミ
634 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 蓑荷ナロ ミノニナロ
635 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 下モ奈路 シモナロ
636 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 大カゲ オオカゲ
637 上倉06 桑ノ川 クワノカワ 上奈路 カミナロ
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638 上倉07 黒滝 クロタキ 向ヒ坂 ムカイザカ
639 上倉07 黒滝 クロタキ 野窪 ノクボ
640 上倉07 黒滝 クロタキ ヲサブチカゲ オサブチカゲ
641 上倉07 黒滝 クロタキ トンバガナロ トンバガナロ
642 上倉07 黒滝 クロタキ 松カブ マツカブ
643 上倉07 黒滝 クロタキ 宮谷 ミヤタニ
644 上倉07 黒滝 クロタキ ハイタツ ハイタツ
645 上倉07 黒滝 クロタキ ヤナバ ヤナバ
646 上倉07 黒滝 クロタキ 大屋敷 オオヤシキ
647 上倉07 黒滝 クロタキ 大屋敷ノ上 オオヤシキノカミ
648 上倉07 黒滝 クロタキ 東谷 ヒガシダニ
649 上倉07 黒滝 クロタキ 中山 ナカヤマ
650 上倉07 黒滝 クロタキ 宮ガナロ ミヤガナロ
651 上倉07 黒滝 クロタキ ヲサブチ オサブチ
652 上倉07 黒滝 クロタキ 丸岩 マルイワ
653 上倉07 黒滝 クロタキ 東屋敷 ヒガシヤシキ
654 上倉07 黒滝 クロタキ ホソサキ ホソサキ
655 上倉07 黒滝 クロタキ トチノゴミ トチノゴミ
656 上倉07 黒滝 クロタキ 瀧ガ渕 タキガフチ
657 上倉07 黒滝 クロタキ 西谷 ニシダニ
658 上倉07 黒滝 クロタキ 西谷ノ上 ニシダニノウエ
659 上倉07 黒滝 クロタキ カドヤ カドヤ
660 上倉07 黒滝 クロタキ カナトコ カナトコ
661 上倉07 黒滝 クロタキ ヒラモヲ ヒラモオ
662 上倉07 黒滝 クロタキ カマタキ カマタキ
663 上倉07 黒滝 クロタキ 梅カナロ ウメガナロ
664 上倉07 黒滝 クロタキ 焼瀧 ヤケタキ
665 上倉07 黒滝 クロタキ 鳩巣 ハトス
666 上倉07 黒滝 クロタキ 景山 カゲヤマ
667 上倉08 大改野 オオガイノ 長トロ ナガトロ
668 上倉08 大改野 オオガイノ 橋床 ハシトコ
669 上倉08 大改野 オオガイノ 水走 ミズバシリ
670 上倉08 大改野 オオガイノ 高森 タカモリ
671 上倉08 大改野 オオガイノ 小森 コモリ
672 上倉08 大改野 オオガイノ 小田屋敷 オダヤシキ
673 上倉08 大改野 オオガイノ 新田 シンデン
674 上倉08 大改野 オオガイノ ヌタノ森 ヌタノモリ
675 上倉08 大改野 オオガイノ 谷奥 タニノオク
676 上倉08 大改野 オオガイノ 土ヶ畝 ツチガセ
677 上倉08 大改野 オオガイノ 閂ノ本 カンヌキノモト
678 上倉08 大改野 オオガイノ 茂知池 シゲチイケ
679 上倉08 大改野 オオガイノ トチサコ トチサコ
680 上倉08 大改野 オオガイノ 井ノ口 イノクチ
681 上倉08 大改野 オオガイノ サコ田 サコタ
682 上倉08 大改野 オオガイノ 中屋 ナカヤ
683 上倉08 大改野 オオガイノ 名本屋敷 ナモトヤシキ
684 上倉08 大改野 オオガイノ ヒウラ ヒウラ
685 上倉08 大改野 オオガイノ コビ穴 コビアナ
686 上倉08 大改野 オオガイノ 樫ヶ休場 カシガヤスミバ
687 上倉08 大改野 オオガイノ 上ハ久保 カミワクボ
688 上倉08 大改野 オオガイノ カヂヤ カヂヤ
689 上倉08 大改野 オオガイノ カヂヤノ下モ カヂヤノシモ
690 上倉08 大改野 オオガイノ 下屋敷 シモヤシキ
691 上倉08 大改野 オオガイノ キヂヤシキ キヂヤシキ
692 上倉08 大改野 オオガイノ ホドノ坂 ホドノサカ
693 上倉08 大改野 オオガイノ 煙草シリ タバコシリ
694 上倉08 大改野 オオガイノ 西ノ久保 ニシノクボ
695 上倉08 大改野 オオガイノ キワタカ谷 キワタカダニ
696 上倉08 大改野 オオガイノ 桧瀧 ヒノキタキ
697 上倉08 大改野 オオガイノ カラ谷 カラタニ
698 上倉08 大改野 オオガイノ 笠松ヵ畝 カサマツガセ
699 上倉08 大改野 オオガイノ 釜ヶ日浦 カマガヒウラ
700 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 釜ヵ日浦 カマガヒウラ
701 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 東川ノ向ヒ ヒガシガワノムカイ
702 上倉09 中ノ川 ナカノカワ トチノモト トチノモト
703 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 石ノ小家 イシノコイエ
704 上倉09 中ノ川 ナカノカワ ゴミ ゴミ
705 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 寺屋敷 テラヤシキ
706 上倉09 中ノ川 ナカノカワ モギアレ モギアリ
707 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 名本屋敷 ナモトヤシキ
708 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 東川ノ上 ヒガシガワノカミ
709 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 平松 ヒラマツ
710 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 焼瀧 ヤケタキ
711 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 平松上ミ ヒラマツカミ
712 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 鳩ノ巣 ハトノス
713 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 中ノ川 ナカノカワ
714 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 平家瀧 ヘイケタキ
715 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 大スズ オオスズ
716 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 鞘留 サヤドメ
717 上倉09 中ノ川 ナカノカワ 黒森山 クロモリヤマ
718 瓶岩01 宍崎 シシザキ 一ノ瀬 イチノセ
719 瓶岩01 宍崎 シシザキ ホケ ホケ
720 瓶岩01 宍崎 シシザキ 鳥居ノ本 トリイノモト
721 瓶岩01 宍崎 シシザキ 大坪 オオツボ
722 瓶岩01 宍崎 シシザキ 大木ド オオキト
723 瓶岩01 宍崎 シシザキ 西ノ内 ニシノウチ
724 瓶岩01 宍崎 シシザキ 下佛殿 シモブツデン
725 瓶岩01 宍崎 シシザキ 上佛殿 カミブツデン
726 瓶岩01 宍崎 シシザキ ヲトミ オトミ
727 瓶岩01 宍崎 シシザキ 牛月 ウシヅキ
728 瓶岩01 宍崎 シシザキ 落合 オチアイ
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729 瓶岩01 宍崎 シシザキ 戸山口 トヤマグチ
730 瓶岩01 宍崎 シシザキ 所林 トコロバヤシ
731 瓶岩01 宍崎 シシザキ カマガ谷 カマガタニ
732 瓶岩01 宍崎 シシザキ 東谷 ヒガシダニ
733 瓶岩01 宍崎 シシザキ 宮ノ谷 ミヤノタニ
734 瓶岩01 宍崎 シシザキ 土居屋敷 ドイヤシキ
735 瓶岩01 宍崎 シシザキ 今ドイ イマドイ
736 瓶岩01 宍崎 シシザキ コブカタ コブカタ
737 瓶岩01 宍崎 シシザキ 西裏 ニシウラ
738 瓶岩01 宍崎 シシザキ ホサケ ホサケ
739 瓶岩01 宍崎 シシザキ 樋ノ谷 ヒノタニ
740 瓶岩02 亀岩 カメイワ 前田 マエダ
741 瓶岩02 亀岩 カメイワ 大谷口 オオタニグチ
742 瓶岩02 亀岩 カメイワ ミノコシ ミノコシ
743 瓶岩02 亀岩 カメイワ 黒岩 クロイワ
744 瓶岩02 亀岩 カメイワ サコダ サコダ
745 瓶岩02 亀岩 カメイワ 土居 ドイ
746 瓶岩02 亀岩 カメイワ 屋敷田 ヤシキダ
747 瓶岩02 亀岩 カメイワ 柿ノ本 カキノモト
748 瓶岩02 亀岩 カメイワ 鵜ノ頭 ウノカシラ
749 瓶岩02 亀岩 カメイワ 麓 フモト
750 瓶岩02 亀岩 カメイワ コンゴヲデン コンゴウデン
751 瓶岩02 亀岩 カメイワ 落合 オチアイ
752 瓶岩02 亀岩 カメイワ 五反田 ゴタンタ
753 瓶岩02 亀岩 カメイワ クロノ本 クロノモト
754 瓶岩02 亀岩 カメイワ 三反畠 サンタンバタケ
755 瓶岩02 亀岩 カメイワ 川田 カワダ
756 瓶岩02 亀岩 カメイワ 白岩 シライワ
757 瓶岩02 亀岩 カメイワ 中家 チュウケ
758 瓶岩02 亀岩 カメイワ 上谷 カミタニ
759 瓶岩02 亀岩 カメイワ 日ノ谷 ヒノタニ
760 瓶岩02 亀岩 カメイワ 坂口 サカグチ
761 瓶岩02 亀岩 カメイワ 垣ノ内 カキノウチ
762 瓶岩02 亀岩 カメイワ 鹿遊 シカアソビ
763 瓶岩02 亀岩 カメイワ 古田 フルタ
764 瓶岩02 亀岩 カメイワ 十代田 トウダイデン
765 瓶岩02 亀岩 カメイワ 中山 ナカヤマ
766 瓶岩02 亀岩 カメイワ 藤ヶ奈路 フジガナロ
767 瓶岩02 亀岩 カメイワ 上中山 カミナカヤマ
768 瓶岩02 亀岩 カメイワ 立石 タテイシ
769 瓶岩02 亀岩 カメイワ 谷口 タニグチ
770 瓶岩02 亀岩 カメイワ 附寄 フヨ
771 瓶岩02 亀岩 カメイワ 蟹越 ガニゴエ
772 瓶岩02 亀岩 カメイワ 境谷 サカイダニ
773 瓶岩02 亀岩 カメイワ 清川 キヨカワ
774 瓶岩02 亀岩 カメイワ 細畑 ホソバタケ
775 瓶岩02 亀岩 カメイワ 松尾 マツオ
776 瓶岩02 亀岩 カメイワ サデ サデ
777 瓶岩02 亀岩 カメイワ 間山 ハザマヤマ
778 瓶岩02 亀岩 カメイワ 屋根松 ヤネマツ
779 瓶岩02 亀岩 カメイワ 釣瓶 ツルベ
780 瓶岩02 亀岩 カメイワ 五良兵衛谷 ゴロウベエダニ
781 瓶岩02 亀岩 カメイワ 坂ノ付 サカノツケ
782 瓶岩02 亀岩 カメイワ 梼山三番 ユスヤマサンバン
783 瓶岩02 亀岩 カメイワ 梼山四番 ユスヤマヨンバン
784 瓶岩02 亀岩 カメイワ 梼山 ユスヤマ
785 瓶岩02 亀岩 カメイワ モトノヲ モトノウ
786 瓶岩02 亀岩 カメイワ 長田 ナガタ
787 瓶岩02 亀岩 カメイワ ミコヶ谷 ミコガタニ
788 瓶岩02 亀岩 カメイワ 小山 コヤマ
789 瓶岩02 亀岩 カメイワ 宮ノ谷 ミヤノタニ
790 瓶岩02 亀岩 カメイワ 西ノ側 ニシノガワ
791 瓶岩02 亀岩 カメイワ 坂本 サカモト
792 瓶岩02 亀岩 カメイワ 亀ヶ森 カメガモリ
793 瓶岩02 亀岩 カメイワ ヲガミ谷 オガミダニ
794 瓶岩02 亀岩 カメイワ 泉ノ本 イズミノモト
795 瓶岩02 亀岩 カメイワ 南屋敷 ミナミヤシキ
796 瓶岩02 亀岩 カメイワ 新田 シンデン
797 瓶岩02 亀岩 カメイワ 大岩ノ本 オオオイワノモト
798 瓶岩02 亀岩 カメイワ 大亀岩 オオカメイワ
799 瓶岩02 亀岩 カメイワ 梯子田 ハシゴダ
800 瓶岩02 亀岩 カメイワ 東平 ヒガシヒラ
801 瓶岩02 亀岩 カメイワ 流田 ナガレダ
802 瓶岩02 亀岩 カメイワ 東阪本 ヒガシサカモト
803 瓶岩02 亀岩 カメイワ 黒磯 クロイソ
804 瓶岩02 亀岩 カメイワ 東釣瓶 ヒガシツルベ
805 瓶岩02 亀岩 カメイワ 五郎兵衛 ゴロウベエ
806 瓶岩02 亀岩 カメイワ 大亀石 オオカメイシ
807 瓶岩03 外山 トヤマ 上ミムクロカナロ カミムクロカナロ
808 瓶岩03 外山 トヤマ 下モムクロカナロ シモムクロカナロ
809 瓶岩03 外山 トヤマ 内野田 ウチノダ
810 瓶岩03 外山 トヤマ 名元屋敷 ナモトヤシキ
811 瓶岩03 外山 トヤマ ヤ子ノ後口 ヤネノウシログチ
812 瓶岩03 外山 トヤマ 西ノ笹 ニシノササ
813 瓶岩03 外山 トヤマ 影山 カゲヤマ
814 瓶岩03 外山 トヤマ カツラヤ カツラヤ
815 瓶岩03 外山 トヤマ 瀧ノ下 タキノシタ
816 瓶岩03 外山 トヤマ 大岩ノ元 オオイワノモト
817 瓶岩03 外山 トヤマ 道ノ下 ミチノシタ
818 瓶岩03 外山 トヤマ 楠木谷 クスノキダニ
819 瓶岩03 外山 トヤマ 松原 マツバラ
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820 瓶岩03 外山 トヤマ ヤスバ ヤスバ
821 瓶岩03 外山 トヤマ ツキアイ ツキアイ
822 瓶岩03 外山 トヤマ 神ノ木 カミノキ
823 瓶岩03 外山 トヤマ ヨケノ上 ヨケノウエ
824 瓶岩03 外山 トヤマ 光リ岩 ヒカリイワ
825 瓶岩03 外山 トヤマ 三山口 ミツヤマグチ
826 瓶岩03 外山 トヤマ 二カゲ フタカゲ
827 瓶岩03 外山 トヤマ ツエ佐古 ツエサコ
828 瓶岩03 外山 トヤマ 荒神林 コウジンバヤシ
829 瓶岩03 外山 トヤマ 中ノ谷 ナカノタニ
830 瓶岩03 外山 トヤマ ササノモト ササノモト
831 瓶岩03 外山 トヤマ 中ウ子 ナカウネ
832 瓶岩03 外山 トヤマ 東中畝 ヒガシナカセ
833 瓶岩03 外山 トヤマ 笹ノ平 ササノヒラ
834 瓶岩03 外山 トヤマ 楠原 クスハラ
835 瓶岩03 外山 トヤマ 向イ屋敷 ムカイヤシキ
836 瓶岩03 外山 トヤマ 下タ向イ屋敷 シモムカイヤシキ
837 瓶岩03 外山 トヤマ 中内 ナカウチ
838 瓶岩03 外山 トヤマ 横地 ヨコチ
839 瓶岩03 外山 トヤマ ホリ田 ホリデン
840 瓶岩03 外山 トヤマ 下的場 シモマトバ
841 瓶岩03 外山 トヤマ マトバ マトバ
842 瓶岩03 外山 トヤマ 中ノ屋敷 ナカノヤシキ
843 瓶岩03 外山 トヤマ 前野田 マエノダ
844 瓶岩03 外山 トヤマ 岡 オカ
845 瓶岩03 外山 トヤマ 西石原 ニシイシハラ
846 瓶岩03 外山 トヤマ マツガクホ マツガクホ
847 瓶岩03 外山 トヤマ 西ノ田 ニシノダ
848 瓶岩03 外山 トヤマ 東石原 ヒガシイシハラ
849 瓶岩03 外山 トヤマ コノカミヤシキ コノカミヤシキ
850 瓶岩03 外山 トヤマ ヲカ田 オカダ
851 瓶岩03 外山 トヤマ ヲリサカ オリサカ
852 瓶岩03 外山 トヤマ 高マンコフ タカマンコフ
853 瓶岩03 外山 トヤマ 大屋敷 オオヤシキ
854 瓶岩03 外山 トヤマ 南ヶ内 ミナミガウチ
855 瓶岩03 外山 トヤマ 下小路 シモコウジ
856 瓶岩03 外山 トヤマ 下前田 シモマエダ
857 瓶岩03 外山 トヤマ 上ミ前田 カミマエダ
858 瓶岩03 外山 トヤマ 土居屋敷 ドイヤシキ
859 瓶岩03 外山 トヤマ 上ミ佐古 カミサコ
860 瓶岩03 外山 トヤマ 野々橋 ノノハシ
861 瓶岩03 外山 トヤマ 堺谷 サカイダニ
862 瓶岩03 外山 トヤマ ヂク ヂク
863 瓶岩03 外山 トヤマ 祇園 ギオン
864 瓶岩03 外山 トヤマ 名家谷 メイケダニ
865 瓶岩03 外山 トヤマ ヲヲアレ オオアレ
866 瓶岩03 外山 トヤマ 小アレ コアレ
867 瓶岩04 成合 ナレアイ 堺谷 サカイダニ
868 瓶岩04 成合 ナレアイ 川崎 カワサキ
869 瓶岩04 成合 ナレアイ 西ノ森 ニシノモリ
870 瓶岩04 成合 ナレアイ 西成合 ニシナレアイ
871 瓶岩04 成合 ナレアイ 西中屋 ニシナカヤ
872 瓶岩04 成合 ナレアイ 栗林 クリバヤシ
873 瓶岩04 成合 ナレアイ 川原 カワハラ
874 瓶岩04 成合 ナレアイ 東中屋 ヒガシナカヤ
875 瓶岩04 成合 ナレアイ 上中屋 カミナカヤ
876 瓶岩04 成合 ナレアイ タヲ タオ
877 瓶岩04 成合 ナレアイ 堂ノ本 ドウノモト
878 瓶岩04 成合 ナレアイ 向イ田 ムカイダ
879 瓶岩04 成合 ナレアイ 立石ノ上 タテイシノウエ
880 瓶岩04 成合 ナレアイ 石神 イシガミ
881 瓶岩04 成合 ナレアイ 野々下 ノノシタ
882 瓶岩04 成合 ナレアイ 林ノ向イ ハヤシノムカイ
883 瓶岩04 成合 ナレアイ 立石 タテイシ
884 瓶岩04 成合 ナレアイ 前田 マエダ
885 瓶岩04 成合 ナレアイ 東前田 ヒガシマエダ
886 瓶岩04 成合 ナレアイ メグリ メグリ
887 瓶岩04 成合 ナレアイ ハチノス ハチノス
888 瓶岩04 成合 ナレアイ 大佐古 オオサコ
889 瓶岩04 成合 ナレアイ 水ノ口 ミズノクチ
890 瓶岩04 成合 ナレアイ 十市屋 トウチヤ
891 瓶岩04 成合 ナレアイ 竹ノハナ タケノハナ
892 瓶岩04 成合 ナレアイ 西森 ニシモリ
893 瓶岩04 成合 ナレアイ 祇園 ギオン
894 瓶岩05 才谷 サイダニ 石関 イシゼキ
895 瓶岩05 才谷 サイダニ 土橋 ドバシ
896 瓶岩05 才谷 サイダニ 風ノ瀬 カゼノセ
897 瓶岩05 才谷 サイダニ 馬ノ子谷 ウマノコダニ
898 瓶岩05 才谷 サイダニ 西ノ谷 ニシノタニ
899 瓶岩05 才谷 サイダニ 下松笠 シモマツカサ
900 瓶岩05 才谷 サイダニ 上松笠 カミマツカサ
901 瓶岩05 才谷 サイダニ 北松笠 キタマツカサ
902 瓶岩05 才谷 サイダニ 柳ヶ谷 ヤナガダニ
903 瓶岩05 才谷 サイダニ 鷹ノ谷 タカノタニ
904 瓶岩05 才谷 サイダニ 勘定 カンジョウ
905 瓶岩05 才谷 サイダニ 西勘定 ニシカンジョウ
906 瓶岩05 才谷 サイダニ 東勘定 ヒガシカンジョウ
907 瓶岩05 才谷 サイダニ 地極谷 ヂゴクダニ
908 瓶岩05 才谷 サイダニ 三十代 サンジュウダイ
909 瓶岩05 才谷 サイダニ 美濃田 ミノダ
910 瓶岩05 才谷 サイダニ 見埜谷 ミノダニ
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911 瓶岩05 才谷 サイダニ 古越 フルコシ
912 瓶岩05 才谷 サイダニ 坂本 サカモト
913 瓶岩05 才谷 サイダニ ビバノヨヲ ビバノヨオ
914 瓶岩05 才谷 サイダニ 向イ路 ムカイノミチ
915 瓶岩05 才谷 サイダニ 西小次良ヶ谷 ニシコジリョウガダニ
916 瓶岩05 才谷 サイダニ 南山 ミナミヤマ
917 瓶岩05 才谷 サイダニ 東小次良ヶ谷 ヒガシコジリョウガダニ
918 瓶岩05 才谷 サイダニ 東山 ヒガシヤマ
919 瓶岩05 才谷 サイダニ 川原田 カワハラダ
920 瓶岩05 才谷 サイダニ 民田 タミダ
921 瓶岩05 才谷 サイダニ 石ヶ佐古 イシカサコ
922 瓶岩05 才谷 サイダニ 中山 ナカヤマ
923 瓶岩05 才谷 サイダニ 真蛇ノ畝 マヘビノセ
924 瓶岩05 才谷 サイダニ 虎杖谷 トラヅエダニ
925 瓶岩05 才谷 サイダニ 女夫岩 ニョウフイワ
926 瓶岩05 才谷 サイダニ 本モ田 モトモダ
927 瓶岩05 才谷 サイダニ 牛飼田 ウシカイダ
928 瓶岩05 才谷 サイダニ 三本松 サンボンマツ
929 瓶岩05 才谷 サイダニ 下ホサキ ハモホサキ
930 瓶岩05 才谷 サイダニ 山越 ヤマゴエ
931 瓶岩05 才谷 サイダニ 北勘定 キタカンジョウ
932 瓶岩05 才谷 サイダニ 幸野 サチノ
933 瓶岩05 才谷 サイダニ 大門 ダイモン
934 瓶岩05 才谷 サイダニ 下伊勢田 シモイセダ
935 瓶岩05 才谷 サイダニ 上伊勢田 カミイセダ
936 瓶岩05 才谷 サイダニ 清水 キヨミズ
937 瓶岩05 才谷 サイダニ 天王 テンノウ
938 瓶岩05 才谷 サイダニ 神母ノ木 イゲノキ
939 瓶岩05 才谷 サイダニ 上ホサキ カミホサキ
940 瓶岩05 才谷 サイダニ 向ヒ山 ムカイヤマ
941 瓶岩05 才谷 サイダニ 博士ヶ谷 ハカセガダニ
942 瓶岩05 才谷 サイダニ 大濱 オオハマ
943 瓶岩05 才谷 サイダニ 谷屋敷 タニヤシキ
944 瓶岩05 才谷 サイダニ 上屋敷 カミヤシキ
945 瓶岩05 才谷 サイダニ 横山 ヨコヤマ
946 瓶岩05 才谷 サイダニ 南ヶ谷 ミナミガダニ
947 瓶岩05 才谷 サイダニ 大向イ オオムカイ
948 瓶岩05 才谷 サイダニ 峯 ミネ
949 瓶岩05 才谷 サイダニ 大示 オオシ
950 瓶岩05 才谷 サイダニ 立岡 タテオカ
951 瓶岩05 才谷 サイダニ ジルザヲ ジルザオ
952 瓶岩05 才谷 サイダニ 境谷 サカイダニ
953 瓶岩05 才谷 サイダニ 宮ノ向ヒ ミヤノムカイ
954 瓶岩05 才谷 サイダニ 新イ田ヶ谷 ニイタガダニ
955 瓶岩05 才谷 サイダニ 豊谷 トヨダニ
956 瓶岩05 才谷 サイダニ 栗ヶ畝 クリガセ
957 瓶岩05 才谷 サイダニ 山ノ神 ヤマノカミ
958 瓶岩05 才谷 サイダニ 水ヶ久保 ミズガクボ
959 瓶岩05 才谷 サイダニ 平見 ヒラミ
960 瓶岩05 才谷 サイダニ 宮ノ畝 ミヤノセ
961 瓶岩05 才谷 サイダニ 宮ノ谷 ミヤノタニ
962 瓶岩05 才谷 サイダニ 宮ノ後口 ミヤノウシログチ
963 瓶岩05 才谷 サイダニ 宮ノ口 ミヤノクチ
964 瓶岩05 才谷 サイダニ 別処ノ谷 ベッショノタニ
965 瓶岩05 才谷 サイダニ 別処屋式 ベッショヤシキ
966 瓶岩05 才谷 サイダニ 岩本 イワモト
967 瓶岩05 才谷 サイダニ 樋ノ谷 ヒノタニ
968 瓶岩05 才谷 サイダニ 坊ノ畝 ボウノセ
969 瓶岩05 才谷 サイダニ 大坊 オオボウ
970 瓶岩05 才谷 サイダニ 西ノ岡 ニシノオカ
971 瓶岩05 才谷 サイダニ 堂前 ドウノマエ
972 瓶岩05 才谷 サイダニ 西山 ニシヤマ
973 瓶岩05 才谷 サイダニ タカノヲ タカノオ
974 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 青谷 アオダニ
975 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 飯森 イイモリ
976 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 大澤 オオサワ
977 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 亀ヶ谷 カメガタニ
978 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 野仲 ノナカ
979 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 早稲田 ワセダ
980 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 小守 コモリ
981 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 陰地 カゲチ
982 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 椿世 ツバキヨ
983 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 久保ノ峠 クボノトウゲ
984 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 庄次谷 ショウジダニ
985 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 栃谷 トチダニ
986 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 上岡 カミオカ
987 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 西岡 ニシオカ
988 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 泉ヶ佐古 イズミガサコ
989 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 中川原 ナカガワハラ
990 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 不老谷 フロウダニ
991 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 田ノ岡 タノオカ
992 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 清水ヶ本 シミズガモト
993 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 十二社 ジュウニシャ
994 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 馬路 ウマジ
995 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 白岩 シライワ
996 瓶岩06 天行寺 テンギョウジ 明井 アケイ
997 久礼田01 植田 ウエタ 日ノ谷 ヒノタニ
998 久礼田01 植田 ウエタ 長山田 ナガヤマダ
999 久礼田01 植田 ウエタ 七反山田 ナナタンヤマダ
1000 久礼田01 植田 ウエタ 大畑 オオハタ
1001 久礼田01 植田 ウエタ キジ口 キジグチ
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1002 久礼田01 植田 ウエタ ハザマダ ハザマダ
1003 久礼田01 植田 ウエタ 帰田 カエリデン
1004 久礼田01 植田 ウエタ 花目ヶ内 ハナメガウチ
1005 久礼田01 植田 ウエタ 洞ヶ内 ホラガウチ
1006 久礼田01 植田 ウエタ 鯉ヶ島 コイガシマ
1007 久礼田01 植田 ウエタ 梅ノ木 ウメノキ
1008 久礼田01 植田 ウエタ ニタ又 ニタマタ
1009 久礼田01 植田 ウエタ 井詰 イヅメ
1010 久礼田01 植田 ウエタ 野々川 ノノガワ
1011 久礼田01 植田 ウエタ 鍵田 カギタ
1012 久礼田01 植田 ウエタ 流田 ナガレダ
1013 久礼田01 植田 ウエタ 大脇 オオワキ
1014 久礼田01 植田 ウエタ 陣山 ジンヤマ
1015 久礼田01 植田 ウエタ 陣ノ後 ジンノウシロ
1016 久礼田01 植田 ウエタ 外川原 ソトガワハラ
1017 久礼田01 植田 ウエタ 幸座 サチザ
1018 久礼田01 植田 ウエタ 北ヶ内 キタガウチ
1019 久礼田01 植田 ウエタ 上総田 カミフサデン
1020 久礼田01 植田 ウエタ 高野 タカノ
1021 久礼田01 植田 ウエタ 市井田 イチイダ
1022 久礼田01 植田 ウエタ 野ヨリ ノヨリ
1023 久礼田01 植田 ウエタ 苗床 ナエトコ
1024 久礼田01 植田 ウエタ クキタ クキタ
1025 久礼田01 植田 ウエタ 野々下 ノノシタ
1026 久礼田01 植田 ウエタ 大町 オオマチ
1027 久礼田01 植田 ウエタ 一町田 イッチョウデン
1028 久礼田01 植田 ウエタ 畑ヶ田 ハタケガダ
1029 久礼田01 植田 ウエタ 今若 イマワカ
1030 久礼田01 植田 ウエタ 柳ヶ本 ヤナガモト
1031 久礼田01 植田 ウエタ 溝ヨリ ミゾヨリ
1032 久礼田01 植田 ウエタ 小松 コマツ
1033 久礼田01 植田 ウエタ 北久保 キタクボ
1034 久礼田01 植田 ウエタ 和左地 ワサチ
1035 久礼田01 植田 ウエタ 南久保 ミナミクボ
1036 久礼田01 植田 ウエタ 下モ外川原 シモソトガワハラ
1037 久礼田01 植田 ウエタ 岸ノ上 キシノウエ
1038 久礼田01 植田 ウエタ 比江崎 ヒエザキ
1039 久礼田01 植田 ウエタ 川新田 カワシンデン
1040 久礼田01 植田 ウエタ 長田 ナガタ
1041 久礼田01 植田 ウエタ 植田タ ウエタタ
1042 久礼田01 植田 ウエタ 野本 ノモト
1043 久礼田01 植田 ウエタ 石佛 イシボトケ
1044 久礼田01 植田 ウエタ 泉ヶ内 イズミガウチ
1045 久礼田01 植田 ウエタ 中川 ナカガワ
1046 久礼田01 植田 ウエタ 前蔵 マエクラ
1047 久礼田01 植田 ウエタ 尾神 オガミ
1048 久礼田01 植田 ウエタ 西寺中 ニシテラナカ
1049 久礼田01 植田 ウエタ 門田 カドタ
1050 久礼田01 植田 ウエタ 野崎 ノザキ
1051 久礼田01 植田 ウエタ 八頭 ヤガシラ
1052 久礼田01 植田 ウエタ 二ノ塀 ニノヘイ
1053 久礼田01 植田 ウエタ 西中野 ニシナカノ
1054 久礼田01 植田 ウエタ 古田 フルタ
1055 久礼田01 植田 ウエタ 西行野 ニシユキノ
1056 久礼田01 植田 ウエタ 江島 エジマ
1057 久礼田01 植田 ウエタ 北野 キタノ
1058 久礼田01 植田 ウエタ 下辻 シモツジ
1059 久礼田01 植田 ウエタ 高松 タカマツ
1060 久礼田01 植田 ウエタ 東野 ヒガシノ
1061 久礼田01 植田 ウエタ 寺中 テラナカ
1062 久礼田01 植田 ウエタ 東中野 ヒガシナカノ
1063 久礼田01 植田 ウエタ 東城ヶ谷 ヒガシシロガダニ
1064 久礼田01 植田 ウエタ 上城ヶ谷 カミシロガダニ
1065 久礼田01 植田 ウエタ 扇谷 オオギダニ
1066 久礼田01 植田 ウエタ 城ヶ谷 シロガダニ
1067 久礼田01 植田 ウエタ 宮ヶ谷 ミヤノタニ
1068 久礼田01 植田 ウエタ 中山 ナカヤマ
1069 久礼田01 植田 ウエタ 大岩ヶ谷 オオイワガダニ
1070 久礼田01 植田 ウエタ サスガ峯 サスガミネ
1071 久礼田01 植田 ウエタ 粟ヶ谷 アワガダニ
1072 久礼田01 植田 ウエタ 上古田 カミフルタ
1073 久礼田01 植田 ウエタ 久礼田村江飛地 クレダムラエトビチ
1074 久礼田01 植田 ウエタ 久礼田村江飛地 クレダムラエトビチ
1075 久礼田01 植田 ウエタ 稗村飛地 ヒエムラトビチ
1076 久礼田02 久礼田 クレダ マナベ マナベ
1077 久礼田02 久礼田 クレダ 宝蔵 ホウゾウ
1078 久礼田02 久礼田 クレダ 水谷 ミズタニ
1079 久礼田02 久礼田 クレダ 岡越 オカゴエ
1080 久礼田02 久礼田 クレダ 新改 シンガイ
1081 久礼田02 久礼田 クレダ 上岡越 カミオカゴエ
1082 久礼田02 久礼田 クレダ 鯛之骨 タイノホネ
1083 久礼田02 久礼田 クレダ 上牛房寺 カミゴボウジ
1084 久礼田02 久礼田 クレダ 青木 アオキ
1085 久礼田02 久礼田 クレダ 大坪 オオツボ
1086 久礼田02 久礼田 クレダ 前嶋 マエジマ
1087 久礼田02 久礼田 クレダ 前田 マエダ
1088 久礼田02 久礼田 クレダ 紅花木殿 ベニバナノキデン
1089 久礼田02 久礼田 クレダ 長新田 ナガシンデン
1090 久礼田02 久礼田 クレダ 八反田 ハッタンダ
1091 久礼田02 久礼田 クレダ ヒエ崎 ヒエザキ
1092 久礼田02 久礼田 クレダ 大蔵 オオクラ
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1093 久礼田02 久礼田 クレダ 中島 ナカジマ
1094 久礼田02 久礼田 クレダ 上中島 カミナカジマ
1095 久礼田02 久礼田 クレダ 片平田 カタヒラタ
1096 久礼田02 久礼田 クレダ 横田 ヨコタ
1097 久礼田02 久礼田 クレダ 大西 オオニシ
1098 久礼田02 久礼田 クレダ 白猪田 シロイタ
1099 久礼田02 久礼田 クレダ 畠田 ハタケダ
1100 久礼田02 久礼田 クレダ 沖ノ土居 オキノドイ
1101 久礼田02 久礼田 クレダ 神ノ木前 カミノキマエ
1102 久礼田02 久礼田 クレダ 隅田 スミダ
1103 久礼田02 久礼田 クレダ 神ノ木後（口） カミノキノウシロ（グチ）
1104 久礼田02 久礼田 クレダ 沖野々林 オキノハヤシ
1105 久礼田02 久礼田 クレダ 横様 ヨコザマ
1106 久礼田02 久礼田 クレダ 東ノ土居 ヒガシノドイ
1107 久礼田02 久礼田 クレダ 東ノ内 ヒガシノウチ
1108 久礼田02 久礼田 クレダ 中ノ土居 ナカノドイ
1109 久礼田02 久礼田 クレダ 西ノ内 ニシノウチ
1110 久礼田02 久礼田 クレダ 山ノ根 ヤマノネ
1111 久礼田02 久礼田 クレダ 野々神前 ノノガミマエ
1112 久礼田02 久礼田 クレダ 鳫入 ガンニュウ
1113 久礼田02 久礼田 クレダ 石神 イシガミ
1114 久礼田02 久礼田 クレダ 高松 タカマツ
1115 久礼田02 久礼田 クレダ 大吉谷 オオヨシダニ
1116 久礼田02 久礼田 クレダ 中山田 ナカヤマダ
1117 久礼田02 久礼田 クレダ 西楠木 ニシクスノキ
1118 久礼田02 久礼田 クレダ 下嶋 シモジマ
1119 久礼田02 久礼田 クレダ 長谷 ナガタニ
1120 久礼田03 植野 ウエノ 中ノ坪 ナカノツボ
1121 久礼田03 植野 ウエノ スノシリ スノシリ
1122 久礼田03 植野 ウエノ 本田 ホンダ
1123 久礼田03 植野 ウエノ 向イノヂ ムカイノヂ
1124 久礼田03 植野 ウエノ 細工田 サイクダン
1125 久礼田03 植野 ウエノ 六反田 ロクタンダ
1126 久礼田03 植野 ウエノ 野本 ノモト
1127 久礼田03 植野 ウエノ 東ヤシキ ヒガシヤシキ
1128 久礼田03 植野 ウエノ 田中 タナカ
1129 久礼田03 植野 ウエノ 岸ノ上 キシノウエ
1130 久礼田03 植野 ウエノ 堂ヤシキ ドウヤシキ
1131 久礼田03 植野 ウエノ 神母ノ木 イゲノキ
1132 久礼田03 植野 ウエノ カヂヤシキ カヂヤシキ
1133 久礼田03 植野 ウエノ 野々上 ノノガミ
1134 久礼田03 植野 ウエノ 西ノ岡 ニシノオカ
1135 久礼田03 植野 ウエノ 岸田 キシダ
1136 久礼田03 植野 ウエノ 東ガウ ヒガシガウ
1137 久礼田03 植野 ウエノ 中山 ナカヤマ
1138 久礼田03 植野 ウエノ 枝清 エダキヨ
1139 久礼田03 植野 ウエノ 立石ノ東 タテイシノヒガシ
1140 久礼田03 植野 ウエノ 立石 タテイシ
1141 久礼田03 植野 ウエノ 北山 キタヤマ
1142 久礼田03 植野 ウエノ 赤ハゲ アカハゲ
1143 久礼田03 植野 ウエノ 大谷 オオタニ
1144 久礼田03 植野 ウエノ 大谷口 オオタニグチ
1145 久礼田03 植野 ウエノ サンバク サンバク
1146 久礼田03 植野 ウエノ 鳥首 トリクビ
1147 久礼田03 植野 ウエノ ゾウガハナ ゾウガハナ
1148 久礼田03 植野 ウエノ イナバド イナバド
1149 久礼田03 植野 ウエノ 馬ノコ谷 ウマノコダニ
1150 久礼田03 植野 ウエノ 東川 ヒガシガワ
1151 久礼田04 領石 リョウセキ 鳥首 トリクビ
1152 久礼田04 領石 リョウセキ 市之坪 イチノツボ
1153 久礼田04 領石 リョウセキ 中島 ナカジマ
1154 久礼田04 領石 リョウセキ 笹原 ササハラ
1155 久礼田04 領石 リョウセキ 前山 マエヤマ
1156 久礼田04 領石 リョウセキ ヒヨデン ヒヨデン
1157 久礼田04 領石 リョウセキ 深サコ フカサコ
1158 久礼田04 領石 リョウセキ 四ツ松 ヨツマツ
1159 久礼田04 領石 リョウセキ 牛月 ウシヅキ
1160 久礼田04 領石 リョウセキ 口ミノ尾谷 クチミノオダニ
1161 久礼田04 領石 リョウセキ 中ミノ尾谷 ナカミノオダニ
1162 久礼田04 領石 リョウセキ 奥ミノ尾谷 オクミノオダニ
1163 久礼田04 領石 リョウセキ 長尾山 ナガオヤマ
1164 久礼田04 領石 リョウセキ 萩ノ谷 ハギノダニ
1165 久礼田04 領石 リョウセキ 中野 ナカノ
1166 久礼田04 領石 リョウセキ サライ谷 サライダニ
1167 久礼田04 領石 リョウセキ 松ノ本 マツノモト
1168 久礼田04 領石 リョウセキ 八反田 ハッタンダ
1169 久礼田04 領石 リョウセキ 西野ヨリ ニシノヨリ
1170 久礼田04 領石 リョウセキ 天神ヶ谷 テンジンガダニ
1171 久礼田04 領石 リョウセキ 粟尻リ アワジリ
1172 久礼田04 領石 リョウセキ 寺中 テラナカ
1173 久礼田04 領石 リョウセキ 片地 カタヂ
1174 久礼田04 領石 リョウセキ 境谷 サカイダニ
1175 久礼田04 領石 リョウセキ 葛ヶ谷 クズガダニ
1176 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 在原 サイハラ
1177 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 細田 ホソダ
1178 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 川原田 カワハラダ
1179 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 島屋敷 シマヤシキ
1180 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 西ノ窪 ニシノクボ
1181 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 山本 ヤマモト
1182 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 大平 オオヒラ
1183 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 前田 マエダ
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1184 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 西村 ニシムラ
1185 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 船岩 フナイワ
1186 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 汢ヶ谷 オウガダニ
1187 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 比原 ヒバラ
1188 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 雀ヶ森 スズメガモリ
1189 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 瀧戸 タキド
1190 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 釜ヶ谷 カマガダニ
1191 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 西ノ芝 ニシノシバ
1192 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 柳ヶ首 ヤナガクビ
1193 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 砥谷 トギダニ
1194 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 長源 チョウゲン
1195 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 新城北分 シンジョウキタブン
1196 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ ノゾミ谷※ ノゾミタニ
1197 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 両城 リョウシロ
1198 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 樋ノ口 ヒノクチ
1199 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 花ノ木 ハナノキ
1200 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 池尻 イケジリ
1201 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 士家 ジケ
1202 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 新城南分 シンジョウミナミブン
1203 岡豊01 岡豊町笠ノ川 オコウチョウカサノカワ 長源山 チョウゲンヤマ
1204 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 清水 キヨミズ
1205 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 山崎 ヤマサキ
1206 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 美泥 ミドロ
1207 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 木ノ坪 キノツボ
1208 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 久サ神 ヒサガミ
1209 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 下野 シモノ
1210 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 大坪 オオツボ
1211 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 小宮 コミヤ
1212 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 宮ノ前 ミヤノマエ
1213 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 小山田 コヤマダ
1214 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 岩原谷 イワハラダニ
1215 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 中ヲサ ナカオサ
1216 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 光岩 ヒカリイワ
1217 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 天神前 テンジンマエ
1218 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 重岩 カサネイワ
1219 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 狭間 ハザマ
1220 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 鬼ヶ奥 オニガオク
1221 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 池ノ谷 イケノタニ
1222 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 梅ノ本 ウメノモト
1223 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 棚田 タナダ
1224 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 泉谷 イズミダニ
1225 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 大谷 オオタニ
1226 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 岩倉 イワクラ
1227 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 清山 キヨヤマ
1228 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 山神 ヤマノカミ
1229 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 帽岩 エボシイワ
1230 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 柴ヶ谷 シバガタニ
1231 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 鳶ヶ谷 トビガダニ
1232 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 笹ヶ谷 ササガダニ
1233 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 汢ヶ谷 オウガダニ
1234 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 雀ヶ森 スズメガモリ
1235 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 舟岩 フナイワ
1236 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 舟ソク フナソク
1237 岡豊02 岡豊町小蓮　 オコウチョウコハス 太ヶ峯 フトガミネ
1238 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ ゴホン ゴホン
1239 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 八反地 ハッタンヂ
1240 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 岩清水川 イワシミズガワ
1241 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 鉾ノ内 ホコノウチ
1242 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 中川原 ナカガワハラ
1243 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 市屋敷 イチヤシキ
1244 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 落矢 オチヤ
1245 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 関浦 セキウラ
1246 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 蔵本 クラモト
1247 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 男山 オトコヤマ
1248 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 西岡 ニシオカ
1249 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 米ヶ内 ヨネガウチ
1250 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 藤ノ木 フジノキ
1251 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 柿ノ木 カキノキ
1252 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 西山田 ニシヤマダ
1253 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 中尾 ナカオ
1254 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 高屋奈路 タカヤナロ
1255 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 馬屋床 ウマヤドコ
1256 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 豊岡山 トヨオカヤマ
1257 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 西谷 ニシダニ
1258 岡豊03 岡豊町八幡　 オコウチョウヤハタ 神ノ木 カミノキ
1259 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 犬ヶ谷 イヌガタニ
1260 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 芝ノ前 シバノマエ
1261 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 大畠 オオバタケ
1262 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 宮ノ前 ミヤノマエ
1263 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 和田ノ内 ワダノウチ
1264 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 栄エ田 サカエダ
1265 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 藤ヶ井 フジガイ
1266 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 杉ノ本 スギノモト
1267 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 庵リ谷 イオリダニ
1268 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 立岩 タテイワ
1269 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 笹ヶ谷 ササガダニ
1270 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 西谷 ニシダニ
1271 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 岩倉 イワクラ
1272 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 柳ヶサコ ヤナガサコ
1273 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ フトガ畝 フトガセ
1274 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 長ウ子 ナガウネ
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1275 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 天一山 テンイチヤマ
1276 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 長尾 ナガオ
1277 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ フトガウ子 フトガウネ
1278 岡豊04 岡豊町定林寺 オコウチョウジョウリンジ 長畝 ナガウネ
1279 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 瀧本 タキモト
1280 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 大将軍 ダイショウグン
1281 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 東谷 ヒガシダニ
1282 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 北地 キタヂ
1283 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 流田 ナガレダ
1284 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 勘定 カンジョウ
1285 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 丸山 マルヤマ
1286 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 長丁 ナガチョウ
1287 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 車ヶ峠 クルマガトウゲ
1288 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 隅谷 スミダニ
1289 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 大岩谷 オオイワダニ
1290 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト ツエ田 ツエダ
1291 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 鳶ヶ谷 トビガダニ
1292 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 大石谷 オオイシダニ
1293 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 野々神谷 ノノガミダニ
1294 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 影ノ地 カゲノチ
1295 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 堂ヶ奈路 ドウガナロ
1296 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 堂ヶ奈路一宮堺 ドウガナロイックザカイ
1297 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト ハリノ木谷 ハリノキダニ
1298 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 北日定谷 キタヒテイダニ
1299 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 打越 ウチゴエ
1300 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 久保添 クボゾエ
1301 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 大隅 オオスミ
1302 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 大隅谷 オオスミダニ
1303 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 大隅段々 オオスミダンダン
1304 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 天狗岩 テングイワ
1305 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 己家ヶ谷 ミケガダニ
1306 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 菖蒲谷 ショウブダニ
1307 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 南菖蒲谷 ミナミショウブダニ
1308 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 吹谷 フキダニ
1309 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 堂ヶ畝 ドウガセ
1310 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 見底谷 ミソコダニ
1311 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 大谷 オオタニ
1312 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 宮ノ奥 ミヤノオク
1313 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 橘谷 タチバナダニ
1314 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 呉岩 クレイワ
1315 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 王子ヶ谷 オオジガダニ
1316 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 呉礒 クレイシ
1317 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 生姜岩 ショウガイワ
1318 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 壁岩 カベイワ
1319 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 下モ壁岩 シモカベイワ
1320 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 金子ノ上 カネコノカミ
1321 岡豊05 岡豊町滝本　 オコウチョウタキモト 日定谷 ヒテイダニ
1322 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ ウノメ ウノメ
1323 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ クミチ クミチ
1324 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ セキノ本 セキノモト
1325 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ ミツヤス ミツヤス
1326 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 次郎丸 ジロウマル
1327 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ コクロ内 コクロウチ
1328 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ ハツタ ハツタ
1329 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 下与蔵 シモヨゾウ
1330 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 松井 マツイ
1331 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ コヲタ コオタ
1332 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ ミトロ ミトロ
1333 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ カヲツ池 カオツイケ
1334 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 土居ノ前 ドイノマエ
1335 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 高木ノ前 タカギノマエ
1336 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 高木 タカギ
1337 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 島田 シマダ
1338 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 丸田 マルタ
1339 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 町田 マチダ
1340 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ カキノモト カキノモト
1341 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 石ヶ坪 イシガツボ
1342 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 中川原 ナカガワハラ
1343 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 西ノヤシキ ニシノヤシキ
1344 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 蔵ノ町 クラノマチ
1345 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 瀧ノ宮 タキノミヤ
1346 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 片渕 カタブチ
1347 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 國領 コクリョウ
1348 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 道ノヘ ミチノヘ
1349 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ イノ頭 イノガシラ
1350 岡豊06 岡豊町中島　 オコウチョウナカジマ 濁渕 ニゴリブチ
1351 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 大井 オオイ
1352 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 中沢 ナカザワ
1353 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 佐婆為 サバイ
1354 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 弘井畑 ヒロイバタケ
1355 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 藤ノ宮 フジノミヤ
1356 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 島田屋敷 シマダヤシキ
1357 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 小路口 コウジグチ
1358 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 燈明田 トウミョウダ
1359 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 東和田 ヒガシワダ
1360 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 天神丸 テンジンマル
1361 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 西和田 ニシワダ
1362 岡豊07 岡豊町常通寺島 オコウチョウジョウツウジジマ 寺屋敷 テラヤシキ
1363 岡豊08 岡豊町江村　 オコウチョウエムラ 門田 カドタ
1364 岡豊08 岡豊町江村　 オコウチョウエムラ 杉尾丸 スギオマル
1365 岡豊08 岡豊町江村　 オコウチョウエムラ 中内 ナカウチ
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1366 岡豊09 岡豊町吉田　 オコウチョウヨシダ 天神屋敷 テンジンヤシキ
1367 岡豊09 岡豊町吉田　 オコウチョウヨシダ 明田 アケダ
1368 岡豊09 岡豊町吉田　 オコウチョウヨシダ 土居 ドイ
1369 岡豊09 岡豊町吉田　 オコウチョウヨシダ 二ノ塀 ニノヘイ
1370 岡豊09 岡豊町吉田　 オコウチョウヨシダ 五本 ゴモト
1371 岡豊09 岡豊町吉田　 オコウチョウヨシダ 長井 ナガイ
1372 岡豊09 岡豊町吉田　 オコウチョウヨシダ 野辺 ノベ
1373 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 有井 アリイ
1374 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 浜田 ハマダ
1375 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 寅居 トライ
1376 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ シヲクサリ シオクサリ
1377 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 下沢 シモザワ
1378 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 国遠 クニトオイ
1379 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 南野 ミナミノ
1380 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 熊野丸 クマノマル
1381 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 西土居 ニシドイ
1382 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 土居 ドイ
1383 岡豊10 岡豊町小篭　 オコウチョウコゴメ 馬都賀 ウマツガ
1384 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ トヲレギ トオレギ
1385 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 土居ノ前 ドイノマエ
1386 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 芝ノ前 シバノマエ
1387 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 木ノ下 キノシタ
1388 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ カシ岡 カシオカ
1389 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 宮ノ前 ミヤノマエ
1390 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 城ノ谷 シロノタニ
1391 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ ヨシウ谷 ヨシウダニ
1392 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ ツボミ ツボミ
1393 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 車ヶ峠 クルマガトウゲ
1394 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 棚田 タナダ
1395 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 大谷 オオタニ
1396 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 土居屋敷 ドイヤシキ
1397 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 中屋敷 ナカヤシキ
1398 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 宮ノ谷 ミヤノタニ
1399 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 國領 コクリョウ
1400 岡豊11 岡豊町蒲原　 オコウチョウカモハラ 蒲原山 カモハラヤマ
1401 国比左01 国分 コクブ 孫屋敷 マゴヤシキ
1402 国比左01 国分 コクブ 道場前 ドウジョウマエ
1403 国比左01 国分 コクブ 中ノ坪 ナカノツボ
1404 国比左01 国分 コクブ 風呂ノ前 フロノマエ
1405 国比左01 国分 コクブ 市頭 イチガシラ
1406 国比左01 国分 コクブ 東古市 ヒガシフルイチ
1407 国比左01 国分 コクブ 町頭 マチガシラ
1408 国比左01 国分 コクブ 沖新田 オキシンデン
1409 国比左01 国分 コクブ 竹崎 タケザキ
1410 国比左01 国分 コクブ 池ノ上 イケノウエ
1411 国比左01 国分 コクブ 下竹 シモタケ
1412 国比左01 国分 コクブ 市場 イチバ
1413 国比左01 国分 コクブ 二階 ニカイ
1414 国比左01 国分 コクブ 川崎 カワサキ
1415 国比左01 国分 コクブ 丸渕 マルブチ
1416 国比左01 国分 コクブ 釘抜 クギヌキ
1417 国比左01 国分 コクブ 西古市 ニシフルイチ
1418 国比左01 国分 コクブ 市ノ後 イチノウシロ
1419 国比左01 国分 コクブ 落合 オチアイ
1420 国比左01 国分 コクブ 下モ新田 シモシンデン
1421 国比左01 国分 コクブ 集メ田 アツメデン
1422 国比左01 国分 コクブ 高田 タカダ
1423 国比左01 国分 コクブ 長田 ナガタ
1424 国比左01 国分 コクブ 六反田 ロクタンダ
1425 国比左01 国分 コクブ 神ノ木 カミノキ
1426 国比左01 国分 コクブ 土橋 ドバシ
1427 国比左01 国分 コクブ 壱町田 イッチョウダ
1428 国比左01 国分 コクブ 奥ク オクク
1429 国比左01 国分 コクブ 厳島 イワジマ
1430 国比左01 国分 コクブ 佐古屋敷 サコヤシキ
1431 国比左01 国分 コクブ 国分寺 コクブンジ
1432 国比左01 国分 コクブ 井上 イノウエ
1433 国比左01 国分 コクブ 旦ノ上 タンノウエ
1434 国比左01 国分 コクブ 門田 カドタ
1435 国比左01 国分 コクブ 森田 モリタ
1436 国比左01 国分 コクブ 土穴 ツチアナ
1437 国比左01 国分 コクブ 惣社 ソウジャ
1438 国比左01 国分 コクブ 北野 キタノ
1439 国比左01 国分 コクブ 亀ノ上 カメノウエ
1440 国比左01 国分 コクブ ラチテン ラチデン
1441 国比左01 国分 コクブ 軸ノ木 ジクノキ
1442 国比左01 国分 コクブ 黒坂ノ前 クロサカノマエ
1443 国比左01 国分 コクブ 黒坂 クロサカ
1444 国比左01 国分 コクブ 井ノ元 イノモト
1445 国比左01 国分 コクブ 横落 ヨコオトシ
1446 国比左01 国分 コクブ 大塚 オオツカ
1447 国比左01 国分 コクブ ノツゴ ノツゴ
1448 国比左01 国分 コクブ 十郎屋式 ジュウロウヤシキ
1449 国比左01 国分 コクブ 前ノ門 マエノモン
1450 国比左01 国分 コクブ 野中 ノナカ
1451 国比左01 国分 コクブ 北野中 キタノナカ
1452 国比左01 国分 コクブ 野神ノ東 ノガミノヒガシ
1453 国比左01 国分 コクブ 車田 クルマダ
1454 国比左01 国分 コクブ 祇園ノ前 ギオンノマエ
1455 国比左01 国分 コクブ 東野中 ヒガシノナカ
1456 国比左01 国分 コクブ 新町 シンマチ
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1457 国比左01 国分 コクブ 泉 イズミ
1458 国比左01 国分 コクブ 宮ノ東 ミヤノヒガシ
1459 国比左01 国分 コクブ 前坂 マエサカ
1460 国比左01 国分 コクブ フタマタ フタマタ
1461 国比左01 国分 コクブ 虫塚 ムシヅカ
1462 国比左01 国分 コクブ 長者 チョウジャ
1463 国比左01 国分 コクブ 畝ノ下 ウネノシタ
1464 国比左01 国分 コクブ 畝ノ南 ウネノミナミ
1465 国比左01 国分 コクブ 平曽 ヒラソ
1466 国比左01 国分 コクブ 畝ノ北 ウネノキタ
1467 国比左01 国分 コクブ 四反田 ヨンタンダ
1468 国比左01 国分 コクブ 五反田 ゴタンタ
1469 国比左01 国分 コクブ 左右山村札場 ソヤマムラフダバ
1470 国比左01 国分 コクブ 左右山村田中 ソヤマムラタナカ
1471 国比左01 国分 コクブ 左右山村薮ノ後 ソヤマムラヤブノウシロ
1472 国比左01 国分 コクブ 左右山村下中野 ソヤマムラシモナカノ
1473 国比左02 比江 ヒエ 平曽 ヒラソ
1474 国比左02 比江 ヒエ 水谷 ミズタニ
1475 国比左02 比江 ヒエ 柳ノ本 ヤナギノモト
1476 国比左02 比江 ヒエ 後口新田 ウシログチシンデン
1477 国比左02 比江 ヒエ 東新田 ヒガシシンデン
1478 国比左02 比江 ヒエ 尾崎 オザキ
1479 国比左02 比江 ヒエ 山添 ヤマゾエ
1480 国比左02 比江 ヒエ 南山添 ミナミヤマゾエ
1481 国比左02 比江 ヒエ 城山北平 シロヤマキタダイラ
1482 国比左02 比江 ヒエ 城山西平 シロヤマニシダイラ
1483 国比左02 比江 ヒエ 東屋敷 ヒガシヤシキ
1484 国比左02 比江 ヒエ 北屋敷 キタヤシキ
1485 国比左02 比江 ヒエ 西屋敷 ニシヤシキ
1486 国比左02 比江 ヒエ 谷山 タニヤマ
1487 国比左02 比江 ヒエ 谷屋敷 タニヤシキ
1488 国比左02 比江 ヒエ 寺ノ西 テラノニシ
1489 国比左02 比江 ヒエ 栄源 エイゲン
1490 国比左02 比江 ヒエ 城山 シロヤマ
1491 国比左02 比江 ヒエ 土居下 ドイシタ
1492 国比左02 比江 ヒエ 北ヶ内 キタガウチ
1493 国比左02 比江 ヒエ 宮ノ前 ミヤノマエ
1494 国比左02 比江 ヒエ 寺中 テラナカ
1495 国比左02 比江 ヒエ 中屋敷 ナカヤシキ
1496 国比左02 比江 ヒエ 西谷入 ニシダニイリ
1497 国比左02 比江 ヒエ 前屋敷 マエヤシキ
1498 国比左02 比江 ヒエ 西野々 ニシノノ
1499 国比左02 比江 ヒエ 九日田 ココノカデン
1500 国比左02 比江 ヒエ 本屋敷 モトヤシキ
1501 国比左02 比江 ヒエ 内裏 ナイリ
1502 国比左02 比江 ヒエ 嘉治給 カジキュウ
1503 国比左02 比江 ヒエ 辻 ツジ
1504 国比左02 比江 ヒエ 土居屋敷 ドイヤシキ
1505 国比左02 比江 ヒエ 余田 ヨダ
1506 国比左02 比江 ヒエ 内久保 ウチクボ
1507 国比左02 比江 ヒエ 花ノ木 ハナノキ
1508 国比左02 比江 ヒエ 七反田 ナナタンダ
1509 国比左02 比江 ヒエ 金ナ屋 カナヤ
1510 国比左02 比江 ヒエ 松ノ下 マツノシタ
1511 国比左02 比江 ヒエ 南屋敷 ミナミヤシキ
1512 国比左02 比江 ヒエ 一和尚 イチオショウ
1513 国比左02 比江 ヒエ 直道 ナオミチ
1514 国比左02 比江 ヒエ 神ノ木 カミノキ
1515 国比左02 比江 ヒエ 神ノ木戸 カミノキド
1516 国比左02 比江 ヒエ 矢取田 ヤトリダ
1517 国比左02 比江 ヒエ 新ラ田 アタラデン
1518 国比左02 比江 ヒエ 国庁 コクチョウ
1519 国比左02 比江 ヒエ 内日吉 ウチヒヨシ
1520 国比左02 比江 ヒエ 府中 フチュウ
1521 国比左02 比江 ヒエ 神主屋敷 カミヌシヤシキ
1522 国比左02 比江 ヒエ 仏堂寺 ブツドウジ
1523 国比左02 比江 ヒエ 池ノ尻 イケノシリ
1524 国比左02 比江 ヒエ 金地武士区 カナヂブシク
1525 国比左02 比江 ヒエ 西川原 ニシカワハラ
1526 国比左02 比江 ヒエ 国庁前 コクチョウマエ
1527 国比左02 比江 ヒエ 古屋土 フルヤド
1528 国比左02 比江 ヒエ 待井堰 マチイゼキ
1529 国比左02 比江 ヒエ 上河原 カミカワハラ
1530 国比左02 比江 ヒエ 外河原 ソトカワハラ
1531 国比左02 比江 ヒエ 前河原 マエカワハラ
1532 国比左03 左右山 ソヤマ 上ミサヽ原 カミササハラ
1533 国比左03 左右山 ソヤマ 下モサヽ原 シモササハラ
1534 国比左03 左右山 ソヤマ 東タヤスバ ヒガシタヤスバ
1535 国比左03 左右山 ソヤマ タヤスバ タヤスバ
1536 国比左03 左右山 ソヤマ 下モタヤスバ シモタヤスバ
1537 国比左03 左右山 ソヤマ 出野 デノ
1538 国比左03 左右山 ソヤマ スミデン スミデン
1539 国比左03 左右山 ソヤマ 上スミデン カミスミデン
1540 国比左03 左右山 ソヤマ サヽ原山 ササハラヤマ
1541 国比左03 左右山 ソヤマ 上穴田 カミアナダ
1542 国比左03 左右山 ソヤマ 中穴田 ナカアナダ
1543 国比左03 左右山 ソヤマ 下穴田 シモアナダ
1544 国比左03 左右山 ソヤマ 五反田 ゴタンタ
1545 国比左03 左右山 ソヤマ ヤ子ゾエ ヤネゾエ
1546 国比左03 左右山 ソヤマ 東地 ヒガシヂ
1547 国比左03 左右山 ソヤマ ヒル沢谷 ヒルサワダニ
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1548 国比左03 左右山 ソヤマ 下モヒル沢 シモヒルサワ
1549 国比左03 左右山 ソヤマ 神楽田 カグラデン
1550 国比左03 左右山 ソヤマ 大ツカノ後 オオツカノウシロ
1551 国比左03 左右山 ソヤマ 宮ノ後 ミヤノウシロ
1552 国比左03 左右山 ソヤマ 宮ノ西 ミヤノニシ
1553 国比左03 左右山 ソヤマ 王子ノ後 オウジノウシロ
1554 国比左03 左右山 ソヤマ 中野 ナカノ
1555 国比左03 左右山 ソヤマ 林田 ハヤシダ
1556 国比左03 左右山 ソヤマ 清水 キヨミズ
1557 国比左03 左右山 ソヤマ 薮ノ後 ヤブノウシロ
1558 国比左03 左右山 ソヤマ 田中 タナカ
1559 国比左03 左右山 ソヤマ サイケ田 サイケデン
1560 国比左03 左右山 ソヤマ 札場 フダバ
1561 国比左03 左右山 ソヤマ ドヲジリ ドウジリ
1562 国比左03 左右山 ソヤマ 上ミ清水 カミシミズ
1563 国比左03 左右山 ソヤマ 櫨山 ハゼヤマ
1564 国比左03 左右山 ソヤマ 松ノ本 マツノモト
1565 国比左03 左右山 ソヤマ 白土 シラド
1566 国比左03 左右山 ソヤマ 中宅地丸 ナカタクチマル
1567 国比左03 左右山 ソヤマ ハザマ谷 ハザマダニ
1568 国比左03 左右山 ソヤマ 小山 コヤマ
1569 国比左03 左右山 ソヤマ 荒神丸 コウジンマル
1570 国比左03 左右山 ソヤマ 上ミハザマ カミハザマ
1571 国比左03 左右山 ソヤマ ハザマ谷山 ハザマタニヤマ
1572 国比左03 左右山 ソヤマ ドヽロ谷 ドドロダニ
1573 国比左03 左右山 ソヤマ ハザマ山 ハザマヤマ
1574 国比左03 左右山 ソヤマ 下モ鍋蓋 シモナベブタ
1575 国比左03 左右山 ソヤマ 鍋蓋山 ナベブタヤマ
1576 国比左03 左右山 ソヤマ 鍋蓋 ナベブタ
1577 住居表示01 双葉台 フタバダイ
1578 長岡01 西山 ニシヤマ 沢本丸 サワモトマル
1579 長岡01 西山 ニシヤマ 長久保丸 ナガクボマル
1580 長岡01 西山 ニシヤマ 松原丸 マツバラマル
1581 長岡01 西山 ニシヤマ 竹村丸 タケムラマル
1582 長岡01 西山 ニシヤマ 浜田丸 ハマダマル
1583 長岡01 西山 ニシヤマ 藤田丸 フジタマル
1584 長岡01 西山 ニシヤマ 千上丸 センジョウマル
1585 長岡01 西山 ニシヤマ 末次丸 スエツグマル
1586 長岡01 西山 ニシヤマ 道添丸 ミチゾエマル
1587 長岡01 西山 ニシヤマ 金生丸 カネオマル
1588 長岡01 西山 ニシヤマ 上籔中丸 カミヤブナカマル
1589 長岡01 西山 ニシヤマ 籔中丸 ヤブナカマル
1590 長岡01 西山 ニシヤマ 一ノ坪丸 イチノツボマル
1591 長岡01 西山 ニシヤマ 辻ノ丸 ツジノマル
1592 長岡01 西山 ニシヤマ 岸田丸 キシダマル
1593 長岡01 西山 ニシヤマ 門田丸 カドタマル
1594 長岡01 西山 ニシヤマ 高田丸 タカダマル
1595 長岡01 西山 ニシヤマ 北馬場丸 キタババマル
1596 長岡01 西山 ニシヤマ 前田丸 マエダマル
1597 長岡01 西山 ニシヤマ 天神丸 テンジンマル
1598 長岡01 西山 ニシヤマ 西ノ丸 ニシノマル
1599 長岡01 西山 ニシヤマ 岩島丸 イワシママル
1600 長岡01 西山 ニシヤマ 橋詰丸 ハシヅメマル
1601 長岡01 西山 ニシヤマ 岩綱丸 イワツナマル
1602 長岡01 西山 ニシヤマ 杉本丸 スギモトマル
1603 長岡01 西山 ニシヤマ 横山丸 ヨコヤママル
1604 長岡01 西山 ニシヤマ 川添丸 カワゾエマル
1605 長岡01 西山 ニシヤマ 岩貞丸 イワサダマル
1606 長岡01 西山 ニシヤマ 山下丸 ヤマシタマル
1607 長岡01 西山 ニシヤマ 村田丸 ムラタマル
1608 長岡01 西山 ニシヤマ 繁弘丸 シゲヒロマル
1609 長岡01 西山 ニシヤマ 吉良川丸 キラガワマル
1610 長岡01 西山 ニシヤマ 原田丸 ハラダマル
1611 長岡01 西山 ニシヤマ 野村丸 ノムラマル
1612 長岡01 西山 ニシヤマ 七屋敷丸 ナナヤシキマル
1613 長岡01 西山 ニシヤマ 虫塚丸 ムシヅカマル
1614 長岡01 西山 ニシヤマ 桃ノ木丸 モモノキマル
1615 長岡01 西山 ニシヤマ 荒神丸 コウジンマル
1616 長岡01 西山 ニシヤマ 貞吉丸 サダヨシマル
1617 長岡01 西山 ニシヤマ 大久保丸 オオクボマル
1618 長岡01 西山 ニシヤマ 竹林丸 タケバヤシマル
1619 長岡01 西山 ニシヤマ 泉水丸 イズミマル
1620 長岡01 西山 ニシヤマ 野上丸 ノガミマル
1621 長岡01 西山 ニシヤマ 二ノ口丸 ニノクチマル
1622 長岡01 西山 ニシヤマ 山本丸 ヤマモトマル
1623 長岡01 西山 ニシヤマ 土居丸 ドイマル
1624 長岡01 西山 ニシヤマ 岩目丸 イワメマル
1625 長岡01 西山 ニシヤマ 宮南丸 ミヤミナミマル
1626 長岡01 西山 ニシヤマ 利岡丸 トシオカマル
1627 長岡01 西山 ニシヤマ 西利岡丸 ニシトシオカマル
1628 長岡01 西山 ニシヤマ 松坂丸 マツサカマル
1629 長岡01 西山 ニシヤマ 大塚丸 オオツカマル
1630 長岡01 西山 ニシヤマ 塚地丸 ツカヂマル
1631 長岡01 西山 ニシヤマ 西塚地丸 ニシツカヂマル
1632 長岡01 西山 ニシヤマ 仙尻丸 センジリマル
1633 長岡01 西山 ニシヤマ 花岡丸 ハナオカマル
1634 長岡01 西山 ニシヤマ 小川丸 オガワマル
1635 長岡01 西山 ニシヤマ 山田丸 ヤマダマル
1636 長岡01 西山 ニシヤマ 武藤丸 ムトウマル
1637 長岡01 西山 ニシヤマ 福吉丸 フクヨシマル
1638 長岡01 西山 ニシヤマ 柳ノ丸 ヤナギノマル
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1639 長岡01 西山 ニシヤマ 小笠原丸 オガサハラマル
1640 長岡01 西山 ニシヤマ 長田丸 ナガタマル
1641 長岡01 西山 ニシヤマ 竹田丸 タケダマル
1642 長岡01 西山 ニシヤマ 徳岡丸 トクオカマル
1643 長岡01 西山 ニシヤマ 井ノ口丸 イノクチマル
1644 長岡02 陣山 ジンヤマ 南入口 ミナミイリグチ
1645 長岡02 陣山 ジンヤマ 給田 キュウデン
1646 長岡02 陣山 ジンヤマ 国沢 クニサワ
1647 長岡02 陣山 ジンヤマ 神母 イゲ
1648 長岡02 陣山 ジンヤマ 西神母 ニシイゲ
1649 長岡02 陣山 ジンヤマ 伊之助 イノスケ
1650 長岡02 陣山 ジンヤマ 樋詰 ヒヅメ
1651 長岡02 陣山 ジンヤマ 南田中 ミナミタナカ
1652 長岡02 陣山 ジンヤマ 田中 タナカ
1653 長岡02 陣山 ジンヤマ 萩野 ハギノ
1654 長岡02 陣山 ジンヤマ 東荻野 ヒガシハギノ
1655 長岡02 陣山 ジンヤマ 南札地 ミナミフダチ
1656 長岡02 陣山 ジンヤマ 神明 シンメイ
1657 長岡02 陣山 ジンヤマ 北萩野 キタハギノ
1658 長岡02 陣山 ジンヤマ 南中井 ミナミナカイ
1659 長岡02 陣山 ジンヤマ 北札地 キタフダチ
1660 長岡02 陣山 ジンヤマ 東中井 ヒガシナカイ
1661 長岡02 陣山 ジンヤマ 彌市 ヤイチ
1662 長岡02 陣山 ジンヤマ 入口 イリグチ
1663 長岡02 陣山 ジンヤマ 東彌市 ヒガシヤイチ
1664 長岡02 陣山 ジンヤマ 南鍵山 ミナミカギヤマ
1665 長岡02 陣山 ジンヤマ 中井 ナカイ
1666 長岡02 陣山 ジンヤマ 西中井 ニシナカイ
1667 長岡02 陣山 ジンヤマ 白山 シラヤマ
1668 長岡02 陣山 ジンヤマ 北鍵山 キタカギヤマ
1669 長岡02 陣山 ジンヤマ 有光 アリミツ
1670 長岡02 陣山 ジンヤマ 北白山 キタシロヤマ
1671 長岡02 陣山 ジンヤマ 西池 ニシイケ
1672 長岡02 陣山 ジンヤマ 東池 ヒガシイケ
1673 長岡02 陣山 ジンヤマ 西森脇 ニシモリワキ
1674 長岡02 陣山 ジンヤマ 東森脇 ヒガシモリワキ
1675 長岡02 陣山 ジンヤマ 高科 タカシナ
1676 長岡02 陣山 ジンヤマ 三町 サンマチ
1677 長岡02 陣山 ジンヤマ 山麓 サンロク
1678 長岡02 陣山 ジンヤマ 東陣山 ヒガシジンヤマ
1679 長岡02 陣山 ジンヤマ 西陣山 ニシジンヤマ
1680 長岡02 陣山 ジンヤマ 多田 タダ
1681 長岡02 陣山 ジンヤマ 新野地 シンノヂ
1682 長岡03 三畠 サンバク 多田 タダ
1683 長岡03 三畠 サンバク 東孕石 ヒガシハラミイシ
1684 長岡03 三畠 サンバク 西孕石 ニシハラミイシ
1685 長岡03 三畠 サンバク 三畠山 サンパクヤマ
1686 長岡03 三畠 サンバク 神母 イゲ
1687 長岡03 三畠 サンバク 南神母 ミナミイゲ
1688 長岡03 三畠 サンバク 北野本 キタノモト
1689 長岡03 三畠 サンバク 黒田 クロダ
1690 長岡03 三畠 サンバク 楷田 カイダ
1691 長岡03 三畠 サンバク 上久保 カミノクボ
1692 長岡03 三畠 サンバク 下久保 シモノクボ
1693 長岡03 三畠 サンバク 長丁 ナガチョウ
1694 長岡03 三畠 サンバク 南孕石 ミナミハラミイシ
1695 長岡03 三畠 サンバク 山崎 ヤマサキ
1696 長岡03 三畠 サンバク 東荒神 ヒガシコウジン
1697 長岡03 三畠 サンバク 田原 タハラ
1698 長岡03 三畠 サンバク 依光 ヨリミツ
1699 長岡03 三畠 サンバク 西荒神 ニシコウジン
1700 長岡03 三畠 サンバク 野本 ノモト
1701 長岡03 三畠 サンバク 高田 タカダ
1702 長岡03 三畠 サンバク 猪野 イノ
1703 長岡03 三畠 サンバク 八反地 ハッタンヂ
1704 長岡03 三畠 サンバク 高村 タカムラ
1705 長岡03 三畠 サンバク 西若宮 ニシワカミヤ
1706 長岡03 三畠 サンバク 高岡 タカオカ
1707 長岡03 三畠 サンバク 芝 シバ
1708 長岡03 三畠 サンバク 眞島 マシマ
1709 長岡03 三畠 サンバク 境田 サカイダ
1710 長岡03 三畠 サンバク 渕ヶ上 フチガカミ
1711 長岡03 三畠 サンバク 江嶋 エジマ
1712 長岡03 三畠 サンバク 西野々 ニシノノ
1713 長岡03 三畠 サンバク 横山 ヨコヤマ
1714 長岡03 三畠 サンバク 別役 ベッチャク
1715 長岡03 三畠 サンバク 坂ノ上 サカノウエ
1716 長岡03 三畠 サンバク 小松 コマツ
1717 長岡03 三畠 サンバク 西稲垣 ニシイナガキ
1718 長岡03 三畠 サンバク 南辻 ミナミツジ
1719 長岡03 三畠 サンバク 中辻 ナカツジ
1720 長岡03 三畠 サンバク 北辻 キタツジ
1721 長岡03 三畠 サンバク 山菱 ヤマビシ
1722 長岡03 三畠 サンバク 水通 ミズトオシ
1723 長岡03 三畠 サンバク 原田 ハラダ
1724 長岡03 三畠 サンバク 北横堀 キタヨコボリ
1725 長岡03 三畠 サンバク 三角 サンカク
1726 長岡03 三畠 サンバク 福重 フクシゲ
1727 長岡03 三畠 サンバク 北池知 キタイケヂ
1728 長岡03 三畠 サンバク 南横堀 ミナミヨコボリ
1729 長岡03 三畠 サンバク 道添 ミチゾエ
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1730 長岡03 三畠 サンバク 門田 カドタ
1731 長岡03 三畠 サンバク 南池知 ミナミイケヂ
1732 長岡03 三畠 サンバク 北柳 キタヤナギ
1733 長岡03 三畠 サンバク 小笠原 オガサハラ
1734 長岡03 三畠 サンバク 大車 ダイクルマ
1735 長岡03 三畠 サンバク 竹村 タケムラ
1736 長岡03 三畠 サンバク 井澤 イザワ
1737 長岡03 三畠 サンバク 松崎 マツザキ
1738 長岡03 三畠 サンバク 大辻 オオツジ
1739 長岡03 三畠 サンバク 樋詰 ヒヅメ
1740 長岡03 三畠 サンバク 川添 カワゾエ
1741 長岡03 三畠 サンバク 西柳 ニシヤナギ
1742 長岡03 三畠 サンバク 中柳 ナカヤナギ
1743 長岡03 三畠 サンバク 東五藤 ヒガシゴトウ
1744 長岡03 三畠 サンバク 西五藤 ニシゴトウ
1745 長岡03 三畠 サンバク 岩木 イワモト
1746 長岡03 三畠 サンバク 五條浦 ゴジョウウラ
1747 長岡03 三畠 サンバク 南北村 ミナミキタムラ
1748 長岡03 三畠 サンバク 北村 キタムラ
1749 長岡03 三畠 サンバク 乾 イヌイ
1750 長岡03 三畠 サンバク 吉本 ヨシモト
1751 長岡03 三畠 サンバク 東北村 ヒガシキタムラ
1752 長岡03 三畠 サンバク 池ノ上 イケノウエ
1753 長岡03 三畠 サンバク 水門 スイモン
1754 長岡04 上末松 カミスエマツ 横堀 ヨコボリ
1755 長岡04 上末松 カミスエマツ 五藤 ゴトウ
1756 長岡04 上末松 カミスエマツ 土居 ドイ
1757 長岡04 上末松 カミスエマツ 高村 タカムラ
1758 長岡04 上末松 カミスエマツ 松崎 マツザキ
1759 長岡04 上末松 カミスエマツ 猪野 イノ
1760 長岡04 上末松 カミスエマツ 池知 イケヂ
1761 長岡04 上末松 カミスエマツ 山崎 ヤマサキ
1762 長岡04 上末松 カミスエマツ 田村 タムラ
1763 長岡04 上末松 カミスエマツ 川崎 カワサキ
1764 長岡04 上末松 カミスエマツ 西横堀 ニシヨコボリ
1765 長岡04 上末松 カミスエマツ 中屋 ナカヤ
1766 長岡04 上末松 カミスエマツ 田中 タナカ
1767 長岡04 上末松 カミスエマツ 八反地 ハッタンヂ
1768 長岡04 上末松 カミスエマツ 荒神 コウジン
1769 長岡04 上末松 カミスエマツ 末松 スエマツ
1770 長岡04 上末松 カミスエマツ 八幡 ヤハタ
1771 長岡04 上末松 カミスエマツ 五反地 ゴタンヂ
1772 長岡04 上末松 カミスエマツ 細川 ホソカワ
1773 長岡04 上末松 カミスエマツ 西細川 ニシホソカワ
1774 長岡04 上末松 カミスエマツ 天神 テンジン
1775 長岡04 上末松 カミスエマツ 七反地 ナナタンチ
1776 長岡04 上末松 カミスエマツ 地蔵 ヂゾウ
1777 長岡04 上末松 カミスエマツ 壱町田 イッチョウダ
1778 長岡04 上末松 カミスエマツ 須藤 スドウ
1779 長岡04 上末松 カミスエマツ 大川渕 オオカワブチ
1780 長岡04 上末松 カミスエマツ 橋本 ハシモト
1781 長岡04 上末松 カミスエマツ 倉ノ後 クラノウシロ
1782 長岡04 上末松 カミスエマツ 久保田 クボタ
1783 長岡04 上末松 カミスエマツ 野田界 ノダザカイ
1784 長岡04 上末松 カミスエマツ 谷田 タニダ
1785 長岡04 上末松 カミスエマツ 神母 イゲ
1786 長岡04 上末松 カミスエマツ 三丁 サンチョウ
1787 長岡04 上末松 カミスエマツ 井表 イオモテ
1788 長岡04 上末松 カミスエマツ 四方田 シホウデン
1789 長岡04 上末松 カミスエマツ 田島 タシマ
1790 長岡04 上末松 カミスエマツ 樋詰 ヒヅメ
1791 長岡04 上末松 カミスエマツ 桑原 クワハラ
1792 長岡04 上末松 カミスエマツ 鳶井 トビイ
1793 長岡05 下末松 シモスエマツ 高屋 タカヤ
1794 長岡05 下末松 シモスエマツ 田所 タドコロ
1795 長岡05 下末松 シモスエマツ 米屋 コメヤ
1796 長岡05 下末松 シモスエマツ 米屋東 コメヤヒガシ
1797 長岡05 下末松 シモスエマツ 荒神ノ南 コウジンノミナミ
1798 長岡05 下末松 シモスエマツ 荒神 コウジン
1799 長岡05 下末松 シモスエマツ 猿田ノ北 サルタノキタ
1800 長岡05 下末松 シモスエマツ 野神 ノガミ
1801 長岡05 下末松 シモスエマツ 武八北 ブハチノキタ
1802 長岡05 下末松 シモスエマツ 武八南 ブハチノミナミ
1803 長岡05 下末松 シモスエマツ 田所北 タドコロキタ
1804 長岡05 下末松 シモスエマツ 武八西 ブハチノニシ
1805 長岡05 下末松 シモスエマツ 月ノ木丸 ツキノキマル
1806 長岡05 下末松 シモスエマツ 祇園 ギオン
1807 長岡05 下末松 シモスエマツ 東祇園 ヒガシギオン
1808 長岡05 下末松 シモスエマツ 北祇園 キタギオン
1809 長岡05 下末松 シモスエマツ 筧 カケヒ
1810 長岡05 下末松 シモスエマツ 影野 カゲノ
1811 長岡05 下末松 シモスエマツ 天神南 テンジンノミナミ
1812 長岡05 下末松 シモスエマツ 祇園西 ギオンニシ
1813 長岡05 下末松 シモスエマツ 月ノ木北丸 ツキノキキタマル
1814 長岡05 下末松 シモスエマツ カヂヤ カヂヤ
1815 長岡05 下末松 シモスエマツ 邉路石 ヘンロイシ
1816 長岡05 下末松 シモスエマツ 後藤丸 ゴトウマル
1817 長岡05 下末松 シモスエマツ センダン丸 センダンマル
1818 長岡05 下末松 シモスエマツ 栴檀西丸 センダンニシマル
1819 長岡05 下末松 シモスエマツ 芳田 ヨシダ
1820 長岡05 下末松 シモスエマツ 西二タ又 ニシフタマタ
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1821 長岡05 下末松 シモスエマツ 二タ又 フタマタ
1822 長岡05 下末松 シモスエマツ 水車 スイシャ
1823 長岡05 下末松 シモスエマツ 八幡 ヤハタ
1824 長岡05 下末松 シモスエマツ 邉路石南 ヘンロイシミナミ
1825 長岡05 下末松 シモスエマツ 高屋西 タカヤニシ
1826 長岡05 下末松 シモスエマツ 久保屋 クボヤ
1827 長岡05 下末松 シモスエマツ 久保 クボ
1828 長岡05 下末松 シモスエマツ 西岩 ニシイワ
1829 長岡05 下末松 シモスエマツ 祈念北 キネンノキタ
1830 長岡05 下末松 シモスエマツ 吹上 フキアゲ
1831 長岡05 下末松 シモスエマツ 大師 ダイシ
1832 長岡05 下末松 シモスエマツ 幅 ハバ
1833 長岡05 下末松 シモスエマツ 北築地 キタチクヂ
1834 長岡05 下末松 シモスエマツ 川窪 カワクボ
1835 長岡05 下末松 シモスエマツ 下川原 シモガワハラ
1836 長岡05 下末松 シモスエマツ 大岸 オオギシ
1837 長岡05 下末松 シモスエマツ 茶ヶ柴 チャガシバ
1838 長岡06 廿枝 ハタエダ 野々下 ノノシタ
1839 長岡06 廿枝 ハタエダ 金谷 カナヤ
1840 長岡06 廿枝 ハタエダ 西島 ニシジマ
1841 長岡06 廿枝 ハタエダ 垣添 カキゾエ
1842 長岡06 廿枝 ハタエダ 久保田 クボタ
1843 長岡06 廿枝 ハタエダ 板取 イタドリ
1844 長岡06 廿枝 ハタエダ 松本 マツノモト
1845 長岡06 廿枝 ハタエダ 西川崎 ニシカワサキ
1846 長岡06 廿枝 ハタエダ 講崎 コウザキ
1847 長岡06 廿枝 ハタエダ 西ノ内 ニシノウチ
1848 長岡06 廿枝 ハタエダ 下屋敷 シモヤシキ
1849 長岡06 廿枝 ハタエダ 下堀 シモボリ
1850 長岡06 廿枝 ハタエダ シヨウブガセ ショウブガセ
1851 長岡06 廿枝 ハタエダ 土居ヶ内 ドイガウチ
1852 長岡06 廿枝 ハタエダ 松木ヶ内 マツギガウチ
1853 長岡06 廿枝 ハタエダ 中野内 ナカノウチ
1854 長岡06 廿枝 ハタエダ 土居 ドイ
1855 長岡06 廿枝 ハタエダ 長丁 ナガチョウ
1856 長岡06 廿枝 ハタエダ 東川崎 ヒガシカワサキ
1857 長岡06 廿枝 ハタエダ 余田川原 ヨダカワハラ
1858 長岡06 廿枝 ハタエダ 余田 ヨダ
1859 長岡06 廿枝 ハタエダ 利岡 トシオカ
1860 長岡06 廿枝 ハタエダ 前田 マエダ
1861 長岡06 廿枝 ハタエダ 光留 ヒカリドメ
1862 長岡06 廿枝 ハタエダ 宇津 ウツ
1863 長岡06 廿枝 ハタエダ 堂ヶ内 ドウガウチ
1864 長岡06 廿枝 ハタエダ 改田 カイデン
1865 長岡06 廿枝 ハタエダ 門田 カドタ
1866 長岡06 廿枝 ハタエダ 釈ヶ内 シャクガウチ
1867 長岡06 廿枝 ハタエダ 神主屋敷 カミヌシヤシキ
1868 長岡06 廿枝 ハタエダ 馬場 ババ
1869 長岡06 廿枝 ハタエダ 中屋敷 ナカヤシキ
1870 長岡06 廿枝 ハタエダ 丹官 タンガン
1871 長岡06 廿枝 ハタエダ 西川原 ニシカワハラ
1872 長岡06 廿枝 ハタエダ 北浦 キタウラ
1873 長岡06 廿枝 ハタエダ 極楽寺 ゴクラクジ
1874 長岡06 廿枝 ハタエダ 三平 サンペイ
1875 長岡06 廿枝 ハタエダ 宮前 ミヤマエ
1876 長岡06 廿枝 ハタエダ 田島馬場 タシマババ
1877 長岡06 廿枝 ハタエダ 櫻田 サクラダ
1878 長岡06 廿枝 ハタエダ 願勝寺 ガンショウジ
1879 長岡06 廿枝 ハタエダ 等屋 トウヤ
1880 長岡06 廿枝 ハタエダ 寺田 テラダ
1881 長岡06 廿枝 ハタエダ 市野前 イチノマエ
1882 長岡06 廿枝 ハタエダ 古市 フルイチ
1883 長岡06 廿枝 ハタエダ 新市 シンイチ
1884 長岡06 廿枝 ハタエダ 北古市 キタフルイチ
1885 長岡06 廿枝 ハタエダ 馬越 ウマゴエ
1886 長岡06 廿枝 ハタエダ 北築地 キタチクヂ
1887 長岡06 廿枝 ハタエダ 南築地 ミナミツキヂ
1888 長岡06 廿枝 ハタエダ 高田 タカダ
1889 長岡06 廿枝 ハタエダ 則松 ノリマツ
1890 長岡06 廿枝 ハタエダ 下地 シモチ
1891 長岡06 廿枝 ハタエダ 石田 イシダ
1892 長岡06 廿枝 ハタエダ 大黒 オオグロ
1893 長岡06 廿枝 ハタエダ 井領 イリョウ
1894 長岡06 廿枝 ハタエダ 大黒前 オオグロマエ
1895 長岡06 廿枝 ハタエダ ニウ ニウ
1896 長岡06 廿枝 ハタエダ 東大黒 ヒガシオオグロ
1897 長岡06 廿枝 ハタエダ 堀ノ内 ホリノウチ
1898 長岡06 廿枝 ハタエダ 内裏 ナイリ
1899 長岡06 廿枝 ハタエダ 黒田 クロダ
1900 長岡06 廿枝 ハタエダ 樋ノ口 ヒノクチ
1901 長岡06 廿枝 ハタエダ 南ヶ内 ミナミガウチ
1902 長岡06 廿枝 ハタエダ 築田 チクダ
1903 長岡06 廿枝 ハタエダ 的場 マトバ
1904 長岡06 廿枝 ハタエダ 中ノ土居 ナカノドイ
1905 長岡06 廿枝 ハタエダ 十市田 トウチダ
1906 長岡06 廿枝 ハタエダ 池田 イケダ
1907 長岡06 廿枝 ハタエダ 里屋敷 サトヤシキ
1908 長岡06 廿枝 ハタエダ 登勇 ノボリユウ
1909 長岡06 廿枝 ハタエダ 川窪 カワクボ
1910 長岡06 廿枝 ハタエダ 大ヶ市 オオガイチ
1911 長岡06 廿枝 ハタエダ 京田 キョウデン
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1912 長岡06 廿枝 ハタエダ 宮ヶ内 ミヤガウチ
1913 長岡06 廿枝 ハタエダ 住吉 スミヨシ
1914 長岡06 廿枝 ハタエダ 川原窪 カワハラクボ
1915 長岡06 廿枝 ハタエダ 大角豆尻 オオカクマメジリ
1916 長岡06 廿枝 ハタエダ 新田 シンデン
1917 長岡06 廿枝 ハタエダ 東川原 ヒガシカワハラ
1918 長岡06 廿枝 ハタエダ 下川原 シモガワハラ
1919 長岡06 廿枝 ハタエダ 上川原 カミカワハラ
1920 長岡06 廿枝 ハタエダ 中川原 ナカガワハラ
1921 長岡06 廿枝 ハタエダ 月ノ木 ツキノキ
1922 長岡06 廿枝 ハタエダ 子ブ田 コブタ
1923 長岡06 廿枝 ハタエダ ヨシノ木 ヨシノキ
1924 長岡06 廿枝 ハタエダ 大辻 オオツジ
1925 長岡06 廿枝 ハタエダ 町屋敷 マチヤシキ
1926 長岡06 廿枝 ハタエダ 北野 キタノ
1927 長岡06 廿枝 ハタエダ 天徳 テントク
1928 長岡06 廿枝 ハタエダ 茶ヶ芝 チャガシバ
1929 長岡06 廿枝 ハタエダ 廿枝 ハタエダ
1930 長岡06 廿枝 ハタエダ 南野 ミナミノ
1931 長岡06 廿枝 ハタエダ 祇園 ギオン
1932 長岡06 廿枝 ハタエダ 東野 ヒガシノ
1933 長岡06 廿枝 ハタエダ 馬シオ ウマシオ
1934 長岡06 廿枝 ハタエダ 副 ハバ
1935 長岡06 廿枝 ハタエダ 小田 オダ
1936 長岡06 廿枝 ハタエダ 北原 キタハラ
1937 長岡06 廿枝 ハタエダ 御手洗 オテアライ
1938 長岡06 廿枝 ハタエダ 吉田丸 ヨシダマル
1939 長岡06 廿枝 ハタエダ 西田 ニシダ
1940 長岡06 廿枝 ハタエダ 遠藤 エンドウ
1941 長岡06 廿枝 ハタエダ 法車 ノリグルマ
1942 長岡06 廿枝 ハタエダ 沖代 オキダイ
1943 長岡06 廿枝 ハタエダ 三七 サンシチ
1944 長岡06 廿枝 ハタエダ 谷口 タニグチ
1945 長岡06 廿枝 ハタエダ 小山ノ下 コヤマノシタ
1946 長岡06 廿枝 ハタエダ 野中 ノナカ
1947 長岡06 廿枝 ハタエダ 青木ノ下 アオキノシタ
1948 長岡06 廿枝 ハタエダ 越戸 コエト
1949 長岡06 廿枝 ハタエダ 小山 コヤマ
1950 長岡06 廿枝 ハタエダ 平地 ヘイチ
1951 長岡06 廿枝 ハタエダ 西山田 ニシヤマダ
1952 長岡06 廿枝 ハタエダ 南山田 ミナミヤマダ
1953 長岡06 廿枝 ハタエダ 谷田 タニダ
1954 御免町01 小籠 コゴメ 傍示野 ホウジノ
1955 御免町01 小籠 コゴメ 越戸 コエト
1956 御免町01 小籠 コゴメ 山際 ヤマギワ
1957 御免町01 小籠 コゴメ 山ノ手 ヤマノテ
1958 御免町01 小籠 コゴメ 佐波為 サバイ
1959 御免町01 小籠 コゴメ 三ノ塀 サンノヘイ
1960 御免町01 小籠 コゴメ 車辻 クルマツジ
1961 御免町01 小籠 コゴメ 西祈念 ニシキネン
1962 御免町01 小籠 コゴメ 東祈念 ヒガシキネン
1963 御免町01 小籠 コゴメ 殿辻 トノツジ
1964 御免町01 小籠 コゴメ 西月ノ木 ニシツキノキ
1965 御免町01 小籠 コゴメ 秋野 アキノ
1966 御免町01 小籠 コゴメ 天神丸 テンジンマル
1967 御免町01 小籠 コゴメ 土居 ドイ
1968 御免町01 小籠 コゴメ 村田 ムラタ
1969 御免町01 小籠 コゴメ 井ノ上 イノウエ
1970 御免町01 小籠 コゴメ 宮本 ミヤモト
1971 御免町01 小籠 コゴメ 土居辻 ドイツジ
1972 御免町01 小籠 コゴメ 神内 カミノウチ
1973 御免町01 小籠 コゴメ 茂祐 シゲヒロ
1974 御免町01 小籠 コゴメ 杉添 スギゾエ
1975 御免町01 小籠 コゴメ 忠兵衛 チュウベエ
1976 御免町01 小籠 コゴメ 松ノ本 マツノモト
1977 御免町01 小籠 コゴメ 福留 フクドメ
1978 御免町01 小籠 コゴメ 西崎 ニシザキ
1979 御免町01 小籠 コゴメ 東野 ヒガシノ
1980 御免町01 小籠 コゴメ 西山田 ニシヤマダ
1981 御免町01 小籠 コゴメ 弘石 ヒロイシ
1982 御免町01 小籠 コゴメ 八反地 ハッタンヂ
1983 御免町01 小籠 コゴメ 天神屋敷 テンジンヤシキ
1984 住居表示02 小籠一丁目　 コゴメイッチョウメ
1985 住居表示03 小籠二丁目　 コゴメニチョウメ
1986 御免町02 東崎 ヒガシザキ 土島田 ツチシマダ
1987 御免町02 東崎 ヒガシザキ 西祈年田 ニシキネンダ
1988 御免町02 東崎 ヒガシザキ 中屋敷田 ナカヤシキダ
1989 御免町02 東崎 ヒガシザキ 下タ谷口 シモタニグチ
1990 御免町02 東崎 ヒガシザキ 上谷口 カミタニグチ
1991 御免町02 東崎 ヒガシザキ 年越山 トシコシヤマ
1992 御免町02 東崎 ヒガシザキ 中祈年 ナカキネン
1993 御免町02 東崎 ヒガシザキ 東祈年 ヒガシキネン
1994 御免町02 東崎 ヒガシザキ 曲田 マガリデン
1995 御免町02 東崎 ヒガシザキ 西鳶ヶ池 ニシトビガイケ
1996 御免町02 東崎 ヒガシザキ 北鳶ヶ池 キタトビガイケ
1997 御免町02 東崎 ヒガシザキ 東鳶ヶ池 ヒガシトビガイケ
1998 御免町02 東崎 ヒガシザキ 三角田 サンカクデン
1999 御免町02 東崎 ヒガシザキ 八幡田 ヤハタデン
2000 御免町02 東崎 ヒガシザキ 輿休田 ヨヤスミダ
2001 御免町02 東崎 ヒガシザキ 山神田 ヤマガミデン
2002 御免町02 東崎 ヒガシザキ 車田 クルマダ
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2003 御免町02 東崎 ヒガシザキ 落合田 オチアイデン
2004 御免町02 東崎 ヒガシザキ 吉田 ヨシダ
2005 御免町02 東崎 ヒガシザキ 五軒屋敷 ゴケンヤシキ
2006 御免町02 東崎 ヒガシザキ 安芸田 アキデン
2007 御免町02 東崎 ヒガシザキ 神母田 イゲデン
2008 御免町02 東崎 ヒガシザキ 木ノ本 キノモト
2009 御免町02 東崎 ヒガシザキ 坂本田 サカモトデン
2010 御免町02 東崎 ヒガシザキ 萩野田 ハギノデン
2011 御免町02 東崎 ヒガシザキ 前萩野田 マエハギノデン
2012 御免町02 東崎 ヒガシザキ 松ノ本 マツノモト
2013 御免町02 東崎 ヒガシザキ 西松ノ本田 ニシマツモトデン
2014 御免町02 東崎 ヒガシザキ 松村田 マツムラデン
2015 御免町02 東崎 ヒガシザキ 竹村田 タケムラデン
2016 御免町02 東崎 ヒガシザキ 浅井田 アサイデン
2017 御免町02 東崎 ヒガシザキ 東天神田 ヒガシテンジンデン
2018 御免町02 東崎 ヒガシザキ 天神田 テンジンデン
2019 御免町02 東崎 ヒガシザキ 田村田 タムラデン
2020 御免町02 東崎 ヒガシザキ 中澤田 ナカザワデン
2021 御免町02 東崎 ヒガシザキ 田島田 タシマデン
2022 御免町02 東崎 ヒガシザキ 西天神田 ニシテンジンデン
2023 御免町02 東崎 ヒガシザキ 小栗田 オグリデン
2024 御免町02 東崎 ヒガシザキ 北芝田 シタシバデン
2025 御免町02 東崎 ヒガシザキ 土居田 ドイデン
2026 御免町02 東崎 ヒガシザキ 東芝田 ヒガシシバタ
2027 御免町02 東崎 ヒガシザキ 芝田 シバタ
2028 御免町02 東崎 ヒガシザキ 塚田 ツカタ
2029 御免町02 東崎 ヒガシザキ 利岡田 トシオカデン
2030 御免町02 東崎 ヒガシザキ 北浦田 キタウラデン
2031 御免町02 東崎 ヒガシザキ 前日吉 マエヒヨシ
2032 御免町02 東崎 ヒガシザキ 入交 イリマジリ
2033 御免町02 東崎 ヒガシザキ 南横堀 ミナミヨコボリ
2034 御免町02 東崎 ヒガシザキ 北横堀 キタヨコボリ
2035 御免町02 東崎 ヒガシザキ 西日吉 ニシヒヨシ
2036 御免町02 東崎 ヒガシザキ 日吉田 ヒヨシデン
2037 御免町02 東崎 ヒガシザキ 道添 ミチゾエ
2038 御免町02 東崎 ヒガシザキ 道添筋 ミチゾエスジ
2039 御免町02 東崎 ヒガシザキ 形見田 カタミデン
2040 御免町02 東崎 ヒガシザキ 西根須神 ニシネズガミ
2041 御免町02 東崎 ヒガシザキ 南根須神 ミナミネズガミ
2042 御免町02 東崎 ヒガシザキ 西チョウ塚 ニシチョウヅカ
2043 御免町02 東崎 ヒガシザキ チョウ塚 チョウヅカ
2044 御免町02 東崎 ヒガシザキ 根須神 ネズガミ
2045 御免町02 東崎 ヒガシザキ 北根須神 キタネズガミ
2046 御免町02 東崎 ヒガシザキ 年越 トシコシ
2047 御免町02 東崎 ヒガシザキ 西松ノ本田 ニシマツモトデン
2048 御免町03 野中 ノナカ 土橋 ドバシ
2049 御免町03 野中 ノナカ 窪地 クボチ
2050 御免町03 野中 ノナカ 鞍掛 クラカケ
2051 御免町03 野中 ノナカ 東山地 ヒガシヤマヂ
2052 御免町03 野中 ノナカ 東山 ヒガシヤマ
2053 御免町03 野中 ノナカ 川上 カワカミ
2054 御免町03 野中 ノナカ 西山地 ニシヤマヂ
2055 御免町03 野中 ノナカ 中谷 ナカダニ
2056 御免町03 野中 ノナカ 西山 ニシヤマ
2057 御免町03 野中 ノナカ 前谷 マエダニ
2058 御免町03 野中 ノナカ 坂本 サカモト
2059 御免町03 野中 ノナカ 與田 キョウデン
2060 御免町03 野中 ノナカ 東與田 ヒガシキョウデン
2061 御免町03 野中 ノナカ 林口 ハヤシグチ
2062 御免町03 野中 ノナカ 川間 カワマ
2063 御免町03 野中 ノナカ 岩崎 イワサキ
2064 御免町03 野中 ノナカ 東川間 ヒガシカワマ
2065 御免町03 野中 ノナカ 鎌田 カマタ
2066 御免町03 野中 ノナカ 十一地 ジュウイチヂ
2067 御免町03 野中 ノナカ 渋谷 シブヤ
2068 御免町03 野中 ノナカ 窪田 クボタ
2069 御免町03 野中 ノナカ 西藤 ニシフジ
2070 御免町03 野中 ノナカ 沖井 オキイ
2071 御免町03 野中 ノナカ 三角 サンカク
2072 御免町03 野中 ノナカ 小添 コゾエ
2073 御免町03 野中 ノナカ 鐘突 カネツキ
2074 御免町03 野中 ノナカ 北鐘突 キタカネツキ
2075 御免町03 野中 ノナカ 水門 スイモン
2076 御免町03 野中 ノナカ 山田 ヤマダ
2077 御免町03 野中 ノナカ 唐戸 カラト
2078 御免町03 野中 ノナカ 年越 トシコシ
2079 御免町03 野中 ノナカ 大谷口 オオタニグチ
2080 御免町03 野中 ノナカ 野中 ノナカ
2081 御免町03 野中 ノナカ 西野中 ニシノナカ
2082 御免町03 野中 ノナカ 離レ地 ハナレヂ
2083 御免町03 野中 ノナカ ドウジリ ドウジリ
2084 御免町03 野中 ノナカ 離レ屋敷 ハナレヤシキ
2085 御免町03 野中 ノナカ 年越山 トシコシヤマ
2086 御免町04 後免町 ゴメンチョウ 松ノ本 マツノモト
2087 御免町04 後免町 ゴメンチョウ 南田 ミナミダ
2088 御免町04 後免町 ゴメンチョウ 新地 シンチ
2089 御免町04 後免町 ゴメンチョウ 新田 シンデン
2090 住居表示04 後免町一丁目 ゴメンチョウイッチョウメ
2091 住居表示05 後免町二丁目 ゴメンチョウニチョウメ
2092 住居表示06 後免町三丁目 ゴメンチョウサンチョウメ
2093 住居表示07 後免町四丁目 ゴメンチョウヨンチョウメ
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2094 野田01 下野田 シモノダ 裏横テ ウラヨコテ
2095 野田01 下野田 シモノダ 表横テ オモテヨコテ
2096 野田01 下野田 シモノダ 溝バサマ ミゾバサマ
2097 野田01 下野田 シモノダ 土田 ツチダ
2098 野田01 下野田 シモノダ 平松 ヒラマツ
2099 野田01 下野田 シモノダ 土田西城戸 ツチダニシキド
2100 野田01 下野田 シモノダ 六反地 ロクタンチ
2101 野田01 下野田 シモノダ 道添 ミチゾエ
2102 野田01 下野田 シモノダ 行延 ユキノベ
2103 野田01 下野田 シモノダ カト カト
2104 野田01 下野田 シモノダ 西カト ニシカド
2105 野田01 下野田 シモノダ 西裏 ニシウラ
2106 野田01 下野田 シモノダ 田ノ内 タノウチ
2107 野田01 下野田 シモノダ 西野田 ニシノダ
2108 野田01 下野田 シモノダ 石橋 イシバシ
2109 野田01 下野田 シモノダ 西畑 ニシバタ
2110 野田01 下野田 シモノダ 幣串 ヘイグシ
2111 野田01 下野田 シモノダ 五ノ内 ゴノウチ
2112 野田01 下野田 シモノダ 土クロ ツチクロ
2113 野田01 下野田 シモノダ タブ タブ
2114 野田01 下野田 シモノダ 和田 ワダ
2115 野田01 下野田 シモノダ 柳田 ヤナギダ
2116 野田01 下野田 シモノダ 宮ノ前 ミヤノマエ
2117 野田01 下野田 シモノダ 宮ノ後 ミヤノウシロ
2118 野田01 下野田 シモノダ エノ道 エノミチ
2119 野田01 下野田 シモノダ 下四反田 シモヨンタンダ
2120 野田01 下野田 シモノダ 西流田 ニシナガレタ
2121 野田01 下野田 シモノダ 東流田 ヒガシナガレタ
2122 野田01 下野田 シモノダ 後ロ田 ウシロクチデン
2123 野田01 下野田 シモノダ 諏訪後 スワノウシロ
2124 野田01 下野田 シモノダ ハヨヲサ ハヨオサ
2125 野田01 下野田 シモノダ 尾西 オニシ
2126 野田01 下野田 シモノダ 六地蔵 ロクヂゾウ
2127 野田01 下野田 シモノダ 出口 デグチ
2128 野田01 下野田 シモノダ 宮地 ミヤヂ
2129 野田01 下野田 シモノダ 小芝 コシバ
2130 野田01 下野田 シモノダ 前田 マエダ
2131 野田01 下野田 シモノダ 慈光 ジコウ
2132 野田01 下野田 シモノダ 高添 タカゾエ
2133 野田01 下野田 シモノダ 内村 ウチムラ
2134 野田01 下野田 シモノダ 南門 ミナミモン
2135 野田01 下野田 シモノダ 城 シロ
2136 野田01 下野田 シモノダ 上村土居 カミムラドイ
2137 野田01 下野田 シモノダ 北ニノ塀 キタニノヘイ
2138 野田01 下野田 シモノダ 堀掛 ホリカケ
2139 野田01 下野田 シモノダ 東後口田 ヒガシウシロクチデン
2140 野田01 下野田 シモノダ ミサウ田 ミサウデン
2141 野田01 下野田 シモノダ 芝田 シバタ
2142 野田01 下野田 シモノダ 木ノ内 キノウチ
2143 野田01 下野田 シモノダ 堂ノ内 ドウノウチ
2144 野田01 下野田 シモノダ 北屋式 キタヤシキ
2145 野田01 下野田 シモノダ 阿弥陀堂 アミダドウ
2146 野田01 下野田 シモノダ 田中 タナカ
2147 野田01 下野田 シモノダ 南田中 ミナミタナカ
2148 野田01 下野田 シモノダ 福ロウ フクロウ
2149 野田01 下野田 シモノダ 橋川 ハシカワ
2150 野田01 下野田 シモノダ 南渡上 ミナミワタリアガリ
2151 野田01 下野田 シモノダ 法松 ノリマツ
2152 野田01 下野田 シモノダ 横落シ ヨコオトシ
2153 野田01 下野田 シモノダ 一ヶ坪 イチガツボ
2154 野田01 下野田 シモノダ 末成 スエナリ
2155 野田01 下野田 シモノダ 下塚田 シモツカタ
2156 野田01 下野田 シモノダ 修理田 シュウリデン
2157 野田01 下野田 シモノダ 尾永田 オナガタ
2158 野田01 下野田 シモノダ 金田 カネダ
2159 野田01 下野田 シモノダ 石田 イシダ
2160 野田01 下野田 シモノダ 北渡リ上 キタワタリアガリ
2161 野田01 下野田 シモノダ 下飛岡 シモトビオカ
2162 野田01 下野田 シモノダ 経塚 ケイヅカ
2163 野田01 下野田 シモノダ 宇豆（ウヅ） ウマメ
2164 野田01 下野田 シモノダ 雛比羅 ヒナヒラ
2165 野田01 下野田 シモノダ 丸田 マルタ
2166 野田01 下野田 シモノダ 下中島 シモナカジマ
2167 野田01 下野田 シモノダ 上中島 カミナカジマ
2168 野田01 下野田 シモノダ ミコガ内 ミコガウチ
2169 野田01 下野田 シモノダ 大鋸板 オオノコイタ
2170 野田01 下野田 シモノダ 岩村ノ内堀ノ内キツカイ イワムラノウチホリノウチキツカイ

2171 野田01 下野田 シモノダ 梅ノ木ヵ内 ウメノキガウチ
2172 野田01 下野田 シモノダ 大埇村門田 オオソネムラカドタ
2173 野田01 下野田 シモノダ 塚田 ツカタ
2174 野田01 下野田 シモノダ 芝 シバ
2175 野田01 下野田 シモノダ 下石橋 シモイシバシ
2176 野田01 下野田 シモノダ 有芝 アリシバ
2177 野田02 上野田 カミノダ ツカタ ツカタ
2178 野田02 上野田 カミノダ 上松田 カミマツダ
2179 野田02 上野田 カミノダ ヒカケ ヒカケ
2180 野田02 上野田 カミノダ 西ミコカ内 ニシミコガウチ
2181 野田02 上野田 カミノダ 東ミコカ内 ヒガシミコガウチ
2182 野田02 上野田 カミノダ 六反田 ロクタンダ
2183 野田02 上野田 カミノダ ユトウリ ユトウリ
2184 野田02 上野田 カミノダ 古トノ フルトノ
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2185 野田02 上野田 カミノダ ムロカ内 ムロガウチ
2186 野田02 上野田 カミノダ ハウロク ハウロク
2187 野田02 上野田 カミノダ ウツホカ内 ウツホカウチ
2188 野田02 上野田 カミノダ ユキカ内 ユキガウチ
2189 野田02 上野田 カミノダ 家ミカ内 イエミガウチ
2190 野田02 上野田 カミノダ 四反田 ヨンタンダ
2191 野田02 上野田 カミノダ クンテン クンテン
2192 野田02 上野田 カミノダ コキカ内 コキガウチ
2193 野田02 上野田 カミノダ 中ヤカ内 ナカヤカウチ
2194 野田02 上野田 カミノダ 北ヒカケ キタヒカケ
2195 野田02 上野田 カミノダ ヨリトウ ヨリトウ
2196 野田02 上野田 カミノダ 下ノキシ シモノギシ
2197 野田02 上野田 カミノダ 上ノキシ カミノギシ
2198 野田02 上野田 カミノダ 上柳田 カミヤナギダ
2199 野田02 上野田 カミノダ 杉ヶ内 スギガウチ
2200 野田02 上野田 カミノダ 西カマタ ニシカマタ
2201 野田02 上野田 カミノダ 東カマタ ヒガシカマタ
2202 野田02 上野田 カミノダ 道添 ミチゾエ
2203 野田02 上野田 カミノダ 西竹クロ ニシタケクロ
2204 野田02 上野田 カミノダ 東竹クロ ヒガシタケクロ
2205 野田02 上野田 カミノダ リキウサ リキウサ
2206 野田02 上野田 カミノダ 柳ヶ坪 ヤナギガツボ
2207 野田02 上野田 カミノダ 八反田 ハッタンダ
2208 野田02 上野田 カミノダ 九ノ坪 キュウノツボ
2209 野田02 上野田 カミノダ カトタ カトタ
2210 野田02 上野田 カミノダ カクラテン カクラテン
2211 野田02 上野田 カミノダ 岩ナミ イワナミ
2212 野田02 上野田 カミノダ 西高木 ニシタカギ
2213 野田02 上野田 カミノダ 横田 ヨコタ
2214 野田02 上野田 カミノダ 高木 タカギ
2215 野田02 上野田 カミノダ ホリノ内 ホリノウチ
2216 野田02 上野田 カミノダ ヲキ添 ヲキゾエ
2217 野田02 上野田 カミノダ コクソ コクソ
2218 野田02 上野田 カミノダ 道ノヘ ミチノヘ
2219 野田02 上野田 カミノダ 六ノ坪 ロクノツボ
2220 野田02 上野田 カミノダ マチタ マチタ
2221 野田02 上野田 カミノダ クイタ クイタ
2222 野田02 上野田 カミノダ ヒラクロ ヒラクロ
2223 野田02 上野田 カミノダ タカノ本 タカノモト
2224 野田02 上野田 カミノダ シロイ畑 シロイバタケ
2225 野田02 上野田 カミノダ シロイ シロイ
2226 野田02 上野田 カミノダ ノハタ ノハタ
2227 野田02 上野田 カミノダ ヲク田 ヲクタ
2228 野田02 上野田 カミノダ 城ノ前 シロノマエ
2229 野田02 上野田 カミノダ 石橋 イシバシ
2230 野田02 上野田 カミノダ ヒルイタ ヒルイタ
2231 野田02 上野田 カミノダ 五ノ坪 ゴノツボ
2232 野田02 上野田 カミノダ ヨケ添 ヨケゾエ
2233 野田02 上野田 カミノダ 神母ノ本 イゲノモト
2234 野田02 上野田 カミノダ 一ノ塀 イチノヘイ
2235 野田02 上野田 カミノダ 芝開キ シバヒラキ
2236 野田02 上野田 カミノダ 三ノ坪 サンノツボ
2237 野田02 上野田 カミノダ 土居ノ前 ドイノマエ
2238 野田02 上野田 カミノダ 上野田詰 カミノダヅメ
2239 野田02 上野田 カミノダ 三ノ塀 サンノヘイ
2240 野田02 上野田 カミノダ 土居屋敷 ドイヤシキ
2241 野田02 上野田 カミノダ 前田丸 マエダマル
2242 野田02 上野田 カミノダ 東竹黒 ヒガシタケグロ
2243 野田02 上野田 カミノダ ヨケ添 ヨケゾエ
2244 大篠01 大埇 オオソネ 大黒田 オオグロデン
2245 大篠01 大埇 オオソネ 九反田 キュウタンダ
2246 大篠01 大埇 オオソネ カントリ カントリ
2247 大篠01 大埇 オオソネ セガキ セガキ
2248 大篠01 大埇 オオソネ 木曽岡 キソオカ
2249 大篠01 大埇 オオソネ 善福寺 ゼンフクジ
2250 大篠01 大埇 オオソネ 横柿 ヨコガキ
2251 大篠01 大埇 オオソネ 立柿 タテカキ
2252 大篠01 大埇 オオソネ 原田 ハラダ
2253 大篠01 大埇 オオソネ 成願 セイガン
2254 大篠01 大埇 オオソネ 後田 ウシロデン
2255 大篠01 大埇 オオソネ 窪 クボ
2256 大篠01 大埇 オオソネ 発向 ハツムカイ
2257 大篠01 大埇 オオソネ 樋尻 ヒノシリ
2258 大篠01 大埇 オオソネ 善助分 ゼンスケブン
2259 大篠01 大埇 オオソネ 上久保 カミノクボ
2260 大篠01 大埇 オオソネ 桧物ヶ内 ヒノキモノガウチ
2261 大篠01 大埇 オオソネ 築田 チクダ
2262 大篠01 大埇 オオソネ 西屋敷 ニシヤシキ
2263 大篠01 大埇 オオソネ 前留 マエドメ
2264 大篠01 大埇 オオソネ ヌメル ヌメル
2265 大篠01 大埇 オオソネ 井領 イリョウ
2266 大篠01 大埇 オオソネ 経柱 ケイチュウ
2267 大篠01 大埇 オオソネ 南経柱 ミナミケイチュウ
2268 大篠01 大埇 オオソネ 渕ヶ上 フチガカミ
2269 大篠01 大埇 オオソネ 林ノ本 ハヤシノモト
2270 大篠01 大埇 オオソネ 河原田 カワハラデン
2271 大篠01 大埇 オオソネ 永田 ナガタ
2272 大篠01 大埇 オオソネ 宝ヶ内 タカラガウチ
2273 大篠01 大埇 オオソネ 能間 ノウマ
2274 大篠01 大埇 オオソネ 武久 ブキュウ
2275 大篠01 大埇 オオソネ 赤畑 アカハタ
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2276 大篠01 大埇 オオソネ 木ノ内 キノウチ
2277 大篠01 大埇 オオソネ 門田 カドタ
2278 大篠01 大埇 オオソネ 杉ヶ内 スギガウチ
2279 大篠01 大埇 オオソネ 古藤 フルフジ
2280 大篠01 大埇 オオソネ 的場 マトバ
2281 大篠01 大埇 オオソネ 中屋敷 ナカヤシキ
2282 大篠01 大埇 オオソネ 判官田 ハンガンデン
2283 大篠01 大埇 オオソネ 四反田 ヨンタンダ
2284 大篠01 大埇 オオソネ 天王ヶ内 テンノウガウチ
2285 大篠01 大埇 オオソネ 榎田 エノキダ
2286 大篠01 大埇 オオソネ 田部 タベ
2287 大篠01 大埇 オオソネ 城陸 ジュウロク
2288 大篠01 大埇 オオソネ 田中 タナカ
2289 大篠01 大埇 オオソネ 岩崎 イワサキ
2290 大篠01 大埇 オオソネ 土田 ツチダ
2291 大篠01 大埇 オオソネ 祇園田 ギオンデン
2292 大篠01 大埇 オオソネ 並光分 ヘイコウブン
2293 大篠01 大埇 オオソネ 小豆尻 アズキジリ
2294 大篠01 大埇 オオソネ 蟻塚 アリヅカ
2295 大篠01 大埇 オオソネ 鍛冶屋分 カジヤブン
2296 大篠01 大埇 オオソネ 上ノ坪 カミノツボ
2297 大篠01 大埇 オオソネ 北野 キタノ
2298 大篠01 大埇 オオソネ 弐丁掛 ニチョウガケ
2299 大篠01 大埇 オオソネ 西之窪 ニシノクボ
2300 大篠01 大埇 オオソネ 長クロ ナガクロ
2301 大篠01 大埇 オオソネ 山崎 ヤマサキ
2302 大篠01 大埇 オオソネ ショウブ田 ショウブデン
2303 大篠01 大埇 オオソネ 道ノ裏 ミチノウラ
2304 大篠01 大埇 オオソネ 治造穂 ジゾウホ
2305 大篠01 大埇 オオソネ 永道 ナガミチ
2306 大篠01 大埇 オオソネ 旭田 アサヒダ
2307 大篠01 大埇 オオソネ 吉田前 ヨシダマエ
2308 大篠01 大埇 オオソネ 芝ヶ端 シバガハシ
2309 大篠01 大埇 オオソネ 横枕 ヨコマクラ
2310 大篠01 大埇 オオソネ 小梅 コウメ
2311 大篠01 大埇 オオソネ 野岸 ノギシ
2312 大篠01 大埇 オオソネ 弘井ヶ内 ヒロイガウチ
2313 大篠01 大埇 オオソネ 刈又 カリマタ
2314 大篠01 大埇 オオソネ 実兼 ジツカネ
2315 大篠01 大埇 オオソネ 上尻明 カミシリアケ
2316 大篠01 大埇 オオソネ 尻明 シリアケ
2317 大篠01 大埇 オオソネ 土器給 ドキキュウ
2318 大篠01 大埇 オオソネ 甲藤分 カットウブン
2319 大篠01 大埇 オオソネ 山ノ下 ヤマノシタ
2320 大篠01 大埇 オオソネ 窪ヶ内 クボガウチ
2321 大篠01 大埇 オオソネ 南姫倉 ミナミヒメクラ
2322 大篠01 大埇 オオソネ 高田前 タカダマエ
2323 大篠01 大埇 オオソネ 神母前 イゲノマエ
2324 大篠01 大埇 オオソネ 神母ノ本 イゲノモト
2325 大篠01 大埇 オオソネ 植松板釣畑 ウエマツイタツリバタ
2326 大篠01 大埇 オオソネ 盛下屋敷 モリシタヤシキ
2327 大篠01 大埇 オオソネ 姫ノ倉 ヒメノクラ
2328 大篠01 大埇 オオソネ 次右衛門町 ジウエモンチョウ
2329 大篠01 大埇 オオソネ 八反田 ハッタンダ
2330 大篠01 大埇 オオソネ 西山新田 ニシヤマシンデン
2331 大篠01 大埇 オオソネ 川添 カワゾエ
2332 大篠01 大埇 オオソネ 利岡辰己 トシオカタツミ
2333 大篠01 大埇 オオソネ 七反畑 ナナタンバタケ
2334 大篠01 大埇 オオソネ 染殿 ソメドノ
2335 大篠01 大埇 オオソネ 寺分 テラブン
2336 大篠01 大埇 オオソネ 小路口 コウジグチ
2337 大篠01 大埇 オオソネ 畠田 ハタケダ
2338 大篠01 大埇 オオソネ 室屋敷 ムロヤシキ
2339 大篠01 大埇 オオソネ 毘沙門 ビシャモン
2340 大篠01 大埇 オオソネ 茶屋場 チャヤバ
2341 大篠01 大埇 オオソネ 前ノ丁 マエノチョウ
2342 大篠01 大埇 オオソネ 上桑田 カミクワタ
2343 大篠01 大埇 オオソネ 下桑田 シモクワタ
2344 大篠01 大埇 オオソネ トガ窪 トガクボ
2345 大篠01 大埇 オオソネ 樋掛 ヒガケ
2346 大篠01 大埇 オオソネ 西崎 ニシザキ
2347 大篠01 大埇 オオソネ 盛分 モリブン
2348 大篠01 大埇 オオソネ 改田分 カイダブン
2349 大篠01 大埇 オオソネ 下田地 シモダチ
2350 大篠01 大埇 オオソネ 田中前 タナカマエ
2351 大篠01 大埇 オオソネ 秋岡屋敷 アキオカヤシキ
2352 大篠01 大埇 オオソネ 神主田 カンヌシデン
2353 大篠01 大埇 オオソネ 落地 ラクチ
2354 大篠01 大埇 オオソネ 鳥取 トットリ
2355 大篠01 大埇 オオソネ エゲブン エゲブン
2356 大篠01 大埇 オオソネ 郡堺 グンザカイ
2357 大篠01 大埇 オオソネ 筒割 ツツワリ
2358 大篠01 大埇 オオソネ 幸田 コウダ
2359 大篠01 大埇 オオソネ 千原 チハラ
2360 大篠01 大埇 オオソネ 町田 マチダ
2361 大篠01 大埇 オオソネ 防城戸 ボウノキド
2362 大篠01 大埇 オオソネ 外場戸 ソトバト
2363 大篠01 大埇 オオソネ 一宮地 イックチ
2364 大篠01 大埇 オオソネ 江村分 エムラブン
2365 大篠01 大埇 オオソネ 樋ノ口 ヒノクチ
2366 大篠01 大埇 オオソネ 金ヶ坪 カネガツボ
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2367 大篠01 大埇 オオソネ 股抜 マタヌキ
2368 大篠01 大埇 オオソネ 柳田 ヤナギダ
2369 大篠01 大埇 オオソネ 次郎丸 ジロウマル
2370 大篠01 大埇 オオソネ 千頭 セントウ
2371 大篠01 大埇 オオソネ 岩貞 イワサダ
2372 大篠01 大埇 オオソネ 久保田 クボタ
2373 大篠01 大埇 オオソネ 西ノ川 ニシノカワ
2374 大篠01 大埇 オオソネ 橋詰 ハシヅメ
2375 大篠01 大埇 オオソネ 中ノ町 ナカノマチ
2376 大篠01 大埇 オオソネ 三ツ又 ミツマタ
2377 大篠01 大埇 オオソネ クンデン クンデン
2378 大篠01 大埇 オオソネ 末永 スエナガ
2379 大篠01 大埇 オオソネ 木戸口 キドグチ
2380 大篠01 大埇 オオソネ 田井 タイ
2381 大篠01 大埇 オオソネ カフロギ カフロギ
2382 大篠01 大埇 オオソネ 横中 ヨコナカ
2383 大篠01 大埇 オオソネ 古屋敷 フルヤシキ
2384 大篠01 大埇 オオソネ 芋畑 イモバタ
2385 大篠01 大埇 オオソネ 松山 マツヤマ
2386 大篠01 大埇 オオソネ 福田 フクダ
2387 大篠01 大埇 オオソネ 六俵 ロクダワラ
2388 大篠01 大埇 オオソネ 一ノ坪 イチノツボ
2389 大篠01 大埇 オオソネ 尾仲 オナカ
2390 大篠01 大埇 オオソネ 大良 ダイリョウ
2391 大篠01 大埇 オオソネ 奥宮 オクミヤ
2392 大篠01 大埇 オオソネ 大川添 オオカワゾエ
2393 大篠01 大埇 オオソネ 横手永田 ヨコテナガタ
2394 大篠01 大埇 オオソネ 八万東 ハチマンノヒガシ
2395 大篠01 大埇 オオソネ ハエノ後 ハエノウシロ
2396 大篠01 大埇 オオソネ 林 ハヤシ
2397 大篠01 大埇 オオソネ スガタ スガタ
2398 大篠01 大埇 オオソネ 八木屋敷 ヤギヤシキ
2399 大篠01 大埇 オオソネ 寺添 テラゾエ
2400 大篠01 大埇 オオソネ 鶴田 ツルタ
2401 大篠01 大埇 オオソネ 島田 シマダ
2402 大篠01 大埇 オオソネ 八木ヶ窪 ヤギガクボ
2403 大篠01 大埇 オオソネ 足達 アダチ
2404 大篠01 大埇 オオソネ 梅ヶ内 ウメガウチ
2405 大篠01 大埇 オオソネ 前田 マエダ
2406 大篠01 大埇 オオソネ 中野 ナカノ
2407 大篠01 大埇 オオソネ 字中 アザナカ
2408 大篠01 大埇 オオソネ 大年田 オオトシダ
2409 大篠01 大埇 オオソネ 亀田 カメダ
2410 大篠01 大埇 オオソネ 山東端 サントウハシ
2411 大篠01 大埇 オオソネ 大道添 オオミチゾエ
2412 大篠01 大埇 オオソネ 馬ムケス ウマムケス
2413 大篠01 大埇 オオソネ ミコヶウチ ミコガウチ
2414 大篠01 大埇 オオソネ 新川渕 シンカワブチ
2415 大篠01 大埇 オオソネ 中島 ナカジマ
2416 大篠01 大埇 オオソネ 上門田 カミカドタ
2417 大篠01 大埇 オオソネ クロメクリ クロメクリ
2418 大篠01 大埇 オオソネ 城 シロ
2419 大篠01 大埇 オオソネ サコノ上 サコノウエ
2420 大篠01 大埇 オオソネ 古金丸 コガネマル
2421 大篠01 大埇 オオソネ 東堀 ヒガシボリ
2422 大篠01 大埇 オオソネ 土居前 ドイマエ
2423 大篠01 大埇 オオソネ 八反田 ハッタンダ
2424 大篠01 大埇 オオソネ タフノモト タフノモト
2425 大篠01 大埇 オオソネ 大窪 オオクボ
2426 大篠01 大埇 オオソネ 塚田 ツカタ
2427 大篠01 大埇 オオソネ 神土丸 カミノツチマル
2428 大篠01 大埇 オオソネ 曽田 ソダ
2429 大篠01 大埇 オオソネ 北ノ後 キタノウシロ
2430 大篠01 大埇 オオソネ 楠 クス
2431 大篠01 大埇 オオソネ 北地 キタヂ
2432 大篠01 大埇 オオソネ 琴平橋 コトヒラバシ
2433 大篠01 大埇 オオソネ 井流ノ北 イナガレノキタ
2434 大篠01 大埇 オオソネ 堤ノ内 ツツミノウチ
2435 大篠01 大埇 オオソネ 角屋敷 カドヤシキ
2436 大篠01 大埇 オオソネ シタヂ シタヂ
2437 大篠01 大埇 オオソネ タテン タテン
2438 大篠01 大埇 オオソネ 大西 オオニシ
2439 大篠01 大埇 オオソネ 関 セキ
2440 大篠01 大埇 オオソネ サクラ サクラ
2441 大篠01 大埇 オオソネ 玉田 タマダ
2442 大篠01 大埇 オオソネ 大木戸 オオキド
2443 大篠01 大埇 オオソネ 竹ノ内 タケノウチ
2444 大篠01 大埇 オオソネ 名所 メイショ
2445 大篠01 大埇 オオソネ 将軍丸 ショウグンマル
2446 大篠01 大埇 オオソネ 三反田 サンタンダ
2447 大篠01 大埇 オオソネ ム子ツギ ムネツギ
2448 大篠01 大埇 オオソネ 川中 カワノナカ
2449 大篠01 大埇 オオソネ 畑丸 ハタケノマル
2450 大篠01 大埇 オオソネ 芝ノ畑 シバノハタ
2451 大篠01 大埇 オオソネ トキカウ トキカウ
2452 大篠01 大埇 オオソネ 角田窪 カドタクボ
2453 大篠01 大埇 オオソネ 高井 タカイ
2454 大篠01 大埇 オオソネ 下道 シモミチ
2455 大篠01 大埇 オオソネ 郷ノ前 ゴウノマエ
2456 大篠01 大埇 オオソネ 都野 トノ
2457 大篠01 大埇 オオソネ 後野 ウシロノ
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2458 大篠01 大埇 オオソネ 馬場添 ババゾエ
2459 大篠01 大埇 オオソネ 恩徳寺 オントクジ
2460 大篠01 大埇 オオソネ 吾岡山 ゴオカヤマ
2461 大篠01 大埇 オオソネ 宮ノ脇 ミヤノワキ
2462 大篠01 大埇 オオソネ 白山前 シロヤマノマエ
2463 大篠01 大埇 オオソネ 山ノ前 ヤマノマエ
2464 大篠01 大埇 オオソネ 大堺 オオザカイ
2465 大篠01 大埇 オオソネ 西山崎 ニシヤマサキ
2466 大篠01 大埇 オオソネ 藤田 フジタ
2467 大篠01 大埇 オオソネ 惣タ田 ソウタデン
2468 大篠01 大埇 オオソネ 買地 カイヂ
2469 大篠01 大埇 オオソネ 子ギデン ネギデン
2470 大篠01 大埇 オオソネ 野都合ヶ久保 ノツゴウガクボ
2471 大篠01 大埇 オオソネ 親田 オヤタ
2472 大篠01 大埇 オオソネ 開化田 カイカデン
2473 大篠01 大埇 オオソネ 野添 ノゾエ
2474 大篠01 大埇 オオソネ 鍬野分 クワノブン
2475 大篠01 大埇 オオソネ 蒲原新田 カモハラシンデン
2476 大篠01 大埇 オオソネ タキヤカ タキヤカ
2477 大篠01 大埇 オオソネ 太郎兵衛分 タロベイブン
2478 大篠01 大埇 オオソネ 松本 マツノモト
2479 大篠01 大埇 オオソネ 神田 コウダ
2480 大篠01 大埇 オオソネ 明治田 メイジダ
2481 大篠01 大埇 オオソネ 辻ノ丸 ツジノマル
2482 大篠01 大埇 オオソネ 尻バミ シリバミ
2483 大篠01 大埇 オオソネ 小山 コヤマ
2484 大篠01 大埇 オオソネ 向山 ムカイヤマ
2485 大篠01 大埇 オオソネ 南山 ミナミヤマ
2486 大篠01 大埇 オオソネ 瀧ノ下 タキノシタ
2487 大篠01 大埇 オオソネ 茶田 チャダ
2488 大篠01 大埇 オオソネ マクボ マクボ
2489 大篠01 大埇 オオソネ 丸田 マルタ
2490 大篠01 大埇 オオソネ 乱戸 ランド
2491 大篠01 大埇 オオソネ 土居屋敷 ドイヤシキ
2492 大篠01 大埇 オオソネ 野合 ノゴウ
2493 大篠01 大埇 オオソネ 御手作原 オテサクハラオツ
2494 大篠01 大埇 オオソネ 長丁 ナガチョウ
2495 大篠01 大埇 オオソネ 山端 ヤマハシ
2496 大篠01 大埇 オオソネ 西ノ後 ニシノウシロ
2497 大篠01 大埇 オオソネ 分田 ブンタ
2498 大篠01 大埇 オオソネ 住吉 スミヨシ
2499 大篠01 大埇 オオソネ 幾分 イクブン
2500 大篠01 大埇 オオソネ 弥助屋敷 ヤスケヤシキ
2501 大篠01 大埇 オオソネ 本屋敷 モトヤシキ
2502 大篠01 大埇 オオソネ 上渡瀬 カミワタセ
2503 大篠01 大埇 オオソネ 神母前 イゲノマエ
2504 大篠01 大埇 オオソネ 野都合 ノツゴウ
2505 大篠01 大埇 オオソネ 芝ノ裏 シバノウラ
2506 大篠01 大埇 オオソネ 鹿夫 シカフ
2507 大篠01 大埇 オオソネ 大田 オオタ
2508 大篠01 大埇 オオソネ 植松 ウエマツ
2509 大篠01 大埇 オオソネ 小野 オノ
2510 大篠01 大埇 オオソネ 喜平屋敷 キヘイヤシキ
2511 大篠01 大埇 オオソネ 中ノ丁 ナカノチョウ
2512 大篠01 大埇 オオソネ 松ヶ本 マツガモト
2513 大篠01 大埇 オオソネ 七反地 ナナタンチ
2514 大篠01 大埇 オオソネ 大津野 オオツノ
2515 大篠01 大埇 オオソネ 西ノ端 ニシノハシ
2516 大篠01 大埇 オオソネ 山ノ後 ヤマノウシロ
2517 大篠01 大埇 オオソネ 丸岡山 マルオカヤマ
2518 大篠01 大埇 オオソネ 祢宣田 ヤセンデン
2519 大篠02 篠原 シノハラ 牛踏 ウシブミ
2520 大篠02 篠原 シノハラ 瀧ノ下 タキノシタ
2521 大篠02 篠原 シノハラ 長丁 ナガチョウ
2522 大篠02 篠原 シノハラ 東長丁 ヒガシナガチョウ
2523 大篠02 篠原 シノハラ 西崎 ニシザキ
2524 大篠02 篠原 シノハラ 西ノ内 ニシノウチ
2525 大篠02 篠原 シノハラ 狭間 ハザマ
2526 大篠02 篠原 シノハラ 東実満田 ヒガシジツマンデン
2527 大篠02 篠原 シノハラ 樋掛ケ ヒカケ
2528 大篠02 篠原 シノハラ 柏水 カシワミズ
2529 大篠02 篠原 シノハラ 橋ノ本 ハシノモト
2530 大篠02 篠原 シノハラ 妙分 ミョウブン
2531 大篠02 篠原 シノハラ 表大道 オモテオオミチ
2532 大篠02 篠原 シノハラ 南浦田 ミナミウラタ
2533 大篠02 篠原 シノハラ 浦田 ウラタ
2534 大篠02 篠原 シノハラ 柳田 ヤナギダ
2535 大篠02 篠原 シノハラ 社日田 シャニチデン
2536 大篠02 篠原 シノハラ 実地現 ジッチゲン
2537 大篠02 篠原 シノハラ 井流框 イナガレカマチ
2538 大篠02 篠原 シノハラ 八ヶ坪 ヤガツボ
2539 大篠02 篠原 シノハラ 泉田 イズミダ
2540 大篠02 篠原 シノハラ 介良井 ケライ
2541 大篠02 篠原 シノハラ 加別當 トウベアタリ
2542 大篠02 篠原 シノハラ 大田 オオタ
2543 大篠02 篠原 シノハラ 壱町田 イッチョウダ
2544 大篠02 篠原 シノハラ 北実張 キタジツハリ
2545 大篠02 篠原 シノハラ 表実張 オモテジツハリ
2546 大篠02 篠原 シノハラ 慈姑田 ジシュウデン
2547 大篠02 篠原 シノハラ 小澤 オザワ
2548 大篠02 篠原 シノハラ 西実張 ニシジツハリ
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2549 大篠02 篠原 シノハラ 溝越 ミゾコシ
2550 大篠02 篠原 シノハラ 居船 イブネ
2551 大篠02 篠原 シノハラ 的ヶ池 マトガイケ
2552 大篠02 篠原 シノハラ 神母田 イゲデン
2553 大篠02 篠原 シノハラ 西泉 ニシイズミ
2554 大篠02 篠原 シノハラ 弐反田 ニタンダ
2555 大篠02 篠原 シノハラ 芝ヶ端 シバガハシ
2556 大篠02 篠原 シノハラ 諏訪崎 スワサキ
2557 大篠02 篠原 シノハラ 池ノ頭 イケノアタマ
2558 大篠02 篠原 シノハラ 西野寄 ニシノヨリ
2559 大篠02 篠原 シノハラ 鍵田 カギタ
2560 大篠02 篠原 シノハラ 土穴 ツチアナ
2561 大篠02 篠原 シノハラ 北野寄 キタノヨリ
2562 大篠02 篠原 シノハラ 野寄 ノヨリ
2563 大篠02 篠原 シノハラ 喜登浦 キトウラ
2564 大篠02 篠原 シノハラ 的場邸 マトバテイ
2565 大篠02 篠原 シノハラ 西野々 ニシノノ
2566 大篠02 篠原 シノハラ 若宮ノ前 ワカミヤノマエ
2567 大篠02 篠原 シノハラ 宮ノ林 ミヤノハヤシ
2568 大篠02 篠原 シノハラ 若宮 ワカミヤ
2569 大篠02 篠原 シノハラ 土居 ドイ
2570 大篠02 篠原 シノハラ 神母ノ前 イゲノマエ
2571 大篠02 篠原 シノハラ 散田 サンデン
2572 大篠02 篠原 シノハラ 窪田 クボタ
2573 大篠02 篠原 シノハラ 堂ノ前 ドウノマエ
2574 大篠02 篠原 シノハラ 久留守ノ前 クルスノマエ
2575 大篠02 篠原 シノハラ 久留守ノ西 クルスノニシ
2576 大篠02 篠原 シノハラ 久留守 クルス
2577 大篠02 篠原 シノハラ 久留守ノ北 クルスノキタ
2578 大篠02 篠原 シノハラ 又四郎 マタシロウ
2579 大篠02 篠原 シノハラ 若宮東 ワカミヤヒガシ
2580 大篠02 篠原 シノハラ 荒神丸 コウジンマル
2581 大篠02 篠原 シノハラ 荒神ノ前 コウジンノマエ
2582 大篠02 篠原 シノハラ 久留守ノ東 クルスノヒガシ
2583 大篠02 篠原 シノハラ 中泉 ナカイズミ
2584 大篠02 篠原 シノハラ 南泉 ミナミイズミ
2585 大篠02 篠原 シノハラ 桶給 オケキュウ
2586 大篠02 篠原 シノハラ 洲川 スガワ
2587 大篠02 篠原 シノハラ 神母ノ木 イゲノキ
2588 大篠02 篠原 シノハラ 東泉 ヒガシイズミ
2589 大篠02 篠原 シノハラ 北泉 キタイズミ
2590 大篠02 篠原 シノハラ 千田ノ木 センダノキ
2591 大篠02 篠原 シノハラ 柳添 ヤナギゾエ
2592 大篠02 篠原 シノハラ 横田 ヨコタ
2593 大篠02 篠原 シノハラ 小路口 コウジグチ
2594 大篠02 篠原 シノハラ 田ノ内 タノウチ
2595 大篠02 篠原 シノハラ 南大窪 ミナミクボ
2596 大篠02 篠原 シノハラ 幸佐 コウサ
2597 大篠02 篠原 シノハラ 東野 ヒガシノ
2598 大篠02 篠原 シノハラ 北大窪 キタオオクボ
2599 大篠02 篠原 シノハラ 吉永 ヨシナガ
2600 大篠02 篠原 シノハラ 東高見 ヒガシタカミ
2601 大篠02 篠原 シノハラ 西高見 ニシタカミ
2602 大篠02 篠原 シノハラ 西山田 ニシヤマダ
2603 大篠02 篠原 シノハラ 他村飛入地 タソントビイリチ
2604 大篠03 明見 ミョウケン 隅田ヶ瀬 スミダガセ
2605 大篠03 明見 ミョウケン フマセ フマセ
2606 大篠03 明見 ミョウケン 堀ノ渕 ホリノフチ
2607 大篠03 明見 ミョウケン 本尾 モトオ
2608 大篠03 明見 ミョウケン 牛牡谷 ウシオスダニ
2609 大篠03 明見 ミョウケン 耳ノ後 ミミノウシロ
2610 大篠03 明見 ミョウケン 角先 カドサキ
2611 大篠03 明見 ミョウケン 西山田 ニシヤマダ
2612 大篠03 明見 ミョウケン 桜ヶ谷 サクラガダニ
2613 大篠03 明見 ミョウケン 百畝町 モモセチョウ
2614 大篠03 明見 ミョウケン 雨ヶ尻 アメガジリ
2615 大篠03 明見 ミョウケン 谷ノ前 タニノマエ
2616 大篠03 明見 ミョウケン 室ノ本 ムロノモト
2617 大篠03 明見 ミョウケン 蓑腰 ミノコシ
2618 大篠03 明見 ミョウケン 京万 キョウマン
2619 大篠03 明見 ミョウケン 稲毛崎 イナゲザキ
2620 大篠03 明見 ミョウケン 横手 ヨコテ
2621 大篠03 明見 ミョウケン 猿川谷 サルガワダニ
2622 大篠03 明見 ミョウケン 南平 ミナミダイラ
2623 大篠03 明見 ミョウケン 山添 ヤマゾエ
2624 大篠03 明見 ミョウケン 前澤 マエザワ
2625 大篠03 明見 ミョウケン 前ヶ内 マエガナイ
2626 大篠03 明見 ミョウケン 竹ヶ後 タケガウシロ
2627 大篠03 明見 ミョウケン 後ヶ市 ウシロガイチ
2628 大篠03 明見 ミョウケン 仲左近 ナカサコン
2629 大篠03 明見 ミョウケン 妙現 ミョウゲン
2630 大篠03 明見 ミョウケン 大前 オオマエ
2631 大篠03 明見 ミョウケン 亀前 カメマエ
2632 大篠03 明見 ミョウケン 馬ノ跡 ウマノアト
2633 大篠03 明見 ミョウケン 道面 ミチヅラ
2634 大篠03 明見 ミョウケン 明見東 ミョウケンヒガシ
2635 大篠03 明見 ミョウケン 道尻 ミチジリ
2636 大篠03 明見 ミョウケン 亀尻 カメジリ
2637 大篠03 明見 ミョウケン 中野 ナカノ
2638 大篠03 明見 ミョウケン 北野間 キタノマ
2639 大篠03 明見 ミョウケン 山崎 ヤマサキ
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2640 大篠03 明見 ミョウケン 杉原 スギハラ
2641 大篠03 明見 ミョウケン 堀井 ホリイ
2642 大篠03 明見 ミョウケン 樋ノ口 ヒノクチ
2643 大篠03 明見 ミョウケン 薮ヶ鼻 ヤブガハナ
2644 大篠03 明見 ミョウケン 水神丸 スイジンマル
2645 大篠03 明見 ミョウケン 新橋 シンバシ
2646 大篠03 明見 ミョウケン 田所傅 タドコロデン
2647 大篠03 明見 ミョウケン 八反田 ハッタンダ
2648 大篠03 明見 ミョウケン 仲入道 ナカイリドウ
2649 大篠03 明見 ミョウケン タブノ本 タブノモト
2650 大篠03 明見 ミョウケン 井裏 イノウラ
2651 大篠03 明見 ミョウケン 中澤 ナカザワ
2652 大篠03 明見 ミョウケン 丸屋 マルヤ
2653 大篠03 明見 ミョウケン 沼ノ丸 ヌマノマル
2654 大篠03 明見 ミョウケン 福永 フクナガ
2655 大篠03 明見 ミョウケン 溝跨木 ミゾマタキ
2656 大篠03 明見 ミョウケン 松ヶ本 マツガモト
2657 大篠03 明見 ミョウケン 狂言給 キョウゲンキュウ
2658 大篠03 明見 ミョウケン 野田 ノダ
2659 大篠03 明見 ミョウケン 五臺山分 ゴダイサンブン
2660 大篠03 明見 ミョウケン 杖ノ間々 ツエノママ
2661 大篠03 明見 ミョウケン 長ヶ丁 ナガチョウ
2662 大篠03 明見 ミョウケン 大水口 オオミズグチ
2663 大篠03 明見 ミョウケン 田井中 タイナカ
2664 大篠03 明見 ミョウケン 山ノ下 ヤマノシタ
2665 大篠03 明見 ミョウケン 町免 チョウメン
2666 大篠03 明見 ミョウケン 鳥啄三 トリサシサン
2667 大篠03 明見 ミョウケン 穴田 アナダ
2668 大篠03 明見 ミョウケン 大泉 オオイズミ
2669 大篠03 明見 ミョウケン 仁王門 ニオウモン
2670 大篠03 明見 ミョウケン 諏訪ノ本 スワノモト
2671 大篠03 明見 ミョウケン 大政所 オオマンドコロ
2672 大篠03 明見 ミョウケン 横田 ヨコタ
2673 大篠03 明見 ミョウケン 横永田 ヨコナガタ
2674 大篠03 明見 ミョウケン 岩ノ下 イワノシタ
2675 大篠03 明見 ミョウケン 瀧ノ下 タキノシタ
2676 大篠03 明見 ミョウケン 伊達原 イタチハラ
2677 大篠03 明見 ミョウケン 鎌田 カマタ
2678 大篠03 明見 ミョウケン 関裏 セキウラ
2679 大篠03 明見 ミョウケン 角田丸 スミダマル
2680 大篠03 明見 ミョウケン 下永田 シモナガタ
2681 大篠03 明見 ミョウケン 莎原 スゲハラ
2682 大篠03 明見 ミョウケン 上松下 カミマツシタ
2683 大篠03 明見 ミョウケン 日待田 ヒマチダ
2684 大篠03 明見 ミョウケン 三ツ石 ミツイシ
2685 大篠03 明見 ミョウケン 丸山 マルヤマ
2686 大篠03 明見 ミョウケン 桜山 サクラヤマ
2687 大篠03 明見 ミョウケン 彦山 ヒコヤマ
2688 大篠03 明見 ミョウケン 馬拾谷 ウマステダニ
2689 大篠03 明見 ミョウケン 狸岩 タヌキイワ
2690 大篠03 明見 ミョウケン 井林山 イハヤシヤマ
2691 大篠03 明見 ミョウケン 大谷 オオタニ
2692 大篠03 明見 ミョウケン 前山 マエヤマ
2693 大篠03 明見 ミョウケン 茶臼峯 チャウスミネ
2694 大篠03 明見 ミョウケン 右坂山 ウサカヤマ
2695 大篠03 明見 ミョウケン 旭山 アサヒヤマ
2696 介良01 伊達野 イタチノ 井ノ浦 イノウラ
2697 介良01 伊達野 イタチノ 野地 ノヂ
2698 介良01 伊達野 イタチノ 天堤 テンツツミ
2699 介良01 伊達野 イタチノ 屋路 ヤジ
2700 介良01 伊達野 イタチノ 立道 タテミチ
2701 介良01 伊達野 イタチノ 久保前 クボマエ
2702 介良01 伊達野 イタチノ 小路口 コウジグチ
2703 介良01 伊達野 イタチノ 溝渕 ミゾブチ
2704 介良01 伊達野 イタチノ 野添 ノゾエ
2705 介良01 伊達野 イタチノ 中溝 ナカミゾ
2706 介良01 伊達野 イタチノ 池田 イケダ
2707 介良01 伊達野 イタチノ 柄振田 ガラフリデン
2708 介良01 伊達野 イタチノ 南山添 ミナミヤマゾエ
2709 介良01 伊達野 イタチノ 井出元 イデモト
2710 介良01 伊達野 イタチノ 谷桜 タニザクラ
2711 介良01 伊達野 イタチノ サカキタニ サカキタニ
2712 介良01 伊達野 イタチノ 宮脇 ミヤワキ
2713 介良01 伊達野 イタチノ 谷尻 タニジリ
2714 介良01 伊達野 イタチノ 西山添 ニシヤマゾエ
2715 介良01 伊達野 イタチノ 立岩 タテイワ
2716 介良01 伊達野 イタチノ 馬瀬 ウマセ
2717 介良01 伊達野 イタチノ 坂松 サカマツ
2718 介良01 伊達野 イタチノ 桜山 サクラヤマ
2719 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 屋根添 ヤネゾエ
2720 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 後口松田 ウシログチマツダ
2721 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 夫操衡 フソウショ
2722 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 芝ガ端 シバガハシ
2723 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 有井 アリイ
2724 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 大セマチ オオセマチ
2725 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 前松田 マエマツダ
2726 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 釈迦内 シャカウチ
2727 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 石神 イシガミ
2728 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 北落田 キタオチダ
2729 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 落田 オチダ
2730 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 吉改 ヨシカイ
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2731 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 西石堰 ニシイシゼキ
2732 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 堀割 ホリワリ
2733 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 東石堰 ヒガシイシゼキ
2734 岩01 堀ノ内 ホリノウチ アスカ田 アスカデン
2735 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 追寄 オイヨリ
2736 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 板部 イタベ
2737 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 古流曾 フルナガソ
2738 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 空田 ソラダ
2739 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 鳥首 トリクビ
2740 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 名元 ナモト
2741 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 千頭 セントウ
2742 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 柳カ久保 ヤナガクボ
2743 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 東天王 ヒガシテンノウ
2744 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 西天王 ニシテンノウ
2745 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 横手 ヨコテ
2746 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 島田 シマダ
2747 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 楽水 ラクスイ
2748 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 塞ノ神 サイノカミ
2749 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 北長カ内 キタナガガウチ
2750 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 一楽 イチラク
2751 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 堀ノ内 ホリノウチ
2752 岩01 堀ノ内 ホリノウチ 尼カ橋 アマガハシ
2753 岩02 福船 フクブネ 高樋ノ前 タカヒノマエ
2754 岩02 福船 フクブネ カケツギ カケツギ
2755 岩02 福船 フクブネ 川島 カワシマ
2756 岩02 福船 フクブネ ムロダ ムロダ
2757 岩02 福船 フクブネ 西シロタ ニシシロタ
2758 岩02 福船 フクブネ 東白田 ヒガシシロタ
2759 岩02 福船 フクブネ 才源寺 サイゲンジ
2760 岩02 福船 フクブネ 印蔵 インゾウ
2761 岩02 福船 フクブネ 溝ノ尾 ミゾノオ
2762 岩02 福船 フクブネ 渕カ上 フチガウエ
2763 岩02 福船 フクブネ 青イ アオイ
2764 岩02 福船 フクブネ 城ノ東 シロノヒガシ
2765 岩02 福船 フクブネ 松木ヶ内 マツギガウチ
2766 岩02 福船 フクブネ 古川 フルカワ
2767 岩02 福船 フクブネ 北島 キタジマ
2768 岩02 福船 フクブネ 新田 シンデン
2769 岩02 福船 フクブネ 神ノ木ヶ内 カミノキガウチ
2770 岩02 福船 フクブネ 城ノ内 シロノウチ
2771 岩02 福船 フクブネ 西ノ内 ニシノウチ
2772 岩02 福船 フクブネ 土居ノ後 ドイノウシロ
2773 岩02 福船 フクブネ 若宮 ワカミヤ
2774 岩02 福船 フクブネ ホラダ ホラダ
2775 岩02 福船 フクブネ 東桜 ヒガシサクラ
2776 岩02 福船 フクブネ 神願寺 シンガンジ
2777 岩02 福船 フクブネ 亀田 カメダ
2778 岩02 福船 フクブネ 古屋 フルヤ
2779 岩02 福船 フクブネ 土居ノ内 ドイノウチ
2780 岩02 福船 フクブネ 大田 オオタ
2781 岩02 福船 フクブネ 城南 ジョウナン
2782 岩02 福船 フクブネ キヤス キヤス
2783 岩02 福船 フクブネ 舟渡 フナワタリ
2784 岩02 福船 フクブネ 高添 タカゾエ
2785 岩02 福船 フクブネ 光元 ヒカリモト
2786 岩02 福船 フクブネ 石田 イシダ
2787 岩02 福船 フクブネ 竹ヶ端 タケガハシ
2788 岩02 福船 フクブネ 渡リ上リ ワタリアガリ
2789 岩02 福船 フクブネ 東ハシカメ ヒガシハシカメ
2790 岩02 福船 フクブネ 西ハシカメ ニシハシカメ
2791 岩02 福船 フクブネ 西馬場 ニシババ
2792 岩02 福船 フクブネ 東馬場 ヒガシババ
2793 岩02 福船 フクブネ アマガ樋 アノガヒ
2794 岩02 福船 フクブネ マスイ マスイ
2795 岩02 福船 フクブネ 久保田 クボタ
2796 岩02 福船 フクブネ 西ノ久保 ニシノクボ
2797 岩02 福船 フクブネ 寺ヤシキ テラヤシキ
2798 岩02 福船 フクブネ 土居ノ前 ドイノマエ
2799 岩02 福船 フクブネ サダトミ サダトミ
2800 岩02 福船 フクブネ 柿ノ木ヶ内 カキノキガウチ
2801 岩03 金地 カナヂ ヤケヤ ヤケヤ
2802 岩03 金地 カナヂ 壱町ダ イッチョウダ
2803 岩03 金地 カナヂ 重本 シゲモト
2804 岩03 金地 カナヂ 南尼君 ミナミアマギミ
2805 岩03 金地 カナヂ 下飯田 シモイイダ
2806 岩03 金地 カナヂ 八反田 ハッタンダ
2807 岩03 金地 カナヂ 松田後 マツダノウシロ
2808 岩03 金地 カナヂ 文次郎 ブンジロウ
2809 岩03 金地 カナヂ キノ前 キノマエ
2810 岩03 金地 カナヂ 上飯田 カミイイダ
2811 岩03 金地 カナヂ 北尼君 キタアマギミ
2812 岩03 金地 カナヂ 流レ田 ナガレダ
2813 岩03 金地 カナヂ ハツガタ ハツガタ
2814 岩03 金地 カナヂ ソネ田 ソネダ
2815 岩03 金地 カナヂ 芝田 シバタ
2816 岩03 金地 カナヂ 中ノ坪 ナカノツボ
2817 岩03 金地 カナヂ 東桜 ヒガシサクラ
2818 岩03 金地 カナヂ 番匠 バンショウ
2819 岩03 金地 カナヂ 西桜 ニシザクラ
2820 岩03 金地 カナヂ 花ノ木 ハナノキ
2821 岩03 金地 カナヂ 九反田 キュウタンダ



南国市の大字・小字一覧

2016/8/13 32/47 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区
コード 大字名称 大字ヨミ 字名称 字ヨミ 摘要

2822 岩03 金地 カナヂ ソメドノ ソメドノ
2823 岩03 金地 カナヂ 川村 カワムラ
2824 岩03 金地 カナヂ 垣添 カキゾエ
2825 岩03 金地 カナヂ 後田 ウシロデン
2826 岩03 金地 カナヂ クノ坪 クノツボ
2827 岩03 金地 カナヂ 城ノ丸 シロノマル
2828 岩03 金地 カナヂ ニシキド ニシキド
2829 岩03 金地 カナヂ キノ内 キノウチ
2830 岩03 金地 カナヂ 土器ヤシキ ドキヤシキ
2831 岩03 金地 カナヂ 白坪 シラツボ
2832 岩03 金地 カナヂ 城ノ後 シロノウシロ
2833 岩03 金地 カナヂ 西今井田 ニシイマイダ
2834 岩03 金地 カナヂ 東今井田 ヒガシイマイダ
2835 岩03 金地 カナヂ クツカタ クツカタ
2836 岩03 金地 カナヂ 篠橋 シノハシ
2837 岩03 金地 カナヂ 高畠 タカハタ
2838 岩03 金地 カナヂ ロクシウ ロクシウ
2839 岩03 金地 カナヂ 手斗 テトウ
2840 岩03 金地 カナヂ 芝ヤシキ シバヤシキ
2841 岩03 金地 カナヂ 柿カ内 カキガウチ
2842 岩03 金地 カナヂ 芝ノ後 シバノウシロ
2843 岩03 金地 カナヂ ホコノ坪 ホコノツボ
2844 岩03 金地 カナヂ クシヤシキ クシヤシキ
2845 岩03 金地 カナヂ 土居ノ後 ドイノウシロ
2846 岩03 金地 カナヂ 柳田 ヤナギダ
2847 岩03 金地 カナヂ 北篭南 キタカゴミナミ
2848 岩03 金地 カナヂ 北篭西 キタカゴニシ
2849 岩03 金地 カナヂ 北篭東 キタカゴヒガシ
2850 岩04 包末 カノスエ 石堰 イシゼキ
2851 岩04 包末 カノスエ 養老ヶ久保 ヨウロウガクボ
2852 岩04 包末 カノスエ 三月デン ミツキデン
2853 岩04 包末 カノスエ 松ヶ久保 マツガクボ
2854 岩04 包末 カノスエ 堤ヶ内 ツツミガウチ
2855 岩04 包末 カノスエ 十ウ六 ジュウロク
2856 岩04 包末 カノスエ 栄枝 サカエエダ
2857 岩04 包末 カノスエ アジロ アジロ
2858 岩04 包末 カノスエ 西花崎 ニシハナサキ
2859 岩04 包末 カノスエ 東花崎 ヒガシハナサキ
2860 岩04 包末 カノスエ 仏ヶ橋 ホトケガバシ
2861 岩04 包末 カノスエ 溝間 ミゾマ
2862 岩04 包末 カノスエ 丸田 マルタ
2863 岩04 包末 カノスエ 石田 イシダ
2864 岩04 包末 カノスエ 支配田 シハイデン
2865 岩04 包末 カノスエ 西松田 ニシマツダ
2866 岩04 包末 カノスエ 前田 マエダ
2867 岩04 包末 カノスエ ナガレタ ナガレタ
2868 岩04 包末 カノスエ 大門 ダイモン
2869 岩04 包末 カノスエ タレヲ タレヲ
2870 岩04 包末 カノスエ 四方田 シホウデン
2871 岩04 包末 カノスエ 井ノ内 イノウチ
2872 岩04 包末 カノスエ ムロガ内 ムロガウチ
2873 岩04 包末 カノスエ 有瀬 アリセ
2874 岩04 包末 カノスエ ナルコ ナルコ
2875 岩04 包末 カノスエ 九反田 キュウタンダ
2876 岩04 包末 カノスエ 古門 フルモン
2877 岩04 包末 カノスエ 杉ヶ坪 スギカツボ
2878 岩04 包末 カノスエ 田中 タナカ
2879 岩04 包末 カノスエ 茶屋ヶ芝 チャヤガシバ
2880 岩04 包末 カノスエ シンデン シンデン
2881 岩04 包末 カノスエ ギヨゾヲカ ギョゾオカ
2882 岩04 包末 カノスエ サウメンヤ サウメンヤ
2883 岩04 包末 カノスエ 西ガロウト ニシガロウト
2884 岩04 包末 カノスエ カタシ原 カタシハラ
2885 岩04 包末 カノスエ カギダ カギタ
2886 岩04 包末 カノスエ タブ タブ
2887 岩04 包末 カノスエ 北ノ屋敷 キタノヤシキ
2888 岩04 包末 カノスエ カタチ カタチ
2889 岩04 包末 カノスエ 北篭 キタカゴ
2890 立田01 立田 タテダ 桃ノ本 モモノモト
2891 立田01 立田 タテダ 馬ノ上 ウマノウエ
2892 立田01 立田 タテダ 大中 オオナカ
2893 立田01 立田 タテダ 市ノ坪 イチノツボ
2894 立田01 立田 タテダ 水任 ミズニン
2895 立田01 立田 タテダ 柚木内 ユズキガウチ
2896 立田01 立田 タテダ 八反地 ハッタンヂ
2897 立田01 立田 タテダ 返リ田 カエリタ
2898 立田01 立田 タテダ 梅ノ木ガ内 ウメノキガウチ
2899 立田01 立田 タテダ 永留 ナガドメ
2900 立田01 立田 タテダ 岸ノ後 キシノウシロ
2901 立田01 立田 タテダ シルタ シルタ
2902 立田01 立田 タテダ 岩田 イワタ
2903 立田01 立田 タテダ 桃ノ元横田 モモノモトヨコタ
2904 立田01 立田 タテダ 八良内 ヤリョウナイ
2905 立田01 立田 タテダ 北角田 キタカドタ
2906 立田01 立田 タテダ 井戸 イド
2907 立田01 立田 タテダ トコメ トコメ
2908 立田01 立田 タテダ シクノベ シクノベ
2909 立田01 立田 タテダ 東岸前 ヒガシキシマエ
2910 立田01 立田 タテダ 岸ノ前 キシノマエ
2911 立田01 立田 タテダ 杉元 スギモト
2912 立田01 立田 タテダ 表中内 オモテナカウチ
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2913 立田01 立田 タテダ 上横田 ウエヨコタ
2914 立田01 立田 タテダ 川細工 カワサイク
2915 立田01 立田 タテダ 香田 コウダ
2916 立田01 立田 タテダ 神母ノ木 イゲノキ
2917 立田01 立田 タテダ 石佛 イシボトケ
2918 立田01 立田 タテダ 神木内 カミキガウチ
2919 立田01 立田 タテダ 寺ノ前 テラノマエ
2920 立田01 立田 タテダ 社町 シャマチ
2921 立田01 立田 タテダ 大北 オオキタ
2922 立田01 立田 タテダ 平坑 ヒラコウ
2923 立田01 立田 タテダ 両宗 リョウソウ
2924 立田01 立田 タテダ 秋竹 アキタケ
2925 立田01 立田 タテダ 寺内 テラウチ
2926 立田01 立田 タテダ 柳内 ヤナギウチ
2927 立田01 立田 タテダ 舟戸 フナト
2928 立田01 立田 タテダ 鏡田 カガミダ
2929 立田01 立田 タテダ 圓ノ前 エンノマエ
2930 立田01 立田 タテダ 細メ田 ホソメダ
2931 立田01 立田 タテダ 大町田 オオマチダ
2932 立田01 立田 タテダ 高添 タカゾエ
2933 立田01 立田 タテダ ヲトリケ ヲトリケ
2934 立田01 立田 タテダ 壱丁田 イッチョウダ
2935 立田01 立田 タテダ 西松本 ニシマツモト
2936 立田01 立田 タテダ 西嬉 ニシキ
2937 立田01 立田 タテダ ウレシ ウレシ
2938 立田01 立田 タテダ 後芝 ウシロシバ
2939 立田01 立田 タテダ 道野辺 ミチノベ
2940 立田01 立田 タテダ 松井 マツイ
2941 立田01 立田 タテダ 川島 カワシマ
2942 立田01 立田 タテダ 樋ノ口 ヒノクチ
2943 立田01 立田 タテダ 長畠 ナガハタ
2944 立田01 立田 タテダ 長窪 ナガクボ
2945 立田01 立田 タテダ 尻細 シリボソ
2946 立田01 立田 タテダ 味噌内 ミソノウチ
2947 立田01 立田 タテダ 下経田 シモケイダ
2948 立田01 立田 タテダ 東下経田 ヒガシシモケイダ
2949 立田01 立田 タテダ 清元 キヨモト
2950 立田01 立田 タテダ 樋懸田 ヒガケデン
2951 立田01 立田 タテダ 八反地 ハッタンヂ
2952 立田01 立田 タテダ 養老田 ヨウロウデン
2953 立田01 立田 タテダ 池久保 イケクボ
2954 立田01 立田 タテダ 下川原 シモガワハラ
2955 立田01 立田 タテダ 西下川原 ニシシモガワハラ
2956 立田01 立田 タテダ 庄司芝 ショウジガシバ
2957 立田01 立田 タテダ 井ノ尻 イノシリ
2958 立田01 立田 タテダ 宮ノ前 ミヤノマエ
2959 立田01 立田 タテダ 烏帽子田 エボシタ
2960 立田01 立田 タテダ 横手 ヨコテ
2961 立田01 立田 タテダ 中川原 ナカガワハラ
2962 立田01 立田 タテダ 高芝町 タカシバマチ
2963 立田01 立田 タテダ 谷久保 タニクボ
2964 立田01 立田 タテダ スイガ内 スイガウチ
2965 立田01 立田 タテダ 楠元 クスモト
2966 立田01 立田 タテダ 古内 コナイ
2967 立田01 立田 タテダ 原島 ハラジマ
2968 立田01 立田 タテダ 北原島 キタハラジマ
2969 立田01 立田 タテダ 西原島 ニシハラジマ
2970 立田01 立田 タテダ 南芝 ミナミシバ
2971 立田01 立田 タテダ 北芝 キタシバ
2972 立田01 立田 タテダ 中屋敷 ナカヤシキ
2973 立田01 立田 タテダ 西裏 ニシウラ
2974 立田01 立田 タテダ 上川原 カミカワハラ
2975 立田01 立田 タテダ 下渕 シモブチ
2976 立田01 立田 タテダ 前田 マエダ
2977 立田01 立田 タテダ 西ノ内 ニシノウチ
2978 立田01 立田 タテダ 柿木内 カキノウチ
2979 立田01 立田 タテダ 内芝 ウチシバ
2980 立田01 立田 タテダ 上渕 カミフチ
2981 立田01 立田 タテダ 北川原 キタカワハラ
2982 立田01 立田 タテダ 島端 シマハシ
2983 立田01 立田 タテダ 大町邸 オオマチテイ
2984 立田01 立田 タテダ 開田 カイダ
2985 立田01 立田 タテダ 竹端 タケハシ
2986 立田01 立田 タテダ 上竹端 カミタケハシ
2987 立田01 立田 タテダ 島東 シマヒガシ
2988 立田01 立田 タテダ 島 シマ
2989 立田01 立田 タテダ 大中長田 オオナカナガタ
2990 立田01 立田 タテダ 長田 ナガタ
2991 立田01 立田 タテダ 古番所 フルバンショ
2992 立田01 立田 タテダ 沖原島 オキハラシマ
2993 立田01 立田 タテダ 八丁地 ハッチョウチ
2994 立田01 立田 タテダ 形部内 ギョウブウチ
2995 立田01 立田 タテダ 島中内 シマナカウチ
2996 立田01 立田 タテダ 伊賀内 イガウチ
2997 立田01 立田 タテダ 東中川原 ヒガシナカカワハラ
2998 立田01 立田 タテダ 南原 ミナミハラ
2999 立田01 立田 タテダ 北原 キタハラ
3000 立田01 立田 タテダ 東原 ヒガシハラ
3001 立田01 立田 タテダ 新田 シンデン
3002 立田01 立田 タテダ 上原 ウエハラ
3003 田01 田村 タムラ 宗正 ムネマサ
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3004 田01 田村 タムラ ム子ツグ ムネツグ
3005 田01 田村 タムラ 横手 ヨコテ
3006 田01 田村 タムラ 横枕 ヨコマクラ
3007 田01 田村 タムラ 川原崎 カワハラザキ
3008 田01 田村 タムラ 行安 ギョウアン
3009 田01 田村 タムラ 高樋 タカヒ
3010 田01 田村 タムラ 清音寺 セイオンジ
3011 田01 田村 タムラ 忠六 チュウロク
3012 田01 田村 タムラ 車田 クルマダ
3013 田01 田村 タムラ 島屋敷 シマヤシキ
3014 田01 田村 タムラ クギメン クギメン
3015 田01 田村 タムラ 南クギメン ミナミクギメン
3016 田01 田村 タムラ 茶屋ヶ芝 チャヤガシバ
3017 田01 田村 タムラ 堂ノ前 ドウノマエ
3018 田01 田村 タムラ 屋根添 ヤネゾエ
3019 田01 田村 タムラ 桑内 クワウチ
3020 田01 田村 タムラ 島田 シマダ
3021 田01 田村 タムラ サイカイシ サイカイシ
3022 田01 田村 タムラ 梶ヶ久保 カジガクボ
3023 田01 田村 タムラ 釈伽堂 シャカドウ
3024 田01 田村 タムラ 寺分 テラブン
3025 田01 田村 タムラ 尺ヶ内 シャクガウチ
3026 田01 田村 タムラ 浄園屋敷 ジョウエンヤシキ
3027 田01 田村 タムラ 茨ヶ本 バラガモト
3028 田01 田村 タムラ 半女房 ハンニョウボウ
3029 田01 田村 タムラ 西屋敷 ニシヤシキ
3030 田01 田村 タムラ マサヨシ マサヨシ
3031 田01 田村 タムラ 王子之芝 オウジノシバ
3032 田01 田村 タムラ ノツゴ ノツゴ
3033 田01 田村 タムラ 二丁地 ニチョウチ
3034 田01 田村 タムラ 権現ノ東 ゴンゲンノヒガシ
3035 田01 田村 タムラ 石橋本 イシハシモト
3036 田01 田村 タムラ 大久保 オオクボ
3037 田01 田村 タムラ 天郷 テンゴウ
3038 田01 田村 タムラ 宮スヾレ ミヤスズレ
3039 田01 田村 タムラ 北東光寺 キタトウコウジ
3040 田01 田村 タムラ 中東光寺 ナカトウコウジ
3041 田01 田村 タムラ 東光寺窪 トウコウジクボ
3042 田01 田村 タムラ 南久保 ミナミクボ
3043 田01 田村 タムラ 南東光寺 ミナミトウコウジ
3044 田01 田村 タムラ 小島屋敷 コジマヤシキ
3045 田01 田村 タムラ 小島池 コジマイケ
3046 田01 田村 タムラ 懸樋 カケヒ
3047 田01 田村 タムラ 千頭 セントウ
3048 田01 田村 タムラ 梶ヶ瀬 カジカセ
3049 田01 田村 タムラ 渡瀬 ワタセ
3050 田01 田村 タムラ 久保田川原 クボタカワハラ
3051 田01 田村 タムラ 江飛地 エトビチ
3052 田01 田村 タムラ サ行田東中ス サギョウデンヒガシナカス
3053 田01 田村 タムラ サ行田 サギョウデン
3054 田01 田村 タムラ 横クボ ヨコクボ
3055 田01 田村 タムラ 下久保田 シモクボタ
3056 田01 田村 タムラ スエン坊 スエンボウ
3057 田01 田村 タムラ 正吉 ショウキチ
3058 田01 田村 タムラ 船戸田 フナトダ
3059 田01 田村 タムラ 柿ノ木 カキノキ
3060 田01 田村 タムラ 横手ノ前 ヨコテノマエ
3061 田01 田村 タムラ コキカ内 コキガウチ
3062 田01 田村 タムラ 正次 ショウジ
3063 田01 田村 タムラ イケヒ イケヒ
3064 田01 田村 タムラ シマイテン シマイテン
3065 田01 田村 タムラ 末通シ スエトオシ
3066 田01 田村 タムラ タカウシロウ タカウシロウ
3067 田01 田村 タムラ サルメタ サルメタ
3068 田01 田村 タムラ 串太夫 クシダユウ
3069 田01 田村 タムラ コマシリ コマシリ
3070 田01 田村 タムラ 下塚田 シモツカタ
3071 田01 田村 タムラ 延吉 ノブキチ
3072 田01 田村 タムラ トヲデン トヲデン
3073 田01 田村 タムラ 徳蔵ノ前 トクゾウノマエ
3074 田01 田村 タムラ 西ヨコタ ニシヨコタ
3075 田01 田村 タムラ コウタ コウタ
3076 田01 田村 タムラ 田中 タナカ
3077 田01 田村 タムラ 横手 ヨコテ
3078 田01 田村 タムラ 南土居ノ前 ミナミドイノマエ
3079 田01 田村 タムラ 寺ノ前 テラノマエ
3080 田01 田村 タムラ 神田屋敷 コウダヤシキ
3081 田01 田村 タムラ 市場ノ前 イチバノマエ
3082 田01 田村 タムラ 市場東中ス イチバヒガシナカス
3083 田01 田村 タムラ 市場 イチバ
3084 田01 田村 タムラ 二本松 ニホンマツ
3085 田01 田村 タムラ 桂昌寺中 ケイショウジナカ
3086 田01 田村 タムラ 見ントウ ケントウ
3087 田01 田村 タムラ 西見ントウ ニシミケントウ
3088 田01 田村 タムラ カリヤ カリヤ
3089 田01 田村 タムラ ツカタ ツカタ
3090 田01 田村 タムラ 助谷 スケダニ
3091 田01 田村 タムラ 青木ノ本 アオキノモト
3092 田01 田村 タムラ 徳蔵 トクゾウ
3093 田01 田村 タムラ 徳蔵ノ後 トクゾウノウシロ
3094 田01 田村 タムラ 山城 ヤマシロ
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3095 田01 田村 タムラ 刈谷ノ西 カリヤノニシ
3096 田01 田村 タムラ 北刈谷 キタカリヤ
3097 田01 田村 タムラ 城 シロ
3098 田01 田村 タムラ クボタ クボタ
3099 田01 田村 タムラ 東クホダ ヒガシクボタ
3100 田01 田村 タムラ ヒエジリ ヒエジリ
3101 田01 田村 タムラ 東門 ヒガシモン
3102 田01 田村 タムラ 西門 ニシモン
3103 田01 田村 タムラ 尾中 オナカ
3104 田01 田村 タムラ 荒堀 アラボリ
3105 田01 田村 タムラ イゲノキ イゲノキ
3106 田01 田村 タムラ 青木 アオキ
3107 田01 田村 タムラ 代助 ダイスケ
3108 田01 田村 タムラ 壱丁田 イッチョウダ
3109 田01 田村 タムラ 北神母木 キタイゲノキ
3110 田01 田村 タムラ 笠松 カサマツ
3111 田01 田村 タムラ 中ス ナカス
3112 田01 田村 タムラ 裏市ノ坪 ウライチノツボ
3113 田01 田村 タムラ 正善 ショウゼン
3114 田01 田村 タムラ 徳升 トクマス
3115 田01 田村 タムラ 龍光寺 リュウコウジ
3116 田01 田村 タムラ 天王 テンノウ
3117 田01 田村 タムラ 正善ノ後 ショウゼンノウシロ
3118 田01 田村 タムラ 表市坪 オモテイチツボ
3119 田01 田村 タムラ 徳常 トクツネ
3120 田01 田村 タムラ 高城 タカギ
3121 田01 田村 タムラ 新田 シンデン
3122 田01 田村 タムラ 富長 トミナガ
3123 田01 田村 タムラ 西谷光郡境 ニシタニヒカリグンザカイ
3124 田01 田村 タムラ 東谷光 ヒガシダニヒカリ
3125 田01 田村 タムラ 藤ノ宮 フジノミヤ
3126 田01 田村 タムラ 大橋 オオハシ
3127 田01 田村 タムラ ミタ太郎 ミタタロウ
3128 田01 田村 タムラ 泉ヤシキ イズミヤシキ
3129 田01 田村 タムラ 天王ノ後 テンノウノウシロ
3130 田01 田村 タムラ 窪城 クボシロ
3131 田01 田村 タムラ 神ノ木 カミノキ
3132 田01 田村 タムラ カヤドウ カヤドウ
3133 田01 田村 タムラ 堂ノ西 ドウノニシ
3134 田01 田村 タムラ 日ノ下 ヒノシタ
3135 田01 田村 タムラ 日ノ御子 ヒノミコ
3136 田01 田村 タムラ チカミ チカミ
3137 田01 田村 タムラ 高見ノ前 タカミノマエ
3138 田01 田村 タムラ 宮ノ久保 ミヤノクボ
3139 田01 田村 タムラ 高田 タカダ
3140 田01 田村 タムラ 横田 ヨコタ
3141 田01 田村 タムラ 堂ノ後 ドウノウシロ
3142 田01 田村 タムラ ナカラタ ナカラタ
3143 田01 田村 タムラ 東高田 ヒガシタカタ
3144 田01 田村 タムラ 六反地 ロクタンチ
3145 田01 田村 タムラ チナカ チナカ
3146 田01 田村 タムラ ウギ ウギ
3147 田01 田村 タムラ 土居ヶ内 ドイガウチ
3148 田01 田村 タムラ 中ツマテ ナカツマテ
3149 田01 田村 タムラ 定ノ芝 テイノシバ
3150 田01 田村 タムラ 国延 クニノベ
3151 田01 田村 タムラ 長田郡界 ナガタグンザカイ
3152 田01 田村 タムラ カモマ カモマ
3153 田01 田村 タムラ 岩松 イワマツ
3154 田01 田村 タムラ 高田ノ西 タカダノニシ
3155 田01 田村 タムラ 中高田 ナカタカダ
3156 田01 田村 タムラ 屋舗ヶ内 ヤシキガウチ
3157 田01 田村 タムラ 小栗分 オグリブン
3158 田01 田村 タムラ 崩田 クズレタ
3159 田01 田村 タムラ 孫次郎 マゴジロウ
3160 田01 田村 タムラ 若宮 ワカミヤ
3161 田01 田村 タムラ 高柳 タカヤナギ
3162 田01 田村 タムラ 末富 スエトミ
3163 田01 田村 タムラ 尻細 シリボソ
3164 田01 田村 タムラ 高田後 タカタノウシロ
3165 田01 田村 タムラ 上見當 カミケントウ
3166 田01 田村 タムラ 上岩松 カミイワマツ
3167 田01 田村 タムラ コシキダ コシキダ
3168 田01 田村 タムラ 榎田 エノキダ
3169 田01 田村 タムラ 壱町田郡境 イッチョウデングンザカイ
3170 田01 田村 タムラ 東壱町田 ヒガシイッチョウデン
3171 田01 田村 タムラ サコガ内 サコガウチ
3172 田01 田村 タムラ フケタ フケタ
3173 田01 田村 タムラ 番匠給 バンショウキュウ
3174 田01 田村 タムラ カマゲタ カマゲタ
3175 田01 田村 タムラ 宮地 ミヤヂ
3176 田01 田村 タムラ 杉ヶ後 スギガウシロ
3177 田01 田村 タムラ カギガ内 カギガウチ
3178 田01 田村 タムラ 堂ヶ内 ドウガウチ
3179 田01 田村 タムラ 乙見ヶ内 オトミガウチ
3180 田01 田村 タムラ 北カマゲ田 キタカマゲタ
3181 田01 田村 タムラ 柳井田 ヤナイデン
3182 田01 田村 タムラ フスボリ フスボリ
3183 田01 田村 タムラ 平木 ヒラキ
3184 田01 田村 タムラ 大谷邸 オオタニテイ
3185 田01 田村 タムラ 上荒堀 カミアラボリ
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3186 田01 田村 タムラ 下細工瀬 シモサイクセ
3187 田01 田村 タムラ 修理田 シュウリデン
3188 田01 田村 タムラ 上神母ノ木 カミイゲノキ
3189 田01 田村 タムラ 小渡 コワタリ
3190 田01 田村 タムラ 石田ノ前 イシダノマエ
3191 田01 田村 タムラ アンゴデン アンゴデン
3192 田01 田村 タムラ 宮ノ西 ミヤノニシ
3193 田01 田村 タムラ 東石田 ヒガシイシダ
3194 田01 田村 タムラ 石田 イシダ
3195 田01 田村 タムラ 田處 タドコロ
3196 田01 田村 タムラ 土居 ドイ
3197 田01 田村 タムラ 勝繕寺分 ショウゼンジブン
3198 田01 田村 タムラ 上細工瀬 カミサイクセ
3199 三島01 物部 モノベ 清本上流田 キヨモトカミナガレデン
3200 三島01 物部 モノベ 清本溝バサマ キヨモトミゾバサマ
3201 三島01 物部 モノベ 政所公文名 マンドコロクモンメイ
3202 三島01 物部 モノベ 役過領 ヤッカリョウ
3203 三島01 物部 モノベ 前屋敷 マエヤシキ
3204 三島01 物部 モノベ 古番所前 フルバンショマエ
3205 三島01 物部 モノベ 柿ノ木馬焼場 カキノキウマヤキバ
3206 三島01 物部 モノベ 池長丁 イケナガチョウ
3207 三島01 物部 モノベ 政岡池 マサオカイケ
3208 三島01 物部 モノベ 南中川原 ミナミナカガワハラ
3209 三島01 物部 モノベ 中川原 ナカガワハラ
3210 三島01 物部 モノベ 中島 ナカジマ
3211 三島01 物部 モノベ 島地政岡 シマヂマサオカ
3212 三島01 物部 モノベ ニツチデン ニツチデン
3213 三島01 物部 モノベ 北ノ池 キタノイケ
3214 三島01 物部 モノベ ノツゴカジヤシキ ノツゴカジヤシキ
3215 三島01 物部 モノベ テイデイ テイデイ
3216 三島01 物部 モノベ 古内流田 コナイナガレダ
3217 三島01 物部 モノベ 木ノ下長福寺 キノシタチョウフクジ
3218 三島01 物部 モノベ 村山川バタ ムラヤマカワバタ
3219 三島01 物部 モノベ 薬師堂 ヤクシドウ
3220 三島01 物部 モノベ 南池 ミナミイケ
3221 三島01 物部 モノベ 高見 タカミ
3222 三島01 物部 モノベ 政岡損田 マサオカソンデン
3223 三島01 物部 モノベ 北岡西 キタオカニシ
3224 三島01 物部 モノベ 高川原 タカカワハラ
3225 三島01 物部 モノベ 近藤畑 コンドウバタ
3226 三島01 物部 モノベ 茨西ノ北 バラニシノキタ
3227 三島01 物部 モノベ 南薬師堂 ミナミヤクシドウ
3228 三島01 物部 モノベ 東横田 ヒガシヨコタ
3229 三島01 物部 モノベ 島田 シマダ
3230 三島01 物部 モノベ 藤ノ木 フジノキ
3231 三島01 物部 モノベ 大畑ケ オオバタケ
3232 三島01 物部 モノベ 柴屋敷 シバヤシキ
3233 三島01 物部 モノベ 西茨西 ニシバラニシ
3234 三島01 物部 モノベ 茨西屋敷 バラニシヤシキ
3235 三島01 物部 モノベ 北吉本 キタヨシモト
3236 三島01 物部 モノベ カヂキ カヂキ
3237 三島01 物部 モノベ 南岡西 ミナミオカニシ
3238 三島01 物部 モノベ 東天満 ヒガシテンマン
3239 三島01 物部 モノベ 正月朔日神田 ショウガツサクヒコウダ
3240 三島01 物部 モノベ 高島田 タカシマダ
3241 三島01 物部 モノベ 天満本郷 テンマンホンゴウ
3242 三島01 物部 モノベ 柳ノ久保 ヤナギノクボ
3243 三島01 物部 モノベ 源左 ゲンサ
3244 三島01 物部 モノベ 南吉本 ミナミヨシモト
3245 三島01 物部 モノベ 神母ノ前 イゲノマエ
3246 三島01 物部 モノベ 下茨西 シモバラニシ
3247 三島01 物部 モノベ 真福寺後 シンプクジウシロ
3248 三島01 物部 モノベ 東新家 ヒガシシンケ
3249 三島01 物部 モノベ 西新家 ニシシンケ
3250 三島01 物部 モノベ 下王島 シモオオシマ
3251 三島01 物部 モノベ 本村西 ホンムラニシ
3252 三島01 物部 モノベ 井流ノ口 イナガレノクチ
3253 三島01 物部 モノベ 本村 ホンムラ
3254 三島01 物部 モノベ 南柳ノ久保 ミナミヤナギノクボ
3255 三島01 物部 モノベ 成願寺中 セイガンジナカ
3256 三島01 物部 モノベ 長岸 ナガギシ
3257 三島01 物部 モノベ 高天郷 タカテンゴウ
3258 三島01 物部 モノベ 池ノ久保 イケノクボ
3259 三島01 物部 モノベ 崎島ノ西 サキシマノニシ
3260 三島01 物部 モノベ 崎島ノ後 サキシマノウシロ
3261 三島01 物部 モノベ 土居ノ西 ドイノニシ
3262 三島01 物部 モノベ 中ノ内 ナカノウチ
3263 三島01 物部 モノベ 崎島 サキシマ
3264 三島01 物部 モノベ 古番所西窪 フルバンショニシクボ
3265 三島01 物部 モノベ 大畑西 オオハタニシ
3266 三島01 物部 モノベ 新開 シンビラキ
3267 三島01 物部 モノベ 新籠 シンカゴ
3268 三島02 下島 シモジマ 割畑 ワリハタ
3269 三島02 下島 シモジマ 新上 シンジョウ
3270 三島02 下島 シモジマ 切戸 キレト
3271 三島02 下島 シモジマ 前川 マエカワ
3272 三島02 下島 シモジマ 突出シ ツキダシ
3273 三島02 下島 シモジマ ヒエジリ ヒエジリ
3274 三島02 下島 シモジマ ハゲ田 ハゲデン
3275 三島02 下島 シモジマ 新田 シンデン
3276 三島02 下島 シモジマ 場南 バミナミ
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3277 三島02 下島 シモジマ 前浜境 マエハマザカイ
3278 三島02 下島 シモジマ 木ノ前 キノマエ
3279 三島02 下島 シモジマ 見ノ島 ミノシマ
3280 三島02 下島 シモジマ 杉ケ久保 スギガクボ
3281 三島03 久枝 ヒサエダ 西塩浜 ニシシオハマ
3282 三島03 久枝 ヒサエダ 西浜 ニシハマ
3283 三島03 久枝 ヒサエダ 松風 マツカゼ
3284 三島03 久枝 ヒサエダ 中塩浜 ナカシオハマ
3285 三島03 久枝 ヒサエダ 竪町 カタマチ
3286 三島03 久枝 ヒサエダ 中浜 ナカハマ
3287 三島03 久枝 ヒサエダ 東塩浜 ヒガシシオハマ
3288 三島03 久枝 ヒサエダ 前堂 マエドウ
3289 三島03 久枝 ヒサエダ 恵美須堂 エビスドウ
3290 三島03 久枝 ヒサエダ 東浜 ヒガシハマ
3291 三島03 久枝 ヒサエダ 吉原境 ヨシハラザカイ
3292 三島03 久枝 ヒサエダ 中溢 ナカイツ
3293 三島03 久枝 ヒサエダ 西堂 ニシドウ
3294 三島03 久枝 ヒサエダ 東町 ヒガシマチ
3295 三島03 久枝 ヒサエダ 西溢 ニシイツ
3296 三島03 久枝 ヒサエダ 新開 シンビラキ
3297 三島03 久枝 ヒサエダ 村上 ムラカミ
3298 三島03 久枝 ヒサエダ 江渕 エブチ
3299 三島03 久枝 ヒサエダ 南堂面 ミナミドウメン
3300 三島03 久枝 ヒサエダ カコ田 カコデン
3301 三島03 久枝 ヒサエダ 辻渕 ツジブチ
3302 三島03 久枝 ヒサエダ 東近藤 ヒガシコンドウ
3303 三島03 久枝 ヒサエダ 堤ノ外 ツツミノソト
3304 三島03 久枝 ヒサエダ 東溢 ヒガシイツ
3305 三島03 久枝 ヒサエダ フナツキ フナツキ
3306 三島03 久枝 ヒサエダ 西港 ニシミナト
3307 三島03 久枝 ヒサエダ 洲崎 スザキ
3308 三島03 久枝 ヒサエダ 杉ヶ久保 スギガクボ
3309 三島03 久枝 ヒサエダ 新墓地 シンボチ
3310 三島03 久枝 ヒサエダ 開田 カイデン
3311 三島03 久枝 ヒサエダ 射朶崎 シャダサキ
3312 三島03 久枝 ヒサエダ 小港 コミナト
3313 三島03 久枝 ヒサエダ 大港 オオミナト
3314 三島03 久枝 ヒサエダ 島村 シマムラ
3315 前浜01 前浜 マエハマ 漁場 ギョバ
3316 前浜01 前浜 マエハマ 浜窪 ハマクボ
3317 前浜01 前浜 マエハマ 浜中 ハマナカ
3318 前浜01 前浜 マエハマ 浜西 ハマニシ
3319 前浜01 前浜 マエハマ 境目橋詰 サカイメハシヅメ
3320 前浜01 前浜 マエハマ 中屋敷 ナカヤシキ
3321 前浜01 前浜 マエハマ 窪屋敷 クボヤシキ
3322 前浜01 前浜 マエハマ 刈谷 カリヤ
3323 前浜01 前浜 マエハマ 新田江渕 シンデンエブチ
3324 前浜01 前浜 マエハマ 末久 スエヒサ
3325 前浜01 前浜 マエハマ 鳥喰 トリクイ
3326 前浜01 前浜 マエハマ 古津美 コツミ
3327 前浜01 前浜 マエハマ 流田 ナガレダ
3328 前浜01 前浜 マエハマ 時光 トキミツ
3329 前浜01 前浜 マエハマ 長丁 ナガチョウ
3330 前浜01 前浜 マエハマ 中沢 ナカザワ
3331 前浜01 前浜 マエハマ 吉井 ヨシイ
3332 前浜01 前浜 マエハマ 高田 タカダ
3333 前浜01 前浜 マエハマ 公家前 クゲマエ
3334 前浜01 前浜 マエハマ 葛城 カツラギ
3335 前浜01 前浜 マエハマ 司例田 シレイデン
3336 前浜01 前浜 マエハマ 季重 リシゲ
3337 前浜01 前浜 マエハマ 藤緑田 トウロクデン
3338 前浜01 前浜 マエハマ 江田 エダ
3339 前浜01 前浜 マエハマ 金田 カネダ
3340 前浜01 前浜 マエハマ 蔵作 クラサク
3341 前浜01 前浜 マエハマ 本吉 モトヨシ
3342 前浜01 前浜 マエハマ 川原田 カワハラダ
3343 前浜01 前浜 マエハマ 三ノ戸 サンノト
3344 前浜01 前浜 マエハマ 国氏 クニウジ
3345 前浜01 前浜 マエハマ 山越 ヤマゴエ
3346 三和01 浜改田 ハマカイダ 鯵窪 アジクボ
3347 三和01 浜改田 ハマカイダ 栄松 サカエマツ
3348 三和01 浜改田 ハマカイダ 鰯灘 イワシナダ
3349 三和01 浜改田 ハマカイダ 神ノ前 カミノマエ
3350 三和01 浜改田 ハマカイダ 釼田 ツルギダ
3351 三和01 浜改田 ハマカイダ 艸化 クサバケ
3352 三和01 浜改田 ハマカイダ 外浦 ソトウラ
3353 三和01 浜改田 ハマカイダ 野司 ノジ
3354 三和01 浜改田 ハマカイダ 團助開 ダンスケビラキ
3355 三和01 浜改田 ハマカイダ 蛭子堂 ヒルコドウ
3356 三和01 浜改田 ハマカイダ 二本松 ニホンマツ
3357 三和01 浜改田 ハマカイダ 孫八田 マゴハチデン
3358 三和01 浜改田 ハマカイダ 伊瀬前 イセマエ
3359 三和01 浜改田 ハマカイダ 三本松 サンボンマツ
3360 三和01 浜改田 ハマカイダ 馬場先 ババサキ
3361 三和01 浜改田 ハマカイダ 境場 サカイバ
3362 三和01 浜改田 ハマカイダ 東場 ヒガシバ
3363 三和01 浜改田 ハマカイダ 中之町 ナカノチョウ
3364 三和01 浜改田 ハマカイダ 細工所 サイクセ
3365 三和01 浜改田 ハマカイダ 八松 ヤマツ
3366 三和01 浜改田 ハマカイダ 中田 ナカタ
3367 三和01 浜改田 ハマカイダ 本邑 ホンムラ
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3368 三和01 浜改田 ハマカイダ 神田 コウダ
3369 三和01 浜改田 ハマカイダ 岩坂 イワサカ
3370 三和01 浜改田 ハマカイダ 鳥バミ※ トリバミ
3371 三和01 浜改田 ハマカイダ 浜田 ハマダ
3372 三和01 浜改田 ハマカイダ 大浦 オオウラ
3373 三和01 浜改田 ハマカイダ 喰味谷 グイミダニ
3374 三和01 浜改田 ハマカイダ 小浦 コウラ
3375 三和01 浜改田 ハマカイダ 三ツ峠 ミツトウゲ
3376 三和01 浜改田 ハマカイダ 山之端 ヤマノハシ
3377 三和01 浜改田 ハマカイダ 流田 ナガレダ
3378 三和01 浜改田 ハマカイダ 掛桶 カケオケ
3379 三和01 浜改田 ハマカイダ ムセガ元 ムセガモト
3380 三和01 浜改田 ハマカイダ 塩辛田 シオカラデン
3381 三和01 浜改田 ハマカイダ 大久保 オオクボ
3382 三和01 浜改田 ハマカイダ 蓼原 タデハラ
3383 三和01 浜改田 ハマカイダ 丑揚 ウシアゲ
3384 三和01 浜改田 ハマカイダ 東沢 ヒガシサワ
3385 三和01 浜改田 ハマカイダ 堀 ホリ
3386 三和01 浜改田 ハマカイダ タテ タテ
3387 三和01 浜改田 ハマカイダ 大鶴居 オオツルイ
3388 三和01 浜改田 ハマカイダ 江越 エゴシ
3389 三和01 浜改田 ハマカイダ シダ川 シダガワ
3390 三和01 浜改田 ハマカイダ 大柳 オオヤナギ
3391 三和01 浜改田 ハマカイダ 姥喰 ババクイ
3392 三和01 浜改田 ハマカイダ 西荒田 ニシアラタ
3393 三和01 浜改田 ハマカイダ 黒田 クロダ
3394 三和01 浜改田 ハマカイダ 池田 イケダ
3395 三和01 浜改田 ハマカイダ 北沢 キタザワ
3396 三和01 浜改田 ハマカイダ サビノ サビノ
3397 三和01 浜改田 ハマカイダ 用ヒ木 ヨウヒギ
3398 三和01 浜改田 ハマカイダ 沢ノ城 サワノシロ
3399 三和01 浜改田 ハマカイダ 里東沢 サトヒガシザワ
3400 三和01 浜改田 ハマカイダ 西沢 ニシザワ
3401 三和01 浜改田 ハマカイダ 塚口穴ノ端 ツカグチアナノハシ
3402 三和01 浜改田 ハマカイダ 九十九セマチ ツクモセマチ
3403 三和01 浜改田 ハマカイダ 塚ヶ穴ノ根 ツカガアナノネ
3404 三和01 浜改田 ハマカイダ 作信谷 サクノブダニ
3405 三和01 浜改田 ハマカイダ 前坂 マエサカ
3406 三和01 浜改田 ハマカイダ 谷ノ奥 タニノオク
3407 三和01 浜改田 ハマカイダ 谷ノ上 タニノウエ
3408 三和01 浜改田 ハマカイダ シヲジタチ シヲジタチ
3409 三和01 浜改田 ハマカイダ 小路口 コウジグチ
3410 三和01 浜改田 ハマカイダ 西ノ芝 ニシノシバ
3411 三和01 浜改田 ハマカイダ 野添 ノゾエ
3412 三和01 浜改田 ハマカイダ 野尻 ノジリ
3413 三和01 浜改田 ハマカイダ 土居 ドイ
3414 三和01 浜改田 ハマカイダ トクラク トクラク
3415 三和01 浜改田 ハマカイダ エビテラ エビテラ
3416 三和01 浜改田 ハマカイダ 丸峯 マルミネ
3417 三和01 浜改田 ハマカイダ スノ谷 スノタニ
3418 三和01 浜改田 ハマカイダ 宗徳 ムネトク
3419 三和01 浜改田 ハマカイダ 西宗徳田 ニシムネトクダ
3420 三和01 浜改田 ハマカイダ 宮ノ前 ミヤノマエ
3421 三和01 浜改田 ハマカイダ 仁井田 ニイダ
3422 三和01 浜改田 ハマカイダ 奥宮田 オクミヤタ
3423 三和01 浜改田 ハマカイダ 小タレ コタレ
3424 三和01 浜改田 ハマカイダ 長丁 ナガチョウ
3425 三和01 浜改田 ハマカイダ 田中 タナカ
3426 三和01 浜改田 ハマカイダ 下田 シモダ
3427 三和01 浜改田 ハマカイダ 中島 ナカジマ
3428 三和01 浜改田 ハマカイダ 島ノ前 シマノウエ
3429 三和01 浜改田 ハマカイダ 割田 ワリタ
3430 三和01 浜改田 ハマカイダ 茨本 バラモト
3431 三和01 浜改田 ハマカイダ 香宗 コウソ
3432 三和01 浜改田 ハマカイダ シラガ シラガ
3433 三和01 浜改田 ハマカイダ 里田中 サトタナカ
3434 三和01 浜改田 ハマカイダ 二本浜林 ニホンハマバヤシ
3435 三和01 浜改田 ハマカイダ 三本松林 サンボンマツバヤシ
3436 三和02 里改田 サトカイダ 石田野 イシダノ
3437 三和02 里改田 サトカイダ サビノ サビノ
3438 三和02 里改田 サトカイダ 吉ヶ塚 ヨシガヅカ
3439 三和02 里改田 サトカイダ 森利 モリトシ
3440 三和02 里改田 サトカイダ 上畑 カンバタ
3441 三和02 里改田 サトカイダ 北殿 キタドノ
3442 三和02 里改田 サトカイダ 北川 キタガワ
3443 三和02 里改田 サトカイダ 坊川 ボウカワ
3444 三和02 里改田 サトカイダ 新田 シンデン
3445 三和02 里改田 サトカイダ 岩路 イワジ
3446 三和02 里改田 サトカイダ 室ノ内 ムロノウチ
3447 三和02 里改田 サトカイダ 石塚 イシヅカ
3448 三和02 里改田 サトカイダ 角屋敷 カドヤシキ
3449 三和02 里改田 サトカイダ 中ノ坪 ナカノツボ
3450 三和02 里改田 サトカイダ 長泉 ナガイズミ
3451 三和02 里改田 サトカイダ 立石 タテイシ
3452 三和02 里改田 サトカイダ 石前 イシマエ
3453 三和02 里改田 サトカイダ 海老寺 エビデラ
3454 三和02 里改田 サトカイダ 在家田 ザイケデン
3455 三和02 里改田 サトカイダ 杉本 スギモト
3456 三和02 里改田 サトカイダ 二ノ塀 ニノヘイ
3457 三和02 里改田 サトカイダ 三ノ塀 サンノヘイ
3458 三和02 里改田 サトカイダ 室屋 ムロヤ
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3459 三和02 里改田 サトカイダ 大領 ダイリョウ
3460 三和02 里改田 サトカイダ 飯盛 イイモリ
3461 三和02 里改田 サトカイダ 楠井 クスイ
3462 三和02 里改田 サトカイダ 吉井 ヨシイ
3463 三和02 里改田 サトカイダ 中畑 ナカハタ
3464 三和02 里改田 サトカイダ 菖蒲田 ショウブデン
3465 三和02 里改田 サトカイダ エンズ エンズ
3466 三和02 里改田 サトカイダ 浅デ アサデ
3467 三和02 里改田 サトカイダ 芝ヶ端 シバガハシ
3468 三和02 里改田 サトカイダ 上白河 カミシラカワ
3469 三和02 里改田 サトカイダ タノスエ タノスエ
3470 三和02 里改田 サトカイダ タノモ タノモ
3471 三和02 里改田 サトカイダ 四反田 ヨンタンダ
3472 三和02 里改田 サトカイダ 壱町田 イッチョウダ
3473 三和02 里改田 サトカイダ 久保根 クボネ
3474 三和02 里改田 サトカイダ カモ原 カモハラ
3475 三和02 里改田 サトカイダ 横枕 ヨコマクラ
3476 三和02 里改田 サトカイダ チサノ木 チサノキ
3477 三和02 里改田 サトカイダ ヲケイ オケイ
3478 三和02 里改田 サトカイダ 松木 マツギ
3479 三和02 里改田 サトカイダ 畑田 ハタダ
3480 三和02 里改田 サトカイダ 道ノ裏 ミチノウラ
3481 三和02 里改田 サトカイダ 小田 オダ
3482 三和02 里改田 サトカイダ 釘抜 クギヌキ
3483 三和02 里改田 サトカイダ 土居後 ドイノウシロ
3484 三和02 里改田 サトカイダ 丸峰 マルミネ
3485 三和02 里改田 サトカイダ 宮扇 ミヤオオギ
3486 三和02 里改田 サトカイダ 牛ツタ ウシツタ
3487 三和02 里改田 サトカイダ 小山 コヤマ
3488 三和02 里改田 サトカイダ 亀木 カメキ
3489 三和02 里改田 サトカイダ 大間 オオマ
3490 三和02 里改田 サトカイダ 土居 ドイ
3491 三和02 里改田 サトカイダ 野添 ノゾエ
3492 三和02 里改田 サトカイダ サギガ首 サギガクビ
3493 三和02 里改田 サトカイダ 西ノ芝 ニシノシバ
3494 三和02 里改田 サトカイダ 岡田 オカダ
3495 三和02 里改田 サトカイダ 佾屋敷※ イツヤシキ
3496 三和02 里改田 サトカイダ 飛石 トビイシ
3497 三和02 里改田 サトカイダ ツホネ ツホネ
3498 三和02 里改田 サトカイダ 江越 エゴシ
3499 三和02 里改田 サトカイダ ツイハゼグチ ツイハゼグチ
3500 三和02 里改田 サトカイダ 大掴 オオツカミ
3501 三和02 里改田 サトカイダ ノラダ ノラダ
3502 三和02 里改田 サトカイダ 用木 ヨウキ
3503 三和02 里改田 サトカイダ 小路口 コウジグチ
3504 三和02 里改田 サトカイダ 穴田 アナダ
3505 三和02 里改田 サトカイダ 楠田 クスダ
3506 三和02 里改田 サトカイダ 野崎 ノザキ
3507 三和02 里改田 サトカイダ 谷口 タニグチ
3508 三和02 里改田 サトカイダ 山崎 ヤマサキ
3509 三和02 里改田 サトカイダ 傘 カサ
3510 三和02 里改田 サトカイダ シイ原 シイハラ
3511 三和02 里改田 サトカイダ 菊王 キクオウ
3512 三和02 里改田 サトカイダ 城ノ後 シロノウシロ
3513 三和02 里改田 サトカイダ 堤崎 ツツミザキ
3514 三和02 里改田 サトカイダ 沢城 サワシロ
3515 三和02 里改田 サトカイダ 城ノ前 シロノマエ
3516 三和02 里改田 サトカイダ 上荒田 カミアラタ
3517 三和02 里改田 サトカイダ カメノス カメノス
3518 三和02 里改田 サトカイダ 小島 コジマ
3519 三和02 里改田 サトカイダ 長谷 ナガタニ
3520 三和02 里改田 サトカイダ 清水 キヨミズ
3521 三和02 里改田 サトカイダ 七日田 ナノカデン
3522 三和02 里改田 サトカイダ 西沢 ニシザワ
3523 三和02 里改田 サトカイダ 石橋 イシバシ
3524 三和02 里改田 サトカイダ 九十九谷 ツクモダニ
3525 三和02 里改田 サトカイダ 塚穴 ツカアナ
3526 三和02 里改田 サトカイダ 前坂 マエサカ
3527 三和02 里改田 サトカイダ 六本松 ロッポンマツ
3528 三和02 里改田 サトカイダ 呉岩 クレイワ
3529 三和02 里改田 サトカイダ 琴平山 コトヒラヤマ
3530 三和02 里改田 サトカイダ 泉谷 イズミダニ
3531 三和02 里改田 サトカイダ 馬場 ババ
3532 三和02 里改田 サトカイダ 宮田 ミヤタ
3533 三和02 里改田 サトカイダ 宗徳田 ソウトクデン
3534 三和02 里改田 サトカイダ 剣尾山 ツルオヤマ
3535 三和02 里改田 サトカイダ トツコヲ トッコウ
3536 三和02 里改田 サトカイダ 北トツコヲ キタトッコウ
3537 三和02 里改田 サトカイダ 山田 ヤマダ
3538 三和02 里改田 サトカイダ 谷ノ内 タニノウチ
3539 三和02 里改田 サトカイダ 長峠 ナガトウゲ
3540 三和02 里改田 サトカイダ 八岡 ヤオカ
3541 三和02 里改田 サトカイダ 三ツ城 ミツシロ
3542 三和02 里改田 サトカイダ 山口 ヤマグチ
3543 三和02 里改田 サトカイダ 白川 シラカワ
3544 三和02 里改田 サトカイダ 香宗 コウソ
3545 三和02 里改田 サトカイダ 茨元 イバラノモト
3546 三和02 里改田 サトカイダ 中嶋 ナカジマ
3547 三和02 里改田 サトカイダ 下田 シモダ
3548 三和02 里改田 サトカイダ 西荒田 ニシアラタ
3549 三和02 里改田 サトカイダ 大鶴居 オオツルイ
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3550 三和02 里改田 サトカイダ 姥喰 ババクイ
3551 三和02 里改田 サトカイダ 掛桶 カケオケ
3552 三和02 里改田 サトカイダ シダ川 シダガワ
3553 三和02 里改田 サトカイダ 大柳 オオヤナギ
3554 三和02 里改田 サトカイダ 三ツ峠 ミツトウゲ
3555 三和02 里改田 サトカイダ 大浦 オオウラ
3556 三和02 里改田 サトカイダ 鳥バミ※ トリバミ
3557 三和02 里改田 サトカイダ 上横田 ウエヨコタ
3558 三和02 里改田 サトカイダ 本堂 ホンドウ
3559 三和02 里改田 サトカイダ 細工所 サイクセ
3560 三和02 里改田 サトカイダ 道源寺 ドウゲンジ
3561 三和02 里改田 サトカイダ 寺家田 テライエダ
3562 三和02 里改田 サトカイダ コイ コイ
3563 三和02 里改田 サトカイダ 横杭 ヨコグイ
3564 三和02 里改田 サトカイダ 高縄手 タカナワテ
3565 三和02 里改田 サトカイダ 十市三反 トウチサンタン
3566 三和02 里改田 サトカイダ 門田 カドタ
3567 三和02 里改田 サトカイダ カハラケキウ カハラケキウ
3568 三和02 里改田 サトカイダ 里江越 サトエゴシ
3569 三和02 里改田 サトカイダ 池ノ向 イケノムカイ
3570 三和02 里改田 サトカイダ 弘沢 ヒロサワ
3571 三和02 里改田 サトカイダ 城ノ西 シロノニシ
3572 三和02 里改田 サトカイダ 土日田 ツチヒダ
3573 三和02 里改田 サトカイダ 扇田 オオギダ
3574 三和02 里改田 サトカイダ ニイバリ ニイバリ
3575 三和03 片山 カタヤマ 西ヶ内 ニシガウチ
3576 三和03 片山 カタヤマ 高井 タカイ
3577 三和03 片山 カタヤマ 四反田 ヨンタンダ
3578 三和03 片山 カタヤマ 成松 ナリマツ
3579 三和03 片山 カタヤマ 梅屋敷 ウメヤシキ
3580 三和03 片山 カタヤマ 角田 カドタ
3581 三和03 片山 カタヤマ 北鍛治屋 キタカジヤ
3582 三和03 片山 カタヤマ 関ノ前 セキノマエ
3583 三和03 片山 カタヤマ 上野間田 ウエノカドタ
3584 三和03 片山 カタヤマ 惣社供田 ソウジャキョウデン
3585 三和03 片山 カタヤマ 芝田 シバタ
3586 三和03 片山 カタヤマ 杭ノ本 クイノモト
3587 三和03 片山 カタヤマ 盛分 モリブン
3588 三和03 片山 カタヤマ 青木 アオキ
3589 三和03 片山 カタヤマ 壱町田 イッチョウダ
3590 三和03 片山 カタヤマ 六反田 ロクタンダ
3591 三和03 片山 カタヤマ 長久保 ナガクボ
3592 三和03 片山 カタヤマ 鹿ノ枝 シカノエダ
3593 三和03 片山 カタヤマ 中野間田 ナカノハザマデン
3594 三和03 片山 カタヤマ 下野間田 シタノハザマデン
3595 三和03 片山 カタヤマ 北野 キタノ
3596 三和03 片山 カタヤマ 市ノ坪 イチノツボ
3597 三和03 片山 カタヤマ 野口 ノグチ
3598 三和03 片山 カタヤマ 沖ノ西 オキノニシ
3599 三和03 片山 カタヤマ 徳造 トクゾウ
3600 三和03 片山 カタヤマ 池分 イケブン
3601 三和03 片山 カタヤマ 八反田 ハッタンダ
3602 三和03 片山 カタヤマ 徳楽 トクラク
3603 三和03 片山 カタヤマ 上松ノ下 ウエマツノシタ
3604 三和03 片山 カタヤマ 寺松 テラマツ
3605 三和03 片山 カタヤマ 上間ノ田 カミハザマノタ
3606 三和03 片山 カタヤマ 下間ノ田 シモハザマノシタ
3607 三和03 片山 カタヤマ 寺山 テラヤマ
3608 三和03 片山 カタヤマ 下松ノ下 シタマツノシタ
3609 三和03 片山 カタヤマ ヨケ ヨケ
3610 三和03 片山 カタヤマ 荒田 アラタ
3611 三和03 片山 カタヤマ 上笠作 カミカササク
3612 三和03 片山 カタヤマ 中笠作 ナカカササク
3613 三和03 片山 カタヤマ 長岸 ナガギシ
3614 三和03 片山 カタヤマ 板柳ノ内 イタヤナギノウチ
3615 三和03 片山 カタヤマ 扇田 オオギダ
3616 三和03 片山 カタヤマ ジゲバタ ジゲバタ
3617 三和03 片山 カタヤマ 月ノ丸 ツキノマル
3618 三和03 片山 カタヤマ 柳ヶ内 ヤナギガウチ
3619 三和03 片山 カタヤマ 若枝 ワカエダ
3620 三和03 片山 カタヤマ 錆野 サビノ
3621 三和03 片山 カタヤマ 松本 マツノモト
3622 三和03 片山 カタヤマ 下笠作 シモカササク
3623 三和03 片山 カタヤマ 横田 ヨコタ
3624 三和03 片山 カタヤマ 野々間 ノノマ
3625 三和03 片山 カタヤマ 大久保 オオクボ
3626 三和03 片山 カタヤマ 津麻呂 ツマロ
3627 三和03 片山 カタヤマ カセブカ カセブカ
3628 三和03 片山 カタヤマ イラレコ イラレコ
3629 三和03 片山 カタヤマ タケノクロ タケノクロ
3630 三和03 片山 カタヤマ 白財 シラザイ
3631 三和03 片山 カタヤマ 安光 ヤスミツ
3632 三和03 片山 カタヤマ 袴腰 ハカマゴシ
3633 三和03 片山 カタヤマ 常坊 ツネノボウ
3634 三和03 片山 カタヤマ ゴゼ屋敷 ゴゼヤシキ
3635 三和03 片山 カタヤマ 岩松 イワマツ
3636 三和03 片山 カタヤマ 行延 ユキノベ
3637 三和03 片山 カタヤマ 根リノ木 ネリノキ
3638 三和03 片山 カタヤマ 吉本 ヨシモト
3639 三和03 片山 カタヤマ 岡ノ上 オカノウエ
3640 三和03 片山 カタヤマ 井ノ尻 イノシリ
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3641 三和03 片山 カタヤマ クレ田 クレダ
3642 三和03 片山 カタヤマ イル田 イルダ
3643 三和03 片山 カタヤマ 西ヶ芝 ニシガシバ
3644 三和03 片山 カタヤマ 大岩 オオイワ
3645 三和03 片山 カタヤマ 地藏堂 ヂドウドウ
3646 三和03 片山 カタヤマ イカル田 イカルタ
3647 三和03 片山 カタヤマ 広戸 ヒロト
3648 三和03 片山 カタヤマ 川ナベ カワナベ
3649 三和03 片山 カタヤマ 北城戸 キタシロト
3650 三和03 片山 カタヤマ 北組 キタグミ
3651 三和03 片山 カタヤマ 高田 タカダ
3652 三和03 片山 カタヤマ 井ノ岡 イノオカ
3653 三和03 片山 カタヤマ 岩田 イワタ
3654 三和03 片山 カタヤマ 中組 ナカグミ
3655 三和03 片山 カタヤマ 茶園 チャエン
3656 三和03 片山 カタヤマ 多茂恵 タモエ
3657 三和03 片山 カタヤマ 城屋敷 シロヤシキ
3658 三和03 片山 カタヤマ 藏光 クラミツ
3659 三和03 片山 カタヤマ 岩神 イワガミ
3660 三和03 片山 カタヤマ 蓼原 タデハラ
3661 三和03 片山 カタヤマ 大西 オオニシ
3662 三和03 片山 カタヤマ 射場 マトバ
3663 三和03 片山 カタヤマ 土居 ドイ
3664 三和03 片山 カタヤマ 坊川 ボウカワ
3665 三和03 片山 カタヤマ 前田 マエダ
3666 三和03 片山 カタヤマ 久保田 クボタ
3667 三和03 片山 カタヤマ 高畠 タカハタ
3668 三和03 片山 カタヤマ 畷越 ナワテゴシ
3669 三和03 片山 カタヤマ 大門 ダイモン
3670 三和03 片山 カタヤマ 長泉 ナガイズミ
3671 三和03 片山 カタヤマ 後口田 ウシログチダ
3672 三和03 片山 カタヤマ 山ノ田 ヤマノタ
3673 三和03 片山 カタヤマ 溝渕山 ミゾブチヤマ
3674 三和03 片山 カタヤマ 桃山 モモヤマ
3675 三和03 片山 カタヤマ 滝 タキ
3676 三和03 片山 カタヤマ 鏡岩 カガミイワ
3677 三和03 片山 カタヤマ 薬師堂 ヤクシドウ
3678 三和03 片山 カタヤマ 秋葉山南平 アキバヤマミナミダイラ
3679 三和03 片山 カタヤマ 西ノ端 ニシノハシ
3680 三和03 片山 カタヤマ ノツゴ ノツゴ
3681 三和03 片山 カタヤマ 子ゼリ岩 ネゼリイワ
3682 三和03 片山 カタヤマ 秋葉山北平 アキバヤマキタダイラ
3683 三和03 片山 カタヤマ 前山 マエヤマ
3684 三和03 片山 カタヤマ 観音山 カンノンヤマ
3685 三和03 片山 カタヤマ 熊野殿 クマノドノ
3686 三和03 片山 カタヤマ 傍士ヶ森 ホウジガモリ
3687 三和03 片山 カタヤマ 辻 ツジ
3688 稲生01 稲生 イナブ 大釣井 オオツルイ
3689 稲生01 稲生 イナブ 坂口 サカグチ
3690 稲生01 稲生 イナブ 藤兵衛谷 トウベエダニ
3691 稲生01 稲生 イナブ 東大田 ヒガシオオタ
3692 稲生01 稲生 イナブ 鍛冶屋敷 カジヤシキ
3693 稲生01 稲生 イナブ 石田 イシダ
3694 稲生01 稲生 イナブ 西大田 ニシオオタ
3695 稲生01 稲生 イナブ 間田 ハザマダ
3696 稲生01 稲生 イナブ 三ツ城ヶ谷 ミツシロガダニ
3697 稲生01 稲生 イナブ 小野 オノ
3698 稲生01 稲生 イナブ 中山 ナカヤマ
3699 稲生01 稲生 イナブ 茶園奥 チャエンノオク
3700 稲生01 稲生 イナブ 西股 ニシマタ
3701 稲生01 稲生 イナブ 今坂 イマサカ
3702 稲生01 稲生 イナブ 西ノ森 ニシノモリ
3703 稲生01 稲生 イナブ 三ツ石 ミツイシ
3704 稲生01 稲生 イナブ 千檀木 センダンノキ
3705 稲生01 稲生 イナブ 鳥帽子岩 ニセボウシイワ
3706 稲生01 稲生 イナブ 津幸次郎 ツコウジロウ
3707 稲生01 稲生 イナブ 瀧ノ下 タキノシタ
3708 稲生01 稲生 イナブ 大清水 オオシミズ
3709 稲生01 稲生 イナブ 見舞坂 ミマイザカ
3710 稲生01 稲生 イナブ 大清水山田 オオシミズヤマダ
3711 稲生01 稲生 イナブ 大平山 オオヒラヤマ
3712 稲生01 稲生 イナブ 庄司ゲ谷 ショウジガタニ
3713 稲生01 稲生 イナブ 朔日田 サクヒデン
3714 稲生01 稲生 イナブ ツイハゼ ツイハゼ
3715 稲生01 稲生 イナブ ツノ田 ツノダ
3716 稲生01 稲生 イナブ 白井屋敷 シライヤシキ
3717 稲生01 稲生 イナブ 銀助屋敷 ギンスケヤシキ
3718 稲生01 稲生 イナブ 白井谷 シライダニ
3719 稲生01 稲生 イナブ 原 ハラ
3720 稲生01 稲生 イナブ 越水 コシミズ
3721 稲生01 稲生 イナブ サバイ サバイ
3722 稲生01 稲生 イナブ カタブキ カタブキ
3723 稲生01 稲生 イナブ 土居谷 ドイノタニ
3724 稲生01 稲生 イナブ 下屋敷 シモヤシキ
3725 稲生01 稲生 イナブ 桜木 サクラギ
3726 稲生01 稲生 イナブ ヲイハリ塩田 オイハリシオデン
3727 稲生01 稲生 イナブ ツルギョウ堤 ツルギョウツツミ
3728 稲生01 稲生 イナブ 中谷 ナカダニ
3729 稲生01 稲生 イナブ 八頭 ヤガシラ
3730 稲生01 稲生 イナブ 名護谷 ナゴダニ
3731 稲生01 稲生 イナブ ヒトツ岩 ヒトツイワ
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3732 稲生01 稲生 イナブ 鮹ノ森 タコノモリ
3733 稲生01 稲生 イナブ 平谷 ヒラタニ
3734 稲生01 稲生 イナブ 林谷 ハヤシダニ
3735 稲生01 稲生 イナブ 寺屋敷 テラヤシキ
3736 稲生01 稲生 イナブ 宮ノ谷 ミヤノタニ
3737 稲生01 稲生 イナブ 宮ノ谷山 ミヤノタニヤマ
3738 稲生01 稲生 イナブ 西谷 ニシダニ
3739 稲生01 稲生 イナブ 清水 キヨミズ
3740 稲生01 稲生 イナブ 八切田 ヤギレダ
3741 稲生01 稲生 イナブ コシメリ コシメリ
3742 稲生01 稲生 イナブ ナナシログチ ナナシログチ
3743 稲生01 稲生 イナブ クロノモト クロノモト
3744 稲生01 稲生 イナブ 大谷 オオタニ
3745 稲生01 稲生 イナブ 細谷山 ホソダニヤマ
3746 稲生01 稲生 イナブ 沖岩 オキイワ
3747 稲生01 稲生 イナブ 大谷山 オオタニヤマ
3748 稲生01 稲生 イナブ オヽドウ オオドウ
3749 稲生01 稲生 イナブ ナナシロ ナナシロ
3750 稲生01 稲生 イナブ 七々城ロ山 ナナシロヤマ
3751 稲生01 稲生 イナブ 平畠山 ヒラハタヤマ
3752 稲生01 稲生 イナブ 道添 ミチゾエ
3753 稲生01 稲生 イナブ 中コシメリ ナカコシメリ
3754 稲生01 稲生 イナブ 平畑 ヒラハタ
3755 稲生01 稲生 イナブ 森本 モリモト
3756 稲生01 稲生 イナブ 西コシメリ ニシコシメリ
3757 稲生01 稲生 イナブ 十三代 ジュウサンダイ
3758 稲生01 稲生 イナブ 足ヶ谷 アシガダニ
3759 稲生01 稲生 イナブ 新留 シンドメ
3760 稲生01 稲生 イナブ イトキリ谷 イトキリダニ
3761 稲生01 稲生 イナブ サカリ山 サカリヤマ
3762 稲生01 稲生 イナブ ヒヨブ山 ヒョウブヤマ
3763 稲生01 稲生 イナブ 東股 ヒガシマタ
3764 稲生01 稲生 イナブ 小坂谷 コサカダニ
3765 稲生01 稲生 イナブ 八行寺 ハチギョウジ
3766 稲生01 稲生 イナブ 八行寺ヶ峯 ハチギョウジガミネ
3767 稲生01 稲生 イナブ 赤坂 アカサカ
3768 稲生01 稲生 イナブ イトヲヤシキ イトオヤシキ
3769 稲生01 稲生 イナブ 仁井田汐田 ニイダシオデン
3770 稲生01 稲生 イナブ 裏汐田 ウラシオデン
3771 稲生01 稲生 イナブ 朴庵 ボクアン
3772 稲生01 稲生 イナブ 東裏汐田 ヒガシウラシオデン
3773 稲生01 稲生 イナブ 惣左衛門 ソウザエモン
3774 稲生01 稲生 イナブ 川久保 カワクボ
3775 稲生01 稲生 イナブ 船戸 フナト
3776 稲生01 稲生 イナブ 川原口 カワハラグチ
3777 稲生01 稲生 イナブ 土居ノ後 ドイノウシロ
3778 稲生01 稲生 イナブ 小橋ノ西 コバシノニシ
3779 稲生01 稲生 イナブ 小橋ノ本 コバシノモト
3780 稲生01 稲生 イナブ 岡ノ端 オカノハシ
3781 稲生01 稲生 イナブ 徳松 トクマツ
3782 稲生01 稲生 イナブ 下平田 シモヒラタ
3783 稲生01 稲生 イナブ 上平田 カミヒラタ
3784 稲生01 稲生 イナブ 鍵取給 カギトリキュウ
3785 稲生01 稲生 イナブ 東久井原 ヒガシヒサイハラ
3786 稲生01 稲生 イナブ 西ヒヅメ ニシヒヅメ
3787 稲生01 稲生 イナブ 北ヒヅメ キタヒヅメ
3788 稲生01 稲生 イナブ 樋詰 ヒヅメ
3789 稲生01 稲生 イナブ 溝添 ミゾゾエ
3790 稲生01 稲生 イナブ 関ヶ浦 セキガウラ
3791 稲生01 稲生 イナブ 馬橋 ウマバシ
3792 稲生01 稲生 イナブ 石ノ前 イシノマエ
3793 稲生01 稲生 イナブ トドロキ トドロキ
3794 稲生01 稲生 イナブ 大屋敷 オオヤシキ
3795 稲生01 稲生 イナブ 浜田屋敷 ハマダヤシキ
3796 稲生01 稲生 イナブ 堂ヶ内 ドウガウチ
3797 稲生01 稲生 イナブ 代家ヶ内 ダイケガウチ
3798 稲生01 稲生 イナブ 樋ノ口 ヒノクチ
3799 稲生01 稲生 イナブ カタ田 カタダ
3800 稲生01 稲生 イナブ クレ田 クレダ
3801 稲生01 稲生 イナブ シキ田 シキデン
3802 稲生01 稲生 イナブ 後入道 ウシロニュウドウ
3803 稲生01 稲生 イナブ 倉走 クラハシリ
3804 稲生01 稲生 イナブ イカダ イカダ
3805 稲生01 稲生 イナブ 家所 イエドコロ
3806 稲生01 稲生 イナブ ワクガ内 ワクガウチ
3807 稲生01 稲生 イナブ 関ヶ本 セキガモト
3808 稲生01 稲生 イナブ チヤザキ チヤザキ
3809 稲生01 稲生 イナブ チヤザキ山 チヤザキヤマ
3810 稲生01 稲生 イナブ サル神 サルガミ
3811 稲生01 稲生 イナブ ヲクノ谷 オクノタニ
3812 稲生01 稲生 イナブ 目白岩 メジロイワ
3813 稲生01 稲生 イナブ ドヲモ ドオモ
3814 稲生01 稲生 イナブ ウヤ ウヤ
3815 稲生01 稲生 イナブ ホドツカ ホドツカ
3816 稲生01 稲生 イナブ 井川 ユウコウ
3817 稲生01 稲生 イナブ 井川山 ユウコウヤマ
3818 稲生01 稲生 イナブ 西井川 ニシユウコウ
3819 稲生01 稲生 イナブ 永田 ナガタ
3820 稲生01 稲生 イナブ 馬背 ウマノセ
3821 稲生01 稲生 イナブ 丸山 マルヤマ
3822 稲生01 稲生 イナブ 丸山ノハナ マルヤマノハナ
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3823 稲生01 稲生 イナブ 丸山ノ窪 マルヤマノクボ
3824 稲生01 稲生 イナブ 中トヲカ ナカトオカ
3825 稲生01 稲生 イナブ 定沢 テイザワ
3826 稲生01 稲生 イナブ 耳トギ ミミトギ
3827 稲生01 稲生 イナブ 井ノ本 イノモト
3828 稲生01 稲生 イナブ ミサビ ミサビ
3829 稲生01 稲生 イナブ 下鎌田 シモカマタ
3830 稲生01 稲生 イナブ 北塩田 キタシオタ
3831 稲生01 稲生 イナブ 西塩田 ニシシオタ
3832 稲生01 稲生 イナブ 杭原 クイハラ
3833 稲生01 稲生 イナブ ヤギノマエ ヤギノマエ
3834 稲生01 稲生 イナブ 田ノ尻 タノシリ
3835 稲生01 稲生 イナブ 四反田 ヨンタンダ
3836 稲生01 稲生 イナブ 鏡田 カガミダ
3837 稲生01 稲生 イナブ ソブ ソブ
3838 稲生01 稲生 イナブ 八代 ヤシロ
3839 稲生01 稲生 イナブ 桜田 サクラダ
3840 稲生01 稲生 イナブ 坂ノ松山 サカノマツヤマ
3841 稲生01 稲生 イナブ 崩山 クヅレヤマ
3842 稲生01 稲生 イナブ 崩レ クヅレ
3843 稲生01 稲生 イナブ コヲサ コオサ
3844 稲生01 稲生 イナブ ヒラソ ヒラソ
3845 稲生01 稲生 イナブ 西ヒラソ ニシヒラソ
3846 稲生01 稲生 イナブ 十代地 ジュウダイチ
3847 稲生01 稲生 イナブ 五郎山田 ゴロウヤマダ
3848 稲生01 稲生 イナブ 立石 タテイシ
3849 稲生01 稲生 イナブ 上ヒラソ カミヒラソ
3850 稲生01 稲生 イナブ 北山田 キタヤマダ
3851 稲生01 稲生 イナブ 柿ノ木山 カキノキヤマ
3852 稲生01 稲生 イナブ 耳久保 ミミクボ
3853 稲生01 稲生 イナブ 瓢箪 ヒョウタン
3854 稲生01 稲生 イナブ 大タヲ山 オオタオヤマ
3855 稲生01 稲生 イナブ 中泉 ナカイズミ
3856 稲生01 稲生 イナブ 大泉 オオイズミ
3857 稲生01 稲生 イナブ 野々神 ノノガミ
3858 稲生01 稲生 イナブ 谷 タニ
3859 稲生01 稲生 イナブ 山根 ヤマネ
3860 稲生01 稲生 イナブ シダウラ シダウラ
3861 稲生01 稲生 イナブ 三ツヶ森 ミツガモリ
3862 稲生01 稲生 イナブ 大代寺 オオダイジ
3863 稲生01 稲生 イナブ カロヲト カロオト
3864 稲生01 稲生 イナブ 雨足 アメガアシ
3865 稲生01 稲生 イナブ 西山田 ニシヤマダ
3866 稲生01 稲生 イナブ 蟹山田 カニヤマダ
3867 稲生01 稲生 イナブ 一ノ坪 イチノツボ
3868 稲生01 稲生 イナブ 衣笠屋敷 キヌガサヤシキ
3869 稲生01 稲生 イナブ 衣笠宮ノ前 キヌガサミヤノマエ
3870 稲生01 稲生 イナブ 瀧ノ東 タキノヒガシ
3871 稲生01 稲生 イナブ 向イ代 ムカイダイ
3872 稲生01 稲生 イナブ 茶屋床橋 チャヤユカバシ
3873 稲生01 稲生 イナブ 下ヒラソ シモヒラソ
3874 稲生01 稲生 イナブ 家石 イエイシ
3875 稲生01 稲生 イナブ 家石ノ西 イエイシノニシ
3876 稲生01 稲生 イナブ 笠松 カサマツ
3877 稲生01 稲生 イナブ 小岩崎 コイワサキ
3878 稲生01 稲生 イナブ 白井沖 シライオキ
3879 稲生01 稲生 イナブ 久保分 クボブン
3880 稲生01 稲生 イナブ 白井仲 シライナカ
3881 稲生01 稲生 イナブ 宮田 ミヤタ
3882 稲生01 稲生 イナブ 野島 ノジマ
3883 稲生01 稲生 イナブ 祝言寺 シュウゲンジ
3884 稲生01 稲生 イナブ 土居ノ前 ドイノマエ
3885 稲生01 稲生 イナブ 子リヌキ コリヌキ
3886 稲生01 稲生 イナブ 大潮田 オオシオダ
3887 稲生01 稲生 イナブ 越門 コシモン
3888 稲生01 稲生 イナブ 板橋 イタバシ
3889 稲生01 稲生 イナブ 平田 ヒラタ
3890 稲生01 稲生 イナブ 平安 ヘイアン
3891 稲生01 稲生 イナブ 下中沢 シモナカザワ
3892 稲生01 稲生 イナブ 上中沢 カミナカザワ
3893 稲生01 稲生 イナブ 木竹坪 キタケツボ
3894 稲生01 稲生 イナブ 舟戸田 フナトデン
3895 稲生01 稲生 イナブ 昭和 ショウワ
3896 稲生01 稲生 イナブ カヂ カヂ
3897 稲生01 稲生 イナブ 島田 シマダ
3898 稲生01 稲生 イナブ 久井原 ヒサイハラ
3899 稲生01 稲生 イナブ 浮面 ウキヅラ
3900 稲生01 稲生 イナブ 池田 イケダ
3901 稲生01 稲生 イナブ 吉田 ヨシダ
3902 稲生01 稲生 イナブ ウシウミ ウシウミ
3903 稲生01 稲生 イナブ 土居 ドイ
3904 稲生01 稲生 イナブ 源八 ゲンパチ
3905 稲生01 稲生 イナブ 沢 サワ
3906 稲生01 稲生 イナブ 水越 ミズコシ
3907 稲生01 稲生 イナブ ケサ丸 ケサマル
3908 稲生01 稲生 イナブ 鎌田 カマタ
3909 稲生01 稲生 イナブ 村上 ムラカミ
3910 稲生01 稲生 イナブ 馬洗 ウマアライ
3911 稲生01 稲生 イナブ 丸山ノ前 マルヤマノマエ
3912 稲生01 稲生 イナブ 六反田 ロクタンダ
3913 稲生01 稲生 イナブ 杉ヶ本 スギガモト
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3914 稲生01 稲生 イナブ 間田西森 ハザマダニシモリ
3915 稲生01 稲生 イナブ 滝ノ前 タキノマエ
3916 稲生01 稲生 イナブ 福重 フクジュウ
3917 稲生01 稲生 イナブ 石塚 イシヅカ
3918 稲生01 稲生 イナブ 七七セマチ ナナセマチ
3919 稲生01 稲生 イナブ 柳ヶ本 ヤナガモト
3920 稲生01 稲生 イナブ 大ハナ オオハナ
3921 稲生01 稲生 イナブ 中鎌田 ナカカマタ
3922 稲生01 稲生 イナブ 井尻 イジリ
3923 十市01 十市 トオチ 一ノ坪 イチノツボ
3924 十市01 十市 トオチ 慕谷 クレダニ
3925 十市01 十市 トオチ 渡上 ワタリアガリ
3926 十市01 十市 トオチ 重盛 シゲモリ
3927 十市01 十市 トオチ 国政 クニマサ
3928 十市01 十市 トオチ 塚ヶ谷 ツカガダニ
3929 十市01 十市 トオチ 鶴越 ツルゴシ
3930 十市01 十市 トオチ 柳田 ヤナギダ
3931 十市01 十市 トオチ 横田 ヨコタ
3932 十市01 十市 トオチ 歯朶崎 シダサキ
3933 十市01 十市 トオチ 西流 ニシナガレ
3934 十市01 十市 トオチ 石ノ前 イシノマエ
3935 十市01 十市 トオチ 三ツ城 ミツシロ
3936 十市01 十市 トオチ 江頭 エガシラ
3937 十市01 十市 トオチ 小栗実 オグリミ
3938 十市01 十市 トオチ 長峠 ナガトウゲ
3939 十市01 十市 トオチ 青野 アオノ
3940 十市01 十市 トオチ 北摺木 キタスリギ
3941 十市01 十市 トオチ 東流 ヒガシナガレ
3942 十市01 十市 トオチ 管ヶ谷 スガガダニ
3943 十市01 十市 トオチ 大池 オオイケ
3944 十市01 十市 トオチ 玄明岡 ゲンメイガオカ
3945 十市01 十市 トオチ 福神ノ前 フクガミノマエ
3946 十市01 十市 トオチ 泉ノ奥 イズミノオク
3947 十市01 十市 トオチ 立リ木 トマリギ
3948 十市01 十市 トオチ 門前 モンゼン
3949 十市01 十市 トオチ 劔尾崎 ツルオザキ
3950 十市01 十市 トオチ 南摺木 ミナミスリギ
3951 十市01 十市 トオチ 江添 エゾエ
3952 十市01 十市 トオチ 中沢 ナカザワ
3953 十市01 十市 トオチ 向井出 ムカイデ
3954 十市01 十市 トオチ 青木ヶ下 アオキガシタ
3955 十市01 十市 トオチ 草香沢 クサカザワ
3956 十市01 十市 トオチ 杖ノ橋 ツエノハシ
3957 十市01 十市 トオチ 長沢 ナガサワ
3958 十市01 十市 トオチ 山崎 ヤマサキ
3959 十市01 十市 トオチ 門田 カドタ
3960 十市01 十市 トオチ 土居谷 ドイノタニ
3961 十市01 十市 トオチ 土居ノ上 ドイノウエ
3962 十市01 十市 トオチ 尾見畝 オミセ
3963 十市01 十市 トオチ 河内 カワウチ
3964 十市01 十市 トオチ 大北 オオキタ
3965 十市01 十市 トオチ 東五反田 ヒガシゴタンダ
3966 十市01 十市 トオチ 香宗 コウソ
3967 十市01 十市 トオチ 縺レ モツレ
3968 十市01 十市 トオチ 中城 ナカシロ
3969 十市01 十市 トオチ 和崎 ワザキ
3970 十市01 十市 トオチ 西岡 ニシオカ
3971 十市01 十市 トオチ 田水 タミズ
3972 十市01 十市 トオチ 原畑 ハラハタ
3973 十市01 十市 トオチ 西角 ニシカド
3974 十市01 十市 トオチ 亀尻 カメジリ
3975 十市01 十市 トオチ 中縄手 ナカナワテ
3976 十市01 十市 トオチ 杖ノ橋沢 ツエノハシザワ
3977 十市01 十市 トオチ 藤ヶ崎 フジガサキ
3978 十市01 十市 トオチ 長丁 ナガチョウ
3979 十市01 十市 トオチ 傳兵衛 デンベイ
3980 十市01 十市 トオチ 山村 ヤマムラ
3981 十市01 十市 トオチ 大橋 オオハシ
3982 十市01 十市 トオチ 芝山 シバヤマ
3983 十市01 十市 トオチ 大柳浦 オオヤナギウラ
3984 十市01 十市 トオチ 砂渕 スナブチ
3985 十市01 十市 トオチ 浜田 ハマダ
3986 十市01 十市 トオチ 浜田前 ハマダマエ
3987 十市01 十市 トオチ 小森 コモリ
3988 十市01 十市 トオチ 東古曾 ヒガシフルソ
3989 十市01 十市 トオチ 古曾 フルソ
3990 十市01 十市 トオチ 古曾前 フルソマエ
3991 十市01 十市 トオチ 馳出前 ハセデマエ
3992 十市01 十市 トオチ 馳出 ハセデ
3993 十市01 十市 トオチ 小山 コヤマ
3994 十市01 十市 トオチ 坪池 ツボイケ
3995 十市01 十市 トオチ 坪池前 ツボイケマエ
3996 十市01 十市 トオチ 札場ノ前 フダバノマエ
3997 十市01 十市 トオチ 札場 フダバ
3998 十市01 十市 トオチ 烏帽子形 エボシカタ
3999 十市01 十市 トオチ 樋口山 ヒグチヤマ
4000 十市01 十市 トオチ 樋口 ヒノクチ
4001 十市01 十市 トオチ 筧ノ越 ミノゴエ
4002 十市01 十市 トオチ 芝ノ下 シバノシタ
4003 十市01 十市 トオチ 西横田 ニシヨコタ
4004 十市01 十市 トオチ 義丁 ギチョウ
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4005 十市01 十市 トオチ 岡寺 オカデラ
4006 十市01 十市 トオチ 西岡山 ニシオカヤマ
4007 十市01 十市 トオチ 釜ヶ谷 カマガダニ
4008 十市01 十市 トオチ 谷 タニ
4009 十市01 十市 トオチ 高森山 タカモリヤマ
4010 十市01 十市 トオチ 妙見前 ミョウケンマエ
4011 十市01 十市 トオチ 岡ノ上 オカノウエ
4012 十市01 十市 トオチ 矢頭 ヤガシラ
4013 十市01 十市 トオチ 和田 ワダ
4014 十市01 十市 トオチ 島ノ坪 シマノツボ
4015 十市01 十市 トオチ 竹ヶ端 タケガハシ
4016 十市01 十市 トオチ 亭ノ窪 テイノクボ
4017 十市01 十市 トオチ 南崎 ミナミザキ
4018 十市01 十市 トオチ 御手洗 オテアライ
4019 十市01 十市 トオチ 新宮山 シングウヤマ
4020 十市01 十市 トオチ 釘貫 クギヌキ
4021 十市01 十市 トオチ 糸木 イトキ
4022 十市01 十市 トオチ 竹谷 タケヤ
4023 十市01 十市 トオチ 木ノ頭 キノカシラ
4024 十市01 十市 トオチ 馬場 ババ
4025 十市01 十市 トオチ 柳瀬 ヤナガセ
4026 十市01 十市 トオチ 針木 ハリノキ
4027 十市01 十市 トオチ 尼子崎 アマコザキ
4028 十市01 十市 トオチ 徳楽 トクラク
4029 十市01 十市 トオチ 千市 センイチ
4030 十市01 十市 トオチ 尼子 アマコ
4031 十市01 十市 トオチ 岡 オカ
4032 十市01 十市 トオチ 三峡 サンキョウ
4033 十市01 十市 トオチ 符間畝 フマセ
4034 十市01 十市 トオチ 池ノ上 イケノウエ
4035 十市01 十市 トオチ 雨堤 アメツツミ
4036 十市01 十市 トオチ 森安 モリヤス
4037 十市01 十市 トオチ 北又 キタマタ
4038 十市01 十市 トオチ 南又 ミナミマタ
4039 十市01 十市 トオチ 井ノ森 イノモリ
4040 十市01 十市 トオチ 上栗山 カミクリヤマ
4041 十市01 十市 トオチ 溝本 ミゾモト
4042 十市01 十市 トオチ 尾南 オミナミ
4043 十市01 十市 トオチ 上浜田 カミハマダ
4044 十市01 十市 トオチ 芦ヶ端 アシガハシ
4045 十市01 十市 トオチ 小南山 コミナミヤマ
4046 十市01 十市 トオチ 小浜 コハマ
4047 十市01 十市 トオチ 大浜 オオハマ ＠
4048 十市01 十市 トオチ 古城山 コジョウヤマ
4049 十市01 十市 トオチ 月見崎 ツキミザキ
4050 十市01 十市 トオチ 峯山 ミネヤマ
4051 十市01 十市 トオチ 丹土 タンド
4052 十市01 十市 トオチ 添水森 ソエミズノモリ
4053 十市01 十市 トオチ 八丁 ハッチョウ
4054 十市01 十市 トオチ 耳下り ミミクダリ
4055 十市01 十市 トオチ 浜地 ハマヂ
4056 十市01 十市 トオチ 添水 ソエミズ
4057 十市01 十市 トオチ 中樋 ナカヒ
4058 十市01 十市 トオチ 大平 オオヒラ
4059 十市01 十市 トオチ 餘中畝 ヨナカセ
4060 十市01 十市 トオチ 鳥井松 トリイマツ
4061 十市01 十市 トオチ 大端 オオハシ
4062 十市01 十市 トオチ 南天神 ミナミテンジン
4063 十市01 十市 トオチ 天神 テンジン
4064 十市01 十市 トオチ 福ノ谷 フクノタニ
4065 十市01 十市 トオチ 内丸 ウチマル
4066 十市01 十市 トオチ 前堂 マエドウ
4067 十市01 十市 トオチ 楠上 クスガミ
4068 十市01 十市 トオチ 上田川原 カミタガハラ
4069 十市01 十市 トオチ 円岳寺 エンガクジ
4070 十市01 十市 トオチ 西ノ川 ニシノカワ
4071 十市01 十市 トオチ 下田川原 シモタカワハラ
4072 十市01 十市 トオチ 糀ヶ谷 コウジガダニ
4073 十市01 十市 トオチ 北天神 キタテンジン
4074 十市01 十市 トオチ 弁才天端 ベンザイテンハシ
4075 十市01 十市 トオチ 馬洗 ウマアライ
4076 十市01 十市 トオチ 尾崎 オザキ
4077 十市01 十市 トオチ 遅倉 オソクラ
4078 十市01 十市 トオチ 小弘岡 コヒロオカ
4079 十市01 十市 トオチ 荒瀬ヶ谷 アラセガタニ
4080 十市01 十市 トオチ 大奈路 オオナロ
4081 十市01 十市 トオチ 足形谷 アシガタニ
4082 十市01 十市 トオチ 笠山 カサヤマ
4083 十市01 十市 トオチ 西五反田 ニシゴタンダ
4084 十市01 十市 トオチ 松崎 マツザキ
4085 十市01 十市 トオチ 大井流 オオイナガレ
4086 十市01 十市 トオチ 飯沼 イイヌマ
4087 十市01 十市 トオチ 西山 ニシヤマ
4088 十市01 十市 トオチ 八行寺 ハチギョウジ
4089 十市01 十市 トオチ 巣鴻 スノオオトリ
4090 十市01 十市 トオチ 間田 ハザマダ
4091 十市01 十市 トオチ 長田 ナガタ
4092 十市01 十市 トオチ 梨浦 ナシウラ
4093 十市01 十市 トオチ 有田 アリタ
4094 十市01 十市 トオチ 栗原 クリハラ
4095 十市01 十市 トオチ 提 ツツミ
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4096 十市01 十市 トオチ 石越 イシゴエ
4097 十市01 十市 トオチ 鴻見 オオトリノウミ
4098 十市01 十市 トオチ 西歯朶崎 ニシシダサキ
4099 十市01 十市 トオチ 神母 イゲ
4100 十市01 十市 トオチ 礁ヶ端 ショウガハシ
4101 十市01 十市 トオチ 石土 イシド
4102 十市01 十市 トオチ 石土前 イシドマエ
4103 十市01 十市 トオチ 阿戸 アド
4104 十市01 十市 トオチ 山根 ヤマネ
4105 十市01 十市 トオチ 北石土 キタイシド
4106 十市01 十市 トオチ 遅越 オソゴシ
4107 十市01 十市 トオチ 水分 ミズワケ
4108 十市01 十市 トオチ 金ヶ岩 カネガイワ
4109 十市01 十市 トオチ 堀越 ホリコシ
4110 十市01 十市 トオチ 沖岩 オキイワ
4111 十市01 十市 トオチ 扇田 オオギダ
4112 十市01 十市 トオチ 西阿戸 ニシアド
4113 十市01 十市 トオチ 丸山根 マルヤマノネ
4114 十市01 十市 トオチ 丸山 マルヤマ
4115 十市01 十市 トオチ 白岩 シライワ
4116 十市01 十市 トオチ 丸山ノ前 マルヤマノマエ
4117 十市01 十市 トオチ 西井流 ニシイナガレ
4118 十市01 十市 トオチ 八丁前 ハッチョウマエ
4119 十市01 十市 トオチ 大浜前 オオハママエ
4120 十市01 十市 トオチ 芦ヶ端前 アシガハシマエ
4121 十市01 十市 トオチ 坪池ノ沖 ツボイケノオキ
4122 十市01 十市 トオチ 古曾沖 フルソオキ
4123 十市01 十市 トオチ 東井流 ヒガシイナガレ
4124 十市01 十市 トオチ 坪池浜 ツボイケハマ
4125 十市01 十市 トオチ 芦ヶ浜 アシガハマ
4126 十市01 十市 トオチ 大浜沖 オオハマオキ
4127 十市01 十市 トオチ 八丁浜 ハッチョウハマ
4128 十市01 十市 トオチ 阿戸浜 アドハマ
4129 十市01 十市 トオチ 城ノ沖沢 シロノオキザワ
4130 十市01 十市 トオチ 山崎沢 ヤマサキサワ
4131 十市01 十市 トオチ 新橋 シンバシ
4132 十市01 十市 トオチ 門屋 カドヤ
4133 十市01 十市 トオチ 横丁 ヨコチョウ
4134 十市01 十市 トオチ 立丁 タテチョウ
4135 十市01 十市 トオチ 古江 フルエ
4136 十市01 十市 トオチ 小池 コイケ
4137 十市01 十市 トオチ 柳浦 ヤナウラ
4138 十市01 十市 トオチ 村上 ムラカミ
4139 十市01 十市 トオチ 南路 ミナミジ
4140 十市01 十市 トオチ 武市江 タケチエ
4141 十市01 十市 トオチ 家頭 イエガシラ
4142 十市01 十市 トオチ 大奈路 オオナロ
4143 十市01 十市 トオチ 四丁地 ヨンチョウチ
4144 十市01 十市 トオチ 南古江 ミナミフルエ
4145 十市01 十市 トオチ 城ノ沖 シロノオキ
4146 十市01 十市 トオチ 流 ナガレ
4147 住居表示08 日吉町 ヒヨシチョウ
4148 住居表示09 日吉町一丁目 ヒヨシチョウイッチョウメ
4149 住居表示10 日吉町二丁目 ヒヨシチョウニチョウメ
4150 住居表示11 日吉町三丁目 ヒヨシチョウサンチョウメ
4151 住居表示12 駅前町 エキマエチョウ
4152 住居表示13 駅前町一丁目 エキマエチョウイッチョウメ

4153 住居表示14 駅前町二丁目 エキマエチョウニチョウメ
4154 住居表示15 駅前町三丁目 エキマエチョウサンチョウメ

4155 住居表示16 駅前町四丁目 エキマエチョウヨンチョウメ

4156 住居表示17 駅前町五丁目 エキマエチョウゴチョウメ
4157 住居表示18 緑ヶ丘一丁目 ミドリガオカイッチョウメ
4158 住居表示19 緑ヶ丘二丁目 ミドリガオカニチョウメ
4159 住居表示20 緑ヶ丘三丁目 ミドリガオカサンチョウメ
4160 住居表示21 西野田町　　 ニシノダチョウ
4161 住居表示22 西野田町一丁目 ニシノダチョウイッチョウメ

4162 住居表示23 西野田町二丁目 ニシノダチョウニチョウメ
4163 住居表示24 西野田町三丁目 ニシノダチョウサンチョウメ

4164 住居表示25 西野田町四丁目 ニシノダチョウヨンチョウメ

4165 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ スカサキ スカサキ
4166 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 打芝 ウチシバ
4167 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ ヲサカ渕 オサガフチ
4168 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 宮ノ東 ミヤノヒガシ
4169 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 川ノ下タ カワノシタ
4170 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 茶屋カ芝 チャヤガシバ
4171 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 西小屋敷 ニシコヤシキ
4172 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 西屋敷 ニシヤシキ
4173 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 池 イケ
4174 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 川ノ上 カワノカミ
4175 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 寺屋敷 テラヤシキ
4176 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 番匠屋敷 バンショウヤシキ
4177 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 東屋敷 ヒガシヤシキ
4178 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 東開キ ヒガシヒラキ
4179 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 落水 オチミズ
4180 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 千頭 セントウ
4181 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ ムロダ ムロダ
4182 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ 堀ウゾ ホリウゾ
4183 岩05 蔵福寺島　　 ゾウフクジジマ オサガ渕 オサガブチ
4184 住居表示26 三和琴平一丁目 ミワコトヒライッチョウメ
4185 住居表示27 三和琴平二丁目 ミワコトヒラニチョウメ
4186 住居表示28 三和琴平三丁目 ミワコトヒラサンチョウメ
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4187 住居表示29 蛍が丘一丁目 ホタルガオカイッチョウメ
4188 住居表示30 蛍が丘二丁目 ホタルガオカニチョウメ
4189 住居表示31 東山町一丁目 ヒガシヤマチョウイッチョウメ

4190 住居表示32 東山町二丁目 ヒガシヤマチョウニチョウメ

4191 住居表示33 東山町三丁目 ヒガシヤマチョウサンチョウメ

4192 住居表示34 幸町一丁目　 サイワイチョウイッチョウメ

4193 住居表示35 幸町二丁目　 サイワイチョウニチョウメ
4194 住居表示36 幸町三丁目　 サイワイチョウサンチョウメ

4195 住居表示37 元町一丁目　 モトマチイッチョウメ
4196 住居表示38 元町二丁目　 モトマチニチョウメ
4197 住居表示39 元町三丁目　 モトマチサンチョウメ
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