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12 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ アゼチ ｱｾﾞﾁ
38 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ アライバ ｱﾗｲﾊﾞ
10 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 石渕 ｲｼﾌﾞﾁ
39 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ イデノヒラ ｲﾃﾞﾉﾋﾗ
8 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ イナヤ ｲﾅﾔ
40 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 今宮 ｲﾏﾐﾔ
74 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ イラス ｲﾗｽ
29 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
35 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ウ子バナ ｳﾈﾊﾞﾅ
91 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 扇サコ ｵｵｷﾞｻｺ
88 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 大ツエ ｵｵﾂｴ
75 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 押谷 ｵｼﾀﾆ
25 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 押谷越 ｵｼﾀﾆｺﾞｴ
20 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カキノキサコ ｶｷﾉｷｻｺ
71 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 柿ノキサコ ｶｷﾉｷｻｺ
14 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カクレ宮 ｶｸﾚﾐﾔ
51 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カゲヂ ｶｹﾞﾁﾞ
58 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カケノウエ ｶｹﾉｳｴ
70 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カケ畑 ｶｹﾊﾀ
19 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カゲバタ ｶｹﾞﾊﾞﾀ
17 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カサ松 ｶｻﾏﾂ
67 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 笠松 ｶｻﾏﾂ
9 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
87 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 上小森 ｶﾐｺﾓﾘ
54 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カミ向ダ ｶﾐﾑｶｲﾀﾞ
61 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ カラストマリ ｶﾗｽﾄﾏﾘ
46 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 北トメノモト ｷﾀﾄﾒﾉﾓﾄ
86 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ キタトメノモト ｷﾀﾄﾒﾉﾓﾄ
49 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ クイノヲ ｸｲﾉｵ
84 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ケシ口 ｹｼｸﾁ
6 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 古蔵 ｺｸﾗ
5 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ コザワ ｺｻﾞﾜ
3 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 越ノ下タ ｺｼﾉｼﾀ
90 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ コヒツル ｺﾋﾂﾙ
59 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ コビツル ｺﾋﾞﾂﾙ
77 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ コヒラ ｺﾋﾗ
27 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ コビラ ｺﾋﾞﾗ
48 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ゴマジリ ｺﾞﾏｼﾞﾘ
50 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ コヤバ ｺﾔﾊﾞ
30 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ サコクチ ｻｺｸﾁ
78 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ シシノハナ ｼｼﾉﾊﾅ
28 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ シシハナ ｼｼﾊﾅ
42 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ シバゴミ ｼﾊﾞｺﾐ
11 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 清水 ｼﾐｽﾞ
2 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 下ヶ市 ｼﾓｶﾞｲﾁ
47 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 下小森 ｼﾓｺﾓﾘ
55 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 下モ向ダ ｼﾓﾑｶｲﾀﾞ
93 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
26 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ スカノウエ ｽｶﾉｳｴ
76 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ スガノウエ ｽｶﾞﾉｳｴ
53 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ タカサデ ﾀｶｻﾃﾞ
15 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ タキノヲク ﾀｷﾉｵｸ
23 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ タチバナ ﾀﾁﾊﾞﾅ
79 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ タチバナ口 ﾀﾁﾊﾞﾅｸﾞﾁ
34 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ タニダ ﾀﾆﾀﾞ
81 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ タニダヲク ﾀﾆﾀﾞｵｸ
33 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
80 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ダバノウエ ﾀﾞﾊﾞﾉｳｴ
41 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 長者ヤシキ ﾁﾖｳｼﾞﾔﾔｼｷ
43 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 長丁 ﾁﾖｳﾃｲ
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69 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ツガノ松 ﾂｶﾞﾉﾏﾂ
4 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ツジノ越 ﾂｼﾞﾉｺｼ
64 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 寺林 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ
13 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 樋バナ ﾄｲﾊﾞﾅ
16 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ドヲ ﾄﾞｵ
60 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ トビ渡リ ﾄﾋﾞﾜﾀﾘ
56 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 中ヶ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
63 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 七ツ森 ﾅﾅﾂﾓﾘ
44 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 西石渕 ﾆｼｲｼﾌﾞﾁ
18 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 西ヒラ ﾆｼﾋﾗ
68 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 西ヒラ ﾆｼﾋﾗ
32 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 西ブチ ﾆｼﾌﾞﾁ
1 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
62 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 弐本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
31 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ニンジブチ ﾆﾝｼﾞﾌﾞﾁ
66 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ヌタノトヲ ﾇﾀﾉﾄｵ
65 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 子ドヲ ﾈﾄﾞｵ
85 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ハイタカ山 ﾊｲﾀｶﾔﾏ
45 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ヒノヂ ﾋﾉﾁﾞ
24 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ヒヨドリ松 ﾋﾖﾄﾞﾘﾏﾂ
83 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 船ガサコ ﾌﾈｶﾞｻｺ
36 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ホキ ﾎｷ
37 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ホソサコ ﾎｿｻｺ
82 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ ホリガサコ ﾎﾘｶﾞｻｺ
92 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ マイノハナ山 ﾏｲﾉﾊﾅﾔﾏ
73 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 水口 ﾐｽﾞｸﾞﾁ
22 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 水呑 ﾐｽﾞﾉﾐ
21 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 水呑グチ ﾐｽﾞﾉﾐｸﾞﾁ
72 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 水呑口 ﾐｽﾞﾉﾐｸﾞﾁ
7 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 道添 ﾐﾁｿﾞｴ
57 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 南シモガ市 ﾐﾅﾐｼﾓｶﾞｲﾁ
89 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 南下ゲ市 ﾐﾅﾐｼﾓｹﾞｲﾁ
52 山中01 小西ノ川 ｺﾆｼﾉｶﾜ 南トメノモト ﾐﾅﾐﾄﾒﾉﾓﾄ
139 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 石堂谷 ｲｼﾄﾞｳﾀﾞﾆ
162 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 石ノ小屋 ｲｼﾉｺﾔ
155 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 石原 ｲｼﾊﾗ
108 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ イナキカ畝 ｲﾅｷｶｳﾈ
218 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ イナギガ畝 ｲﾅｷﾞｶﾞｳﾈ
112 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 白石花 ｲﾗｲｼﾊﾅ
100 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ウバカフチ ｳﾊﾞｶﾌﾁ
164 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 梅ノ木田 ｳﾒﾉｷﾀﾞ
146 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 梅ノ木ヤシキ ｳﾒﾉｷﾔｼｷ
147 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ エビスヤ ｴﾋﾞｽﾔ
98 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 円治谷 ｴﾝｼﾞﾀﾞﾆ
207 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 大石羨 ｵｵｲｼｲ
216 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 大石森 ｵｵｲｼﾓﾘ
178 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 大サコ ｵｵｻｺ
137 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 大平 ｵｵﾋﾗ
201 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 大松平 ｵｵﾏﾂﾋﾗ
136 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 大ヤブ ｵｵﾔﾌﾞ
215 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 大山 ｵｵﾔﾏ
109 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 奥キワタ ｵｸｷﾜﾀ
219 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 奥キワダ ｵｸｷﾜﾀﾞ
130 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ヲリ付 ｵﾘﾂｷ
168 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ヲンジウ子 ｵﾝｼﾞｳﾈ
217 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ヲンヂウ子 ｵﾝｼﾞｳﾈ
169 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ヲンヂ山 ｵﾝｼﾞﾔﾏ
220 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ カケヤシキ ｶｹﾔｼｷ
120 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ カゲヤシキ ｶｹﾞﾔｼｷ
115 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ カシ谷 ｶｼﾀﾆ
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121 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 加治屋谷 ｶｼﾞﾔﾀﾞﾆ
103 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ カトロクチ ｶﾄﾛｸﾁ
111 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ カトロ谷 ｶﾄﾛﾀﾞﾆ
94 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 上ヲシ谷 ｶﾐｵｼﾀﾞﾆ
176 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 上ヲシ谷 ｶﾐｵｼﾀﾞﾆ
149 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 上ミ白右衛門谷 ｶﾐｼﾛｴﾓﾝﾀﾞﾆ
222 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 上白右衛門谷 ｶﾐｼﾛｴﾓﾝﾀﾞﾆ
101 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 上ミ屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
184 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ キハタ谷 ｷﾊﾀﾀﾞﾆ
181 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ キハダ谷山 ｷﾊﾀﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
191 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ キレイリ ｷﾚｲﾘ
107 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ キワダ谷 ｷﾜﾀﾞﾀﾞﾆ
126 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 五社ノ前 ｺﾞｼﾔﾉﾏｴ
212 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ コバガ谷 ｺﾊﾞｶﾞﾀﾆ
132 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ コバケ谷 ｺﾊﾞｹﾀﾞﾆ
127 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ コモノモト ｺﾓﾉﾓﾄ
213 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ コモノモト ｺﾓﾉﾓﾄ
104 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ コヤバ ｺﾔﾊﾞ
179 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ コヤバ ｺﾔﾊﾞ
116 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ コヤ渡リ ｺﾔﾜﾀﾘ
119 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 里道谷 ｻﾄﾐﾁﾀﾞﾆ
196 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ サルウチ ｻﾙｳﾁ
117 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ サルヤ口 ｻﾙﾔｸﾞﾁ
129 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ サンショヤブ ｻﾝｼﾖﾔﾌﾞ
180 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 下長ヤブ ｼﾀﾅｶﾞﾔﾌﾞ
95 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 下モヲシ谷 ｼﾓｵｼﾀﾞﾆ
177 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 下モヲシ谷 ｼﾓｵｼﾀﾞﾆ
148 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 下モ白右衛門谷 ｼﾓｼﾛｴﾓﾝﾀﾞﾆ
153 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 下モセンダ口 ｼﾓｾﾝﾀﾞｸﾞﾁ
161 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 下モ向ヒ ｼﾓﾑｶﾋ
99 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ シャシャブダバ ｼﾔｼﾔﾌﾞﾀﾞﾊﾞ
208 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 白石花 ｼﾗｲｼﾊﾅ
141 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 白太夫 ｼﾗﾀｵ
197 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 次良兵衛作リ ｼﾞﾘﾖｳﾍﾞｴﾂﾞｸﾘ
166 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 次郎兵衛作リ ｼﾞﾛｳﾍﾞｴﾂﾞｸﾘ
114 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 杉山 ｽｷﾞﾔﾏ
135 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 助太夫口 ｽｹﾀｵｸﾞﾁ
128 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 助太夫谷 ｽｹﾀｵﾀﾞﾆ
205 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ セツキ場 ｾﾂｷﾊﾞ
158 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ タカモリ ﾀｶﾓﾘ
203 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 高森 ﾀｶﾓﾘ
173 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
159 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ダバヤシキ ﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
140 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ダバ山 ﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
160 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ヂイ作リ ﾁﾞｲﾂｸﾘ
142 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ チチ川ヤシキ ﾁﾁｶﾜﾔｼｷ
199 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ツカノヒラ ﾂｶﾉﾋﾗ
124 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ツボヤシキ ﾂﾎﾞﾔｼｷ
133 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ツミウチ谷 ﾂﾐｳﾁﾀﾞﾆ
185 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ツミウチ谷 ﾂﾐｳﾁﾀﾞﾆ
171 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 寺ヤシキ ﾃﾗﾔｼｷ
110 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ドヲゲン ﾄﾞｵｹﾞﾝ
172 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 豊田ヤシキ ﾄﾖﾀﾞﾔｼｷ
204 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 中クシ ﾅｶｸｼ
123 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
151 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 中谷口 ﾅｶﾀﾆｸﾞﾁ
118 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
102 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
175 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 中山谷 ﾅｶﾔﾏﾀﾞﾆ
200 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 中山谷 ﾅｶﾔﾏﾀﾞﾆ
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183 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ナマミソ ﾅﾏﾐｿ
189 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 西ノ畝 ﾆｼﾉｳﾈ
163 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 西原 ﾆｼﾊﾗ
210 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 西平 ﾆｼﾋﾗ
138 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 二反ギレ ﾆﾀﾝｷﾞﾚ
194 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 二本松 ﾆﾓﾝﾏﾂ
157 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ニヤダグチ ﾆﾔﾀﾞｸﾞﾁ
150 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ヌタヤシキ ﾇﾀﾔｼｷ
152 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ノヂヤシキ ﾉﾁﾞﾔｼｷ
190 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ノヂ屋式 ﾉﾁﾞﾔｼｷ
209 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 登畝 ﾉﾎﾞﾘｳﾈ
97 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ハサ ﾊｻ
131 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ハジウ谷 ﾊｼﾞｳﾀﾞﾆ
156 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ハマヤガ谷 ﾊﾏﾔｶﾞﾀﾞﾆ
96 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 東カト口 ﾋｶﾞｼｶﾄｸﾁ
154 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 東シ谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
195 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
202 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 東平 ﾋｶﾞｼﾋﾗ
113 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ フキハラ ﾌｷﾊﾗ
214 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 不動ノ畝 ﾌﾄﾞｳﾉｳﾈ
106 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 船カサコ ﾌﾅｶｻｺ
192 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 宝ヶ森 ﾎｳｶﾞﾓﾘ
125 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ホリタ谷 ﾎﾘﾀﾀﾞﾆ
145 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
144 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 松本ヤシキ ﾏﾂﾓﾄﾔｼｷ
187 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ マ子ビラ ﾏﾈﾋﾞﾗ
105 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ マミダバ ﾏﾐﾀﾞﾊﾞ
182 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ マミノダバ ﾏﾐﾉﾀﾞﾊﾞ
221 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 水カトヲ ﾐｽﾞｶﾄｵ
122 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 水ガトヲ ﾐｽﾞｶﾞﾄｵ
186 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
174 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
198 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
188 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 向イ山 ﾑｶｲﾔﾏ
143 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 向ヒ山 ﾑｶﾋﾔﾏ
170 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ヤザイ ﾔｻﾞｲ
165 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 弥四郎谷 ﾔｼﾛｳﾀﾞﾆ
211 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ ヤツキ場 ﾔﾂｷﾊﾞ
167 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
134 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
206 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
193 山中02 大西ノ川 ｵｵﾆｼﾉｶﾜ 檮山 ﾕｽﾔﾏ
294 山中03 大用 ｵｵﾕｳ アカマツ ｱｶﾏﾂ
251 山中03 大用 ｵｵﾕｳ アゲクラ ｱｹﾞｸﾗ
239 山中03 大用 ｵｵﾕｳ アサギ ｱｻｷﾞ
261 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
274 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 一丈ノタキ ｲﾁｼﾞﾖｳﾉﾀｷ
264 山中03 大用 ｵｵﾕｳ イノキ ｲﾉｷ
224 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 今平 ｲﾏﾋﾗ
331 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 岩土 ｲﾜﾂﾁ
275 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ウシロヤマ ｳｼﾛﾔﾏ
245 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ウメノキ ｳﾒﾉｷ
306 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ウメノキ ｳﾒﾉｷ
316 山中03 大用 ｵｵﾕｳ エガキ ｴｶﾞｷ
273 山中03 大用 ｵｵﾕｳ エゴマツ ｴｺﾞﾏﾂ
232 山中03 大用 ｵｵﾕｳ エビス ｴﾋﾞｽ
309 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 岡升 ｵｶﾏｽ
257 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 岡舛谷 ｵｶﾏｽﾀﾞﾆ
242 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヲクツツラ ｵｸﾂﾂﾗ
301 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 奥ツツラ ｵｸﾂﾂﾗ
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265 山中03 大用 ｵｵﾕｳ オコシ ｵｺｼ
260 山中03 大用 ｵｵﾕｳ カクセン ｶｸｾﾝ
250 山中03 大用 ｵｵﾕｳ カゲハタ ｶｹﾞﾊﾀ
226 山中03 大用 ｵｵﾕｳ カザヲト ｶｻﾞｵﾄ
292 山中03 大用 ｵｵﾕｳ カザヲト ｶｻﾞｵﾄ
276 山中03 大用 ｵｵﾕｳ カシハ ｶｼﾊ
304 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 葛篭 ｶﾂﾗｶｺﾞ
233 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 上神田 ｶﾐｶﾝﾀﾞ
332 山中03 大用 ｵｵﾕｳ カモイ谷 ｶﾓｲﾀﾞﾆ
313 山中03 大用 ｵｵﾕｳ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
247 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 枯松 ｶﾚﾏﾂ
266 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 神田ダバ ｶﾝﾀﾞﾀﾞﾊﾞ
262 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 北ゴヲジ ｷﾀｺﾞｵｼﾞ
229 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 北中原 ｷﾀﾅｶﾊﾗ
256 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 熊野 ｸﾏﾉ
244 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ケンバタ ｹﾝﾊﾞﾀ
305 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ゲン畑 ｹﾞﾝﾊﾞﾀｹ
231 山中03 大用 ｵｵﾕｳ コエ ｺｴ
303 山中03 大用 ｵｵﾕｳ コマガシ ｺﾏｶﾞｼ
268 山中03 大用 ｵｵﾕｳ コヤノダバ ｺﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
279 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ゴンセン ｺﾞﾝｾﾝ
322 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ゴンゼン ｺﾞﾝｾﾞﾝ
281 山中03 大用 ｵｵﾕｳ サキヤマ ｻｷﾔﾏ
307 山中03 大用 ｵｵﾕｳ サルガタニ ｻﾙｶﾞﾀﾆ
248 山中03 大用 ｵｵﾕｳ サルケ谷 ｻﾙｹﾀﾞﾆ
249 山中03 大用 ｵｵﾕｳ サンショヲ ｻﾝｼﾖｵ
295 山中03 大用 ｵｵﾕｳ シカゲガハイ ｼｶｹﾞｶﾞﾊｲ
253 山中03 大用 ｵｵﾕｳ シカバ ｼｶﾊﾞ
308 山中03 大用 ｵｵﾕｳ シヅメガ森 ｼﾂﾞﾒｶﾞﾓﾘ
252 山中03 大用 ｵｵﾕｳ シツメケ森 ｼﾂﾒｹﾓﾘ
280 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 下ノタニ ｼﾓﾉﾀﾆ
323 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 下ノ谷 ｼﾓﾉﾀﾆ
329 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 下モ平地 ｼﾓﾋﾗﾁ
283 山中03 大用 ｵｵﾕｳ シモムカイ ｼﾓﾑｶｲ
263 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
333 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 新ヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
286 山中03 大用 ｵｵﾕｳ スゲンダ ｽｹﾞﾝﾀﾞ
320 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ゼイシ ｾﾞｲｼ
278 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ゼイミ ｾﾞｲﾐ
335 山中03 大用 ｵｵﾕｳ セリセン ｾﾘｾﾝ
277 山中03 大用 ｵｵﾕｳ タキ ﾀｷ
319 山中03 大用 ｵｵﾕｳ タキ ﾀｷ
243 山中03 大用 ｵｵﾕｳ タキツメ ﾀｷﾂﾒ
321 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 瀧ノ森 ﾀｷﾉﾓﾘ
285 山中03 大用 ｵｵﾕｳ タニタ ﾀﾆﾀ
327 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
236 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 駄場畑 ﾀﾞﾊﾞﾊﾞﾀｹ
284 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ツシノコエ ﾂｼﾉｺｴ
326 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 辻ノ越 ﾂｼﾞﾉｺｼ
269 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ツチバシ ﾂﾁﾊﾞｼ
299 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ツツラ ﾂﾂﾗ
230 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ツヅラノクホ ﾂﾂﾞﾗﾉｸﾎ
234 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ツブ口 ﾂﾌﾞｸﾁ
297 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 津風呂 ﾂﾌﾛ
298 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 津風呂山 ﾂﾌﾛﾔﾏ
311 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ツルイの奥 ﾂﾙｲﾉｵｸ
310 山中03 大用 ｵｵﾕｳ デンザ ﾃﾞﾝｻﾞ
334 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 堂ノ駄場 ﾄﾞｳﾉﾀﾞﾊﾞ
287 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ドヲノダバ ﾄﾞｵﾉﾀﾞﾊﾞ
314 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 土橋 ﾄﾞﾊﾞｼ
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293 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 中原山 ﾅｶﾊﾗﾔﾏ
328 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 七ツ森 ﾅﾅﾂﾓﾘ
258 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 西室 ﾆｼｼﾂ
225 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 西畑地 ﾆｼﾊﾀﾁ
246 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 日本畑 ﾆﾎﾝﾊﾞﾀｹ
289 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 子レノキ ﾈﾚﾉｷ
315 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 橋ヶ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
270 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ハシガダニ ﾊｼｶﾞﾀﾞﾆ
271 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 橋ヶ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾞﾆ
227 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 東ハタヂ ﾋｶﾞｼﾊﾀﾁﾞ
240 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヒソ ﾋｿ
300 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヒソ ﾋｿ
254 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 平地谷 ﾋﾗﾁﾀﾞﾆ
223 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヒラハイ ﾋﾗﾊｲ
291 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヒラバイ ﾋﾗﾊﾞｲ
290 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヒラバイ山 ﾋﾗﾊﾞｲﾔﾏ
241 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 古瀬 ﾌﾙｾ
317 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ホデンボヲ ﾎﾃﾞﾝﾎﾞｵ
272 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ボデンボヲ ﾎﾞﾃﾞﾝﾎﾞｵ
318 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 槙ノ畝山 ﾏｷﾉｳﾈﾔﾏ
255 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 三島 ﾐｼﾏ
228 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 南中原 ﾐﾅﾐﾅｶﾊﾗ
312 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 南ヤシキ ﾐﾅﾐﾔｼｷ
235 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ミヤヂガハイ ﾐﾔﾁﾞｶﾞﾊｲ
288 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 向畑山 ﾑｺｳﾊﾀｹﾔﾏ
302 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ムラマツ ﾑﾗﾏﾂ
282 山中03 大用 ｵｵﾕｳ モミノキ ﾓﾐﾉｷ
324 山中03 大用 ｵｵﾕｳ モモノキ谷 ﾓﾓﾉｷﾀﾞﾆ
325 山中03 大用 ｵｵﾕｳ モモノ木谷 ﾓﾓﾉｷﾀﾞﾆ
330 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 森田 ﾓﾘﾀ
259 山中03 大用 ｵｵﾕｳ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
267 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヤシ口 ﾔｼｸﾁ
237 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ユヅリ ﾕﾂﾞﾘ
296 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヨゴ口 ﾖｺﾞｸﾁ
238 山中03 大用 ｵｵﾕｳ ヨゴロヲ ﾖｺﾞﾛｵ
480 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 赤石 ｱｶｲｼ
547 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ アカイワ ｱｶｲﾜ
549 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 赤岩 ｱｶｲﾜ
454 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ アカツエ ｱｶﾂｴ
367 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
369 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ アカマツ ｱｶﾏﾂ
499 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ アサシリ ｱｻｼﾘ
383 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ アサジリ ｱｻｼﾞﾘ
385 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ アリノキ ｱﾘﾉｷ
461 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 石ウロ ｲｼｳﾛ
537 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イシウロ ｲｼｳﾛ
397 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イシカミノモト ｲｼｶﾐﾉﾓﾄ
507 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 石神ノ本 ｲｼｶﾐﾉﾓﾄ
510 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 石原 ｲｼﾊﾗ
453 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 石原谷 ｲｼﾊﾗﾀﾞﾆ
371 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イシフ子 ｲｼﾌﾈ
372 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イシブ子 ｲｼﾌﾞﾈ
405 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イシワラ ｲｼﾜﾗ
533 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イシワラ谷 ｲｼﾜﾗﾀﾞﾆ
481 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 一丈瀧 ｲﾁｼﾞﾖｳﾀｷ
441 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イデノ谷 ｲﾃﾞﾉﾀﾆ
530 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 井手ノ谷 ｲﾃﾞﾉﾀﾆ
362 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イドヶ谷 ｲﾄﾞｶﾞﾀﾆ
493 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イドカ谷 ｲﾄﾞｶﾞﾀﾆ
506 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イナイガナロ ｲﾅｲｶﾞﾅﾛ
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396 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イナイノナロ ｲﾅｲﾉﾅﾛ
430 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 岩ツカ ｲﾜﾂｶ
522 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ イワツカ ｲﾜﾂｶ
521 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ウスカサコ ｳｽｶｻｺ
428 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ウスガサコ ｳｽｶﾞｻｺ
338 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ウツカ上エ ｳﾂｶｳｴ
417 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ウツケサコ ｳﾂｹｻｺ
516 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ウツゲサコ ｳﾂｹﾞｻｺ
359 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ウハユル ｳﾊﾕﾙ
466 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 馬木戸 ｳﾏｷﾄﾞ
540 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ウマキド ｳﾏｷﾄﾞ
340 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 馬ツナギバ ｳﾏﾂﾅｷﾞﾊﾞ
486 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 馬道鼻 ｳﾏﾐﾁﾊﾅ
492 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ウワユル ｳﾜﾕﾙ
443 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ エツリハ山 ｴﾂﾘﾊﾔﾏ
388 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 大倉山 ｵｵｸﾗﾔﾏ
542 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲヲサイ滝山 ｵｵｻｲﾀｷﾔﾏ
473 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 大才山 ｵｵｻｲﾔﾏ
375 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
376 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲヲサコ山 ｵｵｻｺﾔﾏ
419 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲヲ竹 ｵｵﾀｹ
439 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲヲムカイ ｵｵﾑｶｲ
456 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲヲワラビ ｵｵﾜﾗﾋﾞ
360 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲカメ谷 ｵｶﾒﾀﾞﾆ
425 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 奥ウチガ谷 ｵｸｳﾁｶﾞﾀﾆ
422 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲサキ ｵｻｷ
413 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲシ谷 ｵｼﾀﾞﾆ
513 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲシ谷山 ｵｼﾀﾆﾔﾏ
341 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲトナシ ｵﾄﾅｼ
403 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
402 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲンヂ山 ｵﾝﾁﾞﾔﾏ
352 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヲンナロ ｵﾝﾅﾛ
373 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カイノキ ｶｲﾉｷ
374 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カイノキ山 ｶｲﾉｷﾔﾏ
496 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ガイノキ山 ｶﾞｲﾉｷﾔﾏ
404 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カキゾエ ｶｷｿﾞｴ
423 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カキハラ ｶｷﾊﾗ
517 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カキワラ山 ｶｷﾜﾗﾔﾏ
415 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カゲバタ ｶｹﾞﾊﾞﾀ
436 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 上ミクレゼ ｶﾐｸﾚｾﾞ
527 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カミクンセ ｶﾐｸﾝｾ
337 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カミシャクシ ｶﾐｼﾔｸｼ
495 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 上杓子 ｶﾐｼﾔｸｼ
438 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
393 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カワラバタケ ｶﾜﾗﾊﾞﾀｹ
543 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カンヲンタキ ｶﾝｵﾝﾀｷ
476 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ カンヲンダキ ｶﾝｵﾝﾀﾞｷ
344 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ キヲチバ ｷｵﾁﾊﾞ
490 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 喜四郎 ｷｼﾛｳ
355 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ キシロヲ ｷｼﾛｵ
354 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ キシロヲハタ ｷｼﾛｵﾊﾀ
433 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ キレイリ ｷﾚｲﾘ
512 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ クイノヒラ ｸｲﾉﾋﾗ
479 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 楠ノ木 ｸｽﾉｷ
424 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 口ウチガ谷 ｸﾁｳﾁｶﾞﾀﾆ
460 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 久保ガ谷 ｸﾎﾞｶﾞﾀﾆ
536 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ クボガ谷 ｸﾎﾞｶﾞﾀﾆ
457 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ クボガ谷口 ｸﾎﾞｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
550 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 久保ガ谷口 ｸﾎﾞｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
440 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ クボ田 ｸﾎﾞﾀ
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420 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ クワキ ｸﾜｷ
514 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ クンゼ谷 ｸﾝｾﾞﾀﾆ
416 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ クンゼ谷山 ｸﾝｾﾞﾀﾆﾔﾏ
356 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ケンヂョヲ ｹﾝﾁﾞﾖｵ
389 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 幸サケ ｺｳｻｹ
450 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コエノケタ ｺｴﾉｹﾀ
408 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コエノヒラ ｺｴﾉﾋﾗ
502 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コヲザケ ｺｵｻﾞｹ
365 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コヲシキ ｺｵｼｷ
363 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コヲシキコエ ｺｵｼｷｺｴ
366 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コヲシキ山 ｺｵｼｷﾔﾏ
488 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ゴスケ ｺﾞｽｹ
349 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ゴスケダバ ｺﾞｽｹﾀﾞﾊﾞ
475 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コダツメ山 ｺﾀﾞﾂﾒﾔﾏ
491 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コマカキ ｺﾏｶｷ
357 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コマガキ ｺﾏｶﾞｷ
446 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ゴミ ｺﾞﾐ
484 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コヤフ ｺﾔﾌ
342 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コヤブ ｺﾔﾌﾞ
485 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コヤブゴエ ｺﾔﾌﾞｺﾞｴ
500 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ コンヒラ ｺﾝﾋﾗ
503 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ サコノトヲ ｻｺﾉﾄｵ
401 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ サテバ ｻﾃﾊﾞ
509 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ サデバ ｻﾃﾞﾊﾞ
390 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ シイノキヲ ｼｲﾉｷｵ
459 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ シダヲ ｼﾀﾞｵ
538 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ シデノキ山 ｼﾃﾞﾉｷﾔﾏ
532 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 下モギレ山 ｼﾓｷﾞﾚﾔﾏ
483 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 下杓子森 ｼﾓｼﾔｸｼﾓﾘ
477 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 下モタチバナ ｼﾓﾀﾁﾊﾞﾅ
545 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ シモタチバナ ｼﾓﾀﾁﾊﾞﾅ
377 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 下モ向エ ｼﾓﾑｶｴ
497 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 下モ向ヘ ｼﾓﾑｶﾍ
384 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 下モヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
445 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ シヤモン ｼﾔﾓﾝ
548 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 袖テ山 ｿﾃﾞﾔﾏ
498 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ダイソヲクチ ﾀﾞｲｿｵｸﾁ
378 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ダイソクチ ﾀﾞｲｿｸﾁ
449 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ タカノ ﾀｶﾉ
471 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 瀧ノ下モ ﾀｷﾉｼﾓ
541 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ タキノ下モ ﾀｷﾉｼﾓ
379 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ タキノセ ﾀｷﾉｾ
528 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ タケ谷 ﾀｹﾀﾆ
437 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ タケノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ
346 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ タテイシ ﾀﾃｲｼ
487 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 立石 ﾀﾃｲｼ
458 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 長者ガダバ ﾁﾖｳｼﾞﾔｶﾞﾀﾞﾊﾞ
535 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 長者山 ﾁﾖｳｼﾞﾔﾔﾏ
380 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ツウノコエ ﾂｳﾉｺｴ
381 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ツウノ山 ﾂｳﾉﾔﾏ
382 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ツツラサコ ﾂﾂﾗｻｺ
534 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ツバカウチ ﾂﾊﾞｶｳﾁ
455 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ツバキガウチ ﾂﾊﾞｷｶﾞｳﾁ
468 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ツルイ川 ﾂﾙｲｶﾞﾜ
463 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ トウノダバ ﾄｳﾉﾀﾞﾊﾞ
370 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ トヲノ畝 ﾄｵﾉｳﾈ
353 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ トヲノハタ ﾄｵﾉﾊﾀ
431 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナカヲ ﾅｶｵ
406 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナカサコ ﾅｶｻｺ
470 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナカスカ ﾅｶｽｶ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 9/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

351 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナカ谷 ﾅｶﾀﾆ
515 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナカモリ ﾅｶﾓﾘ
347 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナガ山 ﾅｶﾞﾔﾏ
511 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナカレタ ﾅｶﾚﾀ
411 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナガレダ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
429 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナベトコ山 ﾅﾍﾞﾄｺﾔﾏ
418 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ナマミソ ﾅﾏﾐｿ
465 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 名本ヤシキ ﾅﾓﾄﾔｼｷ
462 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 西大森 ﾆｼｵｵﾓﾘ
539 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 西ヲヲモリ ﾆｼｵｵﾓﾘ
447 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 西ヲシ谷 ﾆｼｵｼﾀﾞﾆ
343 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 西ナカセ ﾆｼﾅｶｾ
508 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ニラタキ ﾆﾗﾀｷ
400 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ニラダキ ﾆﾗﾀﾞｷ
364 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ノホリサコ ﾉﾎﾘｻｺ
494 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ノボリサコ ﾉﾎﾞﾘｻｺ
523 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ハキワラ ﾊｷﾜﾗ
432 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ハギワラ ﾊｷﾞﾜﾗ
472 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ハゴガサコ ﾊｺﾞｶﾞｻｺ
407 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ハシツメ ﾊｼﾂﾒ
518 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ バショヲ山 ﾊﾞｼﾖｵﾔﾏ
392 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 八本ギ ﾊﾁﾎﾝｷﾞ
504 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 八本木 ﾊﾁﾎﾝｷﾞ
391 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ハナノモリ ﾊﾅﾉﾓﾘ
368 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ハモチ ﾊﾓﾁ
412 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 東ヲシ谷 ﾋｶﾞｼｵｼﾀﾞﾆ
350 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 東ナカセ ﾋｶﾞｼﾅｶｾ
421 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 東又 ﾋｶﾞｼﾏﾀ
414 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 東又口 ﾋｶﾞｼﾏﾀｸﾞﾁ
426 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヒキチヤシキ ﾋｷﾁﾔｼｷ
452 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヒソヲ谷 ﾋｿｵﾀﾞﾆ
451 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヒソヤシキ ﾋｿﾔｼｷ
529 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヒノキヲ ﾋﾉｷｵ
469 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヒラノ ﾋﾗﾉ
345 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヒロセ ﾋﾛｾ
501 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 不トヲガタキ ﾌﾄｵｶﾞﾀｷ
386 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ フドヲガタキ ﾌﾄﾞｵｶﾞﾀｷ
524 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ フルノボリ ﾌﾙﾉﾎﾞﾘ
474 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 古社 ﾌﾙﾔｼｷ
410 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ボヲズヤシキ ﾎﾞｵｽﾞﾔｼｷ
482 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ホデンホヲ ﾎﾃﾞﾝﾎｵ
336 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ホデンボヲ ﾎﾃﾞﾝﾎﾞｵ
387 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ホドヲチ ﾎﾄﾞｵﾁ
409 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ホリキリ山 ﾎﾘｷﾘﾔﾏ
434 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ホリノサコ ﾎﾘﾉｻｺ
348 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ マイミ ﾏｲﾐ
435 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ マヲク ﾏｵｸ
526 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ マヲリ ﾏｵﾘ
448 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ マキノ谷 ﾏｷﾉﾀﾆ
399 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ マサキ ﾏｻｷ
442 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ マトバ山 ﾏﾄﾊﾞﾔﾏ
398 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ マロサコ ﾏﾛｻｺ
427 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
519 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
464 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 宮ノセ ﾐﾔﾉｾ
361 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ムラサキ ﾑﾗｻｷ
525 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ メイト山 ﾒｲﾄﾔﾏ
358 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ モモキ ﾓﾓｷ
546 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヤケシタ ﾔｹｼﾀ
478 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヤケシダ ﾔｹｼﾀﾞ
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339 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
395 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 山ノヒラ ﾔﾏﾉﾋﾗ
505 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヤマノヒラ ﾔﾏﾉﾋﾗ
467 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ユウサイ ﾕｳｻｲ
544 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ユスノシガキ ﾕｽﾉｼｶﾞｷ
531 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヨキチハタ ﾖｷﾁﾊﾀ
444 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヨキチバタ ﾖｷﾁﾊﾞﾀ
394 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヨコバタケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ
489 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ヨセガサコ ﾖｾｶﾞｻｺ
520 山中04 住次郎 ｼﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 四本松 ﾖﾝﾎﾝﾏﾂ
608 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
563 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ アカバタケ ｱｶﾊﾞﾀｹ
648 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ アカバタケ ｱｶﾊﾞﾀｹ
680 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ アカリウ子 ｱｶﾘｳﾈ
615 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ アガリウ子 ｱｶﾞﾘｳﾈ
640 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ イサキ ｲｻｷ
651 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 石神サコ ｲｼｶﾞﾐｻｺ
670 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 石原畝 ｲｼﾊﾗｳﾈ
623 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ イデノダバ ｲﾃﾞﾉﾀﾞﾊﾞ
633 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 梅ノ木ダ ｳﾒﾉｷﾀﾞ
565 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ウワ井ノ森 ｳﾜｲﾉﾓﾘ
586 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 大キサコ ｵｵｷｻｺ
661 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ヲヲギサコ ｵｵｷﾞｻｺ
625 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 大サコ ｵｵｻｺ
573 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 大ダパ ｵｵﾀﾞﾊﾟ
560 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 大ツエ ｵｵﾂｴ
671 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 大ハイ ｵｵﾊｲ
627 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ヲモギレ ｵﾓｷﾞﾚ
595 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
665 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ カシノキサコ ｶｼﾉｷｻｺ
632 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ カタシサコ ｶﾀｼｻｺ
675 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ カドガモリ ｶﾄﾞｶﾞﾓﾘ
604 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ カドノモト ｶﾄﾞﾉﾓﾄ
611 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ カミダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
572 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ キノツノ ｷﾉﾂﾉ
588 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ キリノサコ ｷﾘﾉｻｺ
663 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ キリノサコ ｷﾘﾉｻｺ
620 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ キレイ ｷﾚｲ
610 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ クセマツ ｸｾﾏﾂ
635 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ クホウ谷 ｸﾎｳﾀﾞﾆ
673 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ クホヲ谷 ｸﾎｵﾀﾞﾆ
593 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ クマウチ ｸﾏｳﾁ
568 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ クワノキダ ｸﾜﾉｷﾀﾞ
605 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ コギレ ｺｷﾞﾚ
556 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ コダキ ｺﾀﾞｷ
645 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ コダキ ｺﾀﾞｷ
589 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ コバタ ｺﾊﾞﾀ
553 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ コミ ｺﾐ
609 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ コモリ ｺﾓﾘ
590 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ コヤウ子 ｺﾔｳﾈ
552 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ゴロウ ｺﾞﾛｳ
679 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ サカイウ子 ｻｶｲｳﾈ
612 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ サカイノウ子 ｻｶｲﾉｳﾈ
666 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ サクラタニ ｻｸﾗﾀﾆ
618 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ サクラ永 ｻｸﾗﾀﾝ
599 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ サテ ｻﾃ
678 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ サデ ｻﾃﾞ
672 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ サデウ子 ｻﾃﾞｳﾈ
566 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ シウダイ ｼｳﾀﾞｲ
567 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ジチウ ｼﾞﾁｳ
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579 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ シモボリ ｼﾓﾎﾞﾘ
654 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ シモボリ ｼﾓﾎﾞﾘ
617 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ジャブチ ｼﾞﾔﾌﾞﾁ
597 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ジャボリ ｼﾞﾔﾎﾞﾘ
621 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ショロクダバ ｼﾖﾛｸﾀﾞﾊﾞ
641 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ シンツエ ｼﾝﾂｴ
606 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ シンバヤシ ｼﾝﾊﾞﾔｼ
581 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ シンミチ ｼﾝﾐﾁ
656 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ シンミチ ｼﾝﾐﾁ
614 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 杉山 ｽｷﾞﾔﾏ
630 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ スダウ子 ｽﾀﾞｳﾈ
677 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ セキショ ｾｷｼﾖ
674 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ セツシウ ｾﾂｼｳ
607 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ソウホヲシ ｿｳﾎｵｼ
637 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 高岩 ﾀｶｲﾜ
638 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 高森 ﾀｶﾓﾘ
583 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ タキノウエ ﾀｷﾉｳｴ
658 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ タキノ上 ﾀｷﾉｳｴ
561 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ タニガタ ﾀﾆｶﾞﾀ
574 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ タニグチ ﾀﾆｸﾞﾁ
652 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ タニ口 ﾀﾆｸﾞﾁ
657 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ タビノ下タ ﾀﾋﾞﾉｼﾀ
582 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ タビノヒタ ﾀﾋﾞﾉﾋﾀ
613 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ チウショウ山 ﾁｳｼﾖｳﾔﾏ
683 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ チウショヲ山 ﾁｳｼﾖｵﾔﾏ
596 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ チヤノ木 ﾁﾔﾉｷ
676 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ チヤノキ ﾁﾔﾉｷ
571 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ツリドイ ﾂﾘﾄﾞｲ
577 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ツルイ ﾂﾙｲ
667 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ツルイ谷 ﾂﾙｲﾀﾞﾆ
634 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ テラダ ﾃﾗﾀﾞ
551 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ トイタノハナ ﾄｲﾀﾉﾊﾅ
639 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ トイタノハナ ﾄｲﾀﾉﾊﾅ
575 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ドヲセン ﾄﾞｵｾﾝ
631 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 中ウチ ﾅｶｳﾁ
602 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
626 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 中ウ子 ﾅｶｳﾈ
664 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 中畝 ﾅｶｳﾈ
558 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾊﾗ
619 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ナカコヤ ﾅｶｺﾔ
559 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ナカハラ ﾅｶﾊﾗ
629 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ナシノキ ﾅｼﾉｷ
669 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ナシノ木 ﾅｼﾉｷ
570 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ノワキ ﾉﾜｷ
603 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ハシツメ ﾊｼﾂﾒ
591 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
569 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ヒタイ ﾋﾀｲ
628 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ヒヂキ ﾋﾁﾞｷ
636 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ フエバ ﾌｴﾊﾞ
557 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ フダマツ ﾌﾀﾞﾏﾂ
646 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ フダマツ ﾌﾀﾞﾏﾂ
642 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ フヂノウエ ﾌﾁﾞﾉｳｴ
644 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ フチノセ ﾌﾁﾉｾ
555 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ フヂノセ ﾌﾁﾞﾉｾ
622 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ホヲノキサコ ﾎｵﾉｷｻｺ
580 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ホドウチ ﾎﾄﾞｳﾁ
655 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ホドウチ ﾎﾄﾞｳﾁ
668 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
598 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ マツカハナ ﾏﾂｶﾊﾅ
650 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ マツシダ ﾏﾂｼﾀﾞ
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576 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ マツバラ ﾏﾂﾊﾞﾗ
653 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ マツワラ ﾏﾂﾜﾗ
624 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 水カサコ ﾐｽﾞｶｻｺ
587 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 水カハナ ﾐｽﾞｶﾊﾅ
662 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 水ガハナ ﾐｽﾞｶﾞﾊﾅ
616 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ
592 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ミヅクズ ﾐﾂﾞｸｽﾞ
564 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
649 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
681 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ 宮ノワキ ﾐﾔﾉﾜｷ
578 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ムラサキ ﾑﾗｻｷ
660 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ムロチ ﾑﾛﾁ
585 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ムロヂ ﾑﾛﾁﾞ
594 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ モヒョウ ﾓﾋﾖｳ
682 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ モヒョウ ﾓﾋﾖｳ
562 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ モモギモリ ﾓﾓｷﾞﾓﾘ
647 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ モモギモリ ﾓﾓｷﾞﾓﾘ
600 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ モリヤ ﾓﾘﾔ
601 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ヤセウ子 ﾔｾｳﾈ
584 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ヨボシカミ ﾖﾎﾞｼｶﾐ
659 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ヨボシガミ ﾖﾎﾞｼｶﾞﾐ
554 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ワサミ ﾜｻﾐ
643 山中05 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ ワサミ ﾜｻﾐ
705 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
815 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ アカマツ ｱｶﾏﾂ
711 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ アサジ ｱｻｼﾞ
707 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
792 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
816 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 石原サコ ｲｼﾊﾗｻｺ
770 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 岩ノ本 ｲﾜﾉﾓﾄ
781 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ウキノカト ｳｷﾉｶﾄ
775 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 大サル谷 ｵｵｻﾙﾀﾆ
774 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 大中谷 ｵｵﾅｶﾀﾞﾆ
772 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 大平口 ｵｵﾋﾗｸﾞﾁ
752 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヲクヲ ｵｸｵ
694 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 奥大本 ｵｸｵｵﾓﾄ
729 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヲサキ ｵｻｷ
766 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヲドリバ ｵﾄﾞﾘﾊﾞ
731 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヲバナ ｵﾊﾞﾅ
797 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヲリウ子 ｵﾘｳﾈ
737 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヲリゴエ ｵﾘｺﾞｴ
819 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヲリゴエ ｵﾘｺﾞｴ
778 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 折コエ山 ｵﾘｺｴﾔﾏ
699 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カキノキタ ｶｷﾉｷﾀ
759 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カゲヒラ ｶｹﾞﾋﾗ
726 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カシハラ ｶｼﾊﾗ
720 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カチコエバ ｶﾁｺｴﾊﾞ
799 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カヂコエバ ｶﾁﾞｺｴﾊﾞ
780 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カヂノハナ ｶﾁﾞﾉﾊﾅ
702 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カヂハラ ｶﾁﾞﾊﾗ
751 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カト口 ｶﾄｸﾁ
733 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カドタ ｶﾄﾞﾀ
687 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 上ヶ市 ｶﾐｶﾞｲﾁ
742 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 上ミシタ ｶﾐｼﾀ
805 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 上ミ林 ｶﾐﾊﾞﾔｼ
813 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カミホリ ｶﾐﾎﾘ
764 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 上ボリ ｶﾐﾎﾞﾘ
804 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
712 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ キタ谷 ｷﾀﾀﾞﾆ
692 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 北ヒキヂ ｷﾀﾋｷﾁﾞ
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788 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 北引地 ｷﾀﾋｷﾁﾞ
821 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ クサキヤブ ｸｻｷﾔﾌﾞ
727 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ クサギヤブ ｸｻｷﾞﾔﾌﾞ
784 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ クセマツ ｸｾﾏﾂ
693 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 口大本 ｸﾁｵｵﾓﾄ
713 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 口クサ ｸﾁｸｻ
793 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ クマウチ ｸﾏｳﾁ
783 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ クマノウエ ｸﾏﾉｳｴ
722 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 桑ノ木 ｸﾜﾉｷ
767 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ クワノキセ ｸﾜﾉｷｾ
814 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ コヲレ ｺｵﾚ
688 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ コキブチ ｺｷﾌﾞﾁ
776 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 小サル谷 ｺｻﾙﾀﾆ
749 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ゴゼバイ ｺﾞｾﾞﾊﾞｲ
796 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 小谷 ｺﾀﾆ
745 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ゴハイマキ ｺﾞﾊｲﾏｷ
709 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ コマノウ子 ｺﾏﾉｳﾈ
795 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ コマノウ子 ｺﾏﾉｳﾈ
757 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ゴミ ｺﾞﾐ
718 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ コヤトコ ｺﾔﾄｺ
798 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ コヤトコ ｺﾔﾄｺ
822 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ コヤノウ子 ｺﾔﾉｳﾈ
754 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ コヤノダン ｺﾔﾉﾀﾞﾝ
758 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ゴロヲ山 ｺﾞﾛｵﾔﾏ
812 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ゴロサコ ｺﾞﾛｻｺ
716 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ サクラジタ ｻｸﾗｼﾞﾀ
790 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ シウクレ ｼｳｸﾚ
697 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ シウリシ ｼｳﾘｼ
818 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ジゾラ ｼﾞｿﾞﾗ
689 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ シミズ ｼﾐｽﾞ
685 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 下ヶ市 ｼﾓｶﾞｲﾁ
765 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 下ボリ ｼﾓﾎﾞﾘ
777 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 下向イ ｼﾓﾑｶｲ
725 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ シヨカサコ ｼﾖｶｻｺ
743 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ スギノモト ｽｷﾞﾉﾓﾄ
695 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ セイモト ｾｲﾓﾄ
817 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ セキノウエ ｾｷﾉｳｴ
800 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 千地下風 ｾﾝﾁﾞｼﾓｶｾﾞ
810 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ソヲデン ｿｵﾃﾞﾝ
762 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ソヲハギ ｿｵﾊｷﾞ
736 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ タカサデ ﾀｶｻﾃﾞ
806 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ タカサデ ﾀｶｻﾃﾞ
717 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ タカノス ﾀｶﾉｽ
809 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ タキツメ ﾀｷﾂﾒ
763 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
710 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ チヨジャ ﾁﾖｼﾞﾔ
715 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ チンチク ﾁﾝﾁｸ
734 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ツルイ川 ﾂﾙｲｶﾞﾜ
785 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ツルイサコ ﾂﾙｲｻｺ
684 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ツルイノサコ ﾂﾙｲﾉｻｺ
690 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ デアイ ﾃﾞｱｲ
732 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 寺ノ前 ﾃﾗﾉﾏｴ
750 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ トリウチバ ﾄﾘｳﾁﾊﾞ
686 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 中ヶ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
700 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
744 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ナガタ ﾅｶﾞﾀ
771 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ナカタニ ﾅｶﾀﾆ
741 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
755 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ナナシ谷 ﾅﾅｼﾀﾞﾆ
696 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ニカケ ﾆｶｹ
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789 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ニカケ ﾆｶｹ
704 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 西クマサコ ﾆｼｸﾏｻｺ
791 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 西コタ ﾆｼｺﾀ
802 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 子ジレサコ ﾈﾁﾞﾚｻｺ
723 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 子ヂンザコ ﾈﾁﾞﾝｻﾞｺ
748 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 野中 ﾉﾅｶ
724 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ハイノサコ ﾊｲﾉｻｺ
735 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ バショ ﾊﾞｼﾖ
738 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ハツブチ ﾊﾂﾌﾞﾁ
703 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 東クマサコ ﾋｶﾞｼｸﾏｻｺ
701 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 東コタ ﾋｶﾞｼｺﾀ
730 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 東デアイ ﾋｶﾞｼﾃﾞｱｲ
740 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヒタヤシキ ﾋﾀﾔｼｷ
719 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヒビラダ ﾋﾋﾞﾗﾀﾞ
769 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 平野 ﾋﾗﾉ
706 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ホリ ﾎﾘ
747 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ マキコツ ﾏｷｺﾂ
786 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ マキブチ ﾏｷﾌﾞﾁ
808 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ マキマツ ﾏｷﾏﾂ
768 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 松尾 ﾏﾂｵ
753 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 松ガクボ ﾏﾂｶﾞｸﾎﾞ
761 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ マルブチ ﾏﾙﾌﾞﾁ
760 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 道ノ下タ ﾐﾁﾉｼﾀ
811 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 道ノ下 ﾐﾁﾉｼﾀ
691 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 南ヒキヂ ﾐﾅﾐﾋｷﾁﾞ
787 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 南引地 ﾐﾅﾐﾋｷﾁﾞ
779 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ
708 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ モミノ ﾓﾐﾉ
794 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ モミノ ﾓﾐﾉ
807 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ モミノ木 ﾓﾐﾉｷ
739 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ モリヤ ﾓﾘﾔ
714 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヤシキ ﾔｼｷ
746 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヤナギノクボ ﾔﾅｷﾞﾉｸﾎﾞ
721 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 山谷 ﾔﾏﾀﾆ
801 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 山ノ谷 ﾔﾏﾉﾀﾆ
756 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 柚ノ木ダ ﾕﾉｷﾀﾞ
803 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ユノスキ ﾕﾉｽｷ
728 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ユノスギ ﾕﾉｽｷﾞ
782 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ヨコシチ ﾖｺｼﾁ
820 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 横道 ﾖｺﾐﾁ
773 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ 龍地 ﾘﾕｳﾁﾞ
698 山中06 常六 ｼﾞﾖｳﾛｸ ワカミヤ ﾜｶﾐﾔ
1109 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ アシヤキ ｱｼﾔｷ
1070 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ アナツエ ｱﾅﾂｴ
833 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ アライバ ｱﾗｲﾊﾞ
1001 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ アラヒト ｱﾗﾋﾄ
1018 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ アワバタ ｱﾜﾊﾞﾀ
980 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ アンノタニ ｱﾝﾉﾀﾆ
878 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ イゴ ｲｺﾞ
1009 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ イシキ ｲｼｷ
975 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ イシキド ｲｼｷﾄﾞ
1073 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ イシノサコ ｲｼﾉｻｺ
888 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ イセキ ｲｾｷ
987 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ イノキ ｲﾉｷ
1046 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ イノノ ｲﾉﾉ
1042 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ イワガラ ｲﾜｶﾞﾗ
924 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウウヲ ｳｳｵ
955 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウウヲノハナ ｳｳｵﾉﾊﾅ
876 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウシダ ｳｼﾀﾞ
1108 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウスギ ｳｽｷﾞ
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953 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウ子バナ ｳﾈﾊﾞﾅ
871 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウノハナ ｳﾉﾊﾅ
830 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウハフヂ ｳﾊﾌﾁﾞ
866 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウメノキ ｳﾒﾉｷ
993 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウルシ ｳﾙｼ
863 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ウル山 ｳﾙﾔﾏ
1088 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ エノキサコ ｴﾉｷｻｺ
897 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲヲカド ｵｵｶﾄﾞ
910 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲヲギノ ｵｵｷﾞﾉ
927 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 大サコ ｵｵｻｺ
861 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲヲツエ ｵｵﾂｴ
1104 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 大トイギ ｵｵﾄｲｷﾞ
1095 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 大野 ｵｵﾉ
961 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲヲハギ ｵｵﾊｷﾞ
957 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲヲヒラ ｵｵﾋﾗ
926 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 大森山 ｵｵﾓﾘﾔﾏ
846 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲガサタニ ｵｶﾞｻﾀﾆ
851 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲキダイ ｵｷﾀﾞｲ
1032 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲクダ ｵｸﾀﾞ
962 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲシバ ｵｼﾊﾞ
1049 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 尾鼻山 ｵﾊﾅﾔﾏ
928 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
1048 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
991 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
902 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カキノキ ｶｷﾉｷ
1101 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カケヒラ山 ｶｹﾋﾗﾔﾏ
1008 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ガゲヒラ山 ｶﾞｹﾞﾋﾗﾔﾏ
960 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カコヲマツ ｶｺｵﾏﾂ
881 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カシダバ ｶｼﾀﾞﾊﾞ
1071 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カシハキ ｶｼﾊｷ
827 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カシハギ ｶｼﾊｷﾞ
859 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カシヤマ ｶｼﾔﾏ
964 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カタシキ ｶﾀｼｷ
826 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カタシギバラ ｶﾀｼｷﾞﾊﾞﾗ
854 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
939 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カナメカジ ｶﾅﾒｶｼﾞ
865 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カノヲギ ｶﾉｵｷﾞ
995 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カハラサコ ｶﾊﾗｻｺ
979 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 上シンガイ ｶﾐｼﾝｶﾞｲ
872 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カミタニ ｶﾐﾀﾆ
997 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カメノヲ ｶﾒﾉｵ
1056 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カモダ ｶﾓﾀﾞ
1025 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カヤ ｶﾔ
880 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
1081 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カラタニ山 ｶﾗﾀﾆﾔﾏ
848 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カワクチ ｶﾜｸﾁ
1099 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ カワラサコ ｶﾜﾗｻｺ
1058 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ キキョウ ｷｷﾖｳ
1110 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ キキョヲ ｷｷﾖｵ
930 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ キコリバ ｷｺﾘﾊﾞ
1040 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ キコリバ ｷｺﾘﾊﾞ
1066 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 北ヒラ ｷﾀﾋﾗ
885 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ キヨヲミチ ｷﾖｵﾐﾁ
925 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クイノハナ ｸｲﾉﾊﾅ
837 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クスノキ ｸｽﾉｷ
1004 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クタシ ｸﾀｼ
904 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クボノ ｸﾎﾞﾉ
1096 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クボヤマ ｸﾎﾞﾔﾏ
907 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クマノ ｸﾏﾉ
906 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クマノハナ ｸﾏﾉﾊﾅ
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1033 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クリダ ｸﾘﾀﾞ
847 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クリノキ ｸﾘﾉｷ
879 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クリノキ原 ｸﾘﾉｷﾊﾗ
1030 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クリノモト ｸﾘﾉﾓﾄ
1034 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クレキ ｸﾚｷ
1105 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ クレギ ｸﾚｷﾞ
982 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コウノ ｺｳﾉ
985 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コエ ｺｴ
954 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コエクサ ｺｴｸｻ
1064 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コヲカイ蕨 ｺｵｶｲﾜﾗﾋﾞ
1119 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コヲガイ蕨 ｺｵｶﾞｲﾜﾗﾋﾞ
989 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ゴヲ口 ｺﾞｵｸﾁ
941 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コヲノ ｺｵﾉ
857 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コガキ ｺｶﾞｷ
1106 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コカケ山 ｺｶｹﾔﾏ
1022 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コガシ ｺｶﾞｼ
914 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コザクラ ｺｻﾞｸﾗ
1059 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コジャク ｺｼﾞﾔｸ
1060 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ゴジョ ｺﾞｼﾞﾖ
845 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コタチメ ｺﾀﾁﾒ
949 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コ長サコ ｺﾅｶﾞｻｺ
905 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コノハ ｺﾉﾊ
849 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コバメクチ ｺﾊﾞﾒｸﾁ
1017 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コビヤシキ ｺﾋﾞﾔｼｷ
922 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コヒラ ｺﾋﾗ
1086 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コビラ ｺﾋﾞﾗ
936 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 小松原 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ
873 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ゴミ ｺﾞﾐ
896 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コモリ ｺﾓﾘ
945 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コヤガタニ ｺﾔｶﾞﾀﾆ
850 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ
834 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ コヤマ ｺﾔﾏ
1002 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ゴロス ｺﾞﾛｽ
890 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サイノ ｻｲﾉ
884 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サイロク ｻｲﾛｸ
1055 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サカモト ｻｶﾓﾄ
868 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サクラヤマ ｻｸﾗﾔﾏ
1079 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サクラ山 ｻｸﾗﾔﾏ
968 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ササハナ ｻｻﾊﾅ
951 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サ子モリ ｻﾈﾓﾘ
923 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サルバシリ ｻﾙﾊﾞｼﾘ
965 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サルヤ ｻﾙﾔ
867 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ サンス ｻﾝｽ
1003 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シイノキ ｼｲﾉｷ
1117 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シタウ子 ｼﾀｳﾈ
1061 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シタノウ子 ｼﾀﾉｳﾈ
1118 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シタノ谷 ｼﾀﾉﾀﾆ
1062 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シダノ谷 ｼﾀﾞﾉﾀﾆ
959 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シデノキ ｼﾃﾞﾉｷ
889 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シモカド ｼﾓｶﾄﾞ
1087 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 下モサコ山 ｼﾓｻｺﾔﾏ
869 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シモタニ ｼﾓﾀﾆ
901 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シモバシラ ｼﾓﾊﾞｼﾗ
1051 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
1091 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 杓子森山 ｼﾔｸｼﾓﾘﾔﾏ
1092 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ジャノアナ ｼﾞﾔﾉｱﾅ
943 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ジャノハナ ｼﾞﾔﾉﾊﾅ
883 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シラカダバ ｼﾗｶﾀﾞﾊﾞ
1045 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シラツキ ｼﾗﾂｷ
864 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 17/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

1063 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シンタク ｼﾝﾀｸ
860 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シンチ ｼﾝﾁ
900 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シン子 ｼﾝﾈ
999 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ジンバチ ｼﾞﾝﾊﾞﾁ
978 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ シンヤ ｼﾝﾔ
840 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ スミトコ ｽﾐﾄｺ
877 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ スミトコ ｽﾐﾄｺ
1010 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ セエダニ ｾｴﾀﾞﾆ
1016 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ セキウエ ｾｷｳｴ
1102 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ セキノウエ ｾｷﾉｳｴ
912 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ セキノミツ ｾｷﾉﾐﾂ
1054 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ センバ ｾﾝﾊﾞ
1000 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タカサゴ ﾀｶｻｺﾞ
893 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タカノス ﾀｶﾉｽ
1029 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タキ ﾀｷ
974 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タキノモト ﾀｷﾉﾓﾄ
882 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
841 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タケガナロ ﾀｹｶﾞﾅﾛ
828 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タケノヲカ ﾀｹﾉｵｶ
966 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タケノヲカ ﾀｹﾉｵｶ
1076 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タチガサコ ﾀﾁｶﾞｻｺ
1012 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タテイシ ﾀﾃｲｼ
1094 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タテカキ ﾀﾃｶｷ
952 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タテガキ ﾀﾃｶﾞｷ
1011 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
971 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タニミヅ ﾀﾆﾐﾂﾞ
835 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タビノヒタ ﾀﾋﾞﾉﾋﾀ
1035 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タルキ ﾀﾙｷ
1072 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タルノウエ ﾀﾙﾉｳｴ
915 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タルノヲカ ﾀﾙﾉｵｶ
956 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タルノコエ ﾀﾙﾉｺｴ
1038 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ タンバ ﾀﾝﾊﾞ
899 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ チウショウ ﾁｳｼﾖｳ
1028 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ツエノウ子 ﾂｴﾉｳﾈ
1050 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ツシメ ﾂｼﾒ
970 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ツリドイ ﾂﾘﾄﾞｲ
996 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ツルバ ﾂﾙﾊﾞ
852 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ツルヤシキ ﾂﾙﾔｼｷ
992 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ デアイ ﾃﾞｱｲ
919 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ デアイロ ﾃﾞｱｲﾛ
1031 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トイキ ﾄｲｷ
1007 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トイダ ﾄｲﾀﾞ
1053 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トイダ ﾄｲﾀﾞ
972 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トイノサコ ﾄｲﾉｻｺ
891 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
916 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トヲシャウ ﾄｵｼﾔｳ
1068 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トヲダイ ﾄｵﾀﾞｲ
853 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ドヲヅク ﾄﾞｵﾂﾞｸ
946 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トヲリウ子 ﾄｵﾘｳﾈ
1006 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トドロ谷 ﾄﾄﾞﾛﾀﾞﾆ
948 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トヒギ ﾄﾋｷﾞ
1078 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
1093 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トブキ ﾄﾌﾞｷ
921 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ トリノスミ ﾄﾘﾉｽﾐ
894 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ナカヲ ﾅｶｵ
931 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ナカギレ ﾅｶｷﾞﾚ
990 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ナカダ ﾅｶﾀﾞ
937 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ナカナ口 ﾅｶﾅｸﾞﾁ
858 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ナカム子 ﾅｶﾑﾈ
856 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
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958 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ナカヨシ ﾅｶﾖｼ
1036 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ナツウチ ﾅﾂｳﾁ
892 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ニイヤ ﾆｲﾔ
1115 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 西市ノ又 ﾆｼｲﾁﾉﾏﾀ
942 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ニホンマツ ﾆﾎﾝﾏﾂ
1024 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヌタ ﾇﾀ
1015 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ
829 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヌルノウエ ﾇﾙﾉｳｴ
976 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ノヂ ﾉﾁﾞ
932 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハイノサコ ﾊｲﾉｻｺ
831 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハキノハナ ﾊｷﾉﾊﾅ
940 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハゴノセ ﾊｺﾞﾉｾ
875 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハコノトヲ ﾊｺﾉﾄｵ
1080 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハゴノトヲ ﾊｺﾞﾉﾄｵ
938 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハコノヒラ ﾊｺﾉﾋﾗ
1090 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハゴノヒラ ﾊｺﾞﾉﾋﾗ
855 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
1014 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハシノモト ﾊｼﾉﾓﾄ
1082 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハゼノキ ﾊｾﾞﾉｷ
909 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハチホンギ ﾊﾁﾎﾝｷﾞ
1084 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 八本木 ﾊﾁﾎﾝｷﾞ
917 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハトノス ﾊﾄﾉｽ
895 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハナノモリ ﾊﾅﾉﾓﾘ
929 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ハンノジョウ ﾊﾝﾉｼﾞﾖｳ
920 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ バンロク ﾊﾞﾝﾛｸ
1114 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 東市ノ又 ﾋｶﾞｼｲﾁﾉﾏﾀ
988 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヒキチ ﾋｷﾁ
1098 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヒキチ ﾋｷﾁ
984 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヒキヂ ﾋｷﾁﾞ
1065 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヒコス ﾋｺｽ
967 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヒツワラ ﾋﾂﾜﾗ
1044 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヒトサコ ﾋﾄｻｺ
1037 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヒノキウ子 ﾋﾉｷｳﾈ
977 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヒノヒラ ﾋﾉﾋﾗ
1097 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 日平山 ﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
983 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フクトク ﾌｸﾄｸ
825 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フジガタニ ﾌｼﾞｶﾞﾀﾆ
1047 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 藤山 ﾌｼﾞﾔﾏ
832 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フタツイワ ﾌﾀﾂｲﾜ
911 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フダバ ﾌﾀﾞﾊﾞ
1083 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
908 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フダバグチ ﾌﾀﾞﾊﾞｸﾞﾁ
842 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フヂガモリ ﾌﾁﾞｶﾞﾓﾘ
947 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フヂバタケ ﾌﾁﾞﾊﾞﾀｹ
1107 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フヂヤマ ﾌﾁﾞﾔﾏ
1005 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フルタ ﾌﾙﾀ
1057 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フルヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
981 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フロガタニ ﾌﾛｶﾞﾀﾆ
986 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ フロノモト ﾌﾛﾉﾓﾄ
1074 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ホヲノキ ﾎｵﾉｷ
950 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ホシヤノ川 ﾎｼﾔﾉｶﾜ
1085 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ホトノ ﾎﾄﾉ
836 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ホバノキ ﾎﾊﾞﾉｷ
994 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ホリ ﾎﾘ
1026 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ホリノウエ ﾎﾘﾉｳｴ
1052 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ホリノモト ﾎﾘﾉﾓﾄ
944 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ マツヲバナ ﾏﾂｵﾊﾞﾅ
935 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ マツノキ ﾏﾂﾉｷ
1112 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 魔ノトヲ ﾏﾉﾄｵ
973 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
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839 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミコ ﾐｺ
903 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミコガタニ ﾐｺｶﾞﾀﾆ
1023 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミコガ谷 ﾐｺｶﾞﾀﾆ
838 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミコノウ子 ﾐｺﾉｳﾈ
1075 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミコノウ子 ﾐｺﾉｳﾈ
898 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミヅガトヲ ﾐﾂﾞｶﾞﾄｵ
1020 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミツヤ ﾐﾂﾔ
969 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミヅワキ ﾐﾂﾞﾜｷ
887 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミヤダニ ﾐﾔﾀﾞﾆ
886 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミヤノセ ﾐﾔﾉｾ
1013 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミヤノワキ ﾐﾔﾉﾜｷ
1103 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ミヨガ谷 ﾐﾖｶﾞﾀﾆ
1067 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ムカイギレ ﾑｶｲｷﾞﾚ
1039 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ムカイダバ ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞ
874 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ムクロダニ ﾑｸﾛﾀﾞﾆ
870 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ モトゴエ ﾓﾄｺﾞｴ
844 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ モモノキ ﾓﾓﾉｷ
1077 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ モモノ木 ﾓﾓﾉｷ
1019 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ モリ ﾓﾘ
913 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ モリノハナ ﾓﾘﾉﾊﾅ
998 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヤハチノ ﾔﾊﾁﾉ
1100 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヤハチヒラ ﾔﾊﾁﾋﾗ
843 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヤフノウチ ﾔﾌﾉｳﾁ
1069 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 山芋 ﾔﾏｲﾓ
1120 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 山ノ芋 ﾔﾏﾉｲﾓ
918 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 山バナ ﾔﾏﾊﾞﾅ
934 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ユノキサコ ﾕﾉｷｻｺ
1089 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヨキチヒラ ﾖｷﾁﾋﾗ
824 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヨコガサコ ﾖｺｶﾞｻｺ
1027 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヨコタ ﾖｺﾀ
933 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヨコバタケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ
1043 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヨスケ ﾖｽｹ
823 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヨセガサコ ﾖｾｶﾞｻｺ
1021 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヨメグリ ﾖﾒｸﾞﾘ
1116 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ヨモ山 ﾖﾓﾔﾏ
1111 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 四本松 ﾖﾝﾎﾝﾏﾂ
1113 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ 六本松 ﾛﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
1041 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ワウバン ﾜｳﾊﾞﾝ
963 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ワキイシ ﾜｷｲｼ
862 山中07 片魚 ｶﾀｳｵ ワダ ﾜﾀﾞ
1171 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ アライ場 ｱﾗｲﾊﾞ
1238 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ アライバ ｱﾗｲﾊﾞ
1159 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ アラカシ ｱﾗｶｼ
1233 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ アワサコ ｱﾜｻｺ
1125 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 石神 ｲｼｶﾐ
1214 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 石神ノ畝 ｲｼｶﾐﾉｳﾈ
1232 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ イシ原 ｲｼﾊﾗ
1148 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 一本松 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
1252 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ イデノ谷 ｲﾃﾞﾉﾀﾆ
1203 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ イデノモト ｲﾃﾞﾉﾓﾄ
1176 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 岩カラ ｲﾜｶﾗ
1240 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 岩ガラ ｲﾜｶﾞﾗ
1129 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ウシロ谷 ｳｼﾛﾀﾆ
1177 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ウトガ谷 ｳﾄｶﾞﾀﾆ
1169 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 梅ノ木田 ｳﾒﾉｷﾃﾞﾝ
1191 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 大クラ ｵｵｸﾗ
1215 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 大サコ ｵｵｻｺ
1260 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 大瀧 ｵｵﾀｷ
1151 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 大ハタ ｵｵﾊﾀ
1228 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 大バタ ｵｵﾊﾞﾀ
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1160 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 大ヒラ ｵｵﾋﾗ
1124 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 大松 ｵｵﾏﾂ
1183 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヲクモマタ ｵｸﾓﾏﾀ
1143 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヲケソコ ｵｹｿｺ
1145 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヲソコエ ｵｿｺｴ
1226 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヲソゴエ ｵｿｺﾞｴ
1194 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヲニ松 ｵﾆﾏﾂ
1223 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 柿ノ木 ｶｷﾉｷ
1189 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ カゲヂ ｶｹﾞﾁﾞ
1258 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ カゲバタ ｶｹﾞﾊﾞﾀ
1138 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ カサ松 ｶｻﾏﾂ
1137 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 上八切レ ｶﾐﾔﾂｷﾚ
1264 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ クサキ薮 ｸｻｷﾔﾌﾞ
1207 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ クサギ藪 ｸｻｷﾞﾔﾌﾞ
1135 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ クスノキ ｸｽﾉｷ
1186 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ クラ谷 ｸﾗﾀﾆ
1250 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コヲジン山 ｺｵｼﾞﾝﾔﾏ
1263 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コスズガ森 ｺｽｽﾞｶﾞﾓﾘ
1235 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コズミ ｺｽﾞﾐ
1164 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ゴダイ ｺﾞﾀﾞｲ
1196 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コタルグチ ｺﾀﾙｸﾞﾁ
1197 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コダルグチ ｺﾀﾞﾙｸﾞﾁ
1165 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コヅミ ｺﾂﾞﾐ
1144 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コバ ｺﾊﾞ
1133 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コビノモト ｺﾋﾞﾉﾓﾄ
1243 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コマカ谷 ｺﾏｶﾞﾀﾆ
1185 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ゴマノ谷 ｺﾞﾏﾉﾀﾆ
1155 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ コヤノウ子 ｺﾔﾉｳﾈ
1256 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 権現山 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾔﾏ
1245 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ サイザノ峠 ｻｲｻﾞﾉﾄｳｹﾞ
1254 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 佐賀畝 ｻｶﾞｳﾈ
1181 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ サクラ木 ｻｸﾗｷﾞ
1146 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ サクラ谷 ｻｸﾗﾀﾆ
1221 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ サクラフチ ｻｸﾗﾌﾁ
1134 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ サクラブチ ｻｸﾗﾌﾞﾁ
1153 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ サスケバタ ｻｽｹﾊﾞﾀ
1182 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ サンショウダバ ｻﾝｼﾖｳﾀﾞﾊﾞ
1224 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
1200 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ シシウチ場 ｼｼｳﾁﾊﾞ
1266 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ シシャウダバ ｼｼﾔｳﾀﾞﾊﾞ
1209 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ シショウダバ ｼｼﾖｳﾀﾞﾊﾞ
1257 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ シタ尾 ｼﾀｵ
1201 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ シダラ ｼﾀﾞﾗ
1141 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ シモ谷 ｼﾓﾀﾆ
1205 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
1131 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 新屋 ｼﾝﾔ
1268 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ スイロヤ ｽｲﾛﾔ
1154 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ スノロヤ ｽﾉﾛﾔ
1180 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ センロク ｾﾝﾛｸ
1231 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ タキデ ﾀｷﾃﾞ
1227 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ タキノウ口 ﾀｷﾉｳｸﾞﾁ
1157 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
1158 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ タテキ ﾀﾃｷ
1267 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ タテギ ﾀﾃｷﾞ
1147 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ タノキウ口 ﾀﾉｷｳｸﾞﾁ
1167 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ダバノカト ﾀﾞﾊﾞﾉｶﾄ
1244 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ タフノ木ノ峯 ﾀﾌﾉｷﾉﾐﾈ
1202 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ タルノハナ ﾀﾙﾉﾊﾅ
1220 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ チウコ谷 ﾁｳｺﾀﾆ
1132 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヂウゴ谷 ﾁﾞｳｺﾞﾀﾆ
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1123 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ チシャノ木 ﾁｼﾔﾉｷ
1217 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ チャイバ ﾁﾔｲﾊﾞ
1122 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ツガノナロ ﾂｶﾞﾉﾅﾛ
1210 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ツカノモリ ﾂｶﾉﾓﾘ
1216 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ツヅミダバ ﾂﾂﾞﾐﾀﾞﾊﾞ
1163 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ツルイ谷 ﾂﾙｲﾀﾆ
1236 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ デヤイ ﾃﾞﾔｲ
1190 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 寺ノダバ ﾃﾗﾉﾀﾞﾊﾞ
1156 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ トイギ ﾄｲｷﾞ
1230 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナカウチ ﾅｶｳﾁ
1173 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
1255 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナカ尾山 ﾅｶｵﾔﾏ
1149 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナガダ ﾅｶﾞﾀﾞ
1150 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 永畑ケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
1212 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナカレダ ﾅｶﾚﾀﾞ
1127 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナガレ田 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
1213 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナガレダ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
1265 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナコ山 ﾅｺﾔﾏ
1208 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナゴ山 ﾅｺﾞﾔﾏ
1128 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ナロバタケ ﾅﾛﾊﾞﾀｹ
1261 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ニカケノヒラ ﾆｶｹﾉﾋﾗ
1179 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヌタノウ子 ﾇﾀﾉｳﾈ
1239 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ハイトコ畝 ﾊｲﾄｺｳﾈ
1174 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ハイトコノウ子 ﾊｲﾄｺﾉｳﾈ
1198 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ハイノヒラ ﾊｲﾉﾋﾗ
1166 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ハゴノキ ﾊｺﾞﾉｷ
1162 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ハザコ ﾊｻﾞｺ
1130 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ハシツメ ﾊｼﾂﾒ
1219 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
1172 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
1136 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヒタ切レ ﾋﾀｷﾚ
1199 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 桧木ウ子 ﾋﾉｷｷﾞｳﾈ
1142 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヒノ森 ﾋﾉﾓﾘ
1195 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヒメ松 ﾋﾒﾏﾂ
1139 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヒヨミ子 ﾋﾖﾐﾈ
1246 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ フタノモリ ﾌﾀﾉﾓﾘ
1253 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ フダハリ場 ﾌﾀﾞﾊﾘﾊﾞ
1188 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ フナギ ﾌﾅｷﾞ
1241 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ フルヤカサコ ﾌﾙﾔｶｻｺ
1121 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ホキノヒラ ﾎｷﾉﾋﾗ
1192 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ホトウチ ﾎﾄｳﾁ
1251 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ホドウチ ﾎﾄﾞｳﾁ
1259 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 佛ヶ森 ﾎﾄｹｶﾞﾓﾘ
1193 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ マエダ ﾏｴﾀﾞ
1140 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 松ヶハナ ﾏﾂｶﾞﾊﾅ
1225 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 松ゲハナ ﾏﾂｹﾞﾊﾅ
1229 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 三日月山 ﾐｶﾂﾞｷﾔﾏ
1218 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ミコカ谷 ﾐｺｶﾞﾀﾆ
1262 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ミコシノヒラ ﾐｺｼﾉﾋﾗ
1248 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ミスカシ ﾐｽｶｼ
1170 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ミセマチダ ﾐｾﾏﾁﾀﾞ
1249 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ムカイヲク ﾑｶｲｵｸ
1204 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ムカイダ ﾑｶｲﾀﾞ
1187 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ 向ノ奥 ﾑｶｲﾉｵｸ
1247 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ムソノ峠 ﾑｿﾉﾄｳｹﾞ
1206 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ム子ヤシキ ﾑﾈﾔｼｷ
1178 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ モマタ ﾓﾏﾀ
1237 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ モマタノ畝 ﾓﾏﾀﾉｳﾈ
1168 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ モマタヤシキ ﾓﾏﾀﾔｼｷ
1152 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ モミノ ﾓﾐﾉ
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1184 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヤカタサカ ﾔｶﾀｻｶ
1242 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヤカタ坂 ﾔｶﾀｻｶ
1175 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヤケソ ﾔｹｿ
1222 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ユツリハ山 ﾕﾂﾘﾊﾔﾏ
1211 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヨセカ谷 ﾖｾｶﾀﾆ
1126 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ ヨセヶ谷 ﾖｾｶﾞﾀﾆ
1161 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ リヤウシ山 ﾘﾔｳｼﾔﾏ
1234 山中08 三ツ又 ﾐﾂﾏﾀ リョウシ山 ﾘﾖｳｼﾔﾏ
1352 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 青ヲガシ ｱｵｵｶﾞｼ
1441 山中09 古尾 ｺﾋﾞ アヲカシ ｱｵｶｼ
1306 山中09 古尾 ｺﾋﾞ アカゾエ ｱｶｿﾞｴ
1424 山中09 古尾 ｺﾋﾞ アカツエ ｱｶﾂｴ
1315 山中09 古尾 ｺﾋﾞ アカヌタ谷 ｱｶﾇﾀﾀﾞﾆ
1333 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 足ヶ谷 ｱｼｶﾞﾀﾞﾆ
1276 山中09 古尾 ｺﾋﾞ アシカワグチ ｱｼｶﾜｸﾞﾁ
1420 山中09 古尾 ｺﾋﾞ アブジガダキ ｱﾌﾞｼﾞｶﾞﾀﾞｷ
1301 山中09 古尾 ｺﾋﾞ アブシタキ ｱﾌﾞｼﾀｷ
1327 山中09 古尾 ｺﾋﾞ アンノダバ ｱﾝﾉﾀﾞﾊﾞ
1459 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イサキホウキギ ｲｻｷﾎｳｷｷﾞ
1341 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 石神クチ ｲｼｶﾞﾐｸﾁ
1439 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 石神グチ ｲｼｶﾞﾐｸﾞﾁ
1339 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 石カミノヲ ｲｼｶﾐﾉｵ
1437 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イシガミノヲ ｲｼｶﾞﾐﾉｵ
1430 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イヅリ谷 ｲｽﾞﾘﾀﾞﾆ
1280 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ
1329 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イチギ谷 ｲﾁｷﾞﾀﾞﾆ
1328 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イヅリダニ ｲﾂﾞﾘﾀﾞﾆ
1434 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イツリハダニ ｲﾂﾘﾊﾀﾞﾆ
1336 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イヅリハダニ ｲﾂﾞﾘﾊﾀﾞﾆ
1277 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イドガ谷 ｲﾄﾞｶﾞﾀﾆ
1270 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 井ドガ谷サコ ｲﾄﾞｶﾞﾀﾞﾆｻｺ
1454 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 犬ブウシ ｲﾇﾌﾞｳｼ
1381 山中09 古尾 ｺﾋﾞ イヌプウシ ｲﾇﾌﾟｳｼ
1307 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 井林 ｲﾊﾞﾔｼ
1396 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 茨見 ｲﾊﾞﾗﾐ
1398 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 茨見山 ｲﾊﾞﾗﾐﾔﾏ
1288 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 岩神 ｲﾜｶﾞﾐ
1431 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 植松平 ｳｴﾏﾂﾀﾞｲﾗ
1393 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 植松谷 ｳｴﾏﾂﾀﾞﾆ
1408 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ウスキカ森 ｳｽｷｶﾓﾘ
1332 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ウログチ ｳﾛｸﾞﾁ
1405 山中09 古尾 ｺﾋﾞ エンドヲガ平 ｴﾝﾄﾞｵｶﾞﾀﾞｲﾗ
1386 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲイエ ｵｲｴ
1351 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 大古尾口 ｵｵｺﾋﾞｸﾞﾁ
1353 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲヲシダグチ ｵｵｼﾀﾞｸﾞﾁ
1350 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲヲスダ ｵｵｽﾀﾞ
1389 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 大龍ノ上 ｵｵﾀｷﾉｳｴ
1390 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 大龍ノ下モ ｵｵﾀｷﾉｼﾓ
1279 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 大杖 ｵｵﾂｴ
1319 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 大平 ｵｵﾋﾗ
1286 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲヲモチ谷 ｵｵﾓﾁﾀﾞﾆ
1401 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 大渡 ｵｵﾜﾀﾘ
1400 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 小川境 ｵｶﾞﾜｻﾞｶｲ
1399 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 小川谷 ｵｶﾞﾜﾀﾞﾆ
1287 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲクヲヲモチ ｵｸｵｵﾓﾁ
1413 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 奥オオモチ ｵｸｵｵﾓﾁ
1313 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 奥影山 ｵｸｶｹﾞﾔﾏ
1376 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 奥山 ｵｸﾔﾏ
1362 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲソゴエ ｵｿｺﾞｴ
1440 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲチバタ ｵﾁﾊﾞﾀ
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1344 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲドリバ ｵﾄﾞﾘﾊﾞ
1445 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヲンヂウ子 ｵﾝﾁﾞｳﾈ
1320 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カアソタヲ ｶｱｿﾀｵ
1312 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カキチ畝 ｶｷﾁｳﾈ
1426 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カキチノ畝 ｶｷﾁﾉｳﾈ
1348 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カゲブチ ｶｹﾞﾌﾞﾁ
1427 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 影山 ｶｹﾞﾔﾏ
1417 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カサ子ハイ ｶｻﾈﾊｲ
1299 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カサ子バイ ｶｻﾈﾊﾞｲ
1354 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カシウサコ ｶｼｳｻｺ
1366 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カヂトコ ｶﾁﾞﾄｺ
1272 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カドノ畝 ｶﾄﾞﾉｳﾈ
1404 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 蟹越 ｶﾆｺﾞｴ
1438 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 上ミ向エ ｶﾐﾑｺｳｴ
1340 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 上ミ向ヘ ｶﾐﾑｺｳﾍ
1342 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 上ミ屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
1330 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 鴨次郎 ｶﾓｼﾞﾛｳ
1414 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カラ谷平 ｶﾗﾀﾆﾀﾞｲﾗ
1395 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カリトメ ｶﾘﾄﾒ
1458 山中09 古尾 ｺﾋﾞ カリドメ ｶﾘﾄﾞﾒ
1321 山中09 古尾 ｺﾋﾞ キソヒヨ谷 ｷｿﾋﾖﾀﾞﾆ
1271 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 北川谷 ｷﾀｶﾞﾜﾀﾞﾆ
1292 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 北ノ川グチ ｷﾀﾉｶﾜｸﾞﾁ
1460 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 北ノ川口 ｷﾀﾉｶﾜｸﾞﾁ
1402 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 北ノ川谷 ｷﾀﾉｶﾜﾀﾞﾆ
1360 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 黒竹ヤブ ｸﾛﾀｹﾔﾌﾞ
1447 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 黒竹薮 ｸﾛﾀｹﾔﾌﾞ
1337 山中09 古尾 ｺﾋﾞ クロバタ ｸﾛﾊﾞﾀ
1310 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 桑木屋敷 ｸﾜｷﾔｼｷ
1275 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 高知神 ｺｳﾁｶﾞﾐ
1374 山中09 古尾 ｺﾋﾞ コヲクギレ ｺｵｸｷﾞﾚ
1278 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 小重キ ｺｼﾞﾕｳｷ
1322 山中09 古尾 ｺﾋﾞ コシロミ ｺｼﾛﾐ
1429 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ゴジロミ ｺﾞｼﾞﾛﾐ
1293 山中09 古尾 ｺﾋﾞ コヒキヂ ｺﾋｷﾁﾞ
1282 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 古尾サキ ｺﾋﾞｻｷ
1415 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ゴビヨウ ｺﾞﾋﾞﾖｳ
1289 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ゴビヨヲ ｺﾞﾋﾞﾖｵ
1368 山中09 古尾 ｺﾋﾞ コヤシキ ｺﾔｼｷ
1309 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 小屋谷 ｺﾔﾀﾞﾆ
1314 山中09 古尾 ｺﾋﾞ サカイ谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
1394 山中09 古尾 ｺﾋﾞ サンジウロウ ｻﾝｼﾞｳﾛ
1318 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 重木谷 ｼｹﾞｷﾀﾞﾆ
1358 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 重子石 ｼｹﾞｺｲｼ
1422 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 地蔵畝 ｼﾞｿﾞｳｳﾈ
1388 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 下タ轟スソ ｼﾀﾄﾄﾞﾛｷｽｿ
1446 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 下モ切リ ｼﾓｷﾘ
1359 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 下モ切リ ｼﾓｷﾞﾘ
1356 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 下モギレ ｼﾓｷﾞﾚ
1444 山中09 古尾 ｺﾋﾞ シモギレ ｼﾓｷﾞﾚ
1324 山中09 古尾 ｺﾋﾞ シャシャブ谷 ｼﾔｼﾔﾌﾞﾀﾞﾆ
1421 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ジャボリコエ ｼﾞﾔﾎﾞﾘｺｴ
1303 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ジャホリ谷セイ ｼﾞﾔﾎﾘﾀﾆｾｲ
1423 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ジャボリ谷セイ ｼﾞﾔﾎﾞﾘﾀﾞﾆｾｲ
1387 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ジヨノクビ ｼﾞﾖﾉｸﾋﾞ
1355 山中09 古尾 ｺﾋﾞ シンカツホリ ｼﾝｶﾂﾎﾘ
1443 山中09 古尾 ｺﾋﾞ シンガツホリ ｼﾝｶﾞﾂﾎﾘ
1308 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 甚吉屋敷 ｼﾞﾝｷﾁﾔｼｷ
1346 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
1419 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
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1372 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 竹ノサコグチヒラ ﾀｹﾉｻｺｸﾞﾁﾋﾗ
1450 山中09 古尾 ｺﾋﾞ タケノサコグチヒラ ﾀｹﾉｻｺｸﾞﾁﾋﾗ
1373 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 竹ノサコセイ ﾀｹﾉｻｺｾｲ
1451 山中09 古尾 ｺﾋﾞ タケノサコセイ ﾀｹﾉｻｺｾｲ
1305 山中09 古尾 ｺﾋﾞ タテギ ﾀﾃｷﾞ
1425 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 田ノトヲ ﾀﾉﾄｵ
1281 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ダバヤシキ ﾀﾊﾞﾔｼｷ
1296 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 田兵田 ﾀﾍｲﾀ
1294 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 樽ヶ谷 ﾀﾙｶﾞﾀﾆ
1416 山中09 古尾 ｺﾋﾞ タルケ谷 ﾀﾙｹﾀﾞﾆ
1345 山中09 古尾 ｺﾋﾞ タルノウエ ﾀﾙﾉｳｴ
1382 山中09 古尾 ｺﾋﾞ チカタキノウエ ﾁｶﾀｷﾉｳｴ
1290 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 長者ダバ ﾁﾖｳｼﾞﾔﾀﾞﾊﾞ
1432 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ツイクチ ﾂｲｸﾁ
1334 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ツイグチ ﾂｲｸﾞﾁ
1379 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ツツラ ﾂﾂﾗ
1371 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ツホクリグチ ﾂﾎｸﾘｸﾞﾁ
1449 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ツボクリグチ ﾂﾎﾞｸﾘｸﾞﾁ
1369 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ツボクリダニ ﾂﾎﾞｸﾘﾀﾞﾆ
1347 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ツルイガタニ ﾂﾙｲｶﾞﾀﾆ
1385 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 同原 ﾄﾞｳﾊﾗ
1375 山中09 古尾 ｺﾋﾞ トクス ﾄｸｽ
1363 山中09 古尾 ｺﾋﾞ トドロ ﾄﾄﾞﾛ
1331 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
1383 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
1300 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 流越エ ﾅｶﾞﾚｺﾞｴ
1418 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 流越 ﾅｶﾞﾚｺﾞｴ
1411 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ナナヲドリ ﾅﾅｵﾄﾞﾘ
1285 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ナニヲドリ ﾅﾆｵﾄﾞﾘ
1284 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ナロノヒラ ﾅﾛﾉﾋﾗ
1365 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ニイヤ ﾆｲﾔ
1407 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ニカケノ畝 ﾆｶｹﾉｳﾈ
1349 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 西桑原 ﾆｼｸﾜﾊﾞﾗ
1403 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 西ノ畝 ﾆｼﾉｳﾈ
1370 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 西丸山 ﾆｼﾏﾙﾔﾏ
1274 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
1406 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヌタノ畝 ﾇﾀﾉｳﾈ
1435 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 子ドヲシ ﾈﾄﾞｵｼ
1456 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ノヲハラ ﾉｵﾊﾗ
1384 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ノヲワラ ﾉｵﾜﾗ
1273 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 野地谷 ﾉｼﾞﾀﾞﾆ
1311 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 野竹口 ﾉﾀｹｸﾞﾁ
1455 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ノナカタキノウエ ﾉﾅｶﾀｷﾉｳｴ
1442 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 原バラ松 ﾊﾗﾊﾞﾗﾏﾂ
1323 山中09 古尾 ｺﾋﾞ バンザイ ﾊﾞﾝｻﾞｲ
1326 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 東シロノハイ ﾋｶﾞｼｼﾛﾉﾊｲ
1410 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 東ヒラ ﾋｶﾞｼﾋﾗ
1457 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ビシャコマキ ﾋﾞｼﾔｺﾏｷ
1392 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ビシャゴマキ ﾋﾞｼﾔｺﾞﾏｷ
1295 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 日田谷 ﾋﾃﾞﾝﾀﾞﾆ
1364 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヒラバイ ﾋﾗﾊﾞｲ
1343 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 藤山 ﾌｼﾞﾔﾏ
1391 山中09 古尾 ｺﾋﾞ フタマタ石ノヒラ ﾌﾀﾏﾀｲｼﾉﾋﾗ
1335 山中09 古尾 ｺﾋﾞ フタマタ楠 ﾌﾀﾏﾀｸｽ
1433 山中09 古尾 ｺﾋﾞ フタマタクス ﾌﾀﾏﾀｸｽ
1338 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 不動谷西平山 ﾌﾄﾞｳﾀﾞﾆﾆｼﾋﾗﾔﾏ
1436 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 不動山 ﾌﾄﾞｳﾔﾏ
1412 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 兵次郎平 ﾍｲｼﾞﾛｳﾀﾞｲﾗ
1325 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 又口 ﾏﾀｸﾞﾁ
1357 山中09 古尾 ｺﾋﾞ マツガトヲ ﾏﾂｶﾞﾄｵ
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1367 山中09 古尾 ｺﾋﾞ マルヤマジ ﾏﾙﾔﾏｼﾞ
1361 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ミズアライ ﾐｽﾞｱﾗｲ
1428 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ミズガトウ ﾐｽｶﾞﾄｳ
1316 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ミズガトヲ ﾐｽﾞｶﾞﾄｵ
1453 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 水口 ﾐｽﾞｸﾞﾁ
1304 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 宮ノ川谷ノセイ ﾐﾅﾉｶﾜﾀﾆﾉｾｲ
1448 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 宮ノウ子 ﾐﾔﾉｳﾈ
1298 山中09 古尾 ｺﾋﾞ モミノキ ﾓﾐﾉｷ
1297 山中09 古尾 ｺﾋﾞ モミノキクチ ﾓﾐﾉｷｸﾁ
1283 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヤクヲクチ ﾔｸｵｸﾁ
1409 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヤクヲグチ ﾔｸｵｸﾞﾁ
1302 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ヤケン谷 ﾔｹﾝﾀﾞﾆ
1380 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
1291 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 山伏ガ谷 ﾔﾏﾌﾞｾｶﾞﾀﾞﾆ
1378 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 山本 ﾔﾏﾓﾄ
1269 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ユウシリ ﾕｳｼﾘ
1397 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ユウジリ ﾕｳｼﾞﾘ
1317 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ユスノキ谷 ﾕｽﾉｷﾀﾞﾆ
1452 山中09 古尾 ｺﾋﾞ 弓引 ﾕﾐﾋﾞｷ
1377 山中09 古尾 ｺﾋﾞ ユルギノイシ ﾕﾙｷﾞﾉｲｼ
1591 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ アヲキ ｱｵｷ
1472 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ アヲギ ｱｵｷﾞ
1650 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 赤松 ｱｶﾏﾂ
1480 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 赤薮 ｱｶﾔﾌﾞ
1496 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 洗イ場 ｱﾗｲﾊﾞ
1622 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イガイケ ｲｶﾞｲｹ
1530 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イガイチ ｲｶﾞｲﾁ
1546 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 井崎薮 ｲｻｷﾔﾌﾞ
1634 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 石神越 ｲｼｶﾐｺﾞｴ
1542 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 石神越エ ｲｼｶﾞﾐｺﾞｴ
1578 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イシケフエ場 ｲｼｹﾌｴﾊﾞ
1652 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 伊豆ヶ谷 ｲｽﾞｶﾞﾀﾆ
1584 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ
1657 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 板ノ川山 ｲﾀﾉｶﾜﾔﾏ
1539 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 板屋 ｲﾀﾔ
1629 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イツチイキ ｲﾂﾁｲｷ
1645 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 一本松 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
1477 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イデノ谷 ｲﾃﾞﾉﾀﾆ
1596 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ イデノ谷セイ ｲﾃﾞﾉﾀﾆｾｲ
1541 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ウツシリ ｳﾂｼﾘ
1633 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
1516 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ウハノヂダバ ｳﾊﾉﾁﾞﾀﾞﾊﾞ
1660 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 馬ノ鞍 ｳﾏﾉｸﾗ
1506 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 梅ノ木キレ ｳﾒﾉｷｷﾚ
1615 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ウワノヂダバ ｳﾜﾉﾁﾞﾀﾞﾊﾞ
1544 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大樫 ｵｵｶｼ
1624 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大川奥 ｵｵｶﾜｵｸ
1492 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大コバ ｵｵｺﾊﾞ
1488 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大サコ谷 ｵｵｻｺﾀﾆ
1569 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
1653 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大ダバ ｵｵﾀﾞﾊﾞ
1644 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大畑 ｵｵﾊﾀ
1501 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大平 ｵｵﾋﾗ
1617 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 大松 ｵｵﾏﾂ
1589 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヲコシ谷 ｵｺｼﾀﾞﾆ
1468 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヲゴシ谷 ｵｺﾞｼﾀﾆ
1500 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 押谷セイ ｵｼﾀﾆｾｲ
1648 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 押場 ｵｼﾊﾞ
1523 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヲンヂダバ ｵﾝﾁﾞﾀﾞﾊﾞ
1582 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ カスミカ谷 ｶｽﾐｶﾀﾞﾆ
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1670 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ カスミヶ谷 ｶｽﾐｶﾞﾀﾆ
1601 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ カナサシノ畝 ｶﾅｻｼﾉｳﾈ
1489 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 釜サコ ｶﾏｻｺ
1508 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 釜ドコ ｶﾏﾄﾞｺ
1469 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 上ミイカダ ｶﾐｲｶﾀﾞ
1558 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 上野地 ｶﾐﾉｼﾞ
1566 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 上ミ白皇山 ｶﾐﾊｸｵｳﾔﾏ
1547 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ カラミ ｶﾗﾐ
1518 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ キソバタ ｷｿﾊﾞﾀ
1599 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 喜根堂 ｷﾈﾄﾞｳ
1526 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ キレトヲ ｷﾚﾄｵ
1604 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ クウシヲ ｸｳｼｵ
1619 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ クウシガ谷 ｸｳｼｶﾞﾀﾞﾆ
1524 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ クウシケ谷 ｸｳｼｹﾀﾆ
1627 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 楠木 ｸｽｷ
1481 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ クチシロヲ谷 ｸﾁｼﾛｵﾀﾆ
1507 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 具同ゴヤ ｸﾞﾄﾞｳｺﾞﾔ
1540 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 栗ノ木駄場 ｸﾘﾉｷﾀﾞﾊﾞ
1632 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 栗ノ木ダバ ｸﾘﾉｷﾀﾞﾊﾞ
1478 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 黒竹薮 ｸﾛﾀｹﾔﾌﾞ
1636 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
1505 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 桑ノ木 ｸﾜﾉｷ
1479 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 桑ノ木屋式 ｸﾜﾉｷﾔｼｷ
1528 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ケズリマキ ｹｽﾞﾘﾏｷ
1620 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ケズリマキ ｹｽﾞﾘﾏｷ
1531 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ケズリマキセイ ｹｽﾞﾘﾏｷｾｲ
1623 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ケヅリマキセイ ｹﾂﾞﾘﾏｷｾｲ
1610 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 申ヤ畝 ｺｳﾔｳﾈ
1631 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ゴヲソノ平 ｺﾞｵｿﾉﾋﾗ
1553 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ゴキケサコ ｺﾞｷｹｻｺ
1554 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ゴゼコロビ ｺﾞｾﾞｺﾛﾋﾞ
1486 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾁ
1510 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 古尾口 ｺﾋﾞｸﾞﾁ
1586 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 古尾崎 ｺﾋﾞｻｷ
1495 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ コマガシ ｺﾏｶﾞｼ
1605 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 小屋ノ奥 ｺﾔﾉｵｸ
1576 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 権兵衛 ｺﾞﾝﾍﾞｴ
1461 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 磋 ｻ
1529 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ サイスゴヤ ｻｲｽｺﾞﾔ
1562 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 坂本川 ｻｶﾓﾄｶﾞﾜ
1646 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 坂本川 ｻｶﾓﾄｶﾞﾜ
1467 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 作之丞ヤシキ ｻｸﾉｼﾞﾖｳﾔｼｷ
1555 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ザトヲコロビ ｻﾞﾄｵｺﾛﾋﾞ
1592 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ サルタ ｻﾙﾀ
1473 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ サルダ ｻﾙﾀﾞ
1663 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シヲリケダバ ｼｵﾘｹﾀﾞﾊﾞ
1574 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シヲリダバ ｼｵﾘﾀﾞﾊﾞ
1602 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シガキノ畝 ｼｶﾞｷﾉｳﾈ
1465 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シシウドミ ｼｼｳﾄﾞﾐ
1659 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シダヲ ｼﾀﾞｵ
1593 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シダノ崎 ｼﾀﾞﾉｻｷ
1466 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シモイカダ ｼﾓｲｶﾀﾞ
1588 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 下モイカダ ｼﾓｲｶﾀﾞ
1474 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 下モサコ ｼﾓｻｺ
1594 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 下モ峪 ｼﾓｻｺ
1475 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 下モ駄場 ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
1595 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 下モダバ ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
1557 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 下モ野地 ｼﾓﾉｼﾞ
1572 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 下モ白皇山 ｼﾓﾊｸｵｳﾔﾏ
1502 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 庄屋コヤ ｼﾖｳﾔｺﾔ
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1608 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 庄屋コヤ ｼﾖｳﾔｺﾔ
1661 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 白石 ｼﾗｲｼ
1573 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 白石口 ｼﾗｲｼｸﾁ
1668 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シリタカノ畝 ｼﾘﾀｶﾉｳﾈ
1560 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シロヲサコ ｼﾛｵｻｺ
1598 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ シロヲ谷 ｼﾛｵﾀﾞﾆ
1662 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 白松 ｼﾛﾏﾂ
1545 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 申打 ｼﾝｳﾁ
1590 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 申田畝 ｼﾝﾃﾞﾝｳﾈ
1463 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 炭床 ｽﾐﾄﾞｺ
1470 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 政太郎 ｾｲﾀﾛｳ
1483 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 善四郎 ｾﾞﾝｼﾛｳ
1499 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 善之助サコ ｾﾞﾝﾉｽｹｻｺ
1651 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 掃除山 ｿｳｼﾞﾔﾏ
1585 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ タカノス ﾀｶﾉｽ
1517 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 瀧ノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
1671 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 瀧ノ森 ﾀｷﾉﾓﾘ
1549 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 竹カサコ ﾀｹｶｻｺ
1538 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ タチメ ﾀﾁﾒ
1643 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 瀧山 ﾀﾂﾔﾏ
1630 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 立石 ﾀﾃｲｼ
1482 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 谷口 ﾀﾆｸﾁ
1635 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 谷田平 ﾀﾆﾀﾞﾋﾗ
1493 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ タノトヲ ﾀﾉﾄｵ
1491 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ タノトヲセイ ﾀﾉﾄｵｾｲ
1525 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
1613 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ タンバ ﾀﾝﾊﾞ
1537 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ チウベツトヲ ﾁｳﾍﾞﾂﾄｵ
1550 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 茶畑 ﾁﾔﾊﾞﾀ
1563 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 土橋 ﾂﾁﾊﾞｼ
1665 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ツツラ谷口 ﾂﾂﾗﾀﾆｸﾁ
1577 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ツヅラ谷口 ﾂﾂﾞﾗﾀﾆｸﾁ
1667 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ツツラノヒラ ﾂﾂﾗﾉﾋﾗ
1606 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 椿ノ畝 ﾂﾊﾞｷﾉｳﾈ
1641 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ テビマツ ﾃﾋﾞﾏﾂ
1587 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 寺林 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ
1521 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 天神ノ上ミ ﾃﾝｼﾞﾝﾉｶﾐ
1575 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ トイクチ ﾄｲｸﾁ
1664 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ トイグチ ﾄｲｸﾞﾁ
1570 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 兎キ轟 ﾄｷﾄﾄﾞﾛｷ
1548 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ トド口 ﾄﾄﾞｸﾁ
1637 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 轟 ﾄﾄﾞﾛｷ
1515 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 轟ノ上エ ﾄﾄﾞﾛｷﾉｳｴ
1672 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 轟ノ畝 ﾄﾄﾞﾛｷﾉｳﾈ
1600 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 轟山 ﾄﾄﾞﾛｷﾔﾏ
1511 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
1625 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ トヤノ畝 ﾄﾔﾉｳﾈ
1514 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 鳥首 ﾄﾘｸﾋﾞ
1607 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
1476 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 中尾 ﾅｶｵ
1561 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
1534 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ナカジマ ﾅｶｼﾞﾏ
1462 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 長瀬 ﾅｶﾞｾ
1628 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 中別當 ﾅｶﾍﾞﾂﾄｳ
1568 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 永山口 ﾅｶﾞﾔﾏｸﾞﾁ
1567 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ナナシ畝 ﾅﾅｼｳﾈ
1522 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 新家谷 ﾆｲﾔﾀﾆ
1571 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 西井デノウラ ﾆｼｲﾃﾞﾉｳﾗ
1504 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 西ナメラ ﾆｼﾅﾒﾗ
1639 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ニタ角ノ ﾆﾀｶｸﾉ
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1656 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 日平山 ﾆﾁﾋﾗﾔﾏ
1532 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ニワトリグチ ﾆﾜﾄﾘｸﾞﾁ
1626 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ニワトリグチ ﾆﾜﾄﾘｸﾞﾁ
1536 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 人夫ケサコ ﾆﾝﾌﾟｹｻｺ
1551 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ
1484 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ バショヲ ﾊﾞｼﾖｵ
1543 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ バショヲ ﾊﾞｼﾖｵ
1603 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 畑ノ畝 ﾊﾀﾉｳﾈ
1583 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヶ畝 ﾋｶﾞｳﾈ
1559 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 東イデノウラ ﾋｶﾞｼｲﾃﾞﾉｳﾗ
1494 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 東ナメラ ﾋｶﾞｼﾅﾒﾗ
1565 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヒソヲノハナ ﾋｿｵﾉﾊﾅ
1654 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヒソヲノハナ ﾋｿｵﾉﾊﾅ
1509 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ビヤノキ ﾋﾞﾔﾉｷ
1616 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 深サキ畝 ﾌｶｻｷｳﾈ
1618 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 深サキ山 ﾌｶｻｷﾔﾏ
1513 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ フカサコ ﾌｶｻｺ
1498 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ フキノナカ ﾌｷﾉﾅｶ
1464 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 藤原 ﾌｼﾞ
1581 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 藤原田 ﾌｼﾞﾜﾗﾃﾞﾝ
1512 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 古家ノヲク ﾌﾙｲｴﾉｵｸ
1612 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 古家ノ奥 ﾌﾙｲｴﾉｵｸ
1611 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 古屋口 ﾌﾙﾔｸﾞﾁ
1647 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ホヲキマツ ﾎｵｷﾏﾂ
1609 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ボサコヤ ﾎﾞｻｺﾔ
1503 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ボサゴヤ ﾎﾞｻｺﾞﾔ
1471 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
1533 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ マゴイチ ﾏｺﾞｲﾁ
1527 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 増太郎屋敷 ﾏｽﾀﾛｳﾔｼｷ
1535 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 水木 ﾐｽﾞｷ
1666 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 水木ヶ谷口 ﾐｽﾞｷｶﾞﾀﾆｸﾁ
1556 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 宮クビ ﾐﾔｸﾋﾞ
1520 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 宮ノ谷口 ﾐﾔﾉﾀﾆｸﾁ
1519 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 宮ノ谷セイ ﾐﾔﾉﾀﾆｾｲ
1579 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ムカエ谷 ﾑｶｴﾀﾞﾆ
1580 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ムカエヤシキ ﾑｶｴﾔｼｷ
1614 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ムクロウジ ﾑｸﾛｳｼﾞ
1485 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 桃ノ木 ﾓﾓﾉｷ
1655 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 森松 ﾓﾘﾏﾂ
1642 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
1487 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 薬師堂 ﾔｸｼﾄﾞｳ
1658 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヤケヤ ﾔｹﾔ
1552 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヤスミバ ﾔｽﾐﾊﾞ
1640 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 休ミ場 ﾔｽﾐﾊﾞ
1497 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 柳ノ畝 ﾔﾅｷﾞﾉｳﾈ
1669 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 山神ノ畝 ﾔﾏｶﾞﾐﾉｳﾈ
1638 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 山茶畝 ﾔﾏﾁﾔｳﾈ
1490 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヤマンバ ﾔﾏﾝﾊﾞ
1564 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヨム子 ﾖﾑﾈ
1649 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ヨム子 ﾖﾑﾈ
1597 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ ロチシロウ谷 ﾛﾁｼﾛｳﾀﾞﾆ
1621 山中10 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ 和田ノ畝 ﾜﾀﾞﾉｳﾈ
2301 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ アヤノ谷 ｱﾔﾉﾀﾆ
2319 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 石イデ上ヘ ｲｼｲﾃﾞｳｴ
2332 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ イチゴヤブ ｲﾁｺﾞﾔﾌﾞ
2269 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ イデノウラ ｲﾃﾞﾉｳﾗ
2276 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 井デノウラ ｲﾃﾞﾉｳﾗ
2270 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 大岩ノ下タ ｵｵｲﾜﾉｼﾀ
2339 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 大ダバ ｵｵﾀﾞﾊﾞ
2356 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 大ダバ ｵｵﾀﾞﾊﾞ
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2248 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 大平口 ｵｵﾋﾗｸﾞﾁ
2250 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 大平口南 ｵｵﾋﾗｸﾞﾁﾐﾅﾐ
2317 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 大平サコ ｵｵﾋﾗｻｺ
2275 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 大又 ｵｵﾏﾀ
2315 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヲカシ谷 ｵｶｼﾀﾆ
2303 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヲカダヤシキ ｵｶﾀﾞﾔｼｷ
2362 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヲカミ谷 ｵｶﾐﾀﾆ
2358 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヲケシウ藏ノ内山小松ケサコ ｵｹｼｳｸﾗﾉｳﾁﾔﾏｺﾏﾂｶﾞｻｺ

2286 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヲシバ ｵｼﾊﾞ
2348 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 押場 ｵｼﾊﾞ
2314 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 小田 ｵﾀﾞ
2326 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
2349 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 柿サコ ｶｷｻｺ
2288 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 柿ノ木サコ ｶｷﾉｷｻｺ
2352 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ カゲ ｶｹﾞ
2323 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ カゲダ ｶｹﾞﾀﾞ
2302 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ カチヤノ下タ ｶﾁﾔﾉｼﾀ
2285 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ カツラ ｶﾂﾗ
2345 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ カヅラ ｶﾂﾞﾗ
2346 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ カツラ山ノ内上谷山 ｶﾂﾗﾔﾏﾉｳﾁｶﾐﾀﾆﾔﾏ
2333 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 上イチゴヤブ ｶﾐｲﾁｺﾞﾔﾌﾞ
2361 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 上ザイノキ山 ｶﾐｻﾞｲﾉｷﾔﾏ
2311 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ カメノ川 ｶﾒﾉｶﾜ
2256 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ カロト ｶﾛﾄ
2355 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ククリバ ｸｸﾘﾊﾞ
2260 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ クシ ｸｼ
2357 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 藏ノ内続キ山 ｸﾗﾉｳﾁﾂﾂﾞｷﾔﾏ
2280 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ クワザコ ｸﾜｻﾞｺ
2262 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ コウ子 ｺｳﾈ
2277 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ コヅミ ｺﾂﾞﾐ
2255 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ コニウド ｺﾆｳﾄﾞ
2318 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ コヒキバ ｺﾋｷﾊﾞ
2310 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 小ヤシキ ｺﾔｼｷ
2247 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 座頭ダキ ｻﾞﾄｳﾀﾞｷ
2329 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ サナザナ ｻﾅｻﾞﾅ
2313 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ サルダ ｻﾙﾀﾞ
2306 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ サンジュダイ ｻﾝｼﾞﾕﾀﾞｲ
2295 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ シカノヲ ｼｶﾉｵ
2327 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 下モミノコシ ｼﾓﾐﾉｺｼ
2342 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 小入道 ｼﾖｳﾆﾕｳﾄﾞｳ
2340 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 小入道山 ｼﾖｳﾆﾕｳﾄﾞｳﾔﾏ
2254 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ジヨコ畠 ｼﾞﾖｺﾊﾀ
2350 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 城ノ尾 ｼﾛﾉｵ
2335 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ スギヲガ谷 ｽｷﾞｵｶﾞﾀﾆ
2258 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ソガノカハ ｿｶﾞﾉｶﾊ
2338 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ タカマブ ﾀｶﾏﾌﾞ
2359 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 瀧ノ首 ﾀｷﾉｸﾋﾞ
2360 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 瀧ノ首立添 ﾀｷﾉｸﾋﾞﾀﾁｿﾞｴ
2284 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ タケガタウ ﾀｹｶﾞﾀｳ
2322 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ タケヤシキ ﾀｹﾔｼｷ
2289 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ タテバイ ﾀﾃﾊﾞｲ
2268 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 太夫渕 ﾀﾌﾌﾞﾁ
2245 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ タマガミ ﾀﾏｶﾞﾐ
2343 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヂロク ﾁﾞﾛｸ
2291 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ツイガトヲ ﾂｲｶﾞﾄｵ
2312 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 辻堂 ﾂｼﾞﾄﾞｳ
2334 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ツブロ ﾂﾌﾞﾛ
2261 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ドドガハナ ﾄﾞﾄﾞｶﾞﾊﾅ
2282 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ トドロノ下モ ﾄﾄﾞﾛﾉｼﾓ
2294 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
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2257 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 鳥打場 ﾄﾘﾀﾞﾊﾞ
2252 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ナガヲ ﾅｶﾞｵ
2253 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 長尾谷 ﾅｶﾞｵﾀﾆ
2251 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ナガヲノクボ ﾅｶﾞｵﾉｸﾎﾞ
2325 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 長尾山 ﾅｶﾞｵﾔﾏ
2344 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
2320 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 長田 ﾅｶﾞﾀ
2321 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 長田奥 ﾅｶﾞﾀｵｸ
2278 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ナガトロ ﾅｶﾞﾄﾛ
2279 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ナガトロ北 ﾅｶﾞﾄﾛｷﾀ
2347 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 中半境山 ﾅｶﾊﾞｻｶｲﾔﾏ
2309 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 名本屋式 ﾅﾓﾄﾔｼｷ
2308 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 西ノ前 ﾆｼﾉﾏｴ
2292 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 西水カサコ ﾆｼﾐｽﾞｶｻｺ
2281 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヌタノ上ヘ ﾇﾀﾉｳｴ
2304 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 猫畠 ﾈｺﾊﾀ
2299 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ハシズメ ﾊｼｽﾞﾒ
2298 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
2341 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 芭薫谷 ﾊﾞｼﾖｳﾀﾞﾆ
2296 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヒタキデン ﾋﾀｷﾃﾞﾝ
2264 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヒチシユセノ上 ﾋﾁｼﾕｾﾉｶﾐ
2297 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヒヤケデン ﾋﾔｹﾃﾞﾝ
2307 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヒラタ ﾋﾗﾀ
2290 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 平バイ ﾋﾗﾊﾞｲ
2259 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヒロバタケ ﾋﾛﾊﾞﾀｹ
2353 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ブウジウ ﾌﾞｳｼﾞｳ
2324 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ブジユ ﾌﾞｼﾞﾕ
2287 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 古田 ﾌﾙﾀ
2266 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 平口 ﾍｲｸﾞﾁ
2265 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ホキ ﾎｷ
2336 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ホドガナロ ﾎﾄﾞｶﾞﾅﾛ
2337 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ホドガナロ北 ﾎﾄﾞｶﾞﾅﾛｷﾀ
2300 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ホトケザキ ﾎﾄｹｻﾞｷ
2331 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ マタグチ ﾏﾀｸﾞﾁ
2293 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ミツカサコ ﾐﾂｶｻｺ
2328 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
2351 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 宮ノ首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
2249 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 宮ノクボ ﾐﾔﾉｸﾎﾞ
2305 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
2267 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 向イタ ﾑｶｲﾀ
2330 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ モチツキ ﾓﾁﾂｷ
2316 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヤナギガサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
2246 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 藪ヶ谷 ﾔﾌﾞｶﾞﾀﾆ
2274 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 山ノ神ノウシロ ﾔﾏﾉｶﾐﾉｳｼﾛ
2271 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 山ノ神ノ西路 ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾆｼﾐﾁ
2272 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 山ノ神ノ前 ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾏｴ
2273 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ 山ノ神ノ向イ ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾑｶｲ
2354 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヨコボキ ﾖｺﾎﾞｷ
2263 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ ヨセガハナ ﾖｾｶﾞﾊﾅ
2283 大川筋01 久保川 ｸﾎﾞｶﾜ リウシ ﾘｳｼ
3389 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ アカラキ山 ｱｶﾗｷﾔﾏ
3390 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 赤良木山 ｱｶﾗｷﾔﾏ
3396 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 足川影平 ｱｼｶﾜｶｹﾞﾋﾗ
3394 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 足川日ノ平 ｱｼｶﾜﾋﾉﾋﾗ
3367 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ アンガダバ ｱﾝｶﾞﾀﾞﾊﾞ
3306 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 神母西 ｲｹﾞﾝﾆｼ
3305 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 神母前 ｲｹﾞﾝﾏｴ
3361 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 一ノ又 ｲﾁﾉﾏﾀ
3340 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 井手ノ裏 ｲﾃﾞﾉｳﾗ
3342 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 井手ノ山 ｲﾃﾞﾉﾔﾏ
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3386 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 井手山 ｲﾃﾞﾔﾏ
3359 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 牛ツナギバ ｳｼﾂﾅｷﾞﾊﾞ
3339 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 牛釣 ｳｼﾂﾘ
3355 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 大ウ子山 ｵｵｳﾈﾔﾏ
3345 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 大谷 ｵｵﾀﾆ
3352 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
3366 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 大野 ｵｵﾉ
3393 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 大本 ｵｵﾓﾄ
3309 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 沖出来 ｵｷﾃﾞｷ
3369 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 奥踊場 ｵｸｵﾄﾞﾘﾊﾞ
3351 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 奥柏谷 ｵｸｶｼﾜﾀﾞﾆ
3371 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 奥仲屋式 ｵｸﾅｶﾔｼｷ
3384 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 押川 ｵｼｶﾜ
3383 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 押川ノ下タ ｵｼｶﾜﾉｼﾀ
3381 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 押川ノ下モ切レ ｵｼｶﾜﾉｼﾓｷﾚ
3382 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 押川ノ西路 ｵｼｶﾜﾉﾆｼﾐﾁ
3334 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ヲチヲ ｵﾁｵ
3304 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 躍場 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ
3360 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 踊碆山 ｵﾄﾞﾘﾊﾞﾔﾏ
3308 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 尾ノ鼻 ｵﾉﾊﾅ
3329 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ヲヒノヂ ｵﾋﾉﾁﾞ
3380 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ カイセイ ｶｲｾｲ
3372 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ カゲノヂ ｶｹﾞﾉﾁﾞ
3392 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 笠松山 ｶｻﾏﾂﾔﾏ
3375 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ カシミヤシキ ｶｼﾐﾔｼｷ
3349 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 柏谷 ｶｼﾜﾀﾞﾆ
3323 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 勝間神社前 ｶﾂﾏｼﾞﾝｼﾞﾔﾏｴ
3336 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 上ミ程尾 ｶﾐﾃｲｵ
3376 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
3365 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 北大野 ｷﾀｵｵﾉ
3341 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ キラメキ山ノ内 ｷﾗﾒｷﾔﾏﾉｳﾁ
3311 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ゴウザキ ｺﾞｳｻﾞｷ
3337 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 小ヨイ岡 ｺﾖｲｵｶ
3388 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ コンピラ山 ｺﾝﾋﾟﾗﾔﾏ
3395 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ サカリノ山 ｻｶﾘﾉﾔﾏ
3398 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ザレガ峠 ｻﾞﾚｶﾞﾄｳｹﾞ
3302 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 清水 ｼﾐｽﾞ
3324 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 下ゾリ ｼﾓｿﾞﾘ
3356 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 下モ仲ヤシキ ｼﾓﾅｶﾔｼｷ
3312 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 十代割 ｼﾞﾕｳﾀﾞｲﾜﾘ
3343 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ソヲジロ ｿｵｼﾞﾛ
3344 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ソヲジロ北 ｿｵｼﾞﾛｷﾀ
3301 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ タキノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
3378 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ タキノモト ﾀｷﾉﾓﾄ
3303 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
3317 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 駄場 ﾀﾞﾊﾞ
3348 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ タルタニ ﾀﾙﾀﾆ
3363 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 力 ﾁｶﾗ
3364 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 力石山 ﾁｶﾗｲｼﾔﾏ
3368 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 辻堂 ﾂｼﾞﾄﾞｳ
3391 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ツルタニ山 ﾂﾙﾀﾆﾔﾏ
3335 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 程尾 ﾃｲｵ
3310 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ デキ ﾃﾞｷ
3320 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 樋ノ水 ﾄｲﾉﾐｽﾞ
3331 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 戸樋ノ口 ﾄﾄｲｸﾁ
3313 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 鳥打場 ﾄﾘﾀﾞﾊﾞ
3322 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 鳥打場ノ下タ ﾄﾘﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
3400 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 永野山 ﾅｶﾞﾉﾔﾏ
3357 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 仲ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
3325 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 中山 ﾅｶﾔﾏ
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3346 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 西大谷 ﾆｼｵｵﾀﾆ
3326 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ハセヨリ ﾊｾﾖﾘ
3350 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ハタガ谷 ﾊﾀｶﾞﾀﾆ
3385 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ハタ山 ﾊﾀﾔﾏ
3399 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ハタ山 ﾊﾀﾔﾏ
3321 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 馬場ノウチ ﾊﾞﾊﾞﾉｳﾁ
3374 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 引地 ﾋｷﾁ
3353 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 平畑 ﾋﾗﾊﾞﾀｹ
3354 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 広蔵渡リ上リ ﾋﾛｸﾗﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
3370 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 二瀬カ瀬 ﾌﾀｾｶﾞｾ
3328 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 二ツ割 ﾌﾀﾂﾜﾘ
3387 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ フルイバタ ﾌﾙｲﾊﾞﾀ
3338 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 古田 ﾌﾙﾀ
3316 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 茗荷原 ﾍﾞｲｶﾊﾗ
3300 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ヘイ口 ﾍｲｸﾞﾁ
3307 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 政光 ﾏｻﾐﾂ
3373 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
3315 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 水ヲチ ﾐｽﾞｵﾁ
3318 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ミタライ ﾐﾀﾗｲ
3319 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ ミタライノ北 ﾐﾀﾗｲﾉｷﾀ
3347 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 南大谷 ﾐﾅﾐｵｵﾀﾆ
3314 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 南茗荷原 ﾐﾅﾐﾍﾞｲｶﾊﾗ
3332 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 南向ヒタ ﾐﾅﾐﾑｶﾋﾀ
3379 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 明神山 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾔﾏ
3333 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 向イタ ﾑｶｲﾀ
3358 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 向仲ヤシキ ﾑｷﾅｶﾔｼｷ
3397 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 紫菜尾山 ﾑﾗｻｷﾅｵﾔﾏ
3327 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 屋敷 ﾔｼｷ
3362 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 柳瀬 ﾔﾅｷﾞｾ
3330 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 山ノ神ノ前 ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾏｴ
3377 大川筋02 勝間 ｶﾂﾏ 山ノ神ノ向ヒ ﾔﾏﾉｶﾐﾉﾑｶｲ
4048 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ イノツ子 ｲﾉﾂﾈ
4055 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ ウツカ谷 ｳﾂｶﾀﾆ
4067 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ ウツカ谷山 ｳﾂｶﾀﾆﾔﾏ
4038 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 大和田川ノ上 ｵｵﾜﾀﾞｶﾜﾉｶﾐ
4043 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 沖ノ前 ｵｷﾉﾏｴ
4049 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 柿ノ木サコ ｶｷﾉｷｻｺ
4059 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ カチカサコ ｶﾁｶｻｺ
4057 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 上モ尻高 ｶﾐﾓｼﾞﾘﾀﾞｶ
4042 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ クシヤシキ ｸｼﾔｼｷ
4061 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ クシ山 ｸｼﾔﾏ
4051 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 楠木前 ｸｽｷﾏｴ
4058 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 下モ尻高 ｼﾓｼﾞﾘﾀﾞｶ
4044 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ シャシャフカサコ ｼﾔｼﾔﾌｶｻｺ
4069 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 尻高山 ｼﾘﾀﾞｶﾔﾏ
4062 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ スカマカ谷 ｽｶﾏｶﾀﾞﾆ
4056 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ ソトワ谷 ｿﾄﾜﾀﾞﾆ
4047 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ タシロ ﾀｼﾛ
4066 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 谷ノ上山 ﾀﾆﾉｶﾐﾔﾏ
4052 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 谷ノ前 ﾀﾆﾉﾏｴ
4041 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ タル谷 ﾀﾙﾀﾆ
4065 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ トヲカサコ ﾄｵｶｻｺ
4050 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 仲カ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
4054 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ ナカサコ ﾅｶｻｺ
4063 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 永山 ﾅｶﾞﾔﾏ
4045 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 永山口 ﾅｶﾞﾔﾏｸﾞﾁ
4068 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ ハイガ森山 ﾊｲｶﾞﾓﾘﾔﾏ
4046 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 白皇山 ﾊｸｵｳﾔﾏ
4060 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 平出山 ﾋﾗｲﾃﾞﾔﾏ
4040 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 平本 ﾋﾗﾓﾄ
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4039 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 平本山 ﾋﾗﾓﾄﾔﾏ
4064 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 松尾山 ﾏﾂｵﾔﾏ
4053 大川筋04 高瀬 ﾀｶｾ 横畑 ﾖｺﾊﾞﾀ
4122 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ アゲクラ山 ｱｹﾞｸﾗﾔﾏ
4071 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ アサノ畝 ｱｻﾉｳﾈ
4072 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ アサノ谷 ｱｻﾉﾀﾆ
4100 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ アナダ ｱﾅﾀﾞ
4124 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 荒瀬山 ｱﾗｾﾔﾏ
4093 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 荒割南ノ窪 ｱﾗﾜﾚﾐﾅﾐﾉｸﾎﾞ
4092 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ アレハリ ｱﾚﾊﾘ
4115 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 一本松 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
4075 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
4116 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 牛ノ子バ ｳｼﾉﾈﾊﾞ
4128 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 渦ノ上 ｳｽﾞﾉｶﾐ
4114 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
4130 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ヱビス ｴﾋﾞｽ
4080 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 大楠ノ北 ｵｵｸｽﾉｷﾀ
4086 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 岡ノ谷 ｵｶﾉﾀﾆ
4070 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 岡見谷 ｵｶﾐﾀﾞﾆ
4131 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ヲカモト山 ｵｶﾓﾄﾔﾏ
4083 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 沖ノソ子 ｵｷﾉｿﾈ
4125 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 奥栗見 ｵｸｸﾘﾐ
4111 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 奥コモリ ｵｸｺﾓﾘ
4123 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 鬼ヶ谷 ｵﾆｶﾞﾀﾆ
4103 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ヲノハナ ｵﾉﾊﾅ
4119 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ カクレ谷 ｶｸﾚﾀﾞﾆ
4079 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 旧寺ノ前 ｷﾕｳﾃﾗﾉﾏｴ
4121 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 旧山神ノ後口 ｷﾕｳﾔﾏｶﾞﾐﾉｱﾄｸﾞﾁ
4127 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 口栗見 ｸﾁｸﾘﾐ
4110 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ クボタ ｸﾎﾞﾀ
4091 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ クボノカワ ｸﾎﾞﾉｶﾜ
4132 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 栗見影平 ｸﾘﾐｶｹﾞﾋﾗ
4133 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 栗見日ノ平 ｸﾘﾐﾋﾉﾀｲﾗ
4135 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ コダニサヤドメ山 ｺﾀﾞﾆｻﾔﾄﾞﾒﾔﾏ
4117 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 枦ノ木原 ｺﾉｷﾊﾗ
4113 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ コモリ ｺﾓﾘ
4120 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ コヤノ ｺﾔﾉ
4099 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ サコ ｻｺ
4101 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 下ノ谷 ｼﾓﾉﾀﾆ
4096 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 新改 ｼﾝｶｲ
4098 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ シンヤ ｼﾝﾔ
4105 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ スギノサキ ｽｷﾞﾉｻｷ
4108 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ソリダ ｿﾘﾀﾞ
4109 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ソリダノハナ ｿﾘﾀﾞﾉﾊﾅ
4076 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 谷渡 ﾀﾆﾜﾀｼ
4088 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ダバノコヲ ﾀﾞﾊﾞﾉｺｵ
4089 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ダバノ前 ﾀﾞﾊﾞﾉﾏｴ
4129 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ チカミダニ ﾁｶﾐﾀﾞﾆ
4094 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 堂免 ﾄﾞｳﾒﾝ
4077 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 殿道ノ西 ﾄﾉﾐﾁﾉﾆｼ
4078 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 殿道ノ東 ﾄﾉﾐﾁﾉﾋｶﾞｼ
4126 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 中栗見 ﾅｶｸﾘﾐ
4095 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ナガバタケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
4074 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 仲ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
4082 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 仲薮ノ東 ﾅｶﾔﾌﾞﾉﾋｶﾞｼ
4118 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 長山ノ落合 ﾅｶﾞﾔﾏﾉｵﾁｱｲ
4090 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ハシノモト ﾊｼﾉﾓﾄ
4112 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 東久保田 ﾋｶﾞｼｸﾎﾞﾀ
4073 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 平本 ﾋﾗﾓﾄ
4104 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ フデ ﾌﾃﾞ
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4107 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 別當谷口 ﾍﾞﾂﾄｳﾀﾞﾆｸﾁ
4106 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
4081 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 松ノ曾根 ﾏﾂﾉｿﾈ
4134 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ミテ ﾐﾃ
4085 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
4084 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
4087 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ モリ ﾓﾘ
4102 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ モリヤマ ﾓﾘﾔﾏ
4097 大川筋05 鵜ノ江 ｳﾉｴ ヨキダ ﾖｷﾀﾞ
4197 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 安楽寺 ｱﾝﾗｸｼﾞ
4136 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 石神山 ｲｼｶﾞﾐﾔﾏ
4164 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 石原谷山 ｲｼﾊﾗﾀﾞﾆﾔﾏ
4151 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ イトウ ｲﾄｳ
4191 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 犬ヶ谷 ｲﾇｶﾞﾀﾆ
4190 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 岩カ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾆ
4169 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ エボシ ｴﾎﾞｼ
4155 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 大井手 ｵｵｲﾃﾞ
4218 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 大仲尾山 ｵｵﾅｶｵﾔﾏ
4201 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 奥ハシ谷 ｵｸﾊｼﾀﾆ
4162 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ヲチバタ ｵﾁﾊﾞﾀ
4137 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ヲリ付 ｵﾘﾂｷ
4212 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ カキガサコ山 ｶｷｶﾞｻｺﾔﾏ
4157 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ カキガ谷山 ｶｷｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4188 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ カタノハタ ｶﾀﾉﾊﾅ
4219 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ カツラザコ山 ｶﾂﾗｻﾞｺﾔﾏ
4182 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ カヅラ谷 ｶﾂﾞﾗﾀﾞﾆ
4189 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ カヅラ谷山 ｶﾂﾞﾗﾀﾞﾆﾔﾏ
4207 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 上ミ入道 ｶﾐｲﾘﾐﾁ
4154 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 上ミ新改 ｶﾐｼﾝｶｲ
4202 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 上ハシカ谷 ｶﾐﾊｼｶﾀﾆ
4139 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 上ミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
4177 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 上ワサタ ｶﾐﾜｻﾀ
4150 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ カロヲト ｶﾛｵﾄ
4174 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 川原木 ｶﾜﾗｷﾞ
4172 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ キヤカ谷 ｷﾔｶﾀﾆ
4224 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ クマケ谷 ｸﾏｹﾀﾞﾆ
4180 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ クマケ谷山 ｸﾏｹﾀﾞﾆﾔﾏ
4217 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 合祭山 ｺﾞｳｻｲﾔﾏ
4192 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 幸助屋式 ｺｳｽｹﾔｼｷ
4138 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ コヲケ谷 ｺｵｹﾀﾞﾆ
4143 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ コクボ ｺｸﾎﾞ
4200 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ コゴミカ谷 ｺｺﾞﾐｶﾀﾆ
4213 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 五在所山 ｺﾞｻﾞｲｼﾖﾔﾏ
4148 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ コバタ ｺﾊﾞﾀ
4152 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ サルヤ ｻﾙﾔ
4178 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ サルヤ口 ｻﾙﾔｸﾁ
4156 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 猿屋山 ｻﾙﾔﾔﾏ
4170 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下タ切リ ｼﾀｷﾘ
4216 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下切山 ｼﾀｷﾘﾔﾏ
4179 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下タ地 ｼﾀﾁﾞ
4193 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下タ屋式 ｼﾀﾔｼｷ
4176 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 清水が佐古 ｼﾐｽﾞｶﾞｻｺ
4208 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下入道 ｼﾓｲﾘﾐﾁ
4158 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モヲチバタ ｼﾓｵﾁﾊﾞﾀ
4149 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モカロウト ｼﾓｶﾛｳﾄ
4175 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モ川原木 ｼﾓｶﾜﾗｷﾞ
4184 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モサキ ｼﾓｻｷ
4171 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モ下タ切リ ｼﾓｼﾀｷﾘ
4153 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モ新改 ｼﾓｼﾝｶｲ
4186 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モ忠藏 ｼﾓﾀﾀﾞｸﾗ
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4206 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モ鳥打場 ｼﾓﾄﾘﾀﾞﾊﾞ
4168 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 下モ舟ノ川 ｼﾓﾌﾈﾉｶﾜ
4210 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ジヨリケ谷山 ｼﾞﾖﾘｹﾀﾆﾔﾏ
4211 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ シヨリケ峰山 ｼﾖﾘｹﾐﾈﾔﾏ
4140 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ションゲ谷山 ｼﾖﾝｹﾞﾀﾆﾔﾏ
4141 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 城屋敷 ｼﾛﾔｼｷ
4142 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 城屋敷ノ前 ｼﾛﾔｼｷﾉﾏｴ
4198 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 竹ノ佐古 ﾀｹﾉｻｺ
4209 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 立バエ ﾀﾃﾊﾞｴ
4221 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 地吉ツツラ川山 ﾁﾞﾖｼﾂﾂﾗｶﾞﾜﾔﾏ
4222 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 地吉ツヅラ川山 ﾁﾞﾖｼﾂﾂﾞﾗｶﾞﾜﾔﾏ
4145 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ チヨソケ谷西路 ﾁﾖｿｹﾀﾞﾆﾆｼﾐﾁ
4146 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ チヨソケ谷東路 ﾁﾖｿｹﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾐﾁ
4173 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ツヅラ川 ﾂﾂﾞﾗｶﾞﾜ
4223 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 葛篭川山 ﾂﾂﾞﾗｶﾞﾜﾔﾏ
4220 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ツブロ山 ﾂﾌﾞﾛﾔﾏ
4187 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 寺ノ北 ﾃﾗﾉｷﾀ
4194 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 堂ヶ谷 ﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
4225 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 堂ヶ谷山 ﾄﾞｳｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4205 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 鳥打場 ﾄﾘﾀﾞﾊﾞ
4183 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 中奥 ﾅｶｵｸ
4165 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 中コ屋 ﾅｶｺﾔ
4196 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 中スカ ﾅｶｽｶ
4144 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 中原 ﾅｶﾊﾗ
4147 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 名本屋敷 ﾅﾓﾄﾔｼｷ
4181 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 子コノ尾 ﾈｺﾉｵ
4215 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 惣川山 ﾉﾌﾞｶﾜﾔﾏ
4203 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ハシカ谷口 ﾊｼｶﾀﾆｸﾞﾁ
4204 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 橋谷 ﾊｼﾀﾆ
4159 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ヒワタ ﾋﾜﾀ
4160 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ヒワタロ ﾋﾜﾀﾛ
4163 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 舟ノ川 ﾌﾈﾉｶﾜ
4161 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 幣畑 ﾍｲﾊﾞﾀ
4214 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 松ヶ峠山 ﾏﾂｶﾞﾄｳｹﾞﾔﾏ
4185 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ マツサキ ﾏﾂｻｷ
4195 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 溝田 ﾐｿﾞﾀ
4226 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ ミヤマケ谷山 ﾐﾔﾏｹﾀﾞﾆﾔﾏ
4166 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 向カ谷 ﾑｶｲｶﾞﾀﾆ
4167 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 向カ谷山 ﾑｶｲｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4199 大川筋06 田出ノ川 ﾀﾃﾞﾉｶﾜ 村上 ﾑﾗｶﾐ
4241 大川筋07 楠 ｸｽ 家ノ谷山 ｲｴﾉﾀﾆﾔﾏ
4235 大川筋07 楠 ｸｽ 礒渕 ｲｿﾌﾞﾁ
4233 大川筋07 楠 ｸｽ 沖之芝 ｵｷﾉｼﾊﾞ
4242 大川筋07 楠 ｸｽ 上マサカ谷 ｶﾐﾏｻｶﾀﾆ
4234 大川筋07 楠 ｸｽ 串屋式 ｸｼﾔｼｷ
4229 大川筋07 楠 ｸｽ 下モハリ木 ｼﾓﾊﾘｷ
4236 大川筋07 楠 ｸｽ 下モマサカ谷 ｼﾓﾏｻｶﾀﾆ
4243 大川筋07 楠 ｸｽ 下モマサカ谷 ｼﾓﾏｻｶﾀﾆ
4240 大川筋07 楠 ｸｽ 高ノカゲ平 ﾀｶﾉｶｹﾞﾋﾗ
4239 大川筋07 楠 ｸｽ 高ノ山 ﾀｶﾉﾔﾏ
4238 大川筋07 楠 ｸｽ タノ木カ谷 ﾀﾉｷｶﾞﾀﾆ
4232 大川筋07 楠 ｸｽ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
4228 大川筋07 楠 ｸｽ 中ハリ木 ﾅｶﾊﾘｷ
4227 大川筋07 楠 ｸｽ ハリ木清本 ﾊﾘｷｷﾖﾓﾄ
4237 大川筋07 楠 ｸｽ ハリ木山 ﾊﾘｷﾔﾏ
4231 大川筋07 楠 ｸｽ マサカ谷 ﾏｻｶﾀﾆ
4230 大川筋07 楠 ｸｽ 向畑 ﾑｶｲﾊﾞﾀｹ
4377 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 赤石 ｱｶｲｼ
4258 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 赤井子田 ｱｶｲﾈﾀﾞ
4334 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ アキノブ ｱｷﾉﾌﾞ
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4467 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ アゾウノ ｱﾂﾞｳﾉ
4261 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 穴神 ｱﾅｶﾞﾐ
4374 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 油田 ｱﾌﾞﾗﾀﾞ
4511 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 池島山 ｲｹｼﾏﾔﾏ
4333 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 池ノ上 ｲｹﾉｳｴ
4306 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ
4326 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 池ノ辺 ｲｹﾉﾍﾞ
4329 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 池プチ ｲｹﾌﾟﾁ
4305 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ イシウ ｲｼｳ
4512 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ イシウ山 ｲｼｳﾔﾏ
4539 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 石カトヲ山 ｲｼｶﾄｵﾔﾏ
4495 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 石ガトヲ山 ｲｼｶﾞﾄｵﾔﾏ
4412 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 石橋田 ｲｼﾊﾞｼﾀﾞ
4525 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 石橋山 ｲｼﾊﾞｼﾔﾏ
4352 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 市地 ｲﾁﾂﾁ
4455 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ イツケ谷 ｲﾂｹﾀﾆ
4397 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 井デ川 ｲﾃﾞｶﾞﾜ
4384 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 井デヤシキ ｲﾃﾞﾔｼｷ
4268 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 井ノ口 ｲﾉｸﾁ
4265 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
4476 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ イモウ谷 ｲﾓｳﾀﾞﾆ
4417 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ イリソケ谷 ｲﾘｿｹﾀﾞﾆ
4416 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 入船 ｲﾘﾌﾈ
4431 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 岩ノ浦 ｲﾜﾉｳﾗ
4271 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 上野寺中 ｳｴﾉﾃﾗﾅｶ
4468 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ウシロクシ ｳｼﾛｸｼ
4266 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 後田 ｳｼﾛﾀﾞ
4267 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 打越 ｳﾁｺｼ
4505 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ウノクソノハナ ｳﾉｸｿﾉﾊﾅ
4541 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ウノクソ山 ｳﾉｸｿﾔﾏ
4506 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ウノ谷 ｳﾉﾀﾆ
4404 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 梅ノ木 ｳﾒﾉｷ
4457 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 梅ノツボ ｳﾒﾉﾂﾎﾞ
4405 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ
4270 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 浦峯 ｳﾗﾐﾈ
4285 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 江ノ口 ｴﾉｸﾁ
4294 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ エビス田 ｴﾋﾞｽﾃﾞﾝ
4381 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大家ヤシキ ｵｵｲｴﾔｼｷ
4536 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大岩谷山 ｵｵｲﾜﾀﾆﾔﾏ
4452 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大岩ノ谷山 ｵｵｲﾜﾉﾀﾆﾔﾏ
4356 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大カタ田 ｵｵｶﾀﾀﾞ
4503 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大川平 ｵｵｶﾜﾀﾞｲﾗ
4504 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大川原 ｵｵｶﾞﾜﾗ
4407 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヲヲジ ｵｵｼﾞ
4353 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大人田 ｵｵｼﾞﾝﾃﾞﾝ
4408 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヲゝチ ｵｵﾁ
4368 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大ツエ ｵｵﾂｴ
4486 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大橋 ｵｵﾊｼ
4343 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大ハナ ｵｵﾊﾅ
4376 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 大舟木 ｵｵﾌﾈｷﾞ
4264 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 岡ノ下 ｵｶﾉｼﾀ
4262 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 奥穴神山 ｵｸｱﾅｶﾞﾐﾔﾏ
4527 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 奥イクソ山 ｵｸｲｸｿﾔﾏ
4418 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 奥イクリ山 ｵｸｲｸﾘﾔﾏ
4367 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 奥大ツエ ｵｸｵｵﾂｴ
4508 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 奥橋谷山 ｵｸﾊｼﾀﾆﾔﾏ
4256 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 奥堀田 ｵｸﾎﾘﾃﾞﾝ
4442 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヲチヲハナ ｵﾁｵﾊﾅ
4532 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヲヂヲ山 ｵﾁﾞｵﾔﾏ
4484 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 小堂山 ｵﾄﾞｳﾔﾏ
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4436 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヲトカ瀧山 ｵﾄｶﾀｷﾔﾏ
4533 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヲトガ瀧山 ｵﾄｶﾞﾀｷﾔﾏ
4269 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 尾花 ｵﾊﾅ
4303 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 楮原田 ｵﾊﾗﾀﾞ
4435 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヲンヂンダ ｵﾝﾁﾞﾝﾀﾞ
4304 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カイマワリ ｶｲﾏﾜﾘ
4273 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カウジ芝渕 ｶｳｼﾞｼﾊﾞﾌﾞﾁ
4389 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 柿田 ｶｷﾀ
4451 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 嘉蔵田 ｶｸﾞﾗﾀﾞ
4323 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カゲノ地 ｶｹﾞﾉﾂﾁ
4496 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カゲハナ ｶｹﾞﾊﾅ
4510 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 影平山 ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
4322 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 影山 ｶｹﾞﾔﾏ
4331 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 貸附谷 ｶｼﾂｹﾀﾞﾆ
4289 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カシワギ ｶｼﾜｷﾞ
4297 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カス畑 ｶｽﾊﾞﾀｹ
4324 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 片渕 ｶﾀﾌﾞﾁ
4491 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カヂヤナロ ｶﾁﾞﾔﾅﾛ
4501 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カニノヲ口 ｶﾆﾉｵｸﾞﾁ
4500 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カニノヲ谷 ｶﾆﾉｵﾀﾆ
4312 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カマガ方 ｶﾏｶﾞｶﾀ
4464 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 上井デ ｶﾐｲﾃﾞ
4544 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 上五反田 ｶﾐｺﾞﾀﾝﾀﾞ
4474 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ カミヂヤシキ ｶﾐﾁﾞﾔｼｷ
4298 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 神ノウシロ ｶﾐﾉｳｼﾛ
4380 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 神ノ原 ｶﾐﾉﾊﾗ
4317 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 神屋式 ｶﾐﾔｼｷ
4300 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｵ
4472 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ キクソヲ ｷｸｿｵ
4421 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 木クリ ｷｸﾘ
4440 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 休場 ｷﾕｳｼﾞﾖｳ
4259 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 京次郎山 ｷﾖｳｼﾞﾛｳﾔﾏ
4393 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 口登尾 ｸﾁﾉﾎﾞﾘｵ
4255 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 口堀田 ｸﾁﾎﾘﾃﾞﾝ
4283 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 洲カ崎 ｸﾆｶﾞｻｷ
4354 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
4448 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 源吾藪 ｹﾞﾝｺﾞｶｽﾞ
4311 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 苟蕉ヶ谷 ｺｳｼﾖｳｶﾞﾀﾆ
4395 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 越戸谷 ｺｴﾄﾀﾞﾆ
4347 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ コエト山 ｺｴﾄﾔﾏ
4274 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ コヲジ ｺｵｼﾞ
4280 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 古踊場 ｺｵﾄﾞﾘﾊﾞ
4357 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 小神田 ｺｶﾝﾀﾞ
4337 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾞﾁ
4444 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 小谷山 ｺﾀﾆﾔﾏ
4339 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
4443 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ コハ井ヶ谷 ｺﾊｲｶﾞﾀﾆ
4475 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ コバシ ｺﾊﾞｼ
4522 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 小畑山 ｺﾊﾞﾀｹﾔﾏ
4371 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 小舟木 ｺﾌﾈｷﾞ
4313 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 小松原山 ｺﾏﾂﾊﾞﾗﾔﾏ
4301 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 坂原 ｻｶﾊﾗ
4530 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 坂山 ｻｶﾔﾏ
4494 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 櫻ノ木 ｻｸﾗﾉｷ
4358 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 佐近太郎山 ｻｺﾝﾀﾛｳﾔﾏ
4460 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ サゝメ ｻｻﾒ
4288 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ サシアシ ｻｼｱｼ
4346 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 里ノシロ ｻﾄﾉｼﾛ
4454 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 猿田ヶ谷 ｻﾙﾀｶﾞﾀﾆ
4537 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ サル谷山 ｻﾙﾀﾆﾔﾏ
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4450 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ サルテニカ谷口 ｻﾙﾃﾆｶﾀﾆｸﾞﾁ
4375 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
4439 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 椎ノ木谷 ｼｲﾉｷﾀﾞﾆ
4427 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ シヲツカ峠 ｼｵﾂｶﾄｳｹﾞ
4387 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ シゝバ ｼｼﾊﾞ
4383 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 地蔵ヶ谷山 ｼﾞｿﾞｳｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4284 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 七郎屋敷 ｼﾁﾛｳﾔｼｷ
4247 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 芝井 ｼﾊﾞｲ
4282 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 芝ワリ ｼﾊﾞﾜﾘ
4342 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 清水峠山 ｼﾐｽﾞﾄｳｹﾞﾔﾏ
4461 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 下モサゝメ ｼﾓｻｻﾒ
4458 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 下モ谷口 ｼﾓﾀﾆｸﾞﾁ
4409 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 下モ中尾山 ｼﾓﾅｶｵﾔﾏ
4424 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 下長谷 ｼﾓﾅｶﾞﾀﾆ
4542 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ シモホキ山 ｼﾓﾎｷﾔﾏ
4276 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 下モ溝 ｼﾓﾐｿﾞ
4293 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 庄ノ久保 ｼﾖｳﾉｸﾎﾞ
4463 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ シラガタ ｼﾗｶﾞﾀ
4359 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 白土ノハナ ｼﾗﾂﾁﾉﾊﾅ
4519 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 白土山 ｼﾗﾂﾁﾔﾏ
4483 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ シロ岩 ｼﾛｲﾜ
4390 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 城ヶ谷口 ｼﾛｶﾞﾀﾆｸﾁ
4290 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
4291 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ シロノ前 ｼﾛﾉﾏｴ
4362 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 新助関 ｼﾝｽｹｾﾞｷ
4449 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 杉ノ尾 ｽｷﾞﾉｵ
4314 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 諏訪 ｽﾜ
4321 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 諏訪田 ｽﾜﾃﾞﾝ
4513 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 諏訪山 ｽﾜﾔﾏ
4403 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 銭坪山 ｾﾞﾆﾂﾎﾞﾔﾏ
4459 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 専開山 ｾﾝｶｲﾔﾏ
4489 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 宗福寺 ｿｳﾌｸｼﾞ
4295 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 高畑 ﾀｶﾊﾞﾀｹ
4286 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 高柳 ﾀｶﾔﾅｷﾞ
4328 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 宝谷 ﾀｶﾗﾀﾞﾆ
4521 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 瀧ヶ谷山 ﾀｷｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4260 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
4517 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ タキモト山 ﾀｷﾓﾄﾔﾏ
4518 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 瀧本山 ﾀｷﾓﾄﾔﾏ
4263 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 竹内ハナ ﾀｹｳﾁﾊﾅ
4251 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
4429 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 竹平 ﾀｹﾋﾗ
4531 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 竹平山 ﾀｹﾋﾗﾔﾏ
4308 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 太助屋式 ﾀｽｹﾔｼｷ
4363 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ タチケゝチバ谷 ﾀﾁｹｹﾁﾊﾞﾀﾞﾆ
4441 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ タチバナ川 ﾀﾁﾊﾞﾅｶﾞﾜ
4438 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ タチバナ谷 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆ
4507 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 龍神山 ﾀﾂｶﾐﾔﾏ
4493 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ タデ尻 ﾀﾃﾞｼﾘ
4245 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 立バイ ﾀﾃﾊﾞｲ
4325 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ タド野 ﾀﾄﾞﾉ
4369 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 谷口 ﾀﾆｸﾁ
4419 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
4499 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 谷ノアイ ﾀﾆﾉｱｲ
4379 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 谷ノセイ ﾀﾆﾉｾｲ
4401 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 谷ヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
4477 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 谷脇 ﾀﾆﾜｷ
4471 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ タンコヲ ﾀﾝｺｵ
4350 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 段ノ川 ﾀﾞﾝﾉｶﾜ
4382 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 地蔵ヶ谷 ﾁﾞｿﾞｳｶﾞﾀﾆ
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4485 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ チヤエン ﾁﾔｴﾝ
4349 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 土橋 ﾂﾁﾊｼ
4355 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ツ子カド ﾂﾈｶﾄﾞ
4388 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ツフロ ﾂﾌﾛ
4257 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 釣樋 ﾂﾘﾄｲ
4488 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ツルイ川 ﾂﾙｲｶﾞﾜ
4327 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 寺尾畑 ﾃﾗｵﾊﾞﾀ
4386 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 寺尾山 ﾃﾗｵﾔﾏ
4345 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 土居 ﾄﾞｲ
4425 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 峠谷 ﾄｳｹﾞﾀﾆ
4529 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 戸口山 ﾄｸﾞﾁﾔﾏ
4479 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 渡瀬 ﾄｾ
4361 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
4492 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
4253 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 鳥打場 ﾄﾘﾀﾞﾊﾞ
4456 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 苗シロ田 ﾅｴｼﾛﾀﾞ
4411 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 中尾山 ﾅｶｵﾔﾏ
4487 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
4310 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ナガタ ﾅｶﾞﾀ
4426 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 長谷山 ﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4392 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 中ノ谷口 ﾅｶﾉﾀﾆｸﾁ
4523 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 中ノ谷山 ﾅｶﾉﾀﾆﾔﾏ
4299 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 中間前 ﾅｶﾏﾏｴ
4540 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 仲山 ﾅｶﾔﾏ
4478 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ナギノ谷 ﾅｷﾞﾉﾀﾆ
4252 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 梨ノ木谷 ﾅｼﾉｷﾀﾞﾆ
4292 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 七反畑 ﾅﾅﾀﾝﾊﾞﾀ
4336 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ナハエギ ﾅﾊｴｷﾞ
4437 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ナルカ谷 ﾅﾙｶﾀﾆ
4338 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 西尾ヤシキ ﾆｼｵﾔｼｷ
4330 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 西貸附 ﾆｼｶｼﾂｹ
4279 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 西古踊場 ﾆｼｺｵﾄﾞﾘﾊﾞ
4543 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 西五反田 ﾆｼｺﾞﾀﾝﾀﾞ
4360 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 西小船木 ﾆｼｺﾌﾈｷﾞ
4248 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 西芝井 ﾆｼｼﾊﾞｲ
4351 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 西ノ地 ﾆｼﾉﾂﾁ
4497 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 西ノ前 ﾆｼﾉﾏｴ
4420 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 荷附場 ﾆﾂｷﾊﾞ
4526 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヌク谷山 ﾇｸﾀﾆﾔﾏ
4415 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヌリ谷 ﾇﾘﾀﾆ
4396 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 登尾 ﾉﾎﾞﾘｵ
4524 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 登リ尾山 ﾉﾎﾞﾘｵﾔﾏ
4534 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ハイガモリ山 ﾊｲｶﾞﾓﾘﾔﾏ
4447 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ハイケモリ山 ﾊｲｹﾓﾘﾔﾏ
4445 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ハイノ谷 ﾊｲﾉﾀﾆ
4364 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 白皇田 ﾊｸｵｳﾃﾞﾝ
4373 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 白皇ノ前 ﾊｸｵｳﾉﾏｴ
4432 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ハゼノ谷 ﾊｾﾞﾉﾀﾆ
4514 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ハチガサコ山 ﾊﾁｶﾞｻｺﾔﾏ
4315 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 八郎ヶ谷 ﾊﾁﾛｳｶﾞﾀﾆ
4307 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 馬場口 ﾊﾞﾊﾞｸﾞﾁ
4490 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ハヤシヤシキ ﾊﾔｼﾔｼｷ
4528 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 東イクソ山 ﾋｶﾞｼｲｸｿﾔﾏ
4545 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 東サシアシ ﾋｶﾞｼｻｼｱｼ
4341 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 東瀧森 ﾋｶﾞｼﾀｷﾓﾘ
4254 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
4335 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヒキヂ ﾋｷﾁﾞ
4509 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 日ノ平山 ﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
4473 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヒゞノ木 ﾋﾋﾞﾉｷ
4480 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヒラサコ ﾋﾗｻｺ
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4244 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 平本 ﾋﾗﾓﾄ
4535 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 平山 ﾋﾗﾔﾏ
4344 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヒロトウ ﾋﾛﾄｳ
4498 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヒワノ原 ﾋﾜﾉﾊﾗ
4470 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 吹越山 ﾌｷｺｼﾔﾏ
4446 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 二ツ谷 ﾌﾀﾂﾀﾆ
4281 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ フタノソ子 ﾌﾀﾉｿﾈ
4434 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 舟ノ川 ﾌﾈﾉｶﾜ
4433 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 古池谷 ﾌﾙｲｹﾀﾆ
4428 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 古坂谷 ﾌﾙｻｶﾀﾆ
4385 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 坊ヶ谷 ﾎﾞｳｶﾞﾀﾆ
4332 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 坊山 ﾎﾞｳﾔﾏ
4320 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 甫木ノ上山 ﾎｷﾉｶﾐﾔﾏ
4515 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ホキノ上山 ﾎｷﾉｶﾐﾔﾏ
4319 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 甫木ノ下 ﾎｷﾉｼﾀ
4402 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 甫木ノ谷 ﾎｷﾉﾀﾆ
4370 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ホコノ下タ ﾎｺﾉｼﾀ
4410 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ホソクビ ﾎｿｸﾋﾞ
4287 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
4422 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ホリソ ﾎﾘｿ
4469 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 前クシ ﾏｴｸｼ
4275 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 孫市堀 ﾏｺﾞｲﾁﾎﾘ
4272 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 孫太屋式 ﾏｺﾞﾀﾔｼｷ
4413 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 松木ノ鼻 ﾏﾂｷﾉﾊﾅ
4400 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 松クイ ﾏﾂｸｲ
4502 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
4394 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 豆尻ヶ谷 ﾏﾒｼﾞﾘｶﾞﾀﾆ
4391 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
4340 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ミソギ谷 ﾐｿｷﾞﾀﾆ
4423 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 道ノ下タ ﾐﾁﾉｼﾀ
4465 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 三子ノキレ山 ﾐﾂﾈﾉｷﾚﾔﾏ
4482 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 南イモウ谷 ﾐﾅﾐｲﾓｳﾀﾞﾆ
4278 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 南下溝 ﾐﾅﾐｼﾓﾐｿﾞ
4246 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 南立バイ ﾐﾅﾐﾀﾃﾊﾞｲ
4250 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 源山谷 ﾐﾅﾓﾄﾔﾏﾀﾆ
4538 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 峯キレ山 ﾐﾈｷﾚﾔﾏ
4348 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ミノヘイ ﾐﾉﾍｲ
4378 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
4520 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 宮ノ谷山 ﾐﾔﾉﾀﾆﾔﾏ
4372 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
4481 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 明星山 ﾐﾖｳｼﾞﾖｳﾔﾏ
4414 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ムク谷 ﾑｸﾀﾞﾆ
4462 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ムクノ木谷 ﾑｸﾉｷﾀﾞﾆ
4366 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 宗白山 ﾑﾈｼﾛﾔﾏ
4453 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 守家ヶ谷 ﾓﾘｲｴｶﾞﾀﾆ
4277 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 森ノ沖 ﾓﾘﾉｵｷ
4296 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 森ヤシキ ﾓﾘﾔｼｷ
4316 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 八ヶ尾 ﾔﾂｶﾞｵ
4318 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 八ヶサコ山 ﾔﾂｶﾞｻｺﾔﾏ
4399 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
4398 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 柳ヤシキ ﾔﾅｷﾞﾔｼｷ
4516 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 横尻山 ﾖｺｼﾞﾘﾔﾏ
4466 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヨコタ ﾖｺﾀ
4365 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ヨセン谷 ﾖｾﾝﾀﾞﾆ
4406 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ リウゲン ﾘｳｹﾞﾝ
4309 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 若狭ヤシキ ﾜｶｻﾔｼｷ
4249 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ ワサダ ﾜｻﾀﾞ
4302 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 和田 ﾜﾀﾞ
4430 大川筋08 川登 ｶﾜﾉﾎﾞﾘ 渡リ樋 ﾜﾀﾘﾄｲ
4702 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ アイノ田 ｱｲﾉﾀ
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4576 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ アヲイケ谷 ｱｵｲｹﾀﾞﾆ
4676 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
4707 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ アサカ谷 ｱｻｶﾀﾆ
4608 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 足川谷口 ｱｼｶﾜﾀﾆｸﾁ
4561 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 神母ノ木 ｲｹﾞﾉｷ
4751 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 池平 ｲｹﾋﾗ
4764 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 石神山 ｲｼｶﾐﾔﾏ
4687 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 石ノ坪 ｲｼﾉﾂﾎﾞ
4583 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 石場山 ｲｼﾊﾞﾔﾏ
4798 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 石場山 ｲｼﾊﾞﾔﾏ
4752 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 磯ノ川谷 ｲｿﾉｶﾜﾀﾆ
4588 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ イチウ谷 ｲﾁｳﾀﾆ
4579 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ イチウ谷山 ｲﾁｳﾀﾆﾔﾏ
4737 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ イツカ谷 ｲﾂｶﾀﾆ
4648 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 井テ口 ｲﾃｸﾁ
4770 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ イデ本 ｲﾃﾞﾓﾄ
4690 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 井ノ口 ｲﾉｸﾁ
4563 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ イノクボ ｲﾉｸﾎﾞ
4787 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ イノコ ｲﾉｺ
4559 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
4599 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 岩カ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾆ
4784 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ウシロクシ ｳｼﾛｸｼ
4547 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ウツシリ ｳﾂｼﾘ
4613 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 畝サキ ｳﾈｻｷ
4629 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 姥神 ｳﾊﾞｶﾐ
4708 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ エビス山 ｴﾋﾞｽﾔﾏ
4810 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 大足川カゲヒラ山 ｵｵｱｼｶﾜｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
4641 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 大足川谷口 ｵｵｱｼｶﾜﾀﾆｸﾁ
4757 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 大井デノ上 ｵｵｲﾃﾞﾉｶﾐ
4714 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲヲサコ ｵｵｻｺ
4565 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 大島 ｵｵｼﾏ
4656 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 大ヅエ ｵｵﾂﾞｴ
4650 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 大樋口 ｵｵﾄｲｸﾁ
4740 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 大ヒラ ｵｵﾋﾗ
4743 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 大道ノ下タ ｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
4573 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 沖ノ丁 ｵｷﾉﾃｲ
4681 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 沖ノ前 ｵｷﾉﾏｴ
4684 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 沖屋式 ｵｷﾔｼｷ
4685 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 沖屋敷 ｵｷﾔｼｷ
4546 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲサカ ｵｻｶ
4577 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲサカ谷 ｵｻｶﾀﾆ
4795 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲサカ山 ｵｻｶﾔﾏ
4644 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲソゴエ口 ｵｿｺﾞｴｸﾁ
4838 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 遅越山 ｵｿｺﾞｴﾔﾏ
4711 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲチアイ ｵﾁｱｲ
4697 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 小堂カ谷 ｵﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
4655 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲノウエ ｵﾉｳｴ
4660 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲノウエ山 ｵﾉｳｴﾔﾏ
4814 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲノウエ山 ｵﾉｳｴﾔﾏ
4718 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲノハナ ｵﾉﾊﾅ
4677 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 尾ノヒラ ｵﾉﾋﾗ
4555 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲハト ｵﾊﾄ
4672 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲバナ ｵﾊﾞﾅ
4833 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲモダ山 ｵﾓﾀﾞﾔﾏ
4732 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲリワキ ｵﾘﾜｷ
4720 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
4628 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 改田 ｶｲﾀﾞ
4817 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カキノキサコ山 ｶｷﾉｷｻｺﾔﾏ
4692 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 柿ノ木田 ｶｷﾉｷﾀﾞ
4668 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カキノキノサコ山 ｶｷﾉｷﾉｻｺﾔﾏ
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4825 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カゲヌタ山 ｶｹﾞﾇﾀﾔﾏ
4777 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カケノヂ ｶｹﾉﾁﾞ
4569 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カゲヒラ ｶｹﾞﾋﾗ
4809 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カゲヒラ山 ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
4701 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カシノ木 ｶｼﾉｷ
4790 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カジミ谷 ｶｼﾞﾐﾀﾞﾆ
4600 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カシワラ山 ｶｼﾜﾗﾔﾏ
4679 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 春日田 ｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
4820 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 春日山 ｶｽｶﾞﾔﾏ
4560 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カタヤマ ｶﾀﾔﾏ
4683 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
4797 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カヂヤサコ山 ｶﾁﾞﾔｻｺﾔﾏ
4801 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カヂヤ山 ｶﾁﾞﾔﾔﾏ
4614 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カツラカ谷山 ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4805 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カツラガ谷山 ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4804 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カヅラガ谷山 ｶﾂﾞﾗｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4827 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カドカ谷山 ｶﾄﾞｶﾀﾆﾔﾏ
4828 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カドガ谷山 ｶﾄﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4745 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カトカ山 ｶﾄｶﾔﾏ
4549 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 上尾坂 ｶﾐｵｻｶ
4725 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 上ヲンヂ ｶﾐｵﾝﾁﾞ
4715 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 上ミ小谷山 ｶﾐｺﾀﾆﾔﾏ
4649 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 上シュウカ谷 ｶﾐｼﾕｳｶﾀﾆ
4812 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 上ミシュウカ谷山 ｶﾐｼﾕｳｶﾀﾆﾔﾏ
4792 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 上長瀬 ｶﾐﾅｶﾞｾ
4558 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 神前 ｶﾐﾏｴ
4657 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 上屋式 ｶﾐﾔｼｷ
4586 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 神山カ谷 ｶﾐﾔﾏｶﾞﾀﾆ
4712 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ カメ山 ｶﾒﾔﾏ
4735 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 北クライ谷山 ｷﾀｸﾗｲﾀﾆﾔﾏ
4754 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 北ツボ山 ｷﾀﾂﾎﾞﾔﾏ
4632 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 北中田山 ｷﾀﾅｶﾀﾔﾏ
4780 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 北中野 ｷﾀﾅｶﾉ
4730 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 北平尾 ｷﾀﾋﾗｵ
4574 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 北舟戸 ｷﾀﾌﾅﾄ
4595 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 喜八谷 ｷﾊﾁﾀﾞﾆ
4592 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 郷崎 ｷﾖｳｻｷ
4585 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 楠ノ木ノ本 ｸｽﾉｷﾉﾓﾄ
4568 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ クボ田 ｸﾎﾞﾀ
4658 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
4693 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 栗ヶ谷 ｸﾘｶﾞﾀﾆ
4596 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 栗木サコ山 ｸﾘｷｻｺﾔﾏ
4800 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 栗ノ木サコ山 ｸﾘﾉｷｻｺﾔﾏ
4626 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 栗ノ木ノ下タ ｸﾘﾉｷﾉｼﾀ
4615 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 小足川セイ ｺｱｼｶﾜｾｲ
4781 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コイケ ｺｲｹ
4552 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ココミ山 ｺｺﾐﾔﾏ
4709 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 小谷 ｺﾀﾆ
4698 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コツカ谷山 ｺﾂｶﾀﾆﾔﾏ
4823 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コヅカ谷山 ｺﾂﾞｶﾀﾆﾔﾏ
4627 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コトヒラ山 ｺﾄﾋﾗﾔﾏ
4796 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コニミ山 ｺﾆﾐﾔﾏ
4602 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コバタケ ｺﾊﾞﾀｹ
4719 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コヒラ ｺﾋﾗ
4651 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コブリ ｺﾌﾞﾘ
4763 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 小森 ｺﾓﾘ
4584 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ コヤガ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾆ
4739 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 権兵衛田 ｺﾞﾝﾍﾞｴﾀﾞ
4744 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 坂ノ麓 ｻｶﾉﾌﾓﾄ
4618 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ サキウド ｻｷｳﾄﾞ
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4722 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ サギカ谷 ｻｷﾞｶﾀﾆ
4688 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ サコヤシキ ｻｺﾔｼｷ
4647 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ サデシリ ｻﾃﾞｼﾘ
4738 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ サバイ山 ｻﾊﾞｲﾔﾏ
4581 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ サルカ谷山 ｻﾙｶﾀﾆﾔﾏ
4671 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ サルグチ ｻﾙｸﾞﾁ
4694 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 椎ノ木谷山 ｼｲﾉｷﾀﾞﾆﾔﾏ
4822 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シイノ木谷山 ｼｲﾉｷﾀﾞﾆﾔﾏ
4567 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 鹿場 ｼｶﾊﾞ
4593 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シショヲデン ｼｼﾖｵﾃﾞﾝ
4642 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シダヲノハナ ｼﾀﾞｵﾉﾊﾅ
4680 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 島ノ里 ｼﾏﾉｻﾄ
4669 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 島ノ澤 ｼﾏﾉｻﾜ
4818 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シマノサワ山 ｼﾏﾉｻﾜﾔﾏ
4794 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下モイノコ ｼﾓｲﾉｺ
4839 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下モイノコ山 ｼﾓｲﾉｺﾔﾏ
4811 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下モヲソコエ山 ｼﾓｵｿｺｴﾔﾏ
4646 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下ヲソゴエ山 ｼﾓｵｿｺﾞｴﾔﾏ
4723 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下ヲンヂ ｼﾓｵﾝﾁﾞ
4633 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下モシュウカ谷 ｼﾓｼﾕｳｶﾀﾆ
4756 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下ツボ山 ｼﾓﾂﾎﾞﾔﾏ
4793 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下長瀬 ｼﾓﾅｶﾞｾ
4638 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下モ八本木 ｼﾓﾊﾁﾎﾝｷﾞ
4610 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下モ古タ ｼﾓﾌﾙﾀ
4551 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下屋式 ｼﾓﾔｼｷ
4778 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 下四反田 ｼﾓﾖﾝﾀﾝﾀﾞ
4654 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シャウガ谷 ｼﾔｳｶﾞﾀﾆ
4716 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シャシャブカサコ ｼﾔｼﾔﾌﾞｶｻｺ
4621 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ジャヌケカ谷口 ｼﾞﾔﾇｹｶﾞﾀﾆｸﾁ
4620 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ジャヌケ谷山 ｼﾞﾔﾇｹﾀﾆﾔﾏ
4634 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シュウカ谷山 ｼﾕｳｶﾀﾆﾔﾏ
4749 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シヨアシダ山 ｼﾖｱｼﾀﾞ ﾔﾏ
4653 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ショウガヲ ｼﾖｳｶﾞｵ
4830 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ジョヲアミダ山 ｼﾞﾖｵｱﾐﾀﾞﾔﾏ
4663 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 白岩ノ下タ ｼﾛｲﾜﾉｼﾀ
4815 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 白岩山 ｼﾛｲﾜﾔﾏ
4686 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シロサコ ｼﾛｻｺ
4840 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 城山 ｼﾛﾔﾏ
4652 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シンチ ｼﾝﾁ
4570 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ シンミチ ｼﾝﾐﾁ
4659 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ スイセンアン ｽｲｾﾝｱﾝ
4572 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ スカザキ ｽｶｻﾞｷ
4762 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ スカダ ｽｶﾀﾞ
4598 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 杉ノ谷 ｽｷﾞﾉﾀﾆ
4786 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ スミダ ｽﾐﾀﾞ
4564 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ セノ上エ ｾﾉｳｴ
4639 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
4717 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 竹ノ山 ﾀｹﾉﾔﾏ
4750 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ タテイシ ﾀﾃｲｼ
4695 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ タデハラ ﾀﾃﾞﾊﾗ
4713 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 谷ゾイ ﾀﾆｿﾞｲ
4704 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
4603 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
4664 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 太夫バタ ﾀﾕｳﾊﾞﾀ
4557 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ダンヤシキ ﾀﾞﾝﾔｼｷ
4759 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ チシャノ木セイ ﾁｼﾔﾉｷｾｲ
4700 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 地ヒキ谷 ﾁﾋｷﾀﾆ
4609 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 茶バタ ﾁﾔﾊﾞﾀ
4832 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 坪山 ﾂﾎﾞﾔﾏ
4625 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ツリドイ ﾂﾘﾄﾞｲ
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4782 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 寺尾畑 ﾃﾗｵﾊﾞﾀ
4661 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 寺ノ上エ ﾃﾗﾉｳｴ
4666 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 寺ノ上エ峠山 ﾃﾗﾉｳｴﾄｳｹﾞﾔﾏ
4816 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 寺ノウエ峠山 ﾃﾗﾉｳｴﾄｳｹﾞﾔﾏ
4606 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 天神カ谷 ﾃﾝｼﾞﾝｶﾞﾀﾆ
4758 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ トイ口 ﾄｲｸﾁ
4590 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 土居山 ﾄﾞｲﾔﾏ
4616 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ドウノ ﾄﾞｳﾉ
4556 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ トカハヤシキ ﾄｶﾊﾔｼｷ
4813 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 鳥ウチバ山 ﾄﾘｳﾁﾊﾞﾔﾏ
4772 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 直藏ヤシキ ﾅｵｸﾗﾔｼｷ
4705 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中ウ子 ﾅｶｳﾈ
4548 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中尾坂 ﾅｶｵｻｶ
4724 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中ヲンヂ ﾅｶｵﾝﾁﾞ
4554 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中ガ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
4566 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中島 ﾅｶｼﾏ
4630 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中田 ﾅｶﾀ
4582 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ナガ谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
4760 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中チシャノ木 ﾅｶﾁｼﾔﾉｷ
4755 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中ツボ山 ﾅｶﾂﾎﾞﾔﾏ
4779 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 仲ノ山 ﾅｶﾉﾔﾏ
4837 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中野山 ﾅｶﾉﾔﾏ
4637 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中八本木 ﾅｶﾊﾁﾎﾝｷﾞ
4769 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中舟川 ﾅｶﾌﾅｶﾜ
4821 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中山 ﾅｶﾔﾏ
4824 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
4776 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 中四反田 ﾅｶﾖﾝﾀﾝﾀﾞ
4767 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ナゴサコ ﾅｺﾞｻｺ
4691 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 名本ヤシキ ﾅﾓﾄﾔｼｷ
4726 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西ヲンヂ ﾆｼｵﾝﾁﾞ
4696 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西カ谷口 ﾆｼｶﾞﾀﾆｸﾁ
4746 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西カトカ ﾆｼｶﾄｶ
4736 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西クライ谷口 ﾆｼｸﾗｲﾀﾆｸﾁ
4670 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西島ノ沢山 ﾆｼｼﾏﾉｻﾜﾔﾏ
4761 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西チシャノ木 ﾆｼﾁｼﾔﾉｷ
4753 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西ツボ山 ﾆｼﾂﾎﾞﾔﾏ
4791 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
4731 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西平尾 ﾆｼﾋﾗｵ
4612 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西古タ ﾆｼﾌﾙﾀ
4703 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西ヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
4673 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西柳澤山 ﾆｼﾔﾅｷﾞｻﾜﾔﾏ
4645 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 西山ノ神 ﾆｼﾔﾏﾉｶﾐ
4665 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 子クビ ﾈｸﾋﾞ
4575 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 子コ神 ﾈｺｶﾞﾐ
4607 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ハイカモリ ﾊｲｶﾓﾘ
4803 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ハイカモリ山 ﾊｲｶﾓﾘﾔﾏ
4553 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ハザコ ﾊｻﾞｺ
4773 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ハタカサカコ山 ﾊﾀｶｻｶｺﾔﾏ
4835 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ハタカサコ山 ﾊﾀｶｻｺﾔﾏ
4636 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 八本木 ﾊﾁﾎﾝｷﾞ
4631 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ハテノ ﾊﾃﾉ
4806 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ハヤシ山 ﾊﾔｼﾔﾏ
4789 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 東イノコ ﾋｶﾞｼｲﾉｺ
4728 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 東ヲンヂ山 ﾋｶﾞｼｵﾝﾁﾞﾔﾏ
4748 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 東カドガ谷 ﾋｶﾞｼｶﾄﾞｶﾞﾀﾆ
4733 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 東クライ谷 ﾋｶﾞｼｸﾗｲﾀﾆ
4580 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
4619 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 東林口 ﾋｶﾞｼﾊﾔｼｸﾁ
4623 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 東松川 ﾋｶﾞｼﾏﾂｶﾜ
4550 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 久六屋式 ﾋｻﾛｸﾔｼｷ
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4729 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヒラヲノハナ ﾋﾗｵﾉﾊﾅ
4667 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヒラバイ ﾋﾗﾊﾞｲ
4785 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヒラバタケ ﾋﾗﾊﾞﾀｹ
4710 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヒワタ ﾋﾜﾀ
4587 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ フカタ ﾌｶﾀ
4571 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 舟戸前 ﾌﾅﾄﾏｴ
4766 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 舟ノ川山 ﾌﾈﾉｶﾜﾔﾏ
4834 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 船ノ川山 ﾌﾈﾉｶﾜﾔﾏ
4741 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 古坂 ﾌﾙｻｶ
4799 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 古シロ山 ﾌﾙｼﾛﾔﾏ
4611 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 古田山 ﾌﾙﾀﾔﾏ
4831 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 古田山 ﾌﾙﾀﾔﾏ
4597 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ホライチ ﾎﾗｲﾁ
4594 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ボライチ ﾎﾞﾗｲﾁ
4765 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 前ノ谷 ﾏｴﾉﾀﾆ
4589 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ マスガ谷 ﾏｽｶﾞﾀﾆ
4768 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 松尾ハナ ﾏﾂｵﾊﾅ
4622 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 松川峠山 ﾏﾂｶﾜﾄｳｹﾞﾔﾏ
4578 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 松木ハナ ﾏﾂｷﾊﾅ
4721 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 松ノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ
4635 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ マツフセハナ ﾏﾂﾌｾﾊﾅ
4643 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 丸山ノ下タ ﾏﾙﾔﾏﾉｼﾀ
4624 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ マワリタ ﾏﾜﾘﾀ
4734 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 道ノ下タ ﾐﾁﾉｼﾀ
4727 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 南ヲンヂ ﾐﾅﾐｵﾝﾁﾞ
4747 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 南カトカ谷山 ﾐﾅﾐｶﾄｶﾀﾆﾔﾏ
4829 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 南カドカ谷山 ﾐﾅﾐｶﾄﾞｶﾀﾆﾔﾏ
4605 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 南ハイカモリ山 ﾐﾅﾐﾊｲｶﾓﾘﾔﾏ
4674 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
4678 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
4682 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
4640 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ メンノ口 ﾒﾝﾉｸﾁ
4808 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 免ノ口山 ﾒﾝﾉｸﾁﾔﾏ
4617 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ モクコク ﾓｸｺｸ
4802 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ モモ木山 ﾓﾓｷﾔﾏ
4662 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヤケソ ﾔｹｿ
4783 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヤスミバ ﾔｽﾐﾊﾞ
4675 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 柳澤 ﾔﾅｷﾞｻﾜ
4819 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 柳サワ山 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾔﾏ
4591 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 柳ヒゲ ﾔﾅｷﾞﾋｹﾞ
4604 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヤフカ谷 ﾔﾌｶﾀﾆ
4771 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヤブノ下タ ﾔﾌﾞﾉｼﾀ
4807 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 山神山 ﾔﾏｶﾐﾔﾏ
4601 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 山ギワ ﾔﾏｷﾞﾜ
4742 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 山伏峠山 ﾔﾏﾌｾﾄｳｹﾞﾔﾏ
4826 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 山伏峠ゲ山 ﾔﾏﾌｾﾄｳｹﾞﾔﾏ
4788 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 勇枝屋式 ﾕｳｼﾔｼｷ
4562 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヨコ畑ケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ
4689 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ ヨバタケ ﾖﾊﾞﾀｹ
4775 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ 四反田 ﾖﾝﾀﾝﾀﾞ
4706 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ リウチウ ﾘｳﾁｳ
4699 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ リヒキ ﾘﾋｷ
4774 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ レイコ ﾚｲｺ
4836 大川筋09 手洗川 ﾀﾗｲｶﾞﾜ レイコ山 ﾚｲｺﾔﾏ
4954 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ アイノ谷 ｱｲﾉﾀﾆ
4896 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ アヲキ ｱｵｷ
4969 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ アマヶ谷 ｱﾏｶﾞﾀﾆ
4912 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 尼ヶ谷山 ｱﾏｶﾞﾀﾆﾔﾏ
4894 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ アラヒラ山ノ下 ｱﾗﾋﾗﾔﾏﾉｼﾀ
4949 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ アンノ原 ｱﾝﾉﾊﾗ
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4942 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 石神尾 ｲｼｶﾞﾐｵ
4941 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 石神崎 ｲｼｶﾞﾐｻﾞｷ
4882 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ イチギ ｲﾁｷﾞ
4845 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ イデヤ ｲﾃﾞﾔ
4920 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ イノサコ ｲﾉｻｺ
4872 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
4930 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ウサキ原 ｳｻｷﾊﾗ
4945 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 内屋式 ｳﾁﾔｼｷ
4898 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 大人田 ｵｵﾋﾄﾃﾞﾝ
4907 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 大船戸 ｵｵﾌﾅﾄ
4957 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 大和田山ノ内 ｵｵﾜﾀﾞﾔﾏﾉｳﾁ
4974 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 大和ダ山ノ内 ｵｵﾜﾀﾞﾔﾏﾉｳﾁ
4887 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 岡ノ谷 ｵｶﾉﾀﾆ
4886 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 岡ノ前 ｵｶﾉﾏｴ
4856 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 沖屋式 ｵｷﾔｼｷ
4948 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 奥惣四郎谷 ｵｸﾂｳｼﾛｳﾀﾞﾆ
4939 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 奥ノ駄場 ｵｸﾉﾀﾞﾊﾞ
4953 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ヲソゴエ山 ｵｿｺﾞｴﾔﾏ
4950 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ヲモダ ｵﾓﾀﾞ
4943 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 貝ノ川山ノ内 ｶｲﾉｶﾜﾔﾏﾉｳﾁ
4890 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 垣ノ内 ｶｷﾉｳﾁ
4937 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ カキノ木前 ｶｷﾉｷﾏｴ
4975 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 角ノ瀬山 ｶｸﾉｾﾔﾏ
4850 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ カシダニ ｶｼﾀﾞﾆ
4893 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ カシ原 ｶｼﾊﾗ
4960 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 上ミ五郎 ｶﾐｺﾞﾛｳ
4853 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 上ミ五郎谷 ｶﾐｺﾞﾛｳﾀﾆ
4852 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 上ミ谷 ｶﾐﾀﾆ
4880 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 神畑 ｶﾐﾊﾞﾀ
4851 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 亀ノ川 ｶﾒﾉｶﾜ
4940 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 川崎尾 ｶﾜｻｷｵ
4970 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ガンキ山 ｶﾞﾝｷﾔﾏ
4924 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ガンギ山 ｶﾞﾝｷﾞﾔﾏ
4875 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 菊沢 ｷｸｻﾜ
4876 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 菊澤 ｷｸｻﾜ
4951 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 九拾田 ｸｼﾞﾕｳﾃﾞﾝ
4921 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
4889 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 熊ヶ渡 ｸﾏｶﾞﾜﾀﾘ
4895 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ クラカケ谷 ｸﾗｶｹﾀﾞﾆ
4926 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 黒十山 ｸﾛｼﾞﾕｳﾔﾏ
4966 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ クロタキ山 ｸﾛﾀｷﾔﾏ
4843 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 源七原 ｹﾞﾝｼﾁﾊﾗ
4915 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ コガヤシ山ノ内 ｺｶﾞﾔｼﾔﾏﾉｳﾁ
4933 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ コヤヶ谷山ノ内 ｺﾔｶﾞﾀﾆﾔﾏﾉｳﾁ
4903 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ザトウ谷 ｻﾞﾄｳﾀﾞﾆ
4929 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ サルクイ ｻﾙｸｲ
4862 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 散屋敷 ｻﾝﾔｼｷ
4952 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ シヲギ ｼｵｷﾞ
4931 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ シシバシリ ｼｼﾊﾞｼﾘ
4958 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ シタケホキ山 ｼﾀｹﾎｷﾔﾏ
4965 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 島ノ宮平本山 ｼﾏﾉﾐﾔﾋﾗﾓﾄﾔﾏ
4962 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 島ノ宮山 ｼﾏﾉﾐﾔﾔﾏ
4899 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 島ノ宮山ノ内 ｼﾏﾉﾐﾔﾔﾏﾉｳﾁ
4923 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 下イデ ｼﾓｲﾃﾞ
4891 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 下モウ子 ｼﾓｳﾈ
4913 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
4961 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 下モボキ ｼﾓﾎﾞｷ
4938 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 下屋式 ｼﾓﾔｼｷ
4892 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 十ヶ谷 ｼﾞﾕｳｶﾞﾀﾆ
4914 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 成楽寺 ｼﾞﾖｳﾗｸｼﾞ
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4902 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ショギ原 ｼﾖｷﾞﾊﾗ
4865 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ショヂグチ ｼﾖﾁﾞｸﾞﾁ
4976 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ シヨヂクロ ｼﾖﾁﾞｸﾛ
4928 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 新開 ｼﾝｶｲ
4918 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 新地 ｼﾝﾁ
4897 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ スカザキ ｽｶｻﾞｷ
4947 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 惣四郎 ｿｳｼﾛｳ
4973 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 惣四郎山 ｿｳｼﾛｳﾔﾏ
4873 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ソリダ ｿﾘﾀﾞ
4955 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ タキノヒタ ﾀｷﾉﾋﾀ
4968 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ タキヒラ ﾀｷﾋﾗ
4967 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ タキヒラ山 ﾀｷﾋﾗﾔﾏ
4888 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 竹畑 ﾀｹﾊﾞﾀ
4919 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ タシロ ﾀｼﾛ
4936 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ タチウチバ ﾀﾁｳﾁﾊﾞ
4911 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ タツモト ﾀﾂﾓﾄ
4910 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 茶畑崎 ﾁﾔﾊﾞﾀｻﾞｷ
4909 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 茶畑谷 ﾁﾔﾊﾞﾀﾀﾞﾆ
4858 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ツエノ南 ﾂｴﾉﾐﾅﾐ
4866 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ツカノマチ ﾂｶﾉﾏﾁ
4867 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ツグロ ﾂｸﾞﾛ
4861 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 寺ノ前 ﾃﾗﾉﾏｴ
4869 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
4857 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
4855 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 道願寺 ﾄﾞｳｶﾞﾝｼﾞ
4864 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ トヲリンボヲ ﾄｵﾘﾝﾎﾞｵ
4874 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 仲ソ子 ﾅｶﾂﾈ
4905 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ナカノ内 ﾅｶﾉｳﾁ
4906 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ナカノ原 ﾅｶﾉﾊﾗ
4944 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 中ノ和田 ﾅｶﾉﾜﾀﾞ
4917 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ナガレダ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
4881 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ナリヤシキ ﾅﾘﾔｼｷ
4863 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ハシタ屋敷 ﾊｼﾀﾔｼｷ
4849 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 畑ケサコ ﾊﾀｹｻｺ
4878 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 馬場屋式 ﾊﾊﾞﾔｼｷ
4908 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 原辺崎 ﾊﾗﾍﾞｻﾞｷ
4946 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 平畑ケ ﾋﾗﾊﾞﾀｹ
4841 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 平本 ﾋﾗﾓﾄ
4959 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 平本山 ﾋﾗﾓﾄﾔﾏ
4848 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 平本山ノ内 ﾋﾗﾓﾄﾔﾏﾉｳﾁ
4935 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 深木山ノ内 ﾌｶｷﾔﾏﾉｳﾁ
4934 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 不町山ノ内 ﾌﾁﾖｳﾔﾏﾉｳﾁ
4971 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ フ同山 ﾌﾄﾞｳﾔﾏ
4964 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 舟戸崎 ﾌﾅﾄｻｷ
4842 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 古大師 ﾌﾙﾀｲｼ
4879 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 古戸 ﾌﾙﾄ
4854 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 平口 ﾍｲｸﾞﾁ
4916 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 平次谷 ﾍｲｼﾞﾀﾞﾆ
4884 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 本願寺 ﾎﾝｶﾞﾝｼﾞ
4885 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 本願寺山 ﾎﾝｶﾞﾝｼﾞﾔﾏ
4956 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 槙山ノ内 ﾏｷﾔﾏﾉｳﾁ
4847 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 松内 ﾏﾂｳﾁ
4846 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 松内崎 ﾏﾂｳﾁｻﾞｷ
4925 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
4904 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 水谷山ノ内 ﾐｽﾞﾀﾆﾔﾏﾉｳﾁ
4922 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
4927 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 向原 ﾑｶｲﾊﾗ
4844 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ムクノ木前 ﾑｸﾉｷﾏｴ
4963 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 武藏ノ東 ﾑｻｼﾉﾋｶﾞｼ
4901 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 武藏原 ﾑｻｼﾊﾗ
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4877 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 武藏屋式 ﾑｻｼﾔｼｷ
4932 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 横ボキ山 ﾖｺﾎﾞｷﾔﾏ
4972 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ヨコボキ山 ﾖｺﾎﾞｷﾔﾏ
4900 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ヨスガ谷 ﾖｽｶﾞﾀﾆ
4871 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ ヨデン ﾖﾃﾞﾝ
4883 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 四反田 ﾖﾝﾀﾝﾀﾞ
4859 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 連臺寺 ﾚﾝﾀﾞｲｼﾞ
4860 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 連台寺 ﾚﾝﾀﾞｲｼﾞ
4868 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 連臺寺山 ﾚﾝﾀﾞｲｼﾞﾔﾏ
4870 大川筋10 三里 ﾐｻﾄ 若宮田 ﾜｶﾐﾔﾀﾞ
5065 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 赤松谷口 ｱｶﾏﾂﾀﾆｸﾞﾁ
5036 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 楊林寺 ｱｹﾞﾊﾞﾔｼﾃﾞﾗ
4995 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ アソヲダ ｱｿｵﾀﾞ
5003 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 井口 ｲｸﾞﾁ
4981 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 池田 ｲｹﾀﾞ
5078 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ イシカ谷 ｲｼｶﾀﾞﾆ
5132 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ イシカ谷 ｲｼｶﾀﾞﾆ
5077 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
4980 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 井関渡上リ ｲｾｷﾜﾀﾘﾉﾎﾞﾘ
5041 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ イソ野 ｲｿﾉ
5091 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 板ヶ谷 ｲﾀｶﾞﾀﾆ
5026 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 板谷 ｲﾀﾀﾆ
5130 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 一本杉 ｲﾂﾎﾟﾝｽｷﾞ
5073 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ イノキカ谷 ｲﾉｷｶﾀﾆ
5060 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 植松谷 ｳｴﾏﾂﾀﾞﾆ
5079 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ウバカ谷 ｳﾊﾞｶﾀﾞﾆ
5106 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 梅ノ木ノ本 ｳﾒﾉｷﾉﾓﾄ
5042 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 越前 ｴﾁｾﾞﾝ
5111 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 大サルヤ谷 ｵｵｻﾙﾔﾀﾞﾆ
5092 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 大杉本 ｵｵｽｷﾞﾓﾄ
5121 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
5070 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 大山田 ｵｵﾔﾏﾀﾞ
5100 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 尾亀谷 ｵｶﾒﾀﾞﾆ
5126 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 奥助谷 ｵｸｽｹﾀﾞﾆ
4996 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヲクバタ ｵｸﾊﾞﾀ
5054 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 奥柳カ谷 ｵｸﾔﾅｶﾀﾞﾆ
5069 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 小瀬瀬越 ｵｾｾｺｼ
5122 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヲリ板谷 ｵﾘｲﾀﾀﾞﾆ
5107 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヲリヲノハナ ｵﾘｵﾉﾊﾅ
5089 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 開ノ上 ｶｲﾉｳｴ
5082 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ カクレ形 ｶｸﾚｶﾞﾀ
5010 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 梶原田 ｶｼﾞﾊﾗﾃﾞﾝ
5047 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ カチンボヲ ｶﾁﾝﾎﾞｵ
5002 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ カドタ ｶﾄﾞﾀ
5007 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 上池田 ｶﾐｲｹﾀﾞ
5057 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 上社口谷 ｶﾐｼﾔｺｳﾀﾆ
5051 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 上助谷 ｶﾐｽｹﾀﾞﾆ
5000 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 上ミ谷 ｶﾐﾀﾆ
5094 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 上ホヲノ木谷 ｶﾐﾎｵﾉｷﾀﾞﾆ
5136 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 上ホヲノ木谷 ｶﾐﾎｵﾉｷﾀﾞﾆ
5087 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 亀石谷 ｶﾒｲｼﾀﾞﾆ
5134 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 亀石谷 ｶﾒｲｼﾀﾞﾆ
5088 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 亀太郎谷 ｶﾒﾀﾛｳﾀﾞﾆ
5140 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ カモ川越 ｶﾓｶﾞﾜｺﾞｴ
5071 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ
5033 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 貴船田 ｷｾﾝﾀﾞ
5044 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ クシノ奥 ｸｼﾉｵｸ
5099 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ クニギカサコ ｸﾆｷﾞｶｻｺ
4985 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 源左ガ谷 ｹﾞﾝｻｶﾞﾀﾆ
5031 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 小櫻 ｺｻｸﾗ
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5108 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 小サルヤ谷 ｺｻﾙﾔﾀﾞﾆ
5056 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 小社口谷 ｺｼﾔｺｳﾀﾆ
5058 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 小太夫田 ｺﾀﾌｳﾀ
5045 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 小畑 ｺﾊﾞﾀｹ
5083 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
5103 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ コヤノダバ ｺﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
4988 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西城 ｻｲｼﾞﾖｳ
5090 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ サヲン上 ｻｵﾝｳｴ
5081 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 坂ノ本 ｻｶﾉﾓﾄ
5123 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 櫻木 ｻｸﾗｷﾞ
5076 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ サコ ｻｺ
5015 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 下モ池田 ｼﾓｲｹﾀﾞ
5032 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 下浦 ｼﾓｳﾗ
5084 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 下細工谷 ｼﾓｻｲｸﾀﾆ
5086 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 山細工谷 ｼﾓｻｲｸﾀﾆ
5050 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 下助谷 ｼﾓｽｹﾀﾞﾆ
4977 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 下僧都 ｼﾓｿｳﾄ
5095 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 下モブ谷 ｼﾓﾌﾞﾀﾞﾆ
5093 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 下ホヲノ木谷 ｼﾓﾎｵﾉｷﾀﾞﾆ
4990 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
5024 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ スルガ越 ｽﾙｶﾞｺﾞｼ
5019 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 清生カ渕 ｾｲｵｶﾌﾞﾁ
5035 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ セイタイジ ｾｲﾀｲｼﾞ
5029 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 瀬瀬口 ｾｾｸﾞﾁ
5011 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ センガ谷 ｾﾝｶﾞﾀﾆ
4987 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ センヂ森 ｾﾝﾁﾞﾓﾘ
5115 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ センヂ森 ｾﾝﾁﾞﾓﾘ
4986 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ センリンシ ｾﾝﾘﾝｼ
5061 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 僧駄場 ｿｳﾀﾞﾊﾞ
5059 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 高スカキ ﾀｶｽｶｷ
4991 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ タカ田 ﾀｶﾀﾞ
5105 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 瀧山ノ根 ﾀｷﾔﾏﾉﾈ
5085 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 竹ドイノ東 ﾀｹﾄﾞｲﾉﾋｶﾞｼ
5117 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
5038 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 立目谷 ﾀﾂﾒﾀﾞﾆ
5072 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 立石 ﾀﾃｲｼ
5017 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
5112 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 田ノ上エ ﾀﾉｳｴ
4997 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ タブチ ﾀﾌﾞﾁ
4983 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 辻堂 ﾂｼﾞﾄﾞｳ
5080 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ツツシ谷 ﾂﾂｼﾀﾞﾆ
5013 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 寺ガ谷 ﾃﾗｶﾞﾀﾆ
5018 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
4998 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ドヲノ奥 ﾄﾞｵﾉｵｸ
5096 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ トドロ崎 ﾄﾄﾞﾛｻｷ
5027 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 中板谷 ﾅｶｲﾀﾀﾆ
5063 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 永左古谷 ﾅｶﾞｻｺﾀﾆ
4999 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
4994 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 中丁 ﾅｶﾁﾖｳ
5009 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 中原 ﾅｶﾊﾗ
5020 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 中松尾 ﾅｶﾏﾂｵ
5028 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 仲屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
5074 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ナツヤケ谷 ﾅﾂﾔｹﾀﾞﾆ
5131 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ナツヤケ谷 ﾅﾂﾔｹﾀﾞﾆ
4982 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 七反ダ ﾅﾅﾀﾝﾀﾞ
5118 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 奈路田 ﾅﾛﾀ
5025 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西大坪 ﾆｼｵｵﾂﾎﾞ
5101 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西ヲカメ谷 ﾆｼｵｶﾒﾀﾞﾆ
5139 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西ヲカメ谷 ﾆｼｵｶﾒﾀﾞﾆ
5135 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西カクレ形 ﾆｼｶｸﾚｶﾞﾀ
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5127 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西カヂンボヲ ﾆｼｶﾁﾞﾝﾎﾞｵ
5141 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西小サルヤ ﾆｼｼﾖｳｻﾙﾔ
5113 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西ソヲヅ ﾆｼｿｵﾂﾞ
5114 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西ソフヅ ﾆｼｿﾌﾂﾞ
5014 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 西奈路田 ﾆｼﾅﾛﾀ
5068 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヌタ峠 ﾇﾀﾄｳｹﾞ
5055 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヌタノ森 ﾇﾀﾉﾓﾘ
5128 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヌタノ森 ﾇﾀﾉﾓﾘ
5005 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ハゲタ ﾊｹﾞﾀ
4979 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 畑 ﾊﾀｹ
5008 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ハタナロ ﾊﾀﾅﾛ
5075 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヒエバタ ﾋｴﾊﾞﾀ
4984 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東甘枝 ﾋｶﾞｼｱﾏｴﾀﾞ
5023 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ
5104 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東大サルヤ ﾋｶﾞｼｵｵｻﾙﾔ
5133 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東カクレ形 ﾋｶﾞｼｶｸﾚｶﾞﾀ
5012 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東上谷 ﾋｶﾞｼｶﾐﾀﾆ
5098 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東クニギカサコ ﾋｶﾞｼｸﾆｷﾞｶｻｺ
5142 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東小サルヤ ﾋｶﾞｼｼﾖｳｻﾙﾔ
4978 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東僧都 ﾋｶﾞｼｿｳﾄ
5066 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
5021 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東松尾 ﾋｶﾞｼﾏﾂｵ
5120 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東松尾 ﾋｶﾞｼﾏﾂｵ
5143 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東松ノ谷 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾉﾀﾆ
5125 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
5067 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 火道ヶ谷 ﾋﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
5037 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヒノ谷越 ﾋﾉﾀﾆｺﾞｼ
5124 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ ヒノ谷越 ﾋﾉﾀﾆｺﾞｼ
5022 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 吹越シ ﾌｷｺｼ
5048 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 藤ノ田 ﾌｼﾞﾉﾀ
5034 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 佛越 ﾌﾂｺｼ
4989 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 古城 ﾌﾙｼﾛ
5116 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 古城 ﾌﾙｼﾛ
5102 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ フルツク谷 ﾌﾙﾂｸﾀﾞﾆ
5039 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
5052 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 風呂ノ本 ﾌﾛﾉﾓﾄ
5016 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 弁ノ下 ﾍﾞﾝﾉｼﾀ
5030 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 細井谷 ﾎｿｲﾀﾆ
5119 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 松尾 ﾏﾂｵ
5110 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 松ノ谷 ﾏﾂﾉﾀﾆ
5109 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ マンガ谷 ﾏﾝｶﾞﾀﾞﾆ
5006 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
5040 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 宮畑 ﾐﾔﾊﾀ
5049 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 明ケン ﾒｲｹﾝ
5046 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 森ノ前 ﾓﾘﾉﾏｴ
5053 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 柳カ谷 ﾔﾅｶﾀﾞﾆ
5004 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 八百田 ﾔﾋﾔｸﾀ
5129 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
5064 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 山野神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾆ
5043 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 山ノサキ ﾔﾏﾉｻｷ
4992 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 山ノ鼻 ﾔﾏﾉﾊﾅ
5062 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 山ノ本 ﾔﾏﾉﾓﾄ
5001 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 横田 ﾖｺﾀ
4993 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 吉原 ﾖｼﾊﾗ
5137 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ リニギ ﾘﾆｷﾞ
5138 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ リニギ山 ﾘﾆｷﾞﾔﾏ
5097 後川01 利岡 ﾄｼｵｶ 龍神駄場 ﾘﾕｳｼﾞﾝﾀﾞﾊﾞ
5212 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ アサカ谷 ｱｻｶﾀﾞﾆ
5159 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 後口田 ｱﾄｸﾁﾀﾞ
5149 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 後口ヤシキ ｱﾄｸﾁﾔｼｷ
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5174 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ アマカ渕 ｱﾏｶﾌﾞﾁ
5151 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
5181 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 板ヤノ前 ｲﾀﾔﾉﾏｴ
5155 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ イノハナ ｲﾉﾊﾅ
5194 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 岩ヶ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾆ
5191 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 岩ノ谷 ｲﾜﾉﾀﾆ
5183 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 鵜ノハエ ｳﾉﾊｴ
5178 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
5170 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 大谷 ｵｵﾀﾆ
5208 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 大谷 ｵｵﾀﾆ
5211 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
5163 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 大駄場ノハナ ｵｵﾀﾞﾊﾞﾉﾊﾅ
5164 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 大ツエカサコ ｵｵﾂｴｶｻｺ
5188 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ ヲムソ ｵﾑｿ
5171 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 火道カ谷 ｶﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
5153 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 苅僧師田 ｶﾘｿｳｼﾀﾞ
5175 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 川ノ上 ｶﾜﾉｳｴ
5176 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ
5152 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 北石神 ｷﾀｲｼｶﾞﾐ
5167 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 北櫻木 ｷﾀｻｸﾗｷﾞ
5145 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 貴船 ｷﾌﾞﾈ
5161 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ クホタ ｸﾎﾀ
5200 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 紅葉 ｺｳﾖｳ
5205 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 小松城 ｺﾏﾂｼﾞﾖｳ
5165 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 櫻木 ｻｸﾗｷﾞ
5154 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ サルヤ ｻﾙﾔ
5180 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 島田 ｼﾏﾀﾞ
5192 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 下モノ土居 ｼﾓﾉﾄﾞｲ
5210 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ スルス ｽﾙｽ
5162 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ スルス谷 ｽﾙｽﾀﾞﾆ
5156 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ センタ木 ｾﾝﾀｷﾞ
5190 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 大善寺 ﾀﾞｲｾﾞﾝｼﾞ
5148 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ タキノハナ ﾀｷﾉﾊﾅ
5150 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 武井 ﾀｹｲ
5193 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 太四郎 ﾀｼﾛｳ
5202 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 立岡 ﾀﾃｵｶ
5216 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 立野 ﾀﾃﾉ
5182 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ ダバノ下タ ﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
5184 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ ダバノハナ ﾀﾞﾊﾞﾉﾊﾅ
5186 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ ダン ﾀﾞﾝ
5147 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 千代岡 ﾁﾖｵｶ
5185 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 土居 ﾄﾞｲ
5144 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ トリ谷 ﾄﾘﾀﾞﾆ
5168 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
5209 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 西大谷 ﾆｼｵｵﾀﾆ
5204 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 西苅僧師田 ﾆｼｶﾘｿｳｼﾀﾞ
5197 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 西貴船 ﾆｼｷﾌﾞﾈ
5166 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 西櫻木 ﾆｼｻｸﾗｷﾞ
5206 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 西櫻木 ﾆｼｻｸﾗｷﾞ
5207 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 西桜木 ﾆｼｻｸﾗｷﾞ
5198 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 西武井 ﾆｼﾀｹｲ
5196 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 西トリヤ ﾆｼﾄﾘﾔ
5199 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ ニラカ谷 ﾆﾗｶﾀﾞﾆ
5177 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 白皇谷 ﾊｸｺｳﾀﾞﾆ
5215 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 東大四郎 ﾋｶﾞｼｵｵｼﾛｳ
5201 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 東紅葉 ﾋｶﾞｼｺｳﾖｳ
5203 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 東立岡 ﾋｶﾞｼﾀﾃｵｶ
5169 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
5213 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 東白皇谷 ﾋｶﾞｼﾊｸｺｳﾀﾞﾆ
5214 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 東白皇山 ﾋｶﾞｼﾊｸｺｳﾔﾏ
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5187 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ ヒノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
5146 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 古城 ﾌﾙｼﾛ
5158 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 弁ノ内 ﾍﾞﾝﾉｳﾁ
5172 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ ホキヤシキ ﾎｷﾔｼｷ
5179 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 松ノクボ ﾏﾂﾉｸﾎﾞ
5173 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 松原田 ﾏﾂﾊﾗﾀﾞ
5189 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
5157 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 南小松 ﾐﾅﾐｺﾏﾂ
5195 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ 南トリヤ ﾐﾅﾐﾄﾘﾔ
5160 後川02 若藤 ﾜｶﾌｼﾞ ヤシキ田 ﾔｼｷﾀﾞ
5348 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ アサガ谷 ｱｻｶﾞﾀﾆ
5231 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 石アナ ｲｼｱﾅ
5349 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 石穴 ｲｼｱﾅ
5232 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 石穴口 ｲｼｱﾅｸﾁ
5285 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 石原山 ｲｼﾊﾗﾔﾏ
5250 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5251 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 井ノ谷口 ｲﾉﾀﾆｸﾁ
5240 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 井ノ鼻 ｲﾉﾊﾅ
5337 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 岩崎山 ｲﾜｻｷﾔﾏ
5286 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 丑松口 ｳｼﾏﾂｸﾁ
5316 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ウシロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
5292 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 打込 ｳﾁｺﾑ
5279 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ウツゲヤブ ｳﾂｹﾞﾔﾌﾞ
5330 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ウツゲ薮 ｳﾂｹﾞﾔﾌﾞ
5219 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 馬木 ｳﾏｷ
5305 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 馬床 ｳﾏﾄｺ
5247 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ウルシノクボ ｳﾙｼﾉｸﾎﾞ
5321 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 大岩ノ谷 ｵｵｲﾜﾉﾀﾆ
5294 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 大鴨川口 ｵｵｶﾓｶﾜｸﾁ
5327 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 大楠 ｵｵｸｽ
5237 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 大ゾリ ｵｵｿﾞﾘ
5308 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾁ
5236 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 大ダン ｵｵﾀﾞﾝ
5298 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 大ヅエ ｵｵﾂﾞｴ
5325 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 大野 ｵｵﾉ
5289 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 沖ノ坪 ｵｷﾉﾂﾎﾞ
5257 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 小越 ｵｺｼ
5278 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ヲモソ瀧 ｵﾓｿﾀｷ
5230 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾆ
5249 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 柿畑 ｶｷﾊﾀ
5307 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 笠松 ｶｻﾏﾂ
5263 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ カシ原 ｶｼﾊﾗ
5302 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 春日谷 ｶｽｶﾞﾀﾆ
5281 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 釜床 ｶﾏﾄｺ
5259 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 上奈路 ｶﾐﾅｼﾞ
5221 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 上ノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
5346 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
5324 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 枯楠 ｶﾚｸｽ
5254 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 川ハタ ｶﾜﾊﾀ
5218 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 北センダ木 ｷﾀｾﾝﾀﾞｷ
5311 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 熊ヶ崎 ｸﾏｶﾞｻｷ
5315 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ケサコ ｹｻｺ
5339 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 源七山 ｹﾞﾝｼﾁﾔﾏ
5336 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 源蔵山 ｹﾞﾝｿﾞｳﾔﾏ
5269 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 興七谷 ｺｳｼﾁﾀﾆ
5290 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ コウナイノ原 ｺｳﾅｲﾉﾊﾗ
5255 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ コウノ畑 ｺｳﾉﾊﾀｹ
5332 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ コジキ谷 ｺｼﾞｷﾀﾆ
5224 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾁ
5288 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 小袴 ｺﾊｶﾏ
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5275 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 小屋カ谷 ｺﾔｶﾀﾆ
5322 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ コヤガ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾆ
5225 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ コンゴウ屋式 ｺﾝｺﾞｳﾔｼｷ
5233 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 崎ノ段 ｻｷﾉﾀﾞﾝ
5282 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ サブヤシキ ｻﾌﾞﾔｼｷ
5318 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 皿ヶ峠 ｻﾗｶﾞﾄｳｹﾞ
5310 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ サルカタキ ｻﾙｶﾀｷ
5241 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ サルヤ ｻﾙﾔ
5283 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ サレザコノ下 ｻﾚｻﾞｺﾉｼﾀ
5334 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ジウナ原 ｼﾞｳﾅﾊﾗ
5293 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 塩塚口 ｼｵﾂﾞｶｸﾁ
5239 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 下ノ谷 ｼﾀﾉﾀﾆ
5234 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ シテノ木 ｼﾃﾉｷ
5277 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ シモウツケ藪 ｼﾓｳﾂｹﾔﾌﾞ
5261 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 下モコヤ ｼﾓｺﾔ
5326 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ シャウノ木 ｼﾔｳﾉｷ
5265 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ジャノクヒ ｼﾞﾔﾉｸﾋ
5228 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 城ヶサコ ｼﾛｶﾞｻｺ
5296 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 甚蔵谷 ｼﾞﾝｿﾞｳﾀﾆ
5295 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ スゲノ谷 ｽｹﾞﾉﾀﾆ
5245 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ス子コロビ ｽﾈｺﾛﾋﾞ
5303 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ スベリハイ ｽﾍﾞﾘﾊｲ
5217 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ センダ木 ｾﾝﾀﾞｷ
5246 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 僧ガ駄場 ｿﾞｳｶﾞﾀﾞﾊﾞ
5280 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 惣兵衛畑 ｿｳﾍｲﾍﾞｲﾊﾞﾀｹ
5323 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ タカハタノ谷 ﾀｶﾊﾀﾉﾀﾆ
5256 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ タキノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
5274 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
5320 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
5266 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 竹ヶ谷 ﾀｹｶﾞﾀﾆ
5264 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 田シロ ﾀｼﾛ
5243 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
5335 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 谷脇山 ﾀﾆﾜｷﾔﾏ
5242 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 駄場ノ下タ ﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
5329 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 坪野 ﾂﾎﾞﾉ
5272 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 寺ノ段 ﾃﾗﾉﾀﾞﾝ
5223 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 天神田 ﾃﾝｼﾞﾝﾀ
5338 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 峠山 ﾄｳｹﾞﾔﾏ
5268 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ドヲカ森 ﾄﾞｵｶﾓﾘ
5300 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ トヲゲグチ ﾄｵｹﾞｸﾞﾁ
5301 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ トヲゲ谷 ﾄｵｹﾞﾀﾆ
5271 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 轟谷口ノ下 ﾄﾄﾞﾛｷﾀﾆｸﾁﾉｼﾀ
5229 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 中カ谷 ﾅｶﾀﾆ
5227 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 長畑 ﾅｶﾞﾊﾀ
5252 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 仲間ノ前 ﾅｶﾏﾉﾏｴ
5284 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 流田 ﾅｶﾞﾚﾀ
5304 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 成川谷 ﾅﾘｶﾜﾀﾆ
5253 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 西浦 ﾆｼｳﾗ
5299 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 西ヶ谷 ﾆｼｶﾞﾀﾆ
5331 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 子バサコ ﾈﾊﾞｻｺ
5351 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 子レカ谷 ﾈﾚｶﾀﾞﾆ
5273 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 灰床 ﾊｲﾄｺ
5342 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 萩原山 ﾊｷﾞﾜﾗﾔﾏ
5297 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 東谷口 ﾋｶﾞｼﾀﾆｸﾁ
5260 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ヒノ口 ﾋﾉｸﾁ
5270 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ヒノ水 ﾋﾉﾐｽﾞ
5309 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 百貫石 ﾋﾔﾂｶﾝｾｷ
5248 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 広畑 ﾋﾛﾊﾀ
5341 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ フシツク ﾌｼﾂｸ
5291 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 兵衛田 ﾍｲﾍﾞｲﾀ
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5312 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ボウガ渕 ﾎﾞｳｶﾞﾌﾞﾁ
5287 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ホヲジアン ﾎｵｼﾞｱﾝ
5317 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ホシガ谷 ﾎｼｶﾞﾀﾆ
5276 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ミコカ谷口 ﾐｺｶﾀﾆｸﾁ
5306 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 南打込 ﾐﾅﾐｳﾁｺﾐ
5344 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 南沖坪 ﾐﾅﾐｵｷﾉﾂﾎﾞ
5350 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 南沖ノ坪 ﾐﾅﾐｵｷﾉﾂﾎﾞ
5343 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 南折込 ﾐﾅﾐｵﾘｺﾐ
5314 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 南長畑 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾊﾀ
5345 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 南平山 ﾐﾅﾐﾋﾗﾔﾏ
5347 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
5340 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ミヤウジウ山 ﾐﾔｳｼﾞｳﾔﾏ
5226 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 宮ヶ谷 ﾐﾔｶﾞﾀﾆ
5235 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
5222 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
5313 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 宮ノ駄場 ﾐﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
5220 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
5258 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
5328 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
5267 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ユウテ ﾕｳﾃ
5319 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ユウデ ﾕｳﾃﾞ
5262 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 横ホキ ﾖｺﾎｷ
5238 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ 吉原 ﾖｼﾊﾗ
5333 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ レカ谷 ﾚｶﾀﾆ
5244 後川03 板ノ川 ｲﾀﾉｶﾜ ロクヤシキ ﾛｸﾔｼｷ
5394 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ アサガサコ ｱｻｶﾞｻｺ
5486 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ アハガサコ ｱﾊｶﾞｻｺ
5402 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 荒神ノ前 ｱﾗｶﾐﾉﾏｴ
5379 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 石原畑 ｲｼﾊﾗﾊﾞﾀｹ
5435 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 井出奈路 ｲﾃﾞﾅﾛ
5398 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 井戸谷 ｲﾄﾞﾀﾞﾆ
5445 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5378 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 芋尻釜 ｲﾓｼﾘｶﾏ
5409 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 岩ヶ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾆ
5424 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 牛ノ首 ｳｼﾉｸﾋﾞ
5352 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 馬木 ｳﾏｷ
5467 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 馬木 ｳﾏｷ
5427 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 馬床 ｳﾏﾄｺ
5496 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 馬床 ｳﾏﾄｺ
5396 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ エンド谷 ｴﾝﾄﾞﾀﾆ
5490 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 大畑 ｵｵﾊﾞﾀｹ
5456 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 沖ソリ ｵｷｿﾘ
5419 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 奥クニギヲ ｵｸｸﾆｷﾞｵ
5376 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 奥源ノ次谷 ｵｸｹﾞﾝﾉｼﾞﾀﾆ
5375 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 奥城ガ谷 ｵｸｼﾛｶﾞﾀﾆ
5476 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 奥城カ谷 ｵｸｼﾛｶﾞﾀﾆ
5462 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 奥谷田 ｵｸﾀﾆﾀﾞ
5397 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ヲチハタ ｵﾁﾊﾀ
5430 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小野口 ｵﾉｸﾁ
5361 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ヲバ尻 ｵﾊﾞｼﾘ
5403 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ヲモタ ｵﾓﾀ
5448 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 柿ノ木峠 ｶｷﾉｷﾄｳｹﾞ
5499 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 柿ノ木峠 ｶｷﾉｷﾄｵｹﾞ
5413 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ カヂガサコ ｶﾁﾞｶﾞｻｺ
5493 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ カヂガサコ ｶﾁﾞｶﾞｻｺ
5390 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ カツラ山 ｶﾂﾗﾔﾏ
5401 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ カニ越 ｶﾆｺﾞｼ
5370 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 上九日田 ｶﾐｸﾆﾁﾀﾞ
5442 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 上ミ奈路 ｶﾐﾅﾛ
5407 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 上ミホゲ ｶﾐﾎｹﾞ
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5433 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 上ミ宮崎駄場 ｶﾐﾐﾔｻﾞｷﾀﾞﾊﾞ
5494 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 北大森 ｷﾀｵｵﾓﾘ
5468 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 北宮ノ駄場 ｷﾀﾐﾔﾀﾞﾊﾞ
5386 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 久才川 ｸｻｲｶﾞﾜ
5387 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 久才川口 ｸｻｲｶﾞﾜｸﾞﾁ
5360 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 楠ノ木谷 ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
5470 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 楠ノ木谷 ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
5420 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ クニギヲ ｸﾆｷﾞｵ
5369 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 九日田 ｸﾆﾁﾀﾞ
5458 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 熊ヶ崎 ｸﾏｶﾞｻｷ
5388 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 栗ノ木サコ ｸﾘﾉｷｻｺ
5482 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 栗ノ木サコ ｸﾘﾉｷｻｺ
5366 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 栗原 ｸﾘﾊﾗ
5389 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ コクサイ山 ｺｸｻｲﾔﾏ
5425 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小サキ ｺｻｷ
5447 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小瀧山 ｺﾀｷﾔﾏ
5451 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小橘川 ｺﾀﾁﾊﾞﾅｶﾞﾜ
5372 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小立目 ｺﾀﾁﾒ
5359 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾁ
5357 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小谷ノ奥 ｺﾀﾆﾉｵｸ
5358 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小谷ノ口 ｺﾀﾆﾉｸﾁ
5416 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小藤ノ川 ｺﾌｼﾞﾉｶﾜ
5501 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ゴボヲサコ ｺﾞﾎﾞｵｻｺ
5438 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小松ノサコ ｺﾏﾂﾉｻｺ
5406 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 小山ヶ谷 ｺﾔﾏｶﾞﾀﾆ
5440 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 権現原 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾗ
5454 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
5422 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 坂ノ本 ｻｶﾉﾓﾄ
5417 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 坂本口 ｻｶﾓﾄｸﾞﾁ
5488 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ザレザコ ｻﾞﾚｻﾞｺ
5492 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ シヲリ ｼｵﾘ
5426 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 下モ小サキ ｼﾓｺｻｷ
5405 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 下モ袖 ｼﾓｿﾃﾞ
5356 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 下駄場 ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
5408 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 下モホゲ ｼﾓﾎｹﾞ
5437 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 下モ宮崎 ｼﾓﾐﾔｻﾞｷ
5415 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 下モ六郎屋式 ｼﾓﾛｸﾛｳ
5497 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ショシガタキ ｼﾖｼｶﾞﾀｷ
5474 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 城カサコ ｼﾛｶｻｺ
5449 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 城ヶ谷 ｼﾛｶﾞﾀﾆ
5429 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 新鳩ノ巣 ｼﾝﾊﾄﾉｽ
5362 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ スナゴ ｽﾅｺﾞ
5463 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ セバタ ｾﾊﾞﾀ
5367 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 田頭 ﾀｶﾞｼﾗ
5444 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 瀧ノ本 ﾀｷﾉﾓﾄ
5481 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
5368 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 竹ノ奥 ﾀｹﾉｵｸ
5472 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 竹ノ奥 ﾀｹﾉｵｸ
5478 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 橘ヶ谷 ﾀﾁﾊﾞﾅｶﾞﾀﾆ
5450 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 橘川 ﾀﾁﾊﾞﾅｶﾞﾜ
5460 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 谷田口 ﾀﾆﾀﾞｸﾞﾁ
5410 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 長永田 ﾁﾖｳﾅｶﾞﾀ
5371 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ トイロ ﾄｲﾛ
5423 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 轟口 ﾄﾄﾞﾛｷｸﾞﾁ
5428 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 中串 ﾅｶｸｼ
5443 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ナカコヲタ ﾅｶｺｵﾀ
5381 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 長瀬 ﾅｶﾞｾ
5400 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
5489 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
5461 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 中谷田 ﾅｶﾀﾆﾀﾞ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 56/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

5439 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 流レ田 ﾅｶﾞﾚﾀ
5441 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 流レ田権現原 ﾅｶﾞﾚﾀｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾗ
5487 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ナナサコ ﾅﾅｻｺ
5465 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 南船ケサコ ﾅﾝｾﾝｹｻｺ
5399 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西井戸谷 ﾆｼｲﾄﾞﾀﾞﾆ
5395 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西キョウブ ﾆｼｷﾖｳﾌﾞ
5505 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西栗ノ木サコ ﾆｼｸﾘﾉｷｻｺ
5373 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西小立目 ﾆｼｺﾀﾁﾒ
5473 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西小立目 ﾆｼｺﾀﾁﾒ
5355 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西下駄場 ﾆｼｼﾓﾀﾞﾊﾞ
5363 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西奈路 ﾆｼﾅｼﾞ
5432 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西鳩ノ巣 ﾆｼﾊﾄﾉｽ
5391 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西ホバ藪 ﾆｼﾎﾊﾞﾔﾌﾞ
5469 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 西水屋 ﾆｼﾐｽﾞﾔ
5418 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ニノ谷口 ﾆﾉﾀﾆｸﾞﾁ
5464 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ハギカ谷 ﾊｷﾞｶﾀﾞﾆ
5411 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 八郎屋式 ﾊﾁﾛｳﾔｼｷ
5431 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 鳩ノ巣 ﾊﾄﾉｽ
5404 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 東キヨブ ﾋｶﾞｼｷﾖﾌﾞ
5491 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 東ギョブ ﾋｶﾞｼｷﾞﾖﾌﾞ
5504 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 東栗ノ木サコ ﾋｶﾞｼｸﾘﾉｷｻｺ
5377 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 東源ノ次田 ﾋｶﾞｼｹﾞﾝﾉｼﾞﾀ
5457 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 東奈路 ﾋｶﾞｼﾅﾛ
5459 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 東奈路 ﾋｶﾞｼﾅﾛ
5392 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 東ホバ藪 ﾋｶﾞｼﾎﾊﾞﾔﾌﾞ
5455 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 東屋式 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
5453 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 一ツ谷 ﾋﾄﾂﾀﾞﾆ
5385 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ヒナタ渕 ﾋﾅﾀﾌﾞﾁ
5446 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 船カサコ ﾌﾅｶｻｺ
5393 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 古屋ヶ谷 ﾌﾙﾔｶﾞﾀﾆ
5485 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 古屋ヶ谷 ﾌﾙﾔｶﾞﾀﾆ
5364 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 坊ノ下タ ﾎﾞｳﾉｼﾀ
5365 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 坊屋式 ﾎﾞｳﾔｼｷ
5412 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ホリカサコ ﾎﾘｶｻｺ
5384 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 松カサコ ﾏﾂｶｻｺ
5484 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 松カサコ ﾏﾂｶｻｺ
5354 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 水屋 ﾐｽﾞﾔ
5495 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 南大森 ﾐﾅﾐｵｵﾓﾘ
5502 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 南船ケサコ ﾐﾅﾐﾌﾅｹｻｺ
5506 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 南山ノ神谷 ﾐﾅﾐﾔﾏﾉｶﾐﾀﾆ
5436 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
5434 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 宮崎駄場 ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞﾊﾞ
5353 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 宮ノ駄場 ﾐﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
5383 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 向ヒリウソ ﾑｶｲﾘｳｿ
5380 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ムクリ ﾑｸﾘ
5477 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ムクリ ﾑｸﾘ
5421 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 本谷セイ本 ﾓﾄﾀﾆｾｲﾎﾝ
5452 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
5466 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 山クシ ﾔﾏｸｼ
5503 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 山クシ ﾔﾏｸｼ
5374 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾆ
5475 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾆ
5483 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ユリサイ山 ﾕﾘｻｲﾔﾏ
5471 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 横ホキ ﾖｺﾎｷ
5498 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ ヨセクチ ﾖｾｸﾁ
5382 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ リウソ ﾘｳｿ
5479 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ リウソ ﾘｳｿ
5480 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 路木 ﾛｷﾞ
5500 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 六字山 ﾛｸｼﾞﾔﾏ
5414 後川04 口鴨川 ｸﾁｶﾓｶﾞﾜ 六郎屋式 ﾛｸﾛｳﾔｼｷ
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5732 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 赤松 ｱｶﾏﾂ
5619 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ アゲノマエ ｱｹﾞﾉﾏｴ
5809 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 穴ガ峠 ｱﾅｶﾞﾄｳｹﾞ
5692 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ アンゼ ｱﾝｾﾞ
5760 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 石神 ｲｼｶﾐ
5595 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 市生原口 ｲﾁｾｲﾊﾗｸﾁ
5892 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 市生原西路 ｲｯﾁｭｳﾊﾞﾗﾆｼｼﾞ
5891 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 市生原東路 ｲｯﾁｭｳﾊﾞﾗﾋｶﾞｼｼﾞ
5548 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 五味駄場 ｲﾂﾐﾀﾞﾊﾞ
5611 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 井手ノ上ヘ ｲﾃﾞﾉｳｴ
5765 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 稲カ峠 ｲﾅｶﾄｳｹﾞ
5687 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5923 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
5943 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 芋坪 ｲﾓﾂﾎﾞ
5909 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 岩カトヲ ｲﾜｶﾄｵ
5643 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ イワガトヲ ｲﾜｶﾞﾄｵ
5575 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 岩塚 ｲﾜﾂｶ
5886 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 岩塚 ｲﾜﾂｶ
5623 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上田 ｳｴﾀ
5751 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上松 ｳｴﾏﾂ
5777 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 畝崎 ｳﾈｻｷ
5948 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ウバガフツクロ ｳﾊﾞｶﾞﾌﾂｸﾛ
5626 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 馬カ谷 ｳﾏｶﾀﾆ
5628 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 馬ヶ谷口 ｳﾏｶﾞﾀﾆｸﾁ
5848 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大佐古 ｵｵｻｺ
5531 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大下モ ｵｵｼﾓ
5517 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大谷 ｵｵﾀﾆ
5631 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大谷 ｵｵﾀﾆ
5868 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大谷 ｵｵﾀﾆ
5768 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
5945 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
5733 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大駄場ノ鼻 ｵｵﾀﾞﾊﾞﾉﾊﾅ
5684 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大奈路 ｵｵﾅﾛ
5537 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大畠 ｵｵﾊﾀ
5686 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大平 ｵｵﾋﾗ
5922 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 大平 ｵｵﾋﾗ
5840 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
5596 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥市生原 ｵｸｲﾁｾｲﾊﾗ
5767 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥稲ガ峠 ｵｸｲﾅｶﾞﾄｳｹﾞ
5755 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥榎ノ左古 ｵｸｴﾉｷﾉｻｺ
5862 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥折山 ｵｸｵﾘﾔﾏ
5989 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥源口 ｵｸｹﾞﾝｸﾁ
5648 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥源内 ｵｸｹﾞﾝﾅｲ
5660 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥小巻尾 ｵｸｺﾏｷｵ
5641 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥猿カ内 ｵｸｻﾙｶﾅｲ
5532 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥城ノ川 ｵｸｼﾛﾉｶﾜ
5574 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥高畑 ｵｸﾀｶﾊﾀ
5963 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥竹サコ ｵｸﾀｹｻｺ
5837 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥竹ノ左古 ｵｸﾀｹﾉｻｺ
5637 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥ツイカタニ ｵｸﾂｲｶﾀﾆ
5808 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥樋ノ口 ｵｸﾄｲﾉｸﾁ
5779 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥トビノス ｵｸﾄﾋﾞﾉｽ
5947 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥鳶ノス ｵｸﾄﾋﾞﾉｽ
5758 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲクナイ ｵｸﾅｲ
5990 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥長サコ ｵｸﾅｶﾞｻｺ
5836 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥長谷 ｵｸﾅｶﾞﾀﾆ
5525 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲクノス ｵｸﾉｽ
5556 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥登リサコ ｵｸﾉﾎﾞﾘｻｺ
5844 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥長谷ノ川 ｵｸﾊｾﾉｶﾜ
5978 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲクヒス ｵｸﾋｽ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 58/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

5606 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥ヒラノ ｵｸﾋﾗﾉ
5569 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥ヒラハエ ｵｸﾋﾗﾊｴ
5986 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥フキカ谷 ｵｸﾌｷｶﾀﾆ
5658 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奥巻尾 ｵｸﾏｷｵ
5515 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 於倉畑 ｵｸﾗﾊﾀｹ
5867 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲクラ畑 ｵｸﾗﾊﾞﾀｹ
5561 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲゴマ谷 ｵｺﾞﾏﾀﾆ
5713 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲゾゴエノ西 ｵｿﾞｺﾞｴﾉﾆｼ
5712 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲソゴエノハナ ｵｿｺﾞｴﾉﾊﾅ
5613 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 小谷口 ｵﾀﾞﾆｸﾁ
5788 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 落合 ｵﾁｱｲ
5827 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 帯刀尻 ｵﾋﾞﾄｳｼﾘ
5860 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 折山 ｵﾘﾔﾏ
5859 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 折山口 ｵﾘﾔﾏｸﾁ
5863 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 折山セイ ｵﾘﾔﾏｾｲ
5932 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲワコエノ西 ｵﾜｺｴﾉﾆｼ
5774 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
5822 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ カアラチ ｶｱﾗﾁ
5646 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 界野 ｶｲﾉ
5644 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 界ノ口 ｶｲﾉｸﾁ
5557 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ カゲ平 ｶｹﾞﾋﾗ
5882 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ カゲ平 ｶｹﾞﾋﾗ
5823 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 笠松ノ畝 ｶｻﾉｳﾈ
5960 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 笠松 ｶｻﾏﾂ
5771 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 梶原 ｶｼﾞﾊﾗ
5952 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ カドガサコ ｶﾄﾞｶﾞｻｺ
5662 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ カ子ソラ ｶﾈｿﾗ
5968 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 釜床 ｶﾏﾕｶ
5842 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ庵 ｶﾐｱﾝ
5841 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ庵谷 ｶﾐｱﾝﾀﾆ
5541 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ小立目 ｶﾐｺﾀﾁﾒ
5876 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ小立目 ｶﾐｺﾀﾁﾒ
5621 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミシダ ｶﾐｼﾀﾞ
5853 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ下モ谷 ｶﾐｼﾓﾀﾆ
5972 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミシモ谷 ｶﾐｼﾓﾀﾆ
5797 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ辻堂 ｶﾐﾂｼﾞﾄﾞｳ
5584 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ轟 ｶﾐﾄﾄﾞﾛｷ
5612 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ハ井手 ｶﾐﾊｲﾃ
5597 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ハ芝 ｶﾐﾊｼﾊﾞ
5598 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上八芝 ｶﾐﾊﾁｼﾊﾞ
5604 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ハ椿 ｶﾐﾊﾂﾊﾞｷ
5599 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ハ門野 ｶﾐﾊﾓﾝﾔ
5560 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上曵出 ｶﾐﾋｷﾃﾞ
5802 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミヒゼキ ｶﾐﾋｾﾞｷ
5590 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ松カサコ ｶﾐﾏﾂｶｻｺ
5941 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ松カサコ ｶﾐﾏﾂｶｻｺ
5749 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミマツガサコ ｶﾐﾏﾂｶﾞｻｺ
5981 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ松ガサコ ｶﾐﾏﾂｶﾞｻｺ
5546 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ松木 ｶﾐﾏﾂｷ
5879 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ松木 ｶﾐﾏﾂｷ
5980 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミ松サコ ｶﾐﾏﾂｻｺ
5618 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上ミヤケマサ ｶﾐﾔｹﾏｻ
5724 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
5757 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 唐谷 ｶﾗｼﾀﾆ
5944 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 唐谷 ｶﾗｼﾀﾆ
5702 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 河内山 ｶﾜｳﾁﾔﾏ
5929 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 河内山 ｶﾜｳﾁﾔﾏ
5775 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 川久保 ｶﾜｸﾎﾞ
5741 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 川崎 ｶﾜｻｷ
5791 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 河戸橋 ｶﾜﾄﾊｼ
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5900 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ カンジャウ山 ｶﾝｼﾞﾔｳﾔﾏ
5627 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ カンショウ ｶﾝｼﾖｳ
5908 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ キスカサコ ｷｽｶｻｺ
5925 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北アンセ ｷﾀｱﾝｾ
5766 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北稲ガ峠 ｷﾀｲﾅｶﾞﾄｳｹﾞ
5942 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北榎木サコ ｷﾀｴﾉｷｻｺ
5965 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北カミアン ｷﾀｶﾐｱﾝ
5674 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北絹笠 ｷﾀｷﾇｶｻ
5918 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北キヌカサ ｷﾀｷﾇｶｻ
5696 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北キョウブ ｷﾀｷﾖｳﾌﾞ
5927 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北ギョブ ｷﾀｷﾞﾖﾌﾞ
5902 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北セイハチ ｷﾀｾｲﾊﾁ
5983 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北セイハチ ｷﾀｾｲﾊﾁ
5630 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北セイハナ ｷﾀｾｲﾊﾅ
5962 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北竹サコ ｷﾀﾀｹｻｺ
5833 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北竹ノ左古 ｷﾀﾀｹﾉｻｺ
5950 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北轟 ｷﾀﾄﾄﾞﾛｷ
5839 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北長瀧 ｷﾀﾅｶﾞﾀｷ
5964 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 北長タキ ｷﾀﾅｶﾞﾀｷ
5740 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 吉内屋式 ｷﾁﾅｲﾔｼｷ
5912 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 絹笠口 ｷﾇｶｻｸﾁ
5826 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 木ノ小尻 ｷﾉｺｼﾘ
5511 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 木ノ尻 ｷﾉｼﾘ
5697 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ キョウブ ｷﾖｳﾌﾞ
5699 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ キヨブクチ ｷﾖﾌﾞｸﾁ
5928 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ギヨブ口 ｷﾞﾖﾌﾞｸﾁ
5966 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ クイカサコ ｸｲｶｻｺ
5845 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ クイガサコ ｸｲｶﾞｻｺ
5709 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 楠ノ木 ｸｽﾉｷ
5931 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 楠ノ木 ｸｽﾉｷ
5753 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 口榎ノ左古 ｸﾁｴﾉｷﾉｻｺ
5529 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 口城ノ川 ｸﾁｼﾛﾉｶﾜ
5563 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 口高畑 ｸﾁﾀｶﾊﾀ
5834 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 口長谷 ｸﾁﾅｶﾞﾀﾆ
5830 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 口長谷ノ川 ｸﾁﾅｶﾞﾀﾆｶﾜ
5601 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 口ヒラノ ｸﾁﾋﾗﾉ
5780 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 久保 ｸﾎﾞ
5752 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 桑木ノ左古 ｸﾜｷﾉｻｺ
5624 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ゲタ ｹﾞﾀ
5649 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 源内口 ｹﾞﾝﾅｲｸﾁ
5939 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 幸崎ヲウ ｺｳｻｷｵｳ
5799 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 光泉寺 ｺｳｾﾝｼﾞ
5739 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 神田 ｺｳﾀﾞ
5865 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ コウライジリ ｺｳﾗｲｼﾞﾘ
5959 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ コクバン ｺｸﾊﾞﾝ
5819 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ コクハンザコ ｺｸﾊﾝｻﾞｺ
5700 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 五代切 ｺﾞﾀﾞｲｷﾘ
5519 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ コバン谷 ｺﾊﾞﾝﾀﾆ
5872 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ コビサコ ｺﾋﾞｻｺ
5524 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ コビザコ ｺﾋﾞｻﾞｺ
5656 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 小巻尾 ｺﾏｷｵ
5609 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 小松カサコ ｺﾏﾂｶｻｺ
5955 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 五郎城 ｺﾞﾛｳｼﾞﾖｳ
5507 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 境駄場 ｻｶｲﾀﾞﾊﾞ
5510 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 坂ヶ谷 ｻｶｶﾞﾀﾆ
5866 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 坂谷 ｻｶﾀﾆ
5508 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 坂谷口 ｻｶﾀﾆｸﾁ
5734 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 櫻迴リ ｻｸﾗﾏﾜﾘ
5858 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ サテバ ｻﾃﾊﾞ
5873 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ サルカタキ ｻﾙｶﾀｷ
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5526 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 猿ヶ滝 ｻﾙｶﾞﾀｷ
5639 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 猿カ内 ｻﾙｶﾅｲ
5668 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 山椒谷 ｻﾝｼﾖｳﾀﾆ
5667 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 山椒谷口 ｻﾝｼﾖｳﾀﾆｸﾁ
5916 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ サンショ谷 ｻﾝｼﾖﾀﾆ
5544 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 椎ノ木トヲ ｼｲﾉｷﾄｵ
5670 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シシバン ｼｼﾊﾞﾝ
5917 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シシバン ｼｼﾊﾞﾝ
5671 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シシパン ｼｼﾊﾟﾝ
5581 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下タ駄場 ｼﾀﾀﾞﾊﾞ
5603 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下タ椿 ｼﾀﾂﾊﾞｷ
5620 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シタノサコクチ ｼﾀﾉｻｺｸﾁ
5801 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下タヒゼキ ｼﾀﾋｾﾞｷ
5750 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下タマツカサコ ｼﾀﾏﾂｶｻｺ
5940 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下タ松カサコ ｼﾀﾏﾂｶｻｺ
5893 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下門野 ｼﾀﾓﾝﾔ
5679 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シデハタ ｼﾃﾞﾊﾀ
5921 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シテ畑 ｼﾃﾊﾞﾀｹ
5746 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シドヲ ｼﾄﾞｵ
5593 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 芝 ｼﾊﾞ
5607 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モウト ｼﾓｳﾄ
5896 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モウト ｼﾓｳﾄ
5652 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モゲタ ｼﾓｹﾞﾀ
5653 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モゲタグチ ｼﾓｹﾞﾀｸﾞﾁ
5911 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モゲタセイ ｼﾓｹﾞﾀｾｲ
5651 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モゲタノセイ ｼﾓｹﾞﾀﾉｾｲ
5512 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ城口 ｼﾓｼﾛｸﾁ
5857 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
5974 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下谷 ｼﾓﾀﾆ
5856 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ谷口 ｼﾓﾀﾆｸﾁ
5888 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ駄場 ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
5582 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ轟 ｼﾓﾄﾄﾞﾛｷ
5705 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下西ノ峰 ｼﾓﾆｼﾉﾐﾈ
5784 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モノ谷 ｼﾓﾉﾀﾆ
5785 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モノ谷口 ｼﾓﾉﾀﾆｸﾁ
5647 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モハイノヒラ ｼﾓﾊｲﾉﾋﾗ
5650 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下巻尾口 ｼﾓﾏｷｵｸﾁ
5805 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ又 ｼﾓﾏﾀ
5954 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ又 ｼﾓﾏﾀ
5803 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ又口 ｼﾓﾏﾀｸﾁ
5793 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ門ガサコ ｼﾓﾓﾝｶﾞｻｺ
5594 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 下モ屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
5545 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シャシャブガ向 ｼﾔｼﾔﾌﾞｶﾞﾑｷ
5710 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シャシャブサコ ｼﾔｼﾔﾌﾞｻｺ
5824 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シャシャブ駄場 ｼﾔｼﾔﾌﾞﾀﾞﾊﾞ
5608 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 次郎五郎屋敷 ｼﾞﾛｳｺﾞﾛｳﾔｼｷ
5527 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 城ヶ滝 ｼﾛｶﾞﾀﾆ
5721 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シロサコ ｼﾛｻｺ
5543 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 城ノ畝 ｼﾛﾉｳﾈ
5550 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 城ノ上ヘ ｼﾛﾉｶﾐｴ
5528 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 城ノ川 ｼﾛﾉｶﾜ
5818 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 城ノ下タ ｼﾛﾉｼﾀ
5817 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 城ノ鼻 ｼﾛﾉﾊﾅ
5549 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 城ノ平 ｼﾛﾉﾋﾗ
5806 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 新道 ｼﾝﾄﾞｳ
5645 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シンヤサコ ｼﾝﾔｻｺ
5910 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ シンヤサコ ｼﾝﾔｻｺ
5722 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ
5878 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 椎之木トウ ｽｲﾉｷﾄｳ
5567 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ スケカ谷 ｽｹｶﾀﾆ
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5566 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ スゲガ谷 ｽｹﾞｶﾞﾀﾆ
5565 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ スケカ谷口 ｽｹｶﾀﾆｸﾞﾁ
5884 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ スゲカトヲ ｽｹﾞｶﾄｵ
5979 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ スゲガトヲ ｽｹﾞｶﾞﾄｵ
5568 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ スゲガトラ ｽｹﾞｶﾞﾄﾗ
5629 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ セイドウ ｾｲﾄﾞｳ
5901 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ セイトヲ ｾｲﾄｵ
5903 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ セイハチタニ ｾｲﾊﾁﾀﾆ
5632 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ セイハチタン ｾｲﾊﾁﾀﾝ
5622 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ セエノクチ ｾｴﾉｸﾁ
5683 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 高枦 ﾀｶﾄ
5573 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 高畑北谷 ﾀｶﾊﾀｷﾀﾀﾆ
5728 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ タカヒ ﾀｶﾋ
5552 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 高薮 ﾀｶﾔﾌﾞ
5881 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 高藪 ﾀｶﾔﾌﾞ
5730 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 滝ノ上ヘ ﾀｷﾉｳｴ
5695 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 瀧ノ首ヒ ﾀｷﾉｸﾋ
5729 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 滝ノ前 ﾀｷﾉﾏｴ
5701 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 瀧ノ本 ﾀｷﾉﾓﾄ
5850 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 竹ヶ崎 ﾀｹｶﾞｻｷ
5970 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 竹ガサキ ﾀｹｶﾞｻｷ
5688 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 竹銀 ﾀｹｷﾞﾝ
5829 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 竹ノ左古 ﾀｹﾉｻｺ
5961 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 竹ノサコ ﾀｹﾉｻｺ
5509 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
5638 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ツイカコシ ﾂｲｶｺｼ
5905 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ツイカコシ ﾂｲｶｺｼ
5634 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ツイカタニグチ ﾂｲｶﾀﾆｸﾞﾁ
5796 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 辻堂 ﾂｼﾞﾄﾞｳ
5723 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ トイダ ﾄｲﾀﾞ
5727 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ トイノ上ヘ ﾄｲﾉｶﾐｴ
5811 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 樋ノ口 ﾄｲﾉｸﾁ
5708 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ トウジリ ﾄｳｼﾞﾘ
5937 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東大ダバ ﾄｳﾀﾞｲﾀﾞﾊﾞ
5825 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 堂ノ上ヘ ﾄﾞｳﾉｳｴ
5874 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 登尾 ﾄｳﾋﾞ
5764 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ トヲガタニ ﾄｵｶﾞﾀﾆ
5763 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ トヲガタニグチ ﾄｵｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
5776 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
5672 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 鳥ガ峠 ﾄﾘｶﾞﾄｳｹﾞ
5669 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 鳥カ峠口 ﾄﾘｶﾄｳｹﾞｸﾞﾁ
5675 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 鳥カ峠越 ﾄﾘｶﾄｳｹﾞｺﾞｴ
5716 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ドンデハタ ﾄﾞﾝﾃﾞﾊﾀ
5715 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ドンデバタ ﾄﾞﾝﾃﾞﾊﾞﾀ
5714 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ トンデハタクチ ﾄﾝﾃﾞﾊﾀｸﾁ
5754 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中榎ノ左古 ﾅｶｴﾉｷﾉｻｺ
5685 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中尾 ﾅｶｵ
5521 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中ゴヤ ﾅｶｺﾞﾔ
5694 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ナカサコ ﾅｶｻｺ
5576 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
5577 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長サコクチ ﾅｶﾞｻｺｸﾁ
5887 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長サコセイ ﾅｶﾞｻｺｾｲ
5580 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長サコ谷セイ ﾅｶﾞｻｺﾀﾆｾｲ
5640 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中猿カ内 ﾅｶｻﾙｶﾅｲ
5747 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中シトヲ ﾅｶｼﾄｵ
5854 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中下モ谷 ﾅｶｼﾓﾀﾆ
5973 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中下モ谷 ﾅｶｼﾓﾀﾆ
5513 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中城口 ﾅｶｼﾛｸﾁ
5530 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中城ノ川 ﾅｶｼﾛﾉｶﾜ
5572 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中高畑 ﾅｶﾀｶﾊﾀ
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5838 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長瀧 ﾅｶﾞﾀｷ
5725 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
5737 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
5832 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長谷ノ川 ﾅｶﾞﾀﾆﾉｶﾜ
5635 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中ツイカタニ ﾅｶﾂｲｶﾀﾆ
5673 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中鳥ガ峠 ﾅｶﾄﾘｶﾞﾄｳｹﾞ
5711 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ナガトロ ﾅｶﾞﾄﾛ
5578 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中長サコ ﾅｶﾅｶﾞｻｺ
5835 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中長谷 ﾅｶﾅｶﾞﾀﾆ
5831 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中長谷ノ川 ﾅｶﾅｶﾞﾀﾆﾉｶﾜ
5706 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中西ノ峰 ﾅｶﾆｼﾉﾐﾈ
5555 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中登サコ ﾅｶﾉﾎﾞﾘｻｺ
5772 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 仲ノ前 ﾅｶﾉﾏｴ
5605 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中ヒラノ ﾅｶﾋﾗﾉ
5895 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 仲平ノ ﾅｶﾋﾗﾉ
5985 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中フキカ谷 ﾅｶﾌｷｶﾀﾆ
5657 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 中巻尾 ﾅｶﾏｷｵ
5894 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 仲桃木ヨウ ﾅｶﾓﾓｷﾖｳ
5520 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
5870 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
5703 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 流レ田 ﾅｶﾞﾚﾀ
5571 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ナメラ石 ﾅﾒﾗｲｼ
5885 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ナメラ石 ﾅﾒﾗｲｼ
5794 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 奈路屋式 ﾅﾛﾔｼｷ
5731 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西赤松 ﾆｼｱｶﾏﾂ
5936 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西赤松 ﾆｼｱｶﾏﾂ
5816 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西入ノ道ノ森 ﾆｼｲﾘﾉﾐﾁﾉﾓﾘ
5847 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西大佐古 ﾆｼｵｵｻｺ
5967 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西大サコ ﾆｼｵｵｻｺ
5661 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西カ子ソラ ﾆｼｶﾈｿﾗ
5913 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西カ子ワラ ﾆｼｶﾈﾜﾗ
5953 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西五郎城 ﾆｼｺﾞﾛｳｼﾞﾖｳ
5542 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西椎ノ木 ﾆｼｼｲﾉｷ
5676 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西シシバン ﾆｼｼｼﾊﾞﾝ
5919 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西シシバン ﾆｼｼｼﾊﾞﾝ
5677 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西シシパン ﾆｼｼｼﾊﾟﾝ
5592 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西芝 ﾆｼｼﾊﾞ
5877 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西椎ノ木 ﾆｼｽｲﾉｷ
5717 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ソバシリ ﾆｼｿﾊﾞｼﾘ
5933 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ソバジリ ﾆｼｿﾊﾞｼﾞﾘ
5855 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西竹カサコ口 ﾆｼﾀｹｶｻｺｸﾁ
5851 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西竹カ谷 ﾆｼﾀｹｶﾞﾀﾆ
5636 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ツイカタニ ﾆｼﾂｲｶﾀﾆ
5904 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ツイカ谷 ﾆｼﾂｲｶﾀﾆ
5583 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西轟 ﾆｼﾄﾄﾞﾛｷ
5778 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西トビノス ﾆｼﾄﾋﾞﾉｽ
5579 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西長サコ谷 ﾆｼﾅｶﾞｻｺﾀﾆ
5726 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西仲谷 ﾆｼﾅｶﾀﾆ
5935 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西仲谷 ﾆｼﾅｶﾀﾆ
5958 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西入道 ﾆｼﾆﾕｳﾄﾞｳ
5930 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ノ峠 ﾆｼﾉﾄｳｹﾞ
5704 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ノ峰 ﾆｼﾉﾐﾈ
5707 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ノ峰口 ﾆｼﾉﾐﾈｸﾁ
5591 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ヒビノ木 ﾆｼﾋﾋﾞﾉｷ
5949 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西フキ原 ﾆｼﾌｷﾊﾗ
5659 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西巻尾 ﾆｼﾏｷｵ
5899 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西向イ谷 ﾆｼﾑｶｲﾀﾆ
5988 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西モハイノヒラ ﾆｼﾓﾊｲﾉﾋﾗ
5956 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 西ヨセガサコ ﾆｼﾖｾｶﾞｻｺ
5800 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 秡川口 ﾇｷｶﾜｸﾁ
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5915 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヌタカトヲ ﾇﾀｶﾄｵ
5518 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 布山 ﾇﾉﾔﾏ
5869 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 布山 ﾇﾉﾔﾏ
5540 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 登リ尾 ﾉﾎﾞﾘｵ
5553 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 登ザコ口 ﾉﾎﾞﾘｻﾞｺｸﾁ
5533 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ハサコ谷 ﾊｻｺﾀﾆ
5745 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ハセノコヲ ﾊｾﾉｺｵ
5804 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ハタ ﾊﾀ
5815 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東穴ガ峠 ﾋｶﾞｼｱﾅｶﾞﾄｳｹﾞ
5693 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東アンゼ ﾋｶﾞｼｱﾝｾﾞ
5761 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東石神 ﾋｶﾞｼｲｼｶﾐ
5849 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東大左古 ﾋｶﾞｼｵｵｻｺ
5969 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東大サコ ﾋｶﾞｼｵｵｻｺ
5736 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東大駄場鼻 ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾞﾊﾞﾊﾅ
5759 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東ヲクナイ ﾋｶﾞｼｵｸﾅｲ
5828 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東帯刀尻 ﾋｶﾞｼｵﾋﾞﾄｳｼﾘ
5907 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東サルカウチ ﾋｶﾞｼｶｳﾁ
5663 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東カ子ソラ ﾋｶﾞｼｶﾈｿﾗ
5742 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東川崎 ﾋｶﾞｼｶﾜｻｷ
5951 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東河トハシ ﾋｶﾞｼｶﾜﾄﾊｼ
5984 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東木ノ小尻 ﾋｶﾞｼｷﾉｺｼﾘ
5698 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東キョウブ ﾋｶﾞｼｷﾖｳﾌﾞ
5846 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東クイガサコ ﾋｶﾞｼｸｲｶﾞｻｺ
5691 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東コエノソラ ﾋｶﾞｼｺｴﾉｿﾗ
5735 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東櫻迴リ ﾋｶﾞｼｻｸﾗﾏﾜﾘ
5975 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東サデハ ﾋｶﾞｼｻﾃﾞﾊ
5861 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東サデバ ﾋｶﾞｼｻﾃﾞﾊﾞ
5642 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東猿カ内 ﾋｶﾞｼｻﾙｶﾅｲ
5719 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東新屋敷 ﾋｶﾞｼｼﾝﾔｼｷ
5934 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東新屋式 ﾋｶﾞｼｼﾝﾔｼｷ
5924 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東タカアセ ﾋｶﾞｼﾀｶｱｾ
5690 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東高枦 ﾋｶﾞｼﾀｶﾄ
5738 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東タカヒ ﾋｶﾞｼﾀｶﾋ
5938 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東高ヒ ﾋｶﾞｼﾀｶﾋ
5880 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東高藪 ﾋｶﾞｼﾀｶﾔﾌﾞ
5926 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東タキモト ﾋｶﾞｼﾀｷﾓﾄ
5971 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東タケカ谷 ﾋｶﾞｼﾀｹｶﾀﾆ
5852 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東竹ガ谷 ﾋｶﾞｼﾀｹｶﾞﾀﾆ
5807 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東樋ノ口 ﾋｶﾞｼﾄｲﾉｸﾁ
5798 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東秡川 ﾋｶﾞｼﾇｷｶﾞﾜ
5883 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東ヒラバエ ﾋｶﾞｼﾋﾗﾊﾞｴ
5786 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東フキハラ ﾋｶﾞｼﾌｷﾊﾗ
5789 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東又口 ﾋｶﾞｼﾏﾀｸﾁ
5588 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヒガシミョウガサコ ﾋｶﾞｼﾐﾖｳｶﾞｻｺ
5977 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東ミョウガサコ ﾋｶﾞｼﾐﾖｳｶﾞｻｺ
5890 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東ミヨカサコ ﾋｶﾞｼﾐﾖｶｻｺ
5987 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東モハイノヒラ ﾋｶﾞｼﾓﾊｲﾉﾋﾗ
5614 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東焼マサ ﾋｶﾞｼﾔｷﾏｻ
5782 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 東宿奈路 ﾋｶﾞｼﾔﾄﾞﾅﾛ
5559 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 曵出谷口 ﾋｷﾃﾞﾀﾆｸﾁ
5523 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヒスウ ﾋｽｳ
5756 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヒスウ ﾋｽｳ
5522 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヒスウコ ﾋｽｳｺ
5587 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヒビノ木谷口 ﾋﾋﾞﾉｷﾀﾆｸﾁ
5820 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 火用心畑 ﾋﾖｳｼﾞﾝﾊﾀｹ
5821 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 火用心畑道ノ下タ ﾋﾖｳｼﾞﾝﾊﾞﾀﾐﾁﾉｼﾀ
5564 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヒラハエ ﾋﾗﾊｴ
5570 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヒラバエグチ ﾋﾗﾊﾞｴｸﾞﾁ
5718 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 平畑 ﾋﾗﾊﾞﾀｹ
5516 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ フキカ谷 ﾌｷｶﾀﾆ
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5514 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ フキカ谷口 ﾌｷｶﾀﾆｸﾁ
5814 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ フキキリ ﾌｷｷﾘ
5957 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 吹切 ﾌｷｷﾘ
5787 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ フキハラ ﾌｷﾊﾗ
5551 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ
5762 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ フルエ ﾌﾙｴ
5689 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ マエノソラ ﾏｴﾉｿﾗ
5655 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 巻尾 ﾏｷｵ
5654 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 巻尾口 ﾏｷｵｸﾞﾁ
5889 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 又口北 ﾏﾀｸﾁｷﾀ
5586 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 又口北路 ﾏﾀｸﾞﾁｷﾀｼﾞ
5585 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 又口南路 ﾏﾀｸﾞﾁﾐﾅﾐｼﾞ
5665 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 又タノサコ ﾏﾀﾉｻｺ
5666 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 又タノサコクチ ﾏﾀﾉｻｺｸﾁ
5664 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 又タノトヲ ﾏﾀﾉﾄｵ
5678 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 松尾谷 ﾏﾂｵﾀﾆ
5920 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 松尾谷 ﾏﾂｵﾀﾆ
5812 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 松カ左古 ﾏﾂｶｻｺ
5748 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ マツガサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
5547 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 松木渕 ﾏﾂｷﾌﾞﾁ
5562 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 丸山口 ﾏﾙﾔﾏｸﾞﾁ
5992 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南大奈路 ﾐﾅﾐｵｵﾅﾛ
5538 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南大畠 ﾐﾅﾐｵｵﾊﾀ
5864 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南折山 ﾐﾅﾐｵﾘｶﾏ
5976 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南ヲリ山 ﾐﾅﾐｵﾘﾔﾏ
5770 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南梶原 ﾐﾅﾐｶｼﾞﾊﾗ
5991 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南カ子ソラ ﾐﾅﾐｶﾈｿﾗ
5914 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南カ子ワラ ﾐﾅﾐｶﾈﾜﾗ
5843 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南クイサカコ ﾐﾅﾐｸｲｻｶｺ
5616 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南小路 ﾐﾅﾐｺｳｼﾞ
5615 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南小谷 ﾐﾅﾐｺﾀﾆ
5906 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南サルカウチ ﾐﾅﾐｻﾙｶｳﾁ
5897 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南シタサコ ﾐﾅﾐｼﾀｻｺ
5617 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南シタノサコ ﾐﾅﾐｼﾀﾉｻｺ
5875 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南登尾 ﾐﾅﾐﾄｳﾋﾞ
5871 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南仲木屋 ﾐﾅﾐﾅｶｷﾔ
5535 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南ハサコ ﾐﾅﾐﾊﾅｺ
5720 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南平畑 ﾐﾅﾐﾋﾗﾊﾀｹ
5783 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南宿奈路 ﾐﾅﾐﾔﾄﾞﾅﾛ
5536 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 南柳サコ ﾐﾅﾐﾔﾅｷﾞｻｺ
5589 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ミョウカサコ ﾐﾖｳｶｻｺ
5610 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 明神 ﾐﾖｳｼﾞﾝ
5795 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ミヨキ ﾐﾖｷ
5773 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ムカイヲンヂ ﾑｶｲｵﾝﾁﾞ
5625 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 向イ谷 ﾑｶｲﾀﾆ
5898 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 向イ谷 ﾑｶｲﾀﾆ
5554 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 向イ登リサコ ﾑｶｲﾉﾎﾞﾘｻｺ
5534 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 向イサコ ﾑｷｲｻｺ
5790 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 向轟 ﾑｷﾄﾄﾞﾛｷ
5743 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 無瀬ノ川 ﾑｾﾉｶﾜ
5982 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 村上田 ﾑﾗｶﾐﾀ
5681 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ モテヤシキクチ ﾓﾃﾔｷｷｸﾁ
5680 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ モテヤシキ ﾓﾃﾔｼｷ
5600 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 桃ノ木ヨウ ﾓﾓﾉｷﾖｳ
5682 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 森ノ駄場 ﾓﾘﾉﾀﾞﾊﾞ
5792 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 門ガサコ ﾓﾝｶﾞｻｺ
5769 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヤスヲ ﾔｽｵ
5946 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヤスヲヲ ﾔｽｵｵ
5602 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヤスヲ薮 ﾔｽｵﾔﾌﾞ
5539 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 八束谷口 ﾔﾂｶﾀﾆｸﾁ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 65/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

5781 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 宿ノ奈路 ﾔﾄﾞﾉﾅﾛ
5633 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 山神口 ﾔﾏｶﾐｸﾁ
5558 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 山神ノ下タ ﾔﾏｶﾐﾉｼﾀ
5744 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ 幸崎尾 ﾕｷｻｷｵ
5813 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヨセガサコ ﾖｾｶﾞｻｺ
5810 後川05 奥鴨川 ｵｸｶﾓｶﾞﾜ ヨセカサコグチ ﾖｾｶｻｺｸﾞﾁ
6197 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ アゴシケ谷 ｱｺﾞｼｹﾀﾞﾆ
6198 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ アゴシ谷 ｱｺﾞｼﾀﾞﾆ
6354 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ アコシ山 ｱｺｼﾔﾏ
6213 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ アザガトヲ ｱｻﾞｶﾞﾄｵ
6212 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ アザガトヲロ ｱｻﾞｶﾞﾄｵﾛ
6214 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ アサノトヲ山 ｱｻﾉﾄｵﾔﾏ
6363 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ アサノトヲ山 ｱｻﾉﾄｵﾔﾏ
6294 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 足谷山 ｱｼﾀﾆﾔﾏ
6337 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 畦田 ｱｾﾞﾀ
6182 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 畦ダ ｱｾﾞﾀﾞ
6063 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 池田 ｲｹﾀﾞ
6175 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 石ヶ谷 ｲｼｶﾞﾀﾞﾆ
6253 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 石ナベ山 ｲｼﾅﾍﾞﾔﾏ
6223 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 石ノ坪 ｲｼﾉﾂﾎﾞ
6224 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 石ノ坪山 ｲｼﾉﾂﾎﾞﾔﾏ
6372 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 石ノ坪山 ｲｼﾉﾂﾎﾞﾔﾏ
6189 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 石ノ本 ｲｼﾉﾓﾄ
6023 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 板カ谷口 ｲﾀｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
6252 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 板ノ谷 ｲﾀﾉﾀﾆ
6025 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 板ノ谷山 ｲﾀﾉﾀﾆﾔﾏ
5998 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ イチツボ ｲﾁﾂﾎﾞ
5999 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 市坪 ｲﾁﾂﾎﾞ
6387 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 市坪 ｲﾁﾂﾎﾞ
6281 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 市ノノ ｲﾁﾉﾉ
6091 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 市野野口 ｲﾁﾉﾉｸﾞﾁ
6092 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 市野野谷 ｲﾁﾉﾉﾀﾆ
6058 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ イツチギ ｲﾂﾁｷﾞ
6118 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ イヌガツボ ｲﾇｶﾞﾂﾎﾞ
5993 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 井上 ｲﾉｳｴ
5994 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ イノノ ｲﾉﾉ
5996 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 井ノ野山 ｲﾉﾉﾔﾏ
6242 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ イノノ山 ｲﾉﾉﾔﾏ
6140 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 芋舟谷 ｲﾓﾌﾅﾀﾞﾆ
6037 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ イモ舟山 ｲﾓﾌﾅﾔﾏ
6316 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 芋舟山 ｲﾓﾌﾅﾔﾏ
6255 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ イモフ子山 ｲﾓﾌﾈﾔﾏ
6300 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岩右ェ門カマ ｲﾜｳｴﾓﾝｶﾏ
6119 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岩右衛門ガマ ｲﾜｳｴﾓﾝｶﾞﾏ
6267 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岩ヶ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾆ
6048 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岩ヶ谷 ｲﾜｶﾞﾀﾞﾆ
6313 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岩村山 ｲﾜﾑﾗﾔﾏ
6111 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 牛ノ子バ山 ｳｼﾉｺﾊﾞﾔﾏ
6293 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 牛ノ子バ山 ｳｼﾉﾈﾊﾞﾔﾏ
6089 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 後川 ｳｼﾛｶﾞﾜ
6208 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 後田 ｳｼﾛﾀﾞ
6334 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ウトカ谷 ｳﾄｶﾀﾞﾆ
6176 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ウドガ谷 ｳﾄﾞｶﾞﾀﾞﾆ
6162 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ウバカ谷口 ｳﾊﾞｶﾀﾆｸﾞﾁ
6279 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ウルシカ谷山 ｳﾙｼｶﾀﾆﾔﾏ
6088 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ウルシ谷 ｳﾙｼﾀﾞﾆ
5997 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 枝谷 ｴﾀﾞﾀﾞﾆ
6012 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ エノキ ｴﾉｷ
6234 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ エノキ谷 ｴﾉｷﾀﾞﾆ
6382 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ エノキ谷山 ｴﾉｷﾀﾞﾆﾔﾏ
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6248 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ エノキ山 ｴﾉｷﾔﾏ
6206 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ エボシ谷 ｴﾎﾞｼﾀﾞﾆ
6356 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ エホシ山 ｴﾎｼﾔﾏ
6205 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ エボシ山 ｴﾎﾞｼﾔﾏ
6324 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 大カチキ山 ｵｵｶﾁｷﾔﾏ
6388 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
6301 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 大タヲ山 ｵｵﾀｵﾔﾏ
6028 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 大ダバ ｵｵﾀﾞﾊﾞ
6310 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲヲト山 ｵｵﾄﾔﾏ
6133 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲヲド山 ｵｵﾄﾞﾔﾏ
6127 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 大場ツクシ ｵｵﾊﾞﾂｸｼ
6304 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 大ハツクシ山 ｵｵﾊﾂｸｼﾔﾏ
6369 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岡本山 ｵｶﾓﾄﾔﾏ
6051 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
6027 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥石鍋 ｵｸｲｼﾅﾍﾞ
6000 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥市坪 ｵｸｲﾁﾂﾎﾞ
5995 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥イノノ ｵｸｲﾉﾉ
6143 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥芋舟谷 ｵｸｲﾓﾌﾅﾀﾞﾆ
6317 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲク芋舟山 ｵｸｲﾓﾌﾅﾔﾏ
6204 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥エボシ ｵｸｴﾎﾞｼ
6128 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥大場ヅクシ ｵｸｵｵﾊﾞﾂﾞｸｼ
6156 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥カヂヤ ｵｸｶﾁﾞﾔ
6230 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ オクカラキ ｵｸｶﾗｷ
6378 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥カラキ ｵｸｶﾗｷ
6152 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲクコゴロ谷 ｵｸｺｺﾞﾛﾀﾞﾆ
6018 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥山才山 ｵｸｻﾝｻｲﾔﾏ
6250 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥山才山 ｵｸｻﾝｻｲﾔﾏ
6072 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥下モ谷 ｵｸｼﾓﾀﾞﾆ
6020 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲクソウワン山 ｵｸｿｳﾜﾝﾔﾏ
6159 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥長サコ ｵｸﾅｶﾞｻｺ
6075 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥中谷 ｵｸﾅｶﾀﾆ
6353 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥西ノ川山 ｵｸﾆｼﾉｶﾜﾔﾏ
6181 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥藤ノ川 ｵｸﾌｼﾞﾉｶﾜ
6031 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲク方ノ木 ｵｸﾎｳﾉｷ
6315 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲクホシカ谷山 ｵｸﾎｼｶﾀﾆﾔﾏ
6137 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥ホシャカ谷 ｵｸﾎｼﾔｶﾀﾞﾆ
6139 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥ホシャガ谷 ｵｸﾎｼﾔｶﾞﾀﾞﾆ
6355 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 奥ヨホシ ｵｸﾖﾎｼ
6022 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 小谷 ｵﾀﾞﾆ
6359 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲト井デ山 ｵﾄｲﾃﾞﾔﾏ
6105 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヲビシヤゴ ｵﾋﾞｼﾔｺﾞ
6185 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カケガ谷 ｶｹｶﾞﾀﾞﾆ
6342 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カケ谷山 ｶｹﾀﾆﾔﾏ
6357 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カケヨホシ ｶｹﾖﾎｼ
6247 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カシキ山 ｶｼｷﾔﾏ
6381 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カシノキ山 ｶｼﾉｷﾔﾏ
6233 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カシノモト山 ｶｼﾉﾓﾄﾔﾏ
6030 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 片ノ木山 ｶﾀﾉｷﾔﾏ
6196 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カヂキノハナ ｶﾁﾞｷﾉﾊﾅ
6326 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カチキ山 ｶﾁｷﾔﾏ
6340 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カチキ山 ｶﾁｷﾔﾏ
6276 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 火道サコ山 ｶﾄﾞｳｻｺﾔﾏ
6107 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上足谷 ｶﾐｱｼﾀﾞﾆ
6414 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ミアシ谷山 ｶﾐｱｼﾀﾆﾔﾏ
6039 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上イモ舟 ｶﾐｲﾓﾌﾅ
6041 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上イモ舟山 ｶﾐｲﾓﾌﾅﾔﾏ
6256 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上イモフ子山 ｶﾐｲﾓﾌﾈﾔﾏ
6405 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上牛首 ｶﾐｳｼｸﾋﾞ
6260 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上牛首山 ｶﾐｳｼｸﾋﾞﾔﾏ
6013 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上エノキ ｶﾐｴﾉｷ
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6344 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カミカゲ山 ｶﾐｶｹﾞﾔﾏ
6339 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カミカチキ山 ｶﾐｶﾁｷﾔﾏ
6053 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上カヂヤ ｶﾐｶﾁﾞﾔ
6126 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上川原ノホキ ｶﾐｶﾜﾗﾉﾎｷ
6305 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ミ川原ホキ山 ｶﾐｶﾜﾗﾎｷﾔﾏ
6034 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上口中 ｶﾐｸﾁﾅｶ
6001 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ゴヲノ口 ｶﾐｺﾞｵﾉｸﾁ
6002 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ゴヲノ谷 ｶﾐｺﾞｵﾉﾀﾆ
6046 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上手首 ｶﾐｼｳｸﾋﾞ
6085 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上新ヤ ｶﾐｼﾝﾔ
6177 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上竹ヶ谷 ｶﾐﾀｹｶﾞﾀﾞﾆ
6130 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
6192 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
6171 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ツル井 ｶﾐﾂﾙｲ
6333 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ツル井 ｶﾐﾂﾙｲ
6172 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ツル井山 ｶﾐﾂﾙｲﾔﾏ
6173 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上鶴ヶ谷 ｶﾐﾂﾙｶﾞﾀﾆ
6410 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ドヲホンバタ ｶﾐﾄﾞｵﾎﾝﾊﾞﾀ
6287 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ミトヲホン畑山 ｶﾐﾄｵﾎﾝﾊﾀｹﾔﾏ
6306 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ミ野中 ｶﾐﾉﾅｶ
6346 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上舟川山 ｶﾐﾌﾅｶﾜﾔﾏ
6081 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
6202 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上柳ヶ谷 ｶﾐﾔﾅｷﾞｶﾞﾀﾞﾆ
6115 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ヨヘエジバタ ｶﾐﾖﾍｴｼﾞﾊﾞﾀ
6114 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ワサヲジリ ｶﾐﾜｻｵｼﾞﾘ
6296 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 上ワサジリ ｶﾐﾜｻｼﾞﾘ
6396 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
6228 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カラキ ｶﾗｷ
6236 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カラキ口 ｶﾗｷｸﾞﾁ
6231 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ カラキ坂ノ谷 ｶﾗｷｻｶﾉﾀﾆ
6377 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ガラキ山 ｶﾞﾗｷﾔﾏ
6262 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 勘八山 ｶﾝﾊﾟﾁﾔﾏ
6263 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 勘六山 ｶﾝﾛｸﾔﾏ
6272 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ キイチク山 ｷｲﾁｸﾔﾏ
6068 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ キイチダ ｷｲﾁﾀﾞ
6100 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岸タ山 ｷｼﾀﾔﾏ
6285 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 岸田山 ｷｼﾀﾞﾔﾏ
6038 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 北イモ舟 ｷﾀｲﾓﾌﾅ
6096 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 北川出口 ｷﾀｶﾞﾜﾃﾞｸﾞﾁ
6087 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 北コオチウ谷 ｷﾀｺｵﾁｳﾀﾞﾆ
6238 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 北サコ ｷﾀｻｺ
6386 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 北サコ山 ｷﾀｻｺﾔﾏ
6288 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 北トヲホン畑 ｷﾀﾄｵﾎﾝﾊﾀｹ
6413 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 北トヲホン畑山 ｷﾀﾄｵﾎﾝﾊﾀｹﾔﾏ
6186 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ クシノ下タ ｸｼﾉｼﾀ
6207 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ クチエボシ ｸﾁｴﾎﾞｼ
6327 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ クハギ山 ｸﾊｷﾞﾔﾏ
6163 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ クワギガサコ ｸﾜｷﾞｶﾞｻｺ
6166 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ クワギガ谷口 ｸﾜｷﾞｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
6165 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ クワギケ山 ｸﾜｷﾞｹﾔﾏ
6067 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ クワバラ ｸﾜﾊﾞﾗ
6069 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ゴイノス ｺﾞｲﾉｽ
6273 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ゴイノス ｺﾞｲﾉｽ
6086 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コウチウ ｺｳﾁｳ
6004 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 高徳寺 ｺｳﾄｸｼﾞ
6244 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 高徳寺山 ｺｳﾄｸｼﾞﾔﾏ
6407 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 甲西ノ前 ｺｳﾆｼﾉﾏｴ
6297 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 興平次畑 ｺｳﾍｲｼﾞﾔﾏ
6409 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コオチウ谷 ｺｵﾁｳﾀﾞﾆ
6047 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コヲ中山 ｺｵﾅｶﾔﾏ
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6243 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コヲ山 ｺｵﾔﾏ
6003 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ゴヲ山 ｺﾞｵﾔﾏ
6323 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 小カチキ山 ｺｶﾁｷﾔﾏ
6341 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コカチキ山 ｺｶﾁｷﾔﾏ
6239 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 小北サコ ｺｷﾀｻｺ
6060 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コゴヲダ ｺｺﾞｵﾀﾞ
6151 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コゴロ谷 ｺｺﾞﾛﾀﾞﾆ
6321 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ココロ山 ｺｺﾛﾔﾏ
6153 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コゴロ山 ｺｺﾞﾛﾔﾏ
6015 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 小坂 ｺｻｶ
6112 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コタツメノ口 ｺﾀﾂﾒﾉｸﾁ
6295 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コタツメ山 ｺﾀﾂﾒﾔﾏ
6149 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 小西ノカド ｺﾆｼﾉｶﾄﾞ
6161 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コハイマキ ｺﾊｲﾏｷ
6036 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コヤノ ｺﾔﾉ
6265 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ コヤノ山 ｺﾔﾉﾔﾏ
6108 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 櫻木谷 ｻｸﾗｷﾞﾀﾞﾆ
6291 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 櫻木山 ｻｸﾗｷﾞﾔﾏ
6055 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 左古屋敷 ｻｺﾔｼｷ
6366 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ サフ口山 ｻﾌｸﾁﾔﾏ
6217 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ サブロ口 ｻﾌﾞﾛｸﾁ
6401 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ サフロ山 ｻﾌﾛﾔﾏ
6235 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 猿田 ｻﾙﾀ
6384 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ サルタ山 ｻﾙﾀﾔﾏ
6249 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 山才口 ｻﾝｻｲｸﾞﾁ
6021 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 山才西ノ口 ｻﾝｻｲﾆｼﾉｸﾁ
6014 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 山才山 ｻﾝｻｲﾔﾏ
6123 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下タヒラミ ｼﾀﾋﾗﾐ
6399 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ シバヤシキ ｼﾊﾞﾔｼｷ
6061 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 清水 ｼﾐｽﾞ
6270 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 清水山 ｼﾐｽﾞﾔﾏ
6106 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下アシ谷 ｼﾓｱｼﾀﾞﾆ
6289 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モアシ谷山 ｼﾓｱｼﾀﾆﾔﾏ
6338 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下畦田山 ｼﾓｱｾﾞﾀﾔﾏ
6026 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モイシオベ ｼﾓｲｼｵﾍﾞ
6403 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モイシナベ ｼﾓｲｼﾅﾍﾞ
6059 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下イツチギ ｼﾓｲﾂﾁｷﾞ
6394 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モイツチギ ｼﾓｲﾂﾁｷﾞ
6142 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ芋舟谷 ｼﾓｲﾓﾌﾅﾀﾞﾆ
6400 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ウシクビ ｼﾓｳｼｸﾋﾞ
6259 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ウシクビ山 ｼﾓｳｼｸﾋﾞﾔﾏ
6052 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下岡ヤシキ ｼﾓｵｶﾔｼｷ
6368 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下岡山 ｼﾓｵｶﾔﾏ
6412 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下カケガ谷 ｼﾓｶｹｶﾞﾀﾆ
6343 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モカゲ谷山 ｼﾓｶｹﾞﾀﾆﾔﾏ
6054 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下カヂヤ ｼﾓｶﾁﾞﾔ
6042 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下亀谷 ｼﾓｶﾒﾀﾞﾆ
6257 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下カメ山 ｼﾓｶﾒﾔﾏ
6227 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ川 ｼﾓｶﾜ
6391 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下川 ｼﾓｶﾜ
6375 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ川山 ｼﾓｶﾜﾔﾏ
6124 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下カワラノホキ ｼﾓｶﾜﾗﾉﾎｷ
6032 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下口中グチ ｼﾓｸﾁﾅｶｸﾞﾁ
6226 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ シモゴヲ ｼﾓｺﾞｵ
6374 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下コヲ山 ｼﾓｺｵﾔﾏ
6056 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ左古屋敷 ｼﾓｻｺﾔｼｷ
6016 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ山才 ｼﾓｻﾝｻｲ
6044 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下シウクビ ｼﾓｼｳｸﾋﾞ
6019 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ソウワン谷 ｼﾓｿｳﾜﾝﾀﾞﾆ
6071 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ谷口 ｼﾓﾀﾆｸﾞﾁ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 69/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

6274 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ谷山 ｼﾓﾀﾆﾔﾏ
6195 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モダバ ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
6349 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モダバ山 ｼﾓﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
6101 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ドホンバタ ｼﾓﾄﾞﾎﾝﾊﾞﾀ
6320 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ナカレコエ ｼﾓﾅｶﾚｺｴ
6095 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モヒラミ ｼﾓﾋﾗﾐ
6094 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ平見山 ｼﾓﾋﾗﾐﾔﾏ
6283 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ平見山 ｼﾓﾋﾗﾐﾔﾏ
6029 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下モ方ノ木 ｼﾓﾎｳﾉｷ
6138 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ホシャカ谷 ｼﾓﾎｼﾔｶﾀﾞﾆ
6080 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
6277 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下屋敷山 ｼﾓﾔｼｷﾔﾏ
6050 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ヨダテ ｼﾓﾖﾀﾞﾃ
6268 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ヨタテ山 ｼﾓﾖﾀﾃﾔﾏ
6113 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 下ワサヲジリ ｼﾓﾜｻｵｼﾞﾘ
6131 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 次郎分口 ｼﾞﾛｳﾌﾞﾝｸﾁ
6132 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 次郎分山 ｼﾞﾛｳﾌﾞﾝﾔﾏ
6309 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 次郎分山 ｼﾞﾛｳﾌﾞﾝﾔﾏ
6090 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ シンガエ ｼﾝｶﾞｴ
6083 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 新ヤ下タ ｼﾝﾔｼﾀ
6121 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ スマド ｽﾏﾄﾞ
6302 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ スマト山 ｽﾏﾄﾔﾏ
6120 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ スマド山 ｽﾏﾄﾞﾔﾏ
6144 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 銭コロバシ ｾﾞﾆｺﾛﾊﾞｼ
6318 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ゼニコロバシ ｾﾞﾆｺﾛﾊﾞｼ
6251 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ソヲワン山 ｿｵﾜﾝﾔﾏ
6278 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 高中谷 ﾀｶﾅｶﾀﾆ
6266 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 高中山 ﾀｶﾅｶﾔﾏ
6190 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
6348 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
6335 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 竹カ谷山 ﾀｹｶﾀﾆﾔﾏ
6179 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 竹ヶ谷山 ﾀｹｶﾞﾀﾆﾔﾏ
6148 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 竹シナシ ﾀｹｼﾅｼ
6116 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ タコウシ山 ﾀｺｳｼﾔﾏ
6117 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ タコヲシ ﾀｺｵｼ
6299 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ タコヲシ山 ﾀｺｵｼﾔﾏ
6379 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ タゴキ山 ﾀｺﾞｷﾔﾏ
6308 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ タコタ山 ﾀｺﾀﾔﾏ
6082 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 谷ダ ﾀﾆﾀﾞ
6129 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
6141 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ダバダ ﾀﾞﾊﾞﾀﾞ
6402 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ タハタ山 ﾀﾊﾀﾔﾏ
6191 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ダバノ下タ ﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
6008 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ツツラ谷 ﾂﾂﾗﾀﾞﾆ
6007 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ツツラ山 ﾂﾂﾗﾔﾏ
6245 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ツツラ山 ﾂﾂﾗﾔﾏ
6216 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 椿坂ノ奥 ﾂﾊﾞｷｻｶﾉｵｸ
6215 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 椿坂ノ口 ﾂﾊﾞｷｻｶﾉｸﾁ
6365 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 椿坂山 ﾂﾊﾞｷｻｶﾔﾏ
6147 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 椿谷 ﾂﾊﾞｷﾀﾞﾆ
6364 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 椿谷山 ﾂﾊﾞｷﾀﾞﾆﾔﾏ
6332 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ツル井山 ﾂﾙｲﾔﾏ
6170 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 鶴ヶ谷 ﾂﾙｶﾞﾀﾆ
6361 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 寺ヶ谷 ﾃﾗｶﾞﾀﾆ
6211 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 寺ヶ谷 ﾃﾗｶﾞﾀﾞﾆ
6078 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 寺ノシタ ﾃﾗﾉｼﾀ
6389 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 寺ノ下タ ﾃﾗﾉｼﾀ
6077 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 寺ヤシキ ﾃﾗﾔｼｷ
6062 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ
6286 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ トヲホン畑山 ﾄｵﾎﾝﾊﾀｹﾔﾏ
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6393 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ トコナツ ﾄｺﾅﾂ
6102 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ トドロウラ ﾄﾄﾞﾛｳﾗ
6104 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ トドロ表 ﾄﾄﾞﾛｵﾓﾃ
6103 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 轟山 ﾄﾄﾞﾛﾔﾏ
6079 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
6154 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ トヤノダバ ﾄﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
6150 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ トヤノ前 ﾄﾔﾉﾏｴ
6322 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ トヤ山 ﾄﾔﾔﾏ
6199 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中アゴシケ谷 ﾅｶｱｺﾞｼｹﾀﾞﾆ
6024 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中イタガ谷 ﾅｶｲﾀｶﾞﾀﾆ
6395 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中市坪 ﾅｶｲﾁﾂﾎﾞ
6404 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中牛首 ﾅｶｳｼｸﾋﾞ
6155 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中カジヤ ﾅｶｶｼﾞﾔ
6275 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中ヶ谷 ﾅｶｶﾞﾀﾆ
6043 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中亀谷 ﾅｶｶﾒﾀﾞﾆ
6229 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中カラキ ﾅｶｶﾗｷ
6125 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中川原ノホキ ﾅｶｶﾜﾗﾉﾎｷ
6033 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中口中 ﾅｶｸﾁﾅｶ
6164 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中クワギ ﾅｶｸﾜｷﾞ
6158 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 長サコ谷口 ﾅｶﾞｻｺﾀﾆｸﾞﾁ
6160 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ナカサコ山 ﾅｶｻｺﾔﾏ
6325 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ナカサコ山 ﾅｶｻｺﾔﾏ
6017 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中山才 ﾅｶｻﾝｻｲ
6045 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中手首 ﾅｶｼｳｸﾋﾞ
6084 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中新ヤ ﾅｶｼﾝﾔ
6392 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 永瀬 ﾅｶﾞｾ
6408 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中ソウワン谷 ﾅｶｿｵﾜﾝﾀﾞﾆ
6194 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
6398 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中西ノ下タ ﾅｶﾆｼﾉｼﾀ
6222 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 永野 ﾅｶﾞﾉ
6220 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 永野戍亥 ﾅｶﾞﾉｲﾇｲ
6074 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
6073 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中ノ谷口 ﾅｶﾉﾀﾆｸﾞﾁ
6221 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 永野山 ﾅｶﾞﾉﾔﾏ
6371 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 永野山 ﾅｶﾞﾉﾔﾏ
6009 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中ヒジリ ﾅｶﾋｼﾞﾘ
6136 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中ホシャカ谷 ﾅｶﾎｼﾔｶﾀﾞﾆ
6406 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中マヤシキ ﾅｶﾏﾔｼｷ
6218 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中マヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
6201 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 中柳谷 ﾅｶﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
6319 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ナカレコエ ﾅｶﾚｺｴ
6145 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ナカレゴエ ﾅｶﾚｺﾞｴ
6146 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ナカレ越山 ﾅｶﾚｺﾞｴﾔﾏ
6193 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 名ノ谷 ﾅﾉﾀﾞﾆ
6351 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ナノタ子山 ﾅﾉﾀﾈﾔﾏ
6070 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 名本ヤシキ ﾅﾓﾄﾔｼｷ
6109 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西足谷 ﾆｼｱｼﾀﾞﾆ
6261 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西牛首山 ﾆｼｳｼｸﾋﾞﾔﾏ
6066 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西大クボ ﾆｼｵｵｸﾎﾞ
6258 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西カメ谷山 ﾆｼｶﾒﾀﾆﾔﾏ
6360 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西ヶ森山 ﾆｼｶﾞﾓﾘﾔﾏ
6035 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西口中 ﾆｼｸﾁﾅｶ
6331 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西クハキ山 ﾆｼｸﾊｷﾔﾏ
6280 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西高中山 ﾆｼﾀｶﾅｶﾔﾏ
6210 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ
6157 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西ノ川越シ ﾆｼﾉｶﾜｺﾞｼ
6350 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西ノ川山 ﾆｼﾉｶﾜﾔﾏ
6358 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西ノ川山 ﾆｼﾉｶﾜﾔﾏ
6390 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西ノ前 ﾆｼﾉﾏｴ
6345 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西平見山 ﾆｼﾋﾗﾐﾔﾏ
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6209 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 西ヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
6097 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 野中 ﾉﾅｶ
6312 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ハキカ森山 ﾊｷｶﾓﾘﾔﾏ
6168 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ハゴノ内 ﾊｺﾞﾉｳﾁ
6169 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ハゴノ内山 ﾊｺﾞﾉｳﾁﾔﾏ
6329 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ハゴノ内山 ﾊｺﾞﾉｳﾁﾔﾏ
6241 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 早瀬山 ﾊﾔｾﾔﾏ
6269 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヒエタ ﾋｴﾀ
6057 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヒエダ ﾋｴﾀﾞ
6110 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 東足谷 ﾋｶﾞｼｱｼﾀﾞﾆ
6383 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 東エノキ谷山 ﾋｶﾞｼｴﾉｷﾀﾞﾆﾔﾏ
6065 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 東大クホ ﾋｶﾞｼｵｵｸﾎ
6397 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 東北サコ ﾋｶﾞｼｷﾀｻｺ
6385 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 東サルダ ﾋｶﾞｼｻﾙﾀﾞ
6298 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 東タコヲシ山 ﾋｶﾞｼﾀｺｵｼﾔﾏ
6174 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 東ツルイ ﾋｶﾞｼﾂﾙｲ
6006 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヒジリクチ ﾋｼﾞﾘｸﾁ
6219 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 火ノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
6370 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 火ノ谷山 ﾋﾉﾀﾆﾔﾏ
6380 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヒミズ谷 ﾋﾐｽﾞﾀﾞﾆ
6232 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヒミズ谷山 ﾋﾐｽﾞﾀﾆﾔﾏ
6122 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヒラミ ﾋﾗﾐ
6307 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 平見山 ﾋﾗﾐﾔﾏ
6411 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 藤ノ川 ﾌｼﾞﾉｶﾜ
6180 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 藤ノ川谷 ﾌｼﾞﾉｶﾜﾀﾞﾆ
6040 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ フタゴ谷 ﾌﾀｺﾞﾀﾆ
6264 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ フタゴ谷山 ﾌﾀｺﾞﾀﾆﾔﾏ
6347 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 舟川山 ﾌﾅｶﾅﾔﾏ
6187 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 舟ノ川 ﾌﾅﾉｶﾜ
6225 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
6373 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 古ヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
6240 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 法借庵 ﾎｳｼﾔｸｱﾝ
6254 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 方ノ木山 ﾎｳﾉｷﾔﾏ
6135 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ホシャカ谷口 ﾎｼﾔｶﾀﾆｸﾞﾁ
6314 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ホシャ谷山 ﾎｼﾔﾀﾆﾔﾏ
6093 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 松葉谷 ﾏﾂﾊﾞﾀﾞﾆ
6282 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 松葉山 ﾏﾂﾊﾞﾔﾏ
6099 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ マトヲデン ﾏﾄｵﾃﾞﾝ
6098 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ マトヲデンノハナ ﾏﾄｵﾃﾞﾝﾉﾊﾅ
6284 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ マトヲテン山 ﾏﾄｵﾃﾝﾔﾏ
6076 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 道ガサコ ﾐﾁｶﾞｻｺ
6303 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 南スマト山 ﾐﾅﾐｽﾏﾄﾔﾏ
6367 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 南寺ノ谷 ﾐﾅﾐﾃﾗﾉﾀﾆ
6183 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ミノ越シ ﾐﾉｺｼ
6184 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 見ノ越山 ﾐﾉｺｼﾔﾏ
6336 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ミノコシ山 ﾐﾉｺｼﾔﾏ
6271 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 宮越山 ﾐﾔｺﾞｴﾔﾏ
6010 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｱﾄ
6064 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 宮ノ越エ ﾐﾔﾉｺﾞｴ
6005 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 宮原 ﾐﾔﾊﾗ
6237 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ミョウシン ﾐﾖｳｼﾝ
6330 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ミヨケサコ ﾐﾖｹｻｺ
6292 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ モモノ木谷山 ﾓﾓﾉｷﾀﾆﾔﾏ
6311 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 森ヤコ山 ﾓﾘﾔｺﾔﾏ
6134 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 森ヤゴ山 ﾓﾘﾔｺﾞﾔﾏ
6011 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 八坂谷 ﾔｻｶﾀﾞﾆ
6246 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 八坂山 ﾔｻｶﾔﾏ
6200 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 柳ヶ谷 ﾔﾅｷﾞｶﾞﾀﾞﾆ
6203 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 柳ヶ谷山 ﾔﾅｷﾞｶﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
6290 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 柳谷山 ﾔﾅｷﾞﾀﾆﾔﾏ
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6352 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 柳谷山 ﾔﾅｷﾞﾀﾆﾔﾏ
6188 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 山神谷 ﾔﾏｶﾐﾀﾞﾆ
6178 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ 山ノウナシ ﾔﾏﾉｳﾅｼ
6167 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヨセカサコ山 ﾖｾｶｻｺﾔﾏ
6328 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヨセカサコ山 ﾖｾｶｻｺﾔﾏ
6049 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ヨダテ ﾖﾀﾞﾃ
6362 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ロアサカトヲ山 ﾛｱｻｶﾄｵﾔﾏ
6376 後川06 田野川甲 ﾀﾉｶﾜｺｳ ロカラキ山 ﾛｶﾗｷﾔﾏ
6487 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 間町 ｱｲﾀﾞﾏﾁ
6475 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ アシガ谷 ｱｼｶﾞﾀﾆ
6542 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ アタゴ山 ｱﾀｺﾞﾔﾏ
6432 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ アメ山 ｱﾒﾔﾏ
6593 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ アルノキ山 ｱﾙﾉｷﾔﾏ
6462 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 池田 ｲｹﾀﾞ
6430 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 神母ノ西 ｲｹﾞﾉﾆｼ
6436 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 神母ノ本 ｲｹﾞﾉﾓﾄ
6567 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ イサ山 ｲｻﾔﾏ
6543 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 井ノ上山 ｲﾉｳｴﾔﾏ
6504 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 井領 ｲﾘﾖｳ
6435 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 上原 ｳｴﾊﾗ
6558 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ウマタハ ｳﾏﾀﾊ
6517 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 浦田 ｳﾗﾀ
6519 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 浦田畝 ｳﾗﾀｳﾈ
6591 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 浦田畝 ｳﾗﾀﾔﾏ
6467 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 浦松 ｳﾗﾏﾂ
6544 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 浦松山 ｳﾗﾏﾂﾔﾏ
6459 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 海老ノ巣 ｴﾋﾞﾉｽ
6498 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 大谷 ｵｵﾀﾆ
6438 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 大樽谷 ｵｵﾀﾙﾀﾆ
6532 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 大樽谷山 ｵｵﾀﾙﾀﾆﾔﾏ
6500 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 大ツエ山 ｵｵﾂｴﾔﾏ
6463 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
6508 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 奥栗見崎 ｵｸｸﾙﾐｻｺ
6486 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ヲサカキ ｵｻｶｷ
6565 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ヲサカキ山 ｵｻｶｷﾔﾏ
6469 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小瀬瀬 ｵｾｾ
6477 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小瀬瀬越 ｵｾｾｺｼ
6541 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小谷山 ｵﾀﾞﾆﾔﾏ
6488 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 乙丸 ｵﾄﾒﾏﾙ
6599 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ヲノ谷 ｵﾉﾀﾆ
6589 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 表山 ｵﾓﾃﾔﾏ
6522 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ カゲヂ ｶｹﾞﾁﾞ
6595 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ カゲヂ ｶｹﾞﾁﾞ
6433 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ カケド ｶｹﾄﾞ
6552 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ カゲノ山 ｶｹﾞﾉﾔﾏ
6491 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 門上 ｶﾄﾞｳｴ
6575 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 門上山 ｶﾄﾞｳｴﾔﾏ
6588 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 門山 ｶﾄﾞﾔﾏ
6455 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 鎌田山 ｶﾈﾀﾔﾏ
6560 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ カマケ谷 ｶﾏｹﾀﾆ
6559 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ カマケ谷山 ｶﾏｹﾀﾆﾔﾏ
6538 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ カマタ山 ｶﾏﾀﾔﾏ
6530 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 上麻生原 ｶﾐｱｿｵﾊﾗ
6545 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 上ミサコ山 ｶﾐｻｺﾔﾏ
6510 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 上ダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
6583 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 上ダバ山 ｶﾐﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
6489 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 上ノ澤 ｶﾐﾉｻﾜ
6425 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 上八代 ｶﾐﾔﾂｼﾛ
6423 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 川添 ｶﾜｿﾞｴ
6461 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ
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6494 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ キビジリ ｷﾋﾞｼﾞﾘ
6569 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ クスノギ山 ｸｽﾉｷﾞﾔﾏ
6578 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ クニ山 ｸﾆﾔﾏ
6450 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ クリコ ｸﾘｺ
6452 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ クリコシ ｸﾘｺｼ
6453 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 繰越 ｸﾘｺｼ
6580 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 栗山 ｸﾘﾔﾏ
6506 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 栗見崎 ｸﾙﾐｻｷ
6509 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 栗見峠 ｸﾙﾐﾄｳｹﾞ
6590 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ケタ山 ｹﾀﾔﾏ
6540 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ケナシ山 ｹﾅｼﾔﾏ
6468 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ケリハ谷 ｹﾘﾊﾀﾆ
6555 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ケリハ山 ｹﾘﾊﾔﾏ
6573 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ コウタ山 ｺｳﾀﾔﾏ
6493 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ コウチタ ｺｳﾁﾀ
6553 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小ウ子山 ｺｳﾈﾔﾏ
6446 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小坂 ｺｻｶ
6451 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小 ｺｻｶｷ
6535 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小坂山 ｺｻｶﾔﾏ
6437 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小樽谷 ｺﾀﾙﾀﾆ
6503 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小塚 ｺﾂﾞｶ
6441 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 小塚良 ｺﾂｶﾘﾖｳ
6474 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ サカイカ谷 ｻｶｲｶﾀﾆ
6479 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ サカイカ谷ノ三子 ｻｶｲｶﾀﾆﾉﾐﾈ
6549 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ サカイ峠 ｻｶｲﾄｳｹﾞ
6548 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ サカノ谷山 ｻｶﾉﾀﾆﾔﾏ
6478 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 坂ノ峠 ｻｶﾉﾄｳｹﾞ
6480 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ サコヤ ｻｺﾔ
6482 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ サコヤノ三子 ｻｺﾔﾉﾐﾈ
6514 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ サバイギ ｻﾊﾞｲｷﾞ
6576 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 澤山 ｻﾜﾔﾏ
6521 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ シウヂ ｼｳﾁﾞ
6594 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ シウヂ山 ｼｳﾁﾞﾔﾏ
6421 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下代 ｼﾀﾀﾞｲ
6524 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下ノ澤 ｼﾀﾉｻﾜ
6448 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 清水 ｼﾐｽﾞ
6597 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ シミデン山 ｼﾐﾃﾞﾝﾔﾏ
6528 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下モ麻生原 ｼﾓｱｿｵﾊﾗ
6581 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下栗山 ｼﾓｸﾘﾔﾏ
6582 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下モタキ山 ｼﾓﾀｷﾔﾏ
6512 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下ダバ ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
6585 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下ダバ山 ｼﾓﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
6465 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下モノ木戸 ｼﾓﾉｷﾄﾞ
6527 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下モ森 ｼﾓﾓﾘ
6598 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 下モ山 ｼﾓﾔﾏ
6466 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 正月サコ ｼﾖｳｶﾞﾂｻｺ
6424 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 上代 ｼﾞﾖｳﾀﾞｲ
6457 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 城市 ｼﾛｲﾁ
6513 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 城ダバ ｼﾛﾀﾞﾊﾞ
6586 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 城ダバ山 ｼﾛﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
6458 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 城ノ沖 ｼﾛﾉｵｷ
6502 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 城丸 ｼﾛﾏﾙ
6456 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 城山 ｼﾛﾔﾏ
6539 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 城山 ｼﾛﾔﾏ
6534 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ススノキ山 ｽｽﾉｷﾔﾏ
6449 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ スニノキ ｽﾆﾉｷ
6442 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 曾我ノ沖 ｿｶﾞﾉｵｷ
6490 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 大名代 ﾀﾞｲﾐﾖｳﾀﾞｲ
6464 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
6554 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
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6471 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 竹ヶ谷 ﾀｹｶﾞﾀﾆ
6547 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ タケノヲク ﾀｹﾉｵｸ
6476 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 竹ノ三子 ﾀｹﾉﾐﾈ
6422 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ タナ ﾀﾅ
6505 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 田中 ﾀﾅｶ
6439 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 七夕 ﾀﾅﾊﾞﾀ
6533 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 七夕山 ﾀﾅﾊﾞﾀﾔﾏ
6577 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 谷山 ﾀﾆﾔﾏ
6515 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 丁田 ﾁﾖｳﾀﾞ
6531 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 筒場山 ﾂﾂﾊﾞﾔﾏ
6574 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ デツシウ谷山 ﾃﾞｼｳﾀﾆﾔﾏ
6444 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
6536 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 寺田山 ﾃﾗﾀﾞﾔﾏ
6416 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 天神渕 ﾃﾝｼﾞﾝﾌﾞﾁ
6495 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 土居 ﾄﾞｲ
6497 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 土居ノヲク ﾄﾞｲﾉｵｸ
6415 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 堂山寺 ﾄﾞｳｻﾞﾝｼﾞ
6564 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ トヲゴエ山 ﾄﾞｵｺﾞｴﾔﾏ
6529 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 中麻生原 ﾅｶｱｿｵﾊﾗ
6484 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 中ウ子 ﾅｶｳﾈ
6562 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 中ウ子山 ﾅｶｳﾈﾔﾏ
6507 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 中栗見崎 ﾅｶｸﾙﾐｻｷ
6470 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 中サコ ﾅｶｻｺ
6557 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ナガ谷山 ﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
6511 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
6584 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 中ダバ山 ﾅｶﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
6520 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ナシ木畝 ﾅｼｷｳﾈ
6592 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ナシノ木畝 ﾅｼﾉｷｳﾈ
6518 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ナシノ木谷 ﾅｼﾉｷﾀﾆ
6526 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 西ヶ谷 ﾆｼｶﾞﾀﾆ
6546 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 西サコ山 ﾆｼｻｺﾔﾏ
6443 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 西寺田 ﾆｼﾃﾗﾀﾞ
6420 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
6428 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 西柳井田 ﾆｼﾔﾅｷﾞｲﾀﾞ
6596 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ニシ山 ﾆｼﾔﾏ
6447 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 二本杉 ﾆﾎﾝｽｷﾞ
6499 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ヌタカ峠 ﾇﾀｶﾄｳｹﾞ
6570 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ヌタ峠 ﾇﾀﾄｳｹﾞ
6561 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ノボリサコ ﾉﾎﾞﾘｻｺ
6568 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ノボリサコ畝 ﾉﾎﾞﾘｻｺｳﾈ
6496 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ノボリサコノ畝 ﾉﾎﾞﾘｻｺﾉｳﾈ
6492 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 野町 ﾉﾏﾁ
6566 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ノマチ ﾉﾏﾁ
6579 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 野町越 ﾉﾏﾁｺｼ
6537 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ハナ山 ﾊﾅﾔﾏ
6434 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 原 ﾊﾗ
6445 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 引田 ﾋｷﾀ
6571 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ビシャカ谷 ﾋﾞｼﾔｶﾀﾆ
6501 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ビシャガ谷 ﾋﾞｼﾔｶﾞﾀﾆ
6572 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ビシャカ谷山 ﾋﾞｼﾔｶﾀﾆﾔﾏ
6556 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ヒノヒラ山 ﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
6587 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ヒビラ山 ﾋﾋﾞﾗﾔﾏ
6440 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 日吉ノ沖 ﾋﾖｼﾉｵｷ
6550 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ヒラ山 ﾋﾗﾔﾏ
6426 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 広畑 ﾋﾛﾊﾀ
6485 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ホソ田 ﾎｿﾀ
6419 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
6473 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ マルタ ﾏﾙﾀ
6472 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ マル山 ﾏﾙﾔﾏ
6460 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 水越 ﾐｽﾞｺｼ
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6551 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 南山 ﾐﾅﾐﾔﾏ
6563 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 南山 ﾐﾅﾐﾔﾏ
6427 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 宮市 ﾐﾔｲﾁ
6417 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 宮ノ沖 ﾐﾔﾉｵｷ
6418 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
6483 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ムマダバ ﾑﾏﾀﾞﾊﾞ
6431 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 夫婦神 ﾒｵﾄｶﾐ
6523 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 森 ﾓﾘ
6525 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 森ノ前 ﾓﾘﾉﾏｴ
6516 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 門谷 ﾓﾝﾀﾆ
6429 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 柳井田 ﾔﾅｷﾞｲﾀﾞ
6454 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ 鎌田 ﾖｼﾀ
6481 後川07 田野川乙 ﾀﾉｶﾜｵﾂ ラノ谷 ﾗﾉﾀﾆ
6640 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ アゼチ ｱｾﾞﾁ
6630 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 天尾 ｱﾏｵ
6639 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 家ノ前 ｲｴﾉﾏｴ
6634 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ イチゴ谷 ｲﾁｺﾞﾀﾞﾆ
6607 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ウキ澤 ｳｷｻﾞﾜ
6653 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 牛々ヶ谷 ｳｼｳｼｶﾞﾀﾞﾆ
6685 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ウスケ谷 ｳｽｹﾀﾞﾆ
6675 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ウマイカス ｳﾏｲｶｽ
6676 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ウマイカス西谷 ｳﾏｲｶｽﾆｼﾀﾆ
6647 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 馬木戸 ｳﾏｷﾄﾞ
6616 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ
6750 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヲヲチゼ ｵｵﾁｾﾞ
6746 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 大畠ケ ｵｵﾊﾞﾀｹ
6757 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 大用寺ノハナ ｵｵﾖｳﾃﾞﾗﾉﾊﾅ
6712 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 岡添 ｵｶｿﾞｴ
6631 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 岡ハナ ｵｶﾊﾅ
6690 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥イチゴ谷 ｵｸｲﾁｺﾞﾀﾞﾆ
6799 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥大谷峯 ｵｸｵｵﾀﾆﾐﾈ
6663 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥梶ヶ谷 ｵｸｶｼﾞｶﾞﾀﾞﾆ
6735 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥上大谷 ｵｸｶﾐｵｵﾀﾆ
6684 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥カラフト谷 ｵｸｶﾗﾌﾄﾀﾞﾆ
6730 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥下大谷 ｵｸｼﾓｵｵﾀﾆ
6777 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥下モ谷 ｵｸｼﾓﾀﾆ
6736 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥堂ヶ谷 ｵｸﾄﾞｳｶﾞﾀﾞﾆ
6687 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥峠 ｵｸﾄｳｹﾞ
6788 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥峠谷 ｵｸﾄｳｹﾞﾀﾞﾆ
6605 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥所谷 ｵｸﾄｺﾛﾀﾞﾆ
6695 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥西谷 ｵｸﾆｼﾀﾞﾆ
6651 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥ノ木谷 ｵｸﾉｷﾞﾀﾞﾆ
6710 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥日比谷 ｵｸﾋﾋﾞﾀﾆ
6774 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥日比羅 ｵｸﾋﾋﾞﾗ
6659 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥ヘタ谷 ｵｸﾍﾀﾀﾞﾆ
6670 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥柳谷 ｵｸﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
6793 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 奥リイソ谷 ｵｸﾘｲｿﾀﾞﾆ
6621 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヲタルダ ｵﾀﾙﾀﾞ
6748 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 折居殿 ｵﾘｲﾃﾞﾝ
6629 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヲリゴマ ｵﾘｺﾞﾏ
6779 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヲリゴマ ｵﾘｺﾞﾏ
6717 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ カギタ ｶｷﾞﾀ
6624 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ カキ畑 ｶｷﾊﾞﾀ
6662 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 梶ヶ谷 ｶｼﾞｶﾞﾀﾞﾆ
6635 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 上イチゴ谷 ｶﾐｲﾁｺﾞﾀﾞﾆ
6792 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 上市後谷 ｶﾐｲﾁｺﾞﾀﾞﾆ
6734 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 上大谷 ｶﾐｵｵﾀﾆ
6733 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 上大谷口 ｶﾐｵｵﾀﾆｸﾁ
6767 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 上谷 ｶﾐﾀﾆ
6703 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
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6683 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ カラフト谷 ｶﾗﾌﾄﾀﾞﾆ
6610 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 河内 ｶﾜﾁ
6609 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 河内奥南谷 ｶﾜﾁｵｸﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
6611 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 河内口 ｶﾜﾁｸﾁ
6769 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 北処谷 ｷﾀﾄｺﾛﾀﾞﾆ
6646 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 北仲間 ｷﾀﾅｶﾏ
6794 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 北西谷 ｷﾀﾆｼﾀﾆ
6764 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 北根道分 ｷﾀﾈﾐﾁﾜｹ
6761 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 北間町瀬 ｷﾀﾏﾏﾁｾﾞ
6744 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 喜多明田 ｷﾀﾒｲﾃﾞﾝ
6636 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 口イチゴ谷 ｸﾁｲﾁｺﾞﾀﾞﾆ
6661 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 口梶ヶ谷 ｸﾁｶｼﾞｶﾞﾀﾞﾆ
6668 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 口小柳谷 ｸﾁｺﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
6657 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 口ヘタ谷 ｸﾁﾍﾀﾀﾞﾆ
6667 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 口柳谷 ｸﾁﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
6754 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
6714 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ クモガ ｸﾓｶﾞ
6747 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 雲形 ｸﾓｶﾞﾀ
6713 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ クモカノ前 ｸﾓｶﾉﾏｴ
6803 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ クモガノ前 ｸﾓｶﾞﾉﾏｴ
6745 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 黒西 ｸﾛﾆｼ
6783 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 桑原 ｸﾜﾊﾞﾗ
6600 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 古城 ｺｼﾛ
6753 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ゴゼケハイ ｺﾞｾﾞｹﾊｲ
6643 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 小谷 ｺﾀﾆ
6784 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 小谷山 ｺﾀﾆﾔﾏ
6740 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 五反切 ｺﾞﾀﾝｷﾚ
6654 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ コビケ谷 ｺﾋﾞｹﾀﾞﾆ
6655 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ コビゲ谷 ｺﾋﾞｹﾞﾀﾞﾆ
6787 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ コビケ谷峯 ｺﾋﾞｹﾀﾞﾆﾐﾈ
6627 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ コマグチ ｺﾏｸﾞﾁ
6626 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ゴマグチ ｺﾞﾏｸﾞﾁ
6628 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ゴマ谷 ｺﾞﾏﾀﾆ
6680 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ コヤガ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾞﾆ
6672 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 小柳谷 ｺﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
6671 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 小柳谷峯 ｺﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆﾐﾈ
6791 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ サゝゲジリ ｻｻｹﾞｼﾞﾘ
6802 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 笹山 ｻｻﾔﾏ
6622 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 敷地原 ｼｷﾁﾞﾊﾗ
6728 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 下大谷 ｼﾓｵｵﾀﾆ
6727 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 下大谷口 ｼﾓｵｵﾀﾆｸﾁ
6729 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 下大谷中 ｼﾓｵｵﾀﾆﾅｶ
6612 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
6759 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 下モデキ ｼﾓﾃﾞｷ
6758 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 十王堂 ｼﾞﾕｳｵｵﾄﾞｳ
6620 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 常願寺 ｼﾞﾖｳｶﾞﾝｼﾞ
6751 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 新開 ｼﾝｶｲ
6743 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ソウメウ田 ｿｳﾒｳﾃﾞﾝ
6716 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 立脇ダ ﾀﾃﾜｷﾀﾞ
6715 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 谷脇屋敷 ﾀﾆﾜｷﾔｼｷ
6679 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ タル谷峯 ﾀﾙﾀﾞﾆﾐﾈ
6724 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ダンノシタ ﾀﾞﾝﾉｼﾀ
6719 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 土橋 ﾂﾁﾊﾞｼ
6718 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 土橋ノ頭 ﾂﾁﾊﾞｼﾉｶｼﾗ
6625 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 寺ノ前 ﾃﾗﾉﾏｴ
6739 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 天王 ﾃﾝｵｵ
6619 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
6618 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 土居前 ﾄﾞｲﾏｴ
6765 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 土居前川仲 ﾄﾞｲﾏｴｶﾜﾅｶ
6738 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 堂ヶ谷 ﾄﾞｳｶﾞﾀﾞﾆ
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6601 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 堂山寺 ﾄﾞｳﾔﾏﾃﾞﾗ
6766 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 堂山寺越 ﾄﾞｳﾔﾏﾃﾞﾗｺﾞｴ
6689 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ トヲケ谷口 ﾄｵｹﾀﾞﾆｸﾁ
6603 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 所谷 ﾄｺﾛﾀﾞﾆ
6604 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 所谷口 ﾄｺﾛﾀﾞﾆｸﾁ
6681 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
6723 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 中尾ノハナ ﾅｶｵﾉﾊﾅ
6641 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 仲ヶ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
6804 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 中沢 ﾅｶｻﾞﾜ
6741 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 中澤中町 ﾅｶｻﾞﾜﾅｶﾏﾁ
6742 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 中沢中町 ﾅｶｻﾞﾜﾅｶﾏﾁ
6614 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 永田 ﾅｶﾞﾀ
6615 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 永田ウキ澤 ﾅｶﾞﾀｳｷｻﾞﾜ
6778 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 永谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
6650 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 中ノギ谷 ﾅｶﾉｷﾞﾀﾞﾆ
6642 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 永畑 ﾅｶﾞﾊﾞﾀ
6658 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 中ヘタ谷 ﾅｶﾍﾀﾀﾞﾆ
6644 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 仲間 ﾅｶﾏ
6731 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 中山 ﾅｶﾔﾏ
6800 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 中山峯 ﾅｶﾔﾏﾐﾈ
6704 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 西亀ノ甲 ﾆｼｶﾒﾉｺｳ
6775 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 西河内 ﾆｼｶﾜﾁ
6694 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 西谷口 ﾆｼﾀﾞﾆｸﾁ
6696 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 西谷南路 ﾆｼﾀﾞﾆﾅﾝｼﾞ
6770 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 西処谷 ﾆｼﾄｺﾛﾀﾞﾆ
6645 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 西仲間 ﾆｼﾅｶﾏ
6608 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 日平 ﾆﾁﾋﾗ
6666 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヌタツボスソ ﾇﾀﾂﾎﾞｽｿ
6677 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヌタノツボ ﾇﾀﾉﾂﾎﾞ
6678 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヌタノツボセイ本 ﾇﾀﾉﾂﾎﾞｾｲﾓﾄ
6674 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヌタノツボ西平山 ﾇﾀﾉﾂﾎﾞﾆｼﾋﾗﾔﾏ
6673 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヌタノツボ東谷 ﾇﾀﾉﾂﾎﾞﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
6762 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 根道分 ﾈﾐﾁﾜｹ
6648 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ノ木谷口 ﾉｷﾞﾀﾞﾆｸﾁ
6649 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ノギ谷口 ﾉｷﾞﾀﾞﾆｸﾁ
6752 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 登リ左古 ﾉﾎﾞﾘｻｺ
6790 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 畑ケ谷 ﾊﾀｹﾀﾞﾆ
6749 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 八丁車 ﾊﾁﾃｲｼﾔ
6732 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 八竜王 ﾊﾁﾘﾕｳｵｵ
6725 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ
6805 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 花ノ木谷 ﾊﾅﾉｷﾀﾞﾆ
6737 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ハンメヲ ﾊﾝﾒｵ
6785 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 東馬木戸 ﾋｶﾞｼｳﾏｷﾄﾞ
6798 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 東大谷 ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾆ
6801 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 東上大谷 ﾋｶﾞｼｶﾐｵｵﾀﾆ
6726 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 東花ノ木 ﾋｶﾞｼﾊﾅﾉｷ
6709 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 日比谷口 ﾋﾋﾞﾀﾆｸﾁ
6797 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 日比谷西ヒラ ﾋﾋﾞﾀﾆﾆｼﾋﾗ
6796 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 日比谷東ヒラ ﾋﾋﾞﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ
6773 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 日比羅 ﾋﾋﾞﾗ
6632 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 平野代 ﾋﾗﾉﾀﾞｲ
6633 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 平野松カハナ ﾋﾗﾉﾏﾂｶﾊﾅ
6691 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 平野山 ﾋﾗﾉﾔﾏ
6688 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 藤四郎谷 ﾌｼﾞｼﾛｳﾀﾞﾆ
6700 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 船倉 ﾌﾅｸﾗ
6701 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 船倉ノ前 ﾌﾅｸﾗﾉﾏｴ
6702 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 舶倉ノ前 ﾌﾅｸﾗﾉﾏｴ
6763 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 船倉ノ向 ﾌﾅｸﾗﾉﾑｶｲ
6602 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヘクリ ﾍｸﾘ
6660 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ ヘタ谷峯 ﾍﾀﾀﾞﾆﾐﾈ
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6698 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 坊ノ下丸田 ﾎﾞｳﾉｼﾀﾏﾙﾀ
6699 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 坊ノ下山 ﾎﾞｳﾉｼﾀﾔﾏ
6697 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 坊ノ峯 ﾎﾞｳﾉﾐﾈ
6780 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 松ヶハナ ﾏﾂｶﾞﾊﾅ
6772 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 松崎 ﾏﾂｻﾞｷ
6760 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ マゝチセ ﾏﾏﾁｾ
6755 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 廻リ下デキ ﾏﾜﾘｼﾓﾃﾞｷ
6707 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 廻リ前 ﾏﾜﾘﾏｴ
6756 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 廻リ前下川原 ﾏﾜﾘﾏｴｼﾓｶﾜﾊﾗ
6708 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 廻リ前西割 ﾏﾜﾘﾏｴﾆｼﾜﾘ
6705 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 廻リ屋敷 ﾏﾜﾘﾔｼｷ
6706 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 廻屋敷 ﾏﾜﾘﾔｼｷ
6623 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 水屋 ﾐｽﾞﾔ
6692 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 水屋山 ﾐｽﾞﾔﾔﾏ
6682 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 見附谷 ﾐﾂｹﾀﾞﾆ
6786 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 見付谷峯 ﾐﾂｹﾀﾆﾐﾈ
6686 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南ウスケ谷 ﾐﾅﾐｳｽｹﾀﾞﾆ
6768 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南上谷 ﾐﾅﾐｶﾐﾀﾆ
6617 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南敷地原 ﾐﾅﾐｼｷﾁﾞﾊﾗ
6789 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南トヲゲ谷 ﾐﾅﾐﾄｵｹﾞﾀﾞﾆ
6606 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南処谷 ﾐﾅﾐﾄｺﾛﾀﾞﾆ
6771 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南処谷 ﾐﾅﾐﾄｺﾛﾀﾞﾆ
6613 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南永田 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾀ
6721 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南弥七谷 ﾐﾅﾐﾔｼﾁﾀﾞﾆ
6720 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南弥七田 ﾐﾅﾐﾔｼﾁﾃﾞﾝ
6776 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 南山 ﾐﾅﾐﾔﾏ
6711 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 峯ノ駄場 ﾐﾈﾉﾀﾞﾊﾞ
6656 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 巳ノ越シ ﾐﾉｺｼ
6781 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 薬師堂 ﾔｸｼﾄﾞｳ
6782 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 薬子堂 ﾔｸｼﾄﾞｳ
6722 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 弥七田 ﾔｼﾁﾃﾞﾝ
6652 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 休場南ノ森 ﾔｽﾐﾊﾞﾐﾅﾐﾉﾓﾘ
6669 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
6665 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 柳谷スソ ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆｽｿ
6664 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 柳谷峯 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆﾐﾈ
6795 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 山片 ﾔﾏｶﾀ
6693 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ リウソ谷 ﾘｳｿﾀﾞﾆ
6638 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 和田 ﾜﾀﾞ
6637 後川08 敷地 ｼｷﾁﾞ 和田前 ﾜﾀﾞﾏｴ
6859 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 相島沢 ｱｲｼﾞﾏｻﾜ
6954 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 合田北路 ｱｲﾀﾞｷﾀｼﾞ
6862 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 合田南ノ谷奥 ｱｲﾀﾞﾐﾅﾐﾉﾀﾆｵｸ
6926 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ アガタ谷 ｱｶﾞﾀﾀﾆ
6925 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ アガタロ ｱｶﾞﾀﾛ
6911 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 井口 ｲｸﾁ
6959 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 石神 ｲｼｶﾐ
6831 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 石崎 ｲｼｻﾞｷ
6935 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ イチゴ坂 ｲﾁｺﾞｻｶ
6904 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ イヅミ ｲﾂﾞﾐ
6963 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ イヅミ ｲﾂﾞﾐ
6908 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ イヅミノ下タ ｲﾂﾞﾐﾉｼﾀ
6890 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ イモウタ ｲﾓｳﾀ
6936 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ イモム子 ｲﾓﾑﾈ
6889 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 岩田ドヲジリ ｲﾜﾀﾞﾄﾞｵｼﾞﾘ
6836 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 岩土 ｲﾜﾂﾁ
6957 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上野地東平 ｳｴﾉﾁﾋｶﾞｼﾋﾗ
6934 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 馬路エブチ ｳﾏﾁﾞｴﾌﾞﾁ
6876 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大井手ノウラ ｵｵｲﾃﾉｳﾗ
6877 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大井手ノ上ミ ｵｵｲﾃﾉｶﾐ
6878 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大井手東平 ｵｵｲﾃﾋｶﾞｼﾋﾗ
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6891 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大内瀬 ｵｵｳﾁｾ
6892 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ
6968 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大年ノハナ ｵｵﾄｼﾉﾊﾅ
6967 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大年山 ｵｵﾄｼﾔﾏ
6869 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大森山 ｵｵﾓﾘﾔﾏ
6909 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ヲカス町 ｵｶｽﾏﾁ
6972 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ オカス町 ｵｶｽﾏﾁ
6918 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 岡ノ谷 ｵｶﾉﾀﾆ
6920 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 岡ノ谷西平 ｵｶﾉﾀﾆﾆｼﾋﾗ
6921 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 岡ノ谷東平 ｵｶﾉﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ
6879 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 岡脇ノ谷 ｵｶﾜｷﾉﾀﾆ
6868 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 奥上合田 ｵｸｶﾐｱｲﾀﾞ
6951 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 奥川原西ヶ谷 ｵｸｶﾜﾊﾗﾆｼｶﾞﾀﾆ
6929 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 奥ソ子 ｵｸｿﾈ
6839 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 奥横川谷 ｵｸﾖｺｶﾜﾀﾆ
6829 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 小谷ヤシキ ｵﾀﾆﾔｼｷ
6871 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 尾ノ上 ｵﾉｳｴ
6870 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ カイロク ｶｲﾛｸ
6872 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ カイロク川添 ｶｲﾛｸｶﾜｿﾞｴ
6873 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ カイロク関ウラ ｶｲﾛｸｾｲｳﾗ
6865 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上ミ合田 ｶﾐｱｲﾀﾞ
6866 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上合田石ヶ谷 ｶﾐｱｲﾀﾞｲｼｶﾞﾀﾆ
6867 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上合田南路 ｶﾐｱｲﾀﾞﾐﾅﾐｼﾞ
6887 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上ミ岩タ ｶﾐｲﾜﾀ
6837 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上岩土 ｶﾐｲﾜﾂﾁ
6962 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上浦 ｶﾐｳﾗ
6922 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上土居上ノ駄場 ｶﾐﾄﾞｲｶﾐﾉﾀﾞﾊﾞ
6923 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上土居ノ奥 ｶﾐﾄﾞｲﾉｵｸ
6916 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上ミ中クボ ｶﾐﾅｶｸﾎﾞ
6880 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上野地 ｶﾐﾉﾁ
6881 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 上ノ地上ノ森 ｶﾐﾉﾁｶﾐﾉﾓﾘ
6917 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 鴨田 ｶﾓﾀ
6924 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 川臼ノ谷 ｶﾜｳｽﾉﾀﾆ
6885 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 川崎 ｶﾜｻｷ
6855 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 川原口 ｶﾜﾊﾗｸﾁ
6856 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ
6853 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 川原谷 ｶﾜﾊﾗﾀﾆ
6854 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 川原西ノ谷 ｶﾜﾊﾗﾆｼﾉﾀﾆ
6949 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 川原山 ｶﾜﾊﾗﾔﾏ
6950 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 川原山西平 ｶﾜﾊﾗﾔﾏﾆｼﾋﾗ
6955 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 北尾ノ上 ｷﾀｵﾉｳｴ
6857 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 桐島 ｷﾘｼﾏ
6858 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 桐島沢 ｷﾘｼﾏｻﾜ
6860 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 桐島澤 ｷﾘｼﾏｻﾜ
6956 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 桐島山 ｷﾘｼﾏﾔﾏ
6910 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 口縄田 ｸﾁﾅﾜﾀ
6883 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ クボノ前 ｸﾎﾞﾉﾏｴ
6939 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 雲形 ｸﾓｶﾞﾀ
6970 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ コモ ｺﾓ
6912 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ コモウ ｺﾓｳ
6816 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 小森 ｺﾓﾘ
6941 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 小森 ｺﾓﾘ
6815 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 小森口 ｺﾓﾘｸﾁ
6821 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 小森ノハナ ｺﾓﾘﾉﾊﾅ
6884 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ シバタヲビスヂ ｼﾊﾞﾀｵﾋﾞｽﾁﾞ
6875 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ シバタ堤ノ内 ｼﾊﾞﾀﾃｲﾉｳﾁ
6874 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 島田 ｼﾏﾀﾞ
6863 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 下モ合田 ｼﾓｱｲﾀﾞ
6953 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 下モ合田西ヒラ ｼﾓｱｲﾀﾞﾆｼﾋﾗ
6952 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 下合田南ノ谷奥 ｼﾓｱｲﾀﾞﾐﾅﾐﾉﾀﾆｵｸ
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6852 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 下川原口 ｼﾓｶﾜﾊﾗｸﾁ
6932 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 下モ曽根 ｼﾓｿﾈ
6906 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 下モ駄場 ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
6810 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ショレン坊谷 ｼﾖﾚﾝﾎﾞｳﾀﾆ
6849 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ シレイ原 ｼﾚｲﾊﾗ
6848 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ シレイ原山根 ｼﾚｲﾊﾗﾔﾏﾈ
6938 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 真光寺ノハナ ｼﾝｺｳｼﾞﾉﾊﾅ
6937 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 瀬切谷 ｾｷﾘﾀﾆ
6931 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 曽根口 ｿﾈｸﾁ
6928 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 曽根西平 ｿﾈﾆｼﾋﾗ
6964 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ソ子西平 ｿﾈﾆｼﾋﾗ
6965 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ソ子東平 ｿﾈﾋｶﾞｼﾋﾗ
6966 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ソ子南平 ｿﾈﾐﾅﾐﾋﾗ
6930 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ソ子ヤシキ ｿﾈﾔｼｷ
6808 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大人谷 ﾀﾞｲｼﾞﾝﾀﾆ
6809 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大人谷口 ﾀﾞｲｼﾞﾝﾀﾆｸﾁ
6907 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ダイホンボラ ﾀﾞｲﾎﾝﾎﾞﾗ
6806 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大用寺 ﾀﾞｲﾖｳｼﾞ
6807 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 大用寺下タ ﾀﾞｲﾖｳｼﾞｼﾀ
6933 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 竹中 ﾀｹﾅｶ
6905 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
6833 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 田村 ﾀﾑﾗ
6824 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ツルイ ﾂﾙｲ
6823 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ツルイノスソ ﾂﾙｲﾉｽｿ
6817 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ トマケ谷 ﾄﾏｹﾀﾆ
6915 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ナカクボ ﾅｶｸﾎﾞ
6844 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 中東喜庵谷 ﾅｶﾋｶﾞｼｷｱﾝﾀﾆ
6846 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 中東喜庵谷西平 ﾅｶﾋｶﾞｼｷｱﾝﾀﾆﾆｼﾋﾗ
6830 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ナダヤシキ ﾅﾀﾞﾔｼｷ
6944 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ナダ山 ﾅﾀﾞﾔﾏ
6819 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 仁井澤 ﾆｲｻﾜ
6969 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 仁井沢西路 ﾆｲｻﾜﾆｼﾐﾁ
6818 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 仁井澤山ノ根 ﾆｲｻﾜﾔﾏﾉﾈ
6888 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 西井口 ﾆｼｲｸﾞﾁ
6864 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 西桐島澤 ﾆｼｷﾘｼﾏｻﾜ
6834 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 西雲形 ﾆｼｸﾓｶﾞﾀ
6827 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 入道 ﾆﾕｳﾄﾞｳ
6942 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 入道 ﾆﾕｳﾄﾞｳ
6828 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 入道谷 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾀﾆ
6825 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 入道谷口 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾀﾆｸﾁ
6943 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 入道東平 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾋｶﾞｼﾋﾗ
6826 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 入道南谷 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾐﾅﾐﾀﾆ
6842 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ハケ森 ﾊｹﾓﾘ
6886 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 番匠田 ﾊﾞﾝﾀｸﾐﾀﾞ
6919 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東岡ノ谷 ﾋｶﾞｼｵｶﾉﾀﾆ
6840 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東奥川山 ﾋｶﾞｼｵｸｶﾜﾔﾏ
6882 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東上野地 ﾋｶﾞｼｶﾐﾉﾁ
6847 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東川 ﾋｶﾞｼｶﾜ
6850 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東川山ノ根 ﾋｶﾞｼｶﾜﾔﾏﾉﾈ
6843 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 奥東喜庵谷 ﾋｶﾞｼｷｱﾝﾀﾆ
6845 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東喜庵谷 ﾋｶﾞｼｷｱﾝﾀﾆ
6948 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東喜庵谷西平 ﾋｶﾞｼｷｱﾝﾀﾆﾆｼﾋﾗ
6947 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東喜庵谷東平 ﾋｶﾞｼｷｱﾝﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ
6913 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東コモウ ﾋｶﾞｼｺﾓｳ
6820 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東仁井澤 ﾋｶﾞｼﾆｲｻﾜ
6945 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 東横川山 ﾋｶﾞｼﾖｺｶﾜﾔﾏ
6896 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 冷尻谷 ﾋﾔｼﾘﾀ
6822 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ヒヤノモト ﾋﾔﾉﾓﾄ
6811 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 日吉谷 ﾋﾖｼﾀﾆ
6812 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 日吉谷口 ﾋﾖｼﾀﾆｸﾁ
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6940 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 日吉谷山 ﾋﾖｼﾀﾆﾔﾏ
6814 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 日吉西ノ谷 ﾋﾖｼﾆｼﾉﾀﾆ
6813 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 日吉ノ前 ﾋﾖｼﾉﾏｴ
6902 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 藤蔵谷 ﾌｼﾞｸﾗﾀﾆ
6903 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 藤蔵谷口 ﾌｼﾞｸﾗﾀﾆｸﾁ
6958 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 見土口西平 ﾐﾄｸﾁﾆｼﾋﾗ
6971 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミドロ ﾐﾄﾞﾛ
6897 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミトロ後口谷 ﾐﾄﾛｱﾄｸﾁﾀﾆ
6895 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミトロ石神谷 ﾐﾄﾛｲｼｶﾐﾀ
6900 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミトロ笹山 ﾐﾄﾛｻｻﾔﾏ
6899 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミトロ市内谷 ﾐﾄﾛｼﾅｲﾀﾆ
6960 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミドロ中ノ谷 ﾐﾄﾞﾛﾅｶﾉﾀﾆ
6898 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミドロ東平 ﾐﾄﾞﾛﾋｶﾞｼﾋﾗ
6961 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミドロ東ヒラ ﾐﾄﾞﾛﾋｶﾞｼﾋﾗ
6893 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミトロ道ノヲモテ ﾐﾄﾛﾐﾁﾉｵﾓﾃ
6894 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ミトロ横道ノヲモテ ﾐﾄﾛﾖｺﾐﾁﾉｵﾓﾃ
6851 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 南コモヲ ﾐﾅﾐｺﾓｵ
6861 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 南下モ合田谷 ﾐﾅﾐｼﾓｱｲﾀﾞﾀﾆ
6841 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 南横川谷 ﾐﾅﾐﾖｺｶﾜﾀﾆ
6832 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ ム子ブチ ﾑﾈﾌﾞﾁ
6901 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 陽明院ノハナ ﾖｳﾒｲｲﾝﾉﾊﾅ
6838 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 横川谷 ﾖｺｶﾜﾀﾆ
6946 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 横川西平 ﾖｺｶﾜﾆｼﾋﾗ
6835 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 横畑 ﾖｺﾊﾞﾀｹ
6927 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ リンノハナ ﾘﾝﾉﾊﾅ
6914 後川09 岩田 ｲﾜﾀﾞ 六反田ツリ水 ﾛｸﾀﾝﾀﾞﾂﾘﾐｽﾞ
7020 後川10 佐田 ｻﾀﾞ アウタ ｱｳﾀ
7108 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 麻生谷 ｱｿｳﾀﾞﾆ
7185 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 麻生谷山 ｱｿｳﾀﾆﾔﾏ
7190 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 荒平山 ｱﾗﾋﾗﾔﾏ
7072 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 池内 ｲｹｳﾁ
7073 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 池内道東 ｲｹｳﾁﾄﾞｳﾋｶﾞｼ
7071 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 池ベリ ｲｹﾍﾞﾘ
7099 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 池本 ｲｹﾓﾄ
7098 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 池本ノ沖 ｲｹﾓﾄﾉｵｷ
7182 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 池本山 ｲｹﾓﾄﾔﾏ
7014 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 石ガハナ ｲｼｶﾞﾊﾅ
7161 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 石ノハナ山 ｲｼﾉﾊﾅﾔﾏ
7043 後川10 佐田 ｻﾀﾞ イチウタ ｲﾁｳﾀ
7115 後川10 佐田 ｻﾀﾞ イナヤ谷 ｲﾅﾔﾀﾆ
7191 後川10 佐田 ｻﾀﾞ イナヤ山 ｲﾅﾔﾔﾏ
7021 後川10 佐田 ｻﾀﾞ イノ口 ｲﾉｸﾁ
7035 後川10 佐田 ｻﾀﾞ イノコ ｲﾉｺ
7170 後川10 佐田 ｻﾀﾞ イノコ山 ｲﾉｺﾔﾏ
7036 後川10 佐田 ｻﾀﾞ イノコ山ノ森 ｲﾉｺﾔﾏﾉﾓﾘ
7205 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 今成 ｲﾏﾅﾘ
7106 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 今成向イ ｲﾏﾅﾘﾑｶｲ
7037 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 入道山 ｲﾘﾐﾁﾔﾏ
7010 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 岩村山 ｲﾜﾑﾗﾔﾏ
7160 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 岩村山 ｲﾜﾑﾗﾔﾏ
6984 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 馬路谷 ｳﾏｼﾞﾀﾆ
7092 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 馬染川原 ｳﾏｿﾞﾒｶﾜﾗ
7085 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ウルリゼ ｳﾙﾘｾﾞ
6991 後川10 佐田 ｻﾀﾞ エビヤナゼ ｴﾋﾞﾔﾅｾﾞ
7201 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 縁地山 ｴﾝｼﾞﾔﾏ
7124 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 縁ノ下タ ｴﾝﾉｼﾀ
7009 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大岩村 ｵｵｲﾜﾑﾗ
7159 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大岩村山 ｵｵｲﾜﾑﾗﾔﾏ
6974 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大浦 ｵｵｳﾗ
6975 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大浦川ベリ ｵｵｳﾗｶﾜﾍﾞﾘ
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7145 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大浦山 ｵｵｳﾗﾔﾏ
7146 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大師ノハナ山 ｵｵｼﾉﾊﾅﾔﾏ
7138 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
7197 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大駄場山 ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
7202 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 大野山 ｵｵﾉﾔﾏ
7016 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヲカナダ ｵｶﾅﾀﾞ
7116 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥イナヤ谷 ｵｸｲﾅﾔﾀﾆ
6985 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥馬路谷 ｵｸｳﾏｼﾞﾀﾆ
7008 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥カグイ谷 ｵｸｶｸﾞｲﾀﾆ
7144 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥倉谷 ｵｸｸﾗﾀﾆ
7198 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥倉谷山 ｵｸｸﾗﾀﾆﾔﾏ
7000 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥鴻ノ碆 ｵｸｺｳﾉﾊﾞｴ
7023 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥竹ノ内 ｵｸﾀｹﾉｳﾁ
6987 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥谷田 ｵｸﾀﾆﾀﾞ
7122 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥中傍角 ｵｸﾁﾕｳﾎﾞｳﾂﾉ
7193 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥中傍角山 ｵｸﾁﾕｳﾎﾞｳﾂﾉﾔﾏ
7045 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥長田 ｵｸﾅｶﾞﾀ
7018 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 奥宮ノサキ ｵｸﾐﾔﾉｻｷ
7132 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 小野谷 ｵﾉﾀﾆ
7131 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 小野谷奥 ｵﾉﾀﾆｵｸ
7133 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 小ノ南ノ谷 ｵﾉﾐﾅﾐﾉﾀﾆ
7130 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 小野山 ｵﾉﾔﾏ
6989 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 折越 ｵﾘｺﾞｴ
7153 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 折越山 ｵﾘｺﾞｴﾔﾏ
7204 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鏡ヶ城山 ｶｶﾞﾐｶﾞｼﾛﾔﾏ
7005 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 柿木谷 ｶｷｷﾀﾆ
7007 後川10 佐田 ｻﾀﾞ カグイ谷ノ原 ｶｸﾞｲﾀﾆﾉﾊﾗ
7158 後川10 佐田 ｻﾀﾞ カグイ谷山 ｶｸﾞｲﾀﾆﾔﾏ
7140 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 上ミ谷 ｶﾐﾀﾆ
7139 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 上ミ谷山 ｶﾐﾀﾆﾔﾏ
7103 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 上福吉谷 ｶﾐﾌｸﾖｼﾀﾆ
7102 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 上福吉谷山 ｶﾐﾌｸﾖｼﾀﾆﾔﾏ
7184 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 上福吉山 ｶﾐﾌｸﾖｼﾔﾏ
7065 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 上屋式 ｶﾐﾔｼｷ
7066 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
6982 後川10 佐田 ｻﾀﾞ カメノコウ ｶﾒﾉｺｳ
6983 後川10 佐田 ｻﾀﾞ カメンコウ ｶﾒﾝｺｳ
7199 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 唐谷山 ｶﾗﾀﾆﾔﾏ
7177 後川10 佐田 ｻﾀﾞ カリヤ山 ｶﾘﾔﾔﾏ
7004 後川10 佐田 ｻﾀﾞ カワイ谷岩田通道ノ奥 ｶﾜｲﾀﾆｲﾜﾀﾄﾞｵﾘﾐﾁﾉｵｸ
6995 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 川内谷 ｶﾜｳﾁﾀﾆ
6973 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 川平 ｶﾜﾋﾗ
7135 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鴈谷 ｶﾞﾝﾀﾞﾆ
7136 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鴈谷ノ上エ ｶﾞﾝﾀﾞﾆﾉｳｴ
7137 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鴈谷山 ｶﾞﾝﾀﾞﾆﾔﾏ
7196 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 厂谷山 ｶﾞﾝﾀﾞﾆﾔﾏ
7097 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北馬ゾメ川原 ｷﾀｳﾏｿﾞﾒｶﾜﾗ
7087 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北梅ノ木畑 ｷﾀｳﾒﾉｷﾊﾞﾀ
6992 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北エビヤナゼ ｷﾀｴﾋﾞﾔﾅｾﾞ
7006 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北柿木谷 ｷﾀｶｷｷﾀﾆ
7157 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北柿ノ木谷山 ｷﾀｶｷﾉｷﾀﾆﾔﾏ
7107 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北コアソヲ ｷﾀｺｱｿｵ
7111 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北サコヤ ｷﾀｻｺﾔ
7078 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北島崎 ｷﾀｼﾏｻﾞｷ
7089 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北中久保 ｷﾀﾅｶｸﾎﾞ
7049 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北ナダ澤 ｷﾀﾅﾀﾞｻﾜ
7050 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北ナダ沢 ｷﾀﾅﾀﾞｻﾜ
7084 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 北八竜王 ｷﾀﾊﾁﾘﾕｳｵｵ
6997 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 清水ヶ谷 ｷﾖﾐｽﾞｶﾞﾀﾆ
7155 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 清水谷山 ｷﾖﾐｽﾞﾀﾆﾔﾏ
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7034 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 口イノコ ｸﾁｲﾉｺ
7038 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 口入道 ｸﾁｲﾘﾐﾁ
7172 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 口入道山 ｸﾁﾆﾕｳﾄﾞｳﾔﾏ
7143 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 倉谷 ｸﾗﾀﾆ
7142 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 倉谷口 ｸﾗﾀﾆｸﾁ
7141 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 倉谷ノ西 ｸﾗﾀﾆﾉﾆｼ
7061 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 桑木畑 ｸﾜｷﾊﾞﾀ
7104 後川10 佐田 ｻﾀﾞ コアソヲ ｺｱｿｵ
7117 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 庚申駄場 ｺｳｼﾝﾀﾞﾊﾞ
7192 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 庚申駄場山 ｺｳｼﾝﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
6999 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鴻ノ碆 ｺｳﾉﾊﾞｴ
7203 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 郡山 ｺｵﾘﾔﾏ
6994 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 古城 ｺｼﾛ
7154 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 古城山 ｺｼﾛﾔﾏ
7027 後川10 佐田 ｻﾀﾞ コボシロ ｺﾎﾞｼﾛ
7166 後川10 佐田 ｻﾀﾞ コホシロ山 ｺﾎｼﾛﾔﾏ
7093 後川10 佐田 ｻﾀﾞ コヤシキ ｺﾔｼｷ
7164 後川10 佐田 ｻﾀﾞ コヤノヂ山 ｺﾔﾉﾁﾞﾔﾏ
7113 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 櫻ヶ谷 ｻｸﾗｶﾞﾀﾆ
7114 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 桜ヶ谷 ｻｸﾗｶﾞﾀﾆ
7189 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 櫻ヶ谷山 ｻｸﾗｶﾞﾀﾆﾔﾏ
7110 後川10 佐田 ｻﾀﾞ サコヤ ｻｺﾔ
7187 後川10 佐田 ｻﾀﾞ サコヤ山 ｻｺﾔﾔﾏ
7003 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ササケハナ ｻｻｹﾊﾅ
7156 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ササケハナ山 ｻｻｹﾊﾅﾔﾏ
7055 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 三反畑 ｻﾝﾀﾝﾊﾞﾀ
7064 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 三反畑建ノ西 ｻﾝﾀﾝﾊﾞﾀﾀﾃﾉﾆｼ
7063 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 三反畑道ノ西 ｻﾝﾀﾝﾊﾞﾀﾐﾁﾉﾆｼ
7047 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 椎ノ下タ ｼｲﾉｼﾀ
7128 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ジデン ｼﾞﾃﾞﾝ
7077 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 島崎 ｼﾏｻﾞｷ
7075 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 島崎堤ノ内 ｼﾏｻﾞｷﾃｲﾉｳﾁ
7076 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 島崎堤ノ外 ｼﾏｻﾞｷﾃｲﾉｿﾄ
7127 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
7129 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 下モ谷山 ｼﾓﾀﾆﾔﾏ
7100 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 下福吉 ｼﾓﾌｸﾖｼ
7183 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 下モ福吉山 ｼﾓﾌｸﾖｼﾔﾏ
7015 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ジュザケサコ ｼﾞﾕｻﾞｹｻｺ
7162 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ジュザゲサコ山 ｼﾞﾕｻﾞｹﾞｻｺﾔﾏ
6976 後川10 佐田 ｻﾀﾞ セイ谷 ｾｲﾀﾆ
6978 後川10 佐田 ｻﾀﾞ セイ谷ハナ ｾｲﾀﾆﾊﾅ
7148 後川10 佐田 ｻﾀﾞ セイ谷ハナ山 ｾｲﾀﾆﾊﾅﾔﾏ
7067 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 宗願寺山 ｿｳｶﾞﾝｼﾞﾔﾏ
7200 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鷹取山 ﾀｶﾄﾘﾔﾏ
7022 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
6986 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
6993 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 谷屋式 ﾀﾆﾔｼｷ
7165 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 茶ブスケ森山 ﾁﾔﾌﾞｽｹﾓﾘﾔﾏ
7025 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 茶ブスケ森山ノ下 ﾁﾔﾌﾞｽｹﾓﾘﾔﾏﾉｼﾀ
7120 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 中傍角 ﾁﾕｳﾎﾞｳﾂﾉ
7118 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 中傍角口 ﾁﾕｳﾎﾞｳﾂﾉｸﾁ
7119 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 中傍角口 ﾁﾕｳﾎﾞｳﾂﾉｸﾁ
7121 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 中傍角山ノ上 ﾁﾕｳﾎﾞｳﾂﾉﾔﾏﾉｳｴ
7044 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鶴ヶ谷 ﾂﾙｶﾞﾀﾆ
7070 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 寺池 ﾃﾗｲｹ
7052 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
7178 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 寺前谷山 ﾃﾗﾏｴﾀﾆﾔﾏ
7068 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 寺前ノ谷 ﾃﾗﾏｴﾉﾀﾆ
7126 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 土居 ﾄﾞｲ
7125 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 土居ノ上 ﾄﾞｲﾉｳｴ
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7194 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 土居山 ﾄﾞｲﾔﾏ
7026 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鳥打場 ﾄﾘｳﾁﾊﾞ
7096 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鳥越坂 ﾄﾘｺﾞｴｻﾞｶ
7181 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鳥越坂 ﾄﾘｺﾞｴｻﾞｶ
7048 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 鳥越ノ谷 ﾄﾘｺﾞｴﾉﾀﾆ
7074 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 中池 ﾅｶｲｹ
7090 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 中久保 ﾅｶｸﾎﾞ
7046 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 長田 ﾅｶﾞﾀ
7081 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 長畑 ﾅｶﾞﾊﾞﾀ
7039 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
7051 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ナダ澤 ﾅﾀﾞｻﾜ
7056 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ナリカト ﾅﾘｶﾄ
7042 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西イチウタ ﾆｼｲﾁｳﾀ
6988 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西馬路 ﾆｼｳﾏｼﾞ
7152 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西馬路谷山 ﾆｼｳﾏｼﾞﾀﾆﾔﾏ
7062 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西桑木畑 ﾆｼｸﾜｷﾊﾞﾀ
6977 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西セイ谷 ﾆｼｾｲﾀﾆ
7147 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西セイ谷山 ﾆｼｾｲﾀﾆﾔﾏ
7029 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西竹ノ内 ﾆｼﾀｹﾉｳﾁ
7059 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西ナリカト往還ノ沖 ﾆｼﾅﾘｶﾄｵｳｶﾝﾉｵｷ
7060 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西ナリカド往還ノ沖 ﾆｼﾅﾘｶﾄﾞｵｳｶﾝﾉｵｷ
7171 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西入道山 ﾆｼﾆﾕｳﾄﾞｳﾔﾏ
6980 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西ヒノ木谷 ﾆｼﾋﾉｷﾀﾆ
7150 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西ヒノ木谷山 ﾆｼﾋﾉｷﾀﾆﾔﾏ
7168 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西森田山 ﾆｼﾓﾘﾀﾔﾏ
7176 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西ヤマノカミ ﾆｼﾔﾏﾉｶﾐ
7040 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 西ヤマノカミ山ノ下タ ﾆｼﾔﾏﾉｶﾐﾔﾏﾉｼﾀ
7032 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヌタノ ﾇﾀﾉ
7024 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ハシカ薮 ﾊｼｶﾔﾌﾞ
7083 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 八竜王 ﾊﾁﾘﾕｳｵｵ
7186 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ハバレ山 ﾊﾊﾞﾚﾔﾏ
7169 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東イチウダ山 ﾋｶﾞｼｲﾁｳﾀﾞﾔﾏ
7151 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東馬路谷山 ﾋｶﾞｼｳﾏｼﾞﾀﾆﾔﾏ
7031 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東シイチウタ ﾋｶﾞｼｼｲﾁｳﾀ
7123 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東中傍角 ﾋｶﾞｼﾁﾕｳﾎﾞｳﾂﾉ
7091 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東中久保 ﾋｶﾞｼﾅｶｸﾎﾞ
7079 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東長畑 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾊﾞﾀ
7175 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東長山 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾔﾏ
7057 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東ナリカト ﾋｶﾞｼﾅﾘｶﾄ
7058 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東ナリカド ﾋｶﾞｼﾅﾘｶﾄﾞ
6998 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 東又 ﾋｶﾞｼﾏﾀ
7134 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 引地山 ﾋｷｼﾞﾔﾏ
6979 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヒノ木谷 ﾋﾉｷﾀﾆ
6981 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヒノ木谷口 ﾋﾉｷﾀﾆｸﾁ
7149 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヒノ木谷山 ﾋﾉｷﾀﾆﾔﾏ
7012 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ビヤヤシキ ﾋﾞﾔﾔｼｷ
7001 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 深澤 ﾌｶｻﾞﾜ
7002 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 深沢 ﾌｶｻﾞﾜ
7112 後川10 佐田 ｻﾀﾞ フルタ山 ﾌﾙﾀﾔﾏ
7188 後川10 佐田 ｻﾀﾞ フル田山 ﾌﾙﾀﾔﾏ
7105 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 坊ノ北 ﾎﾞｳﾉｷﾀ
7086 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 楳ノ木畑 ﾎﾞｳﾉｷﾊﾞﾀ
7088 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ボヲノクボ ﾎﾞｵﾉｸﾎﾞ
7069 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ホキノ下タ ﾎｷﾉｼﾀ
7179 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ホキノ下タ山 ﾎｷﾉｼﾀﾔﾏ
7195 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 保キ山 ﾎｷﾔﾏ
7053 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ホリタ ﾎﾘﾀ
7054 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 前田 ﾏｴﾀﾞ
7163 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 松ケハナ山 ﾏﾂｹﾊﾅﾔﾏ
7013 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 丸田 ﾏﾙﾀ
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6990 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 溝口 ﾐｿﾞｸﾞﾁ
7101 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 南上福吉 ﾐﾅﾐｶﾐﾌｸﾖｼ
7109 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 南サコヤ ﾐﾅﾐｻｺﾔ
7082 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 南八竜王 ﾐﾅﾐﾊﾁﾘﾕｳｵｵ
7011 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
7017 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 宮ノサキ ﾐﾔﾉｻｷ
6996 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 宮ノ下タ ﾐﾔﾉｼﾀ
7019 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
7030 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 森田 ﾓﾘﾀ
7028 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 森田山 ﾓﾘﾀﾔﾏ
7167 後川10 佐田 ｻﾀﾞ モリタ山 ﾓﾘﾀﾔﾏ
7033 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 山神 ﾔﾏｶﾞﾐ
7173 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 山神山 ﾔﾏｶﾐﾔﾏ
7041 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヤマノカミ ﾔﾏﾉｶﾐ
7174 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヤマノカミ山 ﾔﾏﾉｶﾐﾔﾏ
7180 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヨカド北ノ森山 ﾖｶﾄﾞｷﾀﾉﾓﾘﾔﾏ
7080 後川10 佐田 ｻﾀﾞ 横松ノ裏 ﾖｺﾏﾂﾉｳﾗ
7094 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヨシカド ﾖｼｶﾄﾞ
7095 後川10 佐田 ｻﾀﾞ ヨシカド北ノ森 ﾖｼｶﾄﾞｷﾀﾉﾓﾘ
7307 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 足谷山 ｱｼﾀﾆﾔﾏ
7228 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 井出ノ詰 ｲﾃﾞﾉﾂﾒ
7211 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 井野々 ｲﾉﾉ
7212 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ イノノウツシリ ｲﾉﾉｳﾂｼﾘ
7250 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 井場ノ前 ｲﾊﾞﾉﾏｴ
7302 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 井場山 ｲﾊﾞﾔﾏ
7309 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ イモシイガ谷山 ｲﾓｼｲｶﾞﾀﾆﾔﾏ
7308 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ イモシイ谷ヤマ ｲﾓｼｲﾀﾆﾔﾏ
7267 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ イモジガ谷 ｲﾓｼﾞｶﾞﾀﾆ
7242 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ イヤガタニ山 ｲﾔｶﾞﾀﾆﾔﾏ
7240 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ イヤケタニ ｲﾔｹﾀﾆ
7241 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ イヤガタニ ｲﾔｹﾞﾀﾆ
7284 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 岩ガラ ｲﾜｶﾞﾗ
7274 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 岩ケサコ ｲﾜｹｻｺ
7276 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 岩ケサコ ｲﾜｹｻｺ
7314 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 岩サコヤマ ｲﾜｻｺﾔﾏ
7263 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上田向 ｳｴﾀﾑｷ
7226 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上牧キ ｳｴﾏｷ
7227 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上牧キ山 ｳｴﾏｷﾔﾏ
7258 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 牛カ谷 ｳｼｶﾀﾆ
7296 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ ウシロヤマ ｳｼﾛﾔﾏ
7262 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 大串谷 ｵｵｸｼﾀﾆ
7315 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 大串谷山 ｵｵｸｼﾀﾆﾔﾏ
7316 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 大串山 ｵｵｸｼﾔﾏ
7233 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 岡ノ前 ｵｶﾉﾏｴ
7234 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 沖ノ前 ｵｷﾉﾏｴ
7286 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 奥大串 ｵｸｵｵｸｼ
7257 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 奥原 ｵｸﾊﾗ
7266 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 叔父ガ鼻 ｵｼﾞｶﾞﾊﾅ
7277 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ ヲナシ ｵﾅｼ
7259 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 櫂ノ木 ｶｲﾉｷ
7220 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 景渕 ｶｹﾞﾌﾞﾁ
7292 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ カゲブチ山 ｶｹﾞﾌﾞﾁﾔﾏ
7289 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ カタ木原 ｶﾀｷﾊﾗ
7319 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ カタ木原山 ｶﾀｷﾊﾗﾔﾏ
7229 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上白原 ｶﾐｼﾛﾊﾗ
7210 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上七夕 ｶﾐﾅﾀ
7253 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上ホキノ前 ｶﾐﾎｷﾉﾏｴ
7295 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上マキヤマ ｶﾐﾏｷﾔﾏ
7247 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上ミ門ノ前 ｶﾐﾓﾝﾉﾏｴ
7265 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 上山神 ｶﾐﾔﾏｶﾐ
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7255 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 木ノ下タ ｷﾉｼﾀ
7248 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 車田 ｸﾙﾏﾀ
7217 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
7280 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 櫻山 ｻｸﾗﾀﾆ
7235 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 櫻畑 ｻｸﾗﾊﾞﾀｹ
7236 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 桜畑 ｻｸﾗﾊﾞﾀｹ
7279 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 地藏ノ下タ ｼﾞｿﾞｳﾉｼﾀ
7313 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 地藏森山 ｼﾞｿﾞｳﾓﾘﾔﾏ
7256 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 質谷 ｼﾂﾀﾆ
7273 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 島ヶ谷口 ｼﾏｶﾀﾆｸﾁ
7206 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 下七夕 ｼﾓﾀﾅﾊﾞﾀ
7264 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 下山神 ｼﾓﾔﾏｶﾐ
7230 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 白原 ｼﾛﾊﾗ
7232 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 白原山 ｼﾛﾊﾗﾔﾏ
7297 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 白原山 ｼﾛﾊﾗﾔﾏ
7207 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 杉谷 ｽｷﾞﾀﾆ
7219 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 瀧本 ﾀｷﾓﾄ
7208 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 鍛治屋谷 ﾀｼﾞﾔﾀﾆ
7306 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 田ノ向山 ﾀﾉﾑｶｲﾔﾏ
7260 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 田向 ﾀﾑｷ
7215 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 天神前 ﾃﾝｼﾞﾝﾏｴ
7304 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 桶ノ谷 ﾄｲﾉﾀﾆ
7287 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ トノ畑山 ﾄﾉﾊﾀｹﾔﾏ
7317 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ トノ畑山 ﾄﾉﾊﾀｹﾔﾏ
7310 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 中ウ子山 ﾅｶｳﾈﾔﾏ
7305 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 長谷山 ﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
7270 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 仲八分 ﾅｶﾊﾁﾌﾞ
7268 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 西イモジガ谷 ﾆｼｲﾓｼﾞｶﾞﾀﾆ
7231 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 西白原 ﾆｼｼﾛﾊﾗ
7237 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 西橋詰 ﾆｼﾊｼﾂﾞﾒ
7214 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 畠ナリ ﾊﾀﾅﾘ
7275 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東岩ケサコ ﾋｶﾞｼｲﾜｹｻｺ
7269 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東叔父ガ鼻 ﾋｶﾞｼｵｼﾞｶﾞﾊﾅ
7278 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東ヲナシ ﾋｶﾞｼｵﾅｼ
7221 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東カゲブチ山 ﾋｶﾞｼｶｹﾞﾌﾞﾁﾔﾏ
7293 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東カゲブチ山 ﾋｶﾞｼｶｹﾞﾌﾞﾁﾔﾏ
7261 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東田向 ﾋｶﾞｼﾀﾑｷ
7238 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東橋詰 ﾋｶﾞｼﾊｼﾂﾞﾒ
7281 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東船谷 ﾋｶﾞｼﾌﾅﾀﾆ
7252 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 東甫喜ノ前 ﾋｶﾞｼﾎｷﾉﾏｴ
7301 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 藤岡山 ﾌｼﾞｵｶﾔﾏ
7249 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 藤田正分 ﾌｼﾞﾀｾｲﾌﾞﾝ
7311 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 船ヶ谷景平 ﾌﾈｶﾞﾀﾆｶｹﾞﾋﾗ
7271 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 船カ谷口 ﾌﾈｶﾀﾆｸﾁ
7272 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 船谷口 ﾌﾈﾀﾆｸﾁ
7283 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 船玉 ﾌﾈﾀﾏ
7285 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 古田 ﾌﾙﾀ
7209 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ フロノヲモテ ﾌﾛﾉｵﾓﾃ
7216 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ ホヲジワガ谷 ﾎｵｼﾞﾜｶﾞﾀﾆ
7298 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ ホキグチ山 ﾎｷｸﾞﾁﾔﾏ
7251 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 甫喜ノ前 ﾎｷﾉﾏｴ
7254 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ ホシャノ木 ﾎｼﾔﾉｷ
7303 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ ホシャノキヤマ ﾎｼﾔﾉｷﾔﾏ
7282 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 帆柱 ﾎﾊﾞｼﾗ
7225 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 牧キ ﾏｷ
7222 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 牧キ上戸谷 ﾏｷｳｴﾄﾀﾆ
7224 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 牧ノ東谷 ﾏｷﾉﾋｶﾞｼﾀﾆ
7223 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 牧山 ﾏｷﾔﾏ
7294 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 槙山 ﾏｷﾔﾏ
7213 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 松ノ花 ﾏﾂﾉﾊﾅ
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7245 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 宮田奥 ﾐﾔﾀｵｸ
7300 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 宮田奥山 ﾐﾔﾀｵｸﾔﾏ
7246 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 宮田谷 ﾐﾔﾀﾀﾆ
7244 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 宮田ノ奥 ﾐﾔﾀﾉｵｸ
7299 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 宮田端山 ﾐﾔﾀﾊｼﾔﾏ
7243 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 宮田ハナ山 ﾐﾔﾀﾊﾅﾔﾏ
7218 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ
7291 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 宮ノ奥山 ﾐﾔﾉｵｸﾔﾏ
7290 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 向山 ﾑｷﾔﾏ
7239 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 門ノ前 ﾓﾝﾉﾏｴ
7288 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 柳サコ山 ﾔﾅｷﾞｻｺﾔﾏ
7318 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ 柳サコ山 ﾔﾅｷﾞｻｺﾔﾏ
7312 蕨岡01 藤 ﾌｼﾞ ヨタン谷山 ﾖﾀﾝﾀﾆﾔﾏ
7677 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ アヲ木 ｱｵｷ
7517 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ アカ谷 ｱｶﾀﾆ
7782 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ アキバ ｱｷﾊﾞ
7342 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ アゴシタ ｱｺﾞｼﾀ
7344 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ アゴシダ ｱｺﾞｼﾀﾞ
7522 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 安江地 ｱﾝｺｳﾁﾞ
7580 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ イガ谷 ｲｶﾞﾀﾆ
7581 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 井ガ谷ノ森 ｲｶﾞﾀﾆﾉﾓﾘ
7575 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ イゲガ谷 ｲｹﾞｶﾞﾀﾆ
7350 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 池田 ｲｹﾀﾞ
7794 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 神母原 ｲｹﾞﾊﾗ
7338 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 池迴リ ｲｹﾒｸﾞﾘ
7339 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 池廻リ ｲｹﾒｸﾞﾘ
7364 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 石ゲン谷 ｲｼｹﾞﾝﾀﾞﾆ
7817 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 石ゲン谷 ｲｼｹﾞﾝﾀﾞﾆ
7445 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 石釣井 ｲｼﾂﾘｲ
7538 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 石野山 ｲｼﾉﾔﾏ
7767 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 石バシ ｲｼﾊﾞｼ
7501 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 伊豆ヶ方越 ｲｽﾞｶﾞｶﾀｺﾞｴ
7875 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ イセデン ｲｾﾃﾞﾝ
7877 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 井ノ谷森 ｲﾉﾀﾆﾓﾘ
7348 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 猪屋式 ｲﾉﾔｼｷ
7421 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ イノヤシキ ｲﾉﾔｼｷ
7806 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ イモヂガ谷 ｲﾓﾁﾞｶﾞﾀﾞﾆ
7408 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ イモヂケ谷 ｲﾓﾁﾞｹﾀﾆ
7683 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 入川越山 ｲﾘｶﾜｺﾞｴﾔﾏ
7676 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 岩ガハナ ｲﾜｶﾞﾊﾅ
7692 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上エ桃ノ木尾 ｳｴﾓﾓﾉｷｵ
7446 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 宇サギタテ ｳｻｷﾞﾀﾃ
7374 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 丑ガ谷 ｳｼｶﾞﾀﾆ
7443 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 宇治屋谷 ｳｼﾞﾔﾀﾆ
7816 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ウヂヤ森 ｳﾁﾞﾔﾓﾘ
7661 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ウドガ谷 ｳﾄﾞｶﾞﾀﾆ
7420 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 姥ヶ城 ｳﾊﾞｶﾞｼﾛ
7670 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 馬平地 ｳﾏﾋﾗﾁﾞ
7700 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 小板ノ川 ｵｲﾀﾉｶﾜ
7630 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大板ノ川 ｵｵｲﾀﾉｶﾜ
7356 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ
7678 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大楠ノ谷 ｵｵｸｽﾉﾀﾆ
7675 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大楠ノ森 ｵｵｸｽﾉﾓﾘ
7462 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大佐コ ｵｵｻｺ
7475 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大ソウケバタ ｵｵｿｳｹﾊﾞﾀ
7334 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大田 ｵｵﾀ
7650 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大瀧ノ森 ｵｵﾀｷﾉﾓﾘ
7439 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大谷 ｵｵﾀﾆ
7424 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大野城 ｵｵﾉｼﾛ
7551 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大ミナクチ ｵｵﾐﾅｸﾁ
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7576 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 岡バナ ｵｶﾊﾞﾅ
7586 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 岡平口 ｵｶﾋﾗｸﾞﾁ
7331 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 岡本前 ｵｶﾓﾄﾏｴ
7722 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 沖右衛門林 ｵｷｴﾓﾝﾊﾞﾔｼ
7587 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 沖平口 ｵｷﾋﾗｸﾞﾁ
7652 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 沖屋敷 ｵｷﾔｼｷ
7617 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥アサシガサコ ｵｸｱｻｼｶﾞｻｺ
7550 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥アセビケ谷 ｵｸｱｾﾋﾞｹﾀﾞﾆ
7527 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥池ヶ谷 ｵｸｲｹｶﾞﾀﾆ
7579 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥イゲガ谷 ｵｸｲｹﾞｶﾞﾀﾆ
7483 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥石神森 ｵｸｲｼｶﾞﾐﾓﾘ
7659 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥石原谷 ｵｸｲｼﾊﾗﾀﾞﾆ
7740 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥イセデン ｵｸｲｾﾃﾞﾝ
7772 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲク井ノ谷 ｵｸｲﾉﾀﾆ
7485 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥隠ザコ ｵｸｲﾝｻﾞｺ
7696 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクウヲカ谷 ｵｸｳｵｶﾀﾞﾆ
7626 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥内中尾 ｵｸｳﾁﾅｶｵ
7779 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクエゴ谷 ｵｸｴｺﾞﾀﾞﾆ
7541 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥大岩ノ谷 ｵｸｵｵｲﾜﾉﾀﾆ
7654 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥大瀧ノ谷 ｵｸｵｵﾀｷﾉﾀﾆ
7664 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクヲカメウロ ｵｸｵｶﾒｳﾛ
7448 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥鴨 ｵｸｶﾓ
7563 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥カラ谷 ｵｸｶﾗﾀﾞﾆ
7401 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥観音 ｵｸｶﾝﾉﾝ
7510 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥九市ヶ谷 ｵｸｸｲﾁｶﾞﾀﾆ
7545 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥クロザウ ｵｸｸﾛｻﾞｳ
7686 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥五切田 ｵｸｺﾞｷﾘﾃﾞﾝ
7472 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクサクラガトウ ｵｸｻｸﾗｶﾞﾄｳ
7701 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 小グシ平 ｵｸﾞｼﾀﾞﾆ
7702 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 小グシ谷 ｵｸﾞｼﾀﾞﾆ
7747 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥下モ岡 ｵｸｼﾓｵｶ
7466 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクシヤマガ谷 ｵｸｼﾔﾏｶﾞﾀﾆ
7797 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥須田 ｵｸｽﾀﾞ
7537 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥スベリハイ ｵｸｽﾍﾞﾘﾊｲ
7506 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥田ノ谷 ｵｸﾀﾉﾀﾆ
7430 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥田ノトウ ｵｸﾀﾞﾉﾄｳ
7489 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥タル谷 ｵｸﾀﾙﾀﾆ
7611 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥中津川 ｵｸﾅｶﾂｶﾞﾜ
7635 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥入道 ｵｸﾆﾕｳﾄﾞｳ
7614 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥ノヲソ越エ ｵｸﾉｵｿｺﾞｴ
7799 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクハセガ谷 ｵｸﾊｾｶﾞﾀﾆ
7887 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥ハゼガ谷 ｵｸﾊｾﾞｶﾞﾀﾆ
7394 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥ハゼガ谷山 ｵｸﾊｾﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
7382 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥藤越谷 ｵｸﾌｼﾞｴﾂﾀﾞﾆ
7751 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥古寺 ｵｸﾌﾙﾃﾞﾗ
7560 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥ホヲソド ｵｸﾎｵｿﾄﾞ
7480 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥細 ｵｸﾎﾞｿ
7733 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥水屋 ｵｸﾐｽﾞﾔ
7827 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクミヤマガ谷 ｵｸﾐﾔﾏｶﾞﾀﾆ
7828 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ オクミヤマガ谷 ｵｸﾐﾔﾏｶﾞﾀﾆ
7389 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクムクロジ山 ｵｸﾑｸﾛｼﾞﾔﾏ
7557 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 奥ヤケソ川 ｵｸﾔｹｿｶﾞﾜ
7468 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲクヤスヲバタ ｵｸﾔｽｵﾊﾞﾀ
7497 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲク椀城 ｵｸﾜﾝｼﾞﾖｳ
7726 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 音作畑 ｵﾄｻｸﾊﾞﾀ
7861 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲニワライノ森 ｵﾆﾜﾗｲﾉﾓﾘ
7666 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 鬼ワラビ ｵﾆﾜﾗﾋﾞ
7582 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
7627 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲモ山 ｵﾓﾔﾏ
7729 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 尾山 ｵﾔﾏ
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7621 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
7416 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 戒 ｶｲ
7415 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 戒ヶ駄場 ｶｲｶﾞﾀﾞﾊﾞ
7809 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 戒山 ｶｲﾔﾏ
7417 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ カキヅエ ｶｷﾂﾞｴ
7410 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 角藏林 ｶｸｿﾞｳﾊﾞﾔｼ
7569 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ カゲガトウス ｶｹﾞｶﾞﾄｳｽ
7323 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 景畑 ｶｹﾞﾊﾞﾀ
7867 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 景山 ｶｹﾞﾔﾏ
7423 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 片木林 ｶﾀｷﾊﾞﾔｼ
7637 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ カタシ原 ｶﾀｼﾊﾗ
7773 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ カヂヤガ谷 ｶﾁﾞﾔｶﾞﾀﾆ
7529 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ カ子ノ石谷 ｶﾈﾉｲｼﾀﾆ
7712 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ笠屋 ｶﾐｶｻﾔ
7336 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上町田 ｶﾐｶﾝﾀﾞ
7684 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ栗石 ｶﾐｸﾘｲｼ
7863 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ栗石 ｶﾐｸﾘｲｼ
7358 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ小池 ｶﾐｺｲｹ
7592 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上是城 ｶﾐｺﾚｼﾛ
7753 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上サコ ｶﾐｻｺ
7783 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ザコ ｶﾐｻﾞｺ
7682 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ重ガ谷 ｶﾐｼｹﾞｶﾞﾀﾆ
7362 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ城 ｶﾐｼﾛ
7327 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上關 ｶﾐｾｷ
7328 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上関 ｶﾐｾｷ
7341 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ関 ｶﾐｾｷ
7705 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ竹ノ向ヒ ｶﾐﾀｹﾉﾑｶﾋ
7688 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミダン段 ｶﾐﾀﾞﾝﾀﾞﾝ
7412 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ツバキ ｶﾐﾂﾊﾞｷ
7808 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ツバキ峠 ｶﾐﾂﾊﾞｷﾄｳｹﾞ
7566 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ長尾 ｶﾐﾅｶﾞｵ
7668 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ナガヤブ ｶﾐﾅｶﾞﾔﾌﾞ
7807 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上深ヶ谷 ｶﾐﾌｶｶﾞﾀﾆ
7599 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上分 ｶﾐﾌﾞﾝ
7811 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上屋式 ｶﾐﾔｼｷ
7465 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上ミ安王 ｶﾐﾔｽｵｳ
7436 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 上山 ｶﾐﾔﾏ
7706 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 亀ノコウ ｶﾒﾉｺｳ
7354 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 鴨 ｶﾓ
7456 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 鴨北谷 ｶﾓｷﾀﾀﾞﾆ
7823 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 鴨北ノ森 ｶﾓｷﾀﾉﾓﾘ
7447 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 鴨口 ｶﾓｸﾞﾁ
7822 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 鴨中ノ森 ｶﾓﾅｶﾉﾓﾘ
7819 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 鴨南ノ森 ｶﾓﾐﾅﾐﾉﾓﾘ
7564 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ カラ谷ノ森 ｶﾗﾀﾆﾉﾓﾘ
7346 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 川原崎 ｶﾜﾊﾗｻﾞｷ
7698 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 川原カ谷 ｶﾜﾗｶﾞﾀﾞﾆ
7890 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 川原木ガ谷 ｶﾜﾗｷｶﾞﾀﾆ
7340 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 神田 ｶﾝﾀﾞ
7345 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 神田谷 ｶﾝﾀﾞﾀﾞﾆ
7368 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 神田ノ森 ｶﾝﾀﾞﾉﾓﾘ
7839 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 神田山 ｶﾝﾀﾞﾔﾏ
7425 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 勘之丞井手 ｶﾝﾉｼﾞﾖｳｲﾃﾞ
7500 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ キヲイ ｷｵｲ
7528 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北池谷ノ森 ｷﾀｲｹﾀﾆﾉﾓﾘ
7843 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北池ノ谷モリ ｷﾀｲｹﾉﾀﾆﾓﾘ
7660 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北石原ノ森 ｷﾀｲｼﾊﾗﾉﾓﾘ
7452 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北イマツダバ ｷﾀｲﾏﾂﾀﾞﾊﾞ
7507 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北岩ガラ ｷﾀｲﾜｶﾞﾗ
7546 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北大平 ｷﾀｵｵﾋﾗ
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7644 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北奥ノ切レ ｷﾀｵｸﾉｷﾚ
7598 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北春日田 ｷﾀｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
7803 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北カンノン ｷﾀｶﾝﾉﾝ
7815 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北切田尾 ｷﾀｷﾘﾀｵ
7404 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北口細 ｷﾀｸﾁﾎﾞｿ
7375 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北栗ヶ谷 ｷﾀｸﾘｶﾞﾀﾆ
7402 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北クワンノン ｷﾀｸﾜﾝﾉﾝ
7322 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北坂折 ｷﾀｻｶｵﾘ
7604 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北芝ノ森 ｷﾀｼﾊﾞﾉﾓﾘ
7748 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北下岡 ｷﾀｼﾓｵｶ
7715 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北十三駄場 ｷﾀｼﾞﾕｳｿｳﾀﾞﾊﾞ
7649 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北瀧山 ｷﾀﾀｷﾔﾏ
7774 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北タルサコ ｷﾀﾀﾙｻｺ
7533 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北ツブロバイ ｷﾀﾂﾌﾞﾛﾊﾞｲ
7498 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北中角 ｷﾀﾅｶｶﾄﾞ
7612 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北中津川森 ｷﾀﾅｶﾂｶﾞﾜﾓﾘ
7613 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北ニセノ上ヘ ｷﾀﾆｾﾉｳﾍ
7380 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北奴田野 ｷﾀﾇﾀﾉ
7762 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ キタノシバ ｷﾀﾉｼﾊﾞ
7335 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北ノ丁 ｷﾀﾉﾁﾖｳ
7673 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北野中 ｷﾀﾉﾅｶ
7514 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北ハイトヲ ｷﾀﾊｲﾄｵ
7571 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北ヒラギ ｷﾀﾋﾗｷﾞ
7716 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北ボヲガ谷 ｷﾀﾎﾞｵｶﾞﾀﾆ
7866 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北堀据 ｷﾀﾎﾘｲ
7680 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北ミミキレ ｷﾀﾐﾐｷﾚ
7834 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 北ワン城森 ｷﾀﾜﾝｼﾞﾖｳﾓﾘ
7847 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 九郎藏山 ｷﾕｳﾛｳｸﾗﾔﾏ
7588 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 切リ島 ｷﾘｼﾞﾏ
7438 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 切田尾谷 ｷﾘﾀｵﾀﾆ
7333 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 切畑 ｷﾘﾊﾞﾀ
7509 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 九市ヶ谷 ｸｲﾁｶﾞﾀﾆ
7862 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ クシノム子 ｸｼﾉﾑﾈ
7435 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 楠ノ木谷 ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
7618 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口アサシガサコ ｸﾁｱｻｼｶﾞｻｺ
7548 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口アセビケ谷 ｸﾁｱｾﾋﾞｹﾀﾞﾆ
7524 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口池ノ谷 ｸﾁｲｹﾉﾀﾆ
7892 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口石神谷　 ｸﾁｲｼｶﾞﾐﾀﾆ
7482 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口石神森 ｸﾁｲｼｶﾞﾐﾓﾘ
7657 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口石原谷 ｸﾁｲｼﾊﾗﾀﾞﾆ
7736 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口イセデン ｸﾁｲｾﾃﾞﾝ
7737 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ クチイセデン ｸﾁｲｾﾃﾞﾝ
7754 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口井ノ谷 ｸﾁｲﾉﾀﾆ
7771 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口井ノ谷 ｸﾁｲﾉﾀﾆ
7484 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口隠ザコ ｸﾁｲﾝｻﾞｺ
7694 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口ウヲカ谷 ｸﾁｳｵｶﾀﾞﾆ
7624 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口内中尾 ｸﾁｳﾁﾅｶｵ
7778 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ クチエゴ谷 ｸﾁｴｺﾞﾀﾞﾆ
7540 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口大岩ノ谷 ｸﾁｵｵｲﾜﾉﾀﾆ
7653 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ クチ大瀧ノ谷 ｸﾁｵｵﾀｷﾉﾀﾆ
7663 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口ヲカメウロ ｸﾁｵｶﾒｳﾛ
7558 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口カラ谷 ｸﾁｶﾗﾀﾞﾆ
7399 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口クワンノン ｸﾁｸﾜﾝﾉﾝ
7471 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口櫻ヶ峠 ｸﾁｻｸﾗｶﾞﾄｳｹﾞ
7615 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ クチ重ヶ谷 ｸﾁｼｹﾞｶﾞﾀﾆ
7746 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口下モ岡 ｸﾁｼﾓｵｶ
7451 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口次郎助谷 ｸﾁｼﾞﾛｳｽｹﾀﾞﾆ
7384 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口スダ ｸﾁｽﾀﾞ
7534 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口スベリバイ ｸﾁｽﾍﾞﾘﾊﾞｲ
7504 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口田ノ谷 ｸﾁﾀﾉﾀﾆ
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7426 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口田ノトウ ｸﾁﾀﾉﾄｳ
7487 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口タル谷 ｸﾁﾀﾙﾀﾆ
7606 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口中ツ川 ｸﾁﾅｶﾂｶﾞﾜ
7605 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口中津川森 ｸﾁﾅｶﾂｶﾞﾜﾓﾘ
7634 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口入道 ｸﾁﾆﾕｳﾄﾞｳ
7392 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口チ枦谷 ｸﾁﾊｾﾞﾀﾞﾆ
7467 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口深山谷 ｸﾁﾌｶﾔﾏﾀﾆ
7381 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口藤越谷 ｸﾁﾌｼﾞｴﾂﾀﾞﾆ
7750 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口古寺 ｸﾁﾌﾙﾃﾞﾗ
7559 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口ホソド ｸﾁﾎｿﾄﾞ
7732 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口水屋 ｸﾁﾐｽﾞﾔ
7387 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口ムクロジ ｸﾁﾑｸﾛｼﾞ
7555 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口ヤケソ川 ｸﾁﾔｹｿｶﾞﾜ
7463 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口安王畑 ｸﾁﾔｽｵｳﾊﾞﾀ
7495 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 口椀城 ｸﾁﾜﾝｼﾞﾖｳ
7841 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 国木尾 ｸﾆｷｵ
7361 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 窪田 ｸﾎﾞﾀ
7366 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ クボ田 ｸﾎﾞﾀ
7450 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ クライ谷口 ｸﾗｲﾀﾆｸﾞﾁ
7776 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 蔵ノ下タ ｸﾗﾉｼﾀ
7330 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ クロハザ ｸﾛﾊｻﾞ
7812 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 桑ノ木ヶ谷 ｸﾜﾉｷｶﾞﾀﾆ
7853 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 桑原谷 ｸﾜﾊﾞﾗﾀﾆ
7457 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 小池越 ｺｲｹｺﾞｴ
7609 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ コイノ森 ｺｲﾉﾓﾘ
7607 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ コ井原 ｺｲﾊﾗ
7758 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 高知神 ｺｳﾁｶﾞﾐ
7370 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 高知谷 ｺｳﾁﾀﾞﾆ
7685 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 五切田 ｺﾞｷﾘﾃﾞﾝ
7884 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 小グシ平 ｺｸﾞｼﾋﾗ
7397 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ コゴエ ｺｺﾞｴ
7826 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ コサ子 ｺｻﾈ
7369 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 小次郎谷 ｺｼﾞﾛｳﾀﾞﾆ
7852 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ コスナノ森 ｺｽﾅﾉﾓﾘ
7583 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ コスナ森 ｺｽﾅﾓﾘ
7474 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ コソウケバタ ｺｿｳｹﾊﾞﾀ
7886 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ コソウケバタ ｺｿｳｹﾊﾞﾀ
7591 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 是城森 ｺﾚｼﾛﾓﾘ
7681 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 五郎谷 ｺﾞﾛｳﾀﾞﾆ
7343 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ゴンダ ｺﾞﾝﾀﾞ
7516 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 催合川 ｻｲｺﾞｳｶﾞﾜ
7792 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 坂折森 ｻｶｵﾚﾓﾘ
7554 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ サカナシ山 ｻｶﾅｼﾔﾏ
7359 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 坂本 ｻｶﾓﾄ
7854 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ サガリ山 ｻｶﾞﾘﾔﾏ
7477 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ サクラガダバ ｻｸﾗｶﾞﾀﾞﾊﾞ
7473 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ サクラガモリ ｻｸﾗｶﾞﾓﾘ
7829 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ サクラガ森 ｻｸﾗｶﾞﾓﾘ
7547 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ サクラ山 ｻｸﾗﾔﾏ
7360 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 佐古屋式 ｻｺﾔｼｷ
7490 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 佐古屋敷 ｻｺﾔｼｷ
7645 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ サ子ノ森 ｻﾈﾉﾓﾘ
7577 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 猿ヤヶ谷 ｻﾙﾔｶﾞﾀﾞﾆ
7744 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 澤田 ｻﾜﾀﾞ
7768 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ サワ谷 ｻﾜﾀﾆ
7757 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 澤ノ口 ｻﾜﾉｸﾁ
7708 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 澤本ヤシキ ｻﾜﾓﾄﾔｼｷ
7777 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 三五山 ｻﾝｺﾞﾔﾏ
7879 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 三吾山 ｻﾝｺﾞﾔﾏ
7460 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 三四郎 ｻﾝｼﾛｳ
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7755 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 三年 ｻﾝﾈﾝ
7325 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
7638 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 椎ノ木谷 ｼｲﾉｷﾀﾞﾆ
7636 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 椎ノ木山 ｼｲﾉｷﾔﾏ
7855 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 椎ノ木山 ｼｲﾉｷﾔﾏ
7616 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 重ヶ谷森 ｼｹﾞｶﾞﾀﾆﾓﾘ
7461 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 四十代切 ｼｼﾞﾕｳﾀﾞｲｷﾘ
7691 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下タ桃ノ木尾 ｼﾀﾓﾓﾉｷｵ
7851 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ シブン谷 ｼﾌﾞﾝﾀﾆ
7585 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ シマノミヤ ｼﾏﾉﾐﾔ
7574 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 清水 ｼﾐｽﾞ
7573 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ シメン谷 ｼﾒﾝﾀﾞﾆ
7784 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モ井関 ｼﾓｲｾﾞｷ
7719 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モガイチ ｼﾓｶﾞｲﾁ
7738 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モガイチ ｼﾓｶﾞｲﾁ
7713 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モ笠屋 ｼﾓｶｻﾔ
7337 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下町田 ｼﾓｶﾝﾀﾞ
7864 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下栗石山 ｼﾓｸﾘｲｼﾔﾏ
7543 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モクロザワ ｼﾓｸﾛｻﾞﾜ
7458 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モ小池 ｼﾓｺｲｹ
7589 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モ是城 ｼﾓｺﾚｼﾛ
7353 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下城 ｼﾓｼﾛ
7883 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モタケノムカエ ｼﾓﾀｹﾉﾑｶｴ
7885 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モタケノムカエ ｼﾓﾀｹﾉﾑｶｴ
7689 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下ダンダン ｼﾓﾀﾞﾝﾀﾞﾝ
7414 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下ツバキ峠 ｼﾓﾂﾊﾞｷ
7386 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下中尾山 ｼﾓﾅｶｵﾔﾏ
7667 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モナガヤブ ｼﾓﾅｶﾞﾔﾌﾞ
7409 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下フカガ谷 ｼﾓﾌｶｶﾞﾀﾆ
7882 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下分 ｼﾓﾌﾞﾝ
7444 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モ野城 ｼﾓﾔｼﾛ
7464 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下モ安王畑 ｼﾓﾔｽｵｳﾊﾞﾀ
7789 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 下和田 ｼﾓﾜﾀﾞ
7880 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ジャキリ森 ｼﾞﾔｷﾘﾓﾘ
7651 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 十代地 ｼﾞﾕｳﾀﾞｲﾁ
7455 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ショブガ谷 ｼﾖﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆ
7699 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 白土山 ｼﾗﾂﾁﾔﾏ
7820 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 次郎助山 ｼﾞﾛｳｽｹﾔﾏ
7814 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 須ヶノ森 ｽｶﾞﾉﾓﾘ
7813 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 須ヶ森 ｽｶﾞﾓﾘ
7428 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ スゲガ谷 ｽｹﾞｶﾞﾀﾆ
7742 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 整理 ｾｲﾘ
7492 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ センカウジ ｾﾝｶｳｼﾞ
7476 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ソウケノ森 ｿｳｹﾉﾓﾘ
7743 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大正 ﾀｲｼﾖｳ
7831 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 大仙 ﾀﾞｲｾﾝ
7378 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
7780 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 竹中屋敷 ﾀｹﾅｶﾔｼｷ
7349 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 田城 ﾀｼﾛ
7502 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 田ソ谷南ノ森 ﾀｿﾀﾞﾆﾐﾅﾐﾉﾓﾘ
7332 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 谷ノ前 ﾀﾆﾉﾏｴ
7363 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 谷屋式 ﾀﾆﾔｼｷ
7491 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
7513 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 田ノ谷北ノ森 ﾀﾉﾀﾆｷﾀﾉﾓﾘ
7838 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 田ノ谷西ノ森 ﾀﾉﾀﾆﾆｼﾉﾓﾘ
7835 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 田ノ谷南ノ森 ﾀﾉﾀﾆﾐﾅﾐﾉﾓﾘ
7878 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ タルサコ山 ﾀﾙｻｺﾔﾏ
7508 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 近平林 ﾁｶﾋﾗﾊﾞﾔｼ
7836 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 近平森 ﾁｶﾋﾗﾓﾘ
7735 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 地主 ﾁﾞﾇｼ
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7765 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 茶堂 ﾁﾔﾄﾞｳ
7608 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 茶屋ガサコ ﾁﾔﾔｶﾞｻｺ
7752 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 手水ノ森 ﾁﾖｳｽﾞﾉﾓﾘ
7718 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 長面寺 ﾁﾖｳﾒﾝﾃﾞﾗ
7714 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 長面寺ノ森 ﾁﾖｳﾒﾝﾃﾞﾗﾉﾓﾘ
7427 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ツイノボリ ﾂｲﾉﾎﾞﾘ
7818 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 椿ヶ谷 ﾂﾊﾞｷｶﾞﾀﾞﾆ
7396 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ツリドイ ﾂﾘﾄﾞｲ
7572 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 天王 ﾃﾝｵｳ
7850 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 天皇山 ﾃﾝﾉｳﾔﾏ
7763 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ド井ノヒタ ﾄﾞｲﾉﾋﾀ
7764 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
7596 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ドヲシリ ﾄﾞｵｼﾘ
7693 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ トヲ見カサコ ﾄｵﾐｶｻｺ
7865 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ トヲ見ガサコ ﾄｵﾐｶﾞｻｺ
7646 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ トリウチバ ﾄﾘｳﾁﾊﾞ
7741 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ トリクビ山 ﾄﾘｸﾋﾞﾔﾏ
7549 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中アセビケ谷 ﾅｶｱｾﾋﾞｹﾀﾞﾆ
7578 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中神母カ谷 ﾅｶｲｹﾞｶﾞﾀﾆ
7525 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中池ノ谷 ﾅｶｲｹﾉﾀﾆ
7658 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中石原谷 ﾅｶｲｼﾊﾗﾀﾞﾆ
7739 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中イセデン ﾅｶｲｾﾃﾞﾝ
7377 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ナガイモ地 ﾅｶﾞｲﾓﾁﾞ
7695 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中ウヲ谷 ﾅｶｳｵﾀﾞﾆ
7441 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中兎ノハナ ﾅｶｳｻｷﾞﾉﾊﾅ
7625 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中内中尾 ﾅｶｳﾁﾅｶｵ
7565 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ナガヲノ森 ﾅｶﾞｵﾉﾓﾘ
7871 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中尾山 ﾅｶｵﾔﾏ
7544 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中クロザウ ﾅｶｸﾛｻﾞｳ
7400 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中クワンノン ﾅｶｸﾜﾝﾉﾝ
7590 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中是城 ﾅｶｺﾚｼﾛ
7470 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 長坂 ﾅｶﾞｻｶ
7383 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中スダ ﾅｶｽﾀﾞ
7536 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中スベリハイ ﾅｶｽﾍﾞﾘﾊｲ
7704 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中竹ノ向ヒ ﾅｶﾀｹﾉﾑｶﾋ
7593 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中谷山 ﾅｶﾀﾆﾔﾏ
7641 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 長谷山 ﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
7505 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中田ノ谷 ﾅｶﾀﾉﾀﾆ
7429 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中田ノトウ ﾅｶﾀﾉﾄｳ
7610 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中津川 ﾅｶﾂｶﾞﾜ
7413 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中ツバキ ﾅｶﾂﾊﾞｷ
7329 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中ノ丁 ﾅｶﾉﾁﾖｳ
7393 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中ハゼガ谷 ﾅｶﾊｾﾞｶﾞﾀﾞﾆ
7388 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中ムクロジ ﾅｶﾑｸﾛｼﾞ
7556 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中ヤケソ川 ﾅｶﾔｹｿｶﾞﾜ
7371 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
7419 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
7373 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 中山 ﾅｶﾔﾏ
7352 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 流レ田 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
7619 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ナシノ木山 ﾅｼﾉｷﾔﾏ
7760 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ナロ駄場 ﾅﾛﾀﾞﾊﾞ
7830 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西石神森 ﾆｼｲｼｶﾞﾐﾓﾘ
7442 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西兎ノハナ ﾆｼｳｻｷﾞﾉﾊﾅ
7623 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西内中尾森 ﾆｼｳﾁﾅｶｵﾓﾘ
7518 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西梅ノ木ヶ駄場 ﾆｼｳﾒﾉｷｶﾞﾀﾞﾊﾞ
7725 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西榎畑 ﾆｼｴﾉｷﾊﾞﾀ
7454 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西大駄場 ﾆｼｵｵﾀﾞﾊﾞ
7724 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西ヲクボ ﾆｼｵｸﾎﾞ
7745 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西尾山 ﾆｼｵﾔﾏ
7640 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西ヲリヲ ﾆｼｵﾘｵ
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7728 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西川原畑 ﾆｼｶﾜﾊﾗﾊﾞﾀ
7398 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西観音 ﾆｼｶﾝﾉﾝ
7512 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西九市ヶ谷 ﾆｼｸｲﾁｶﾞﾀﾆ
7869 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西ケタガ谷 ﾆｼｹﾀｶﾞﾀﾆ
7889 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西高知神 ﾆｼｺｳﾁｶﾞﾐ
7320 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西坂折 ﾆｼｻｶｵﾘ
7478 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西サクラガダバ ﾆｼｻｸﾗｶﾞ
7602 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西芝ノ森 ﾆｼｼﾊﾞﾉﾓﾘ
7707 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西下モ五味 ﾆｼｼﾓｺﾞﾐ
7785 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西ジャキリ ﾆｼｼﾞﾔｷﾘ
7433 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西駄場田 ﾆｼﾀﾞﾊﾞﾃﾞﾝ
7488 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西樽谷森 ﾆｼﾀﾙﾀﾆﾓﾘ
7530 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西ツブロバイ ﾆｼﾂﾌﾞﾛﾊﾞｲ
7759 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西ヅレ ﾆｼﾂﾞﾚ
7709 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西トヲノス ﾆｼﾄｵﾉｽ
7860 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西荷付場 ﾆｼﾆﾂｷﾊﾞ
7665 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西荷附場 ﾆｼﾆﾂｹﾊﾞ
7459 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西花ノ木 ﾆｼﾊﾅﾉｷ
7595 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西ヒトツウド ﾆｼﾋﾄﾂｳﾄﾞ
7552 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西坊主畑 ﾆｼﾎﾞｳｽﾞﾊﾞﾀｹ
7671 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西松カ下タ ﾆｼﾏﾂｶﾞｼﾀ
7432 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西ヤブ内坂 ﾆｼﾔﾌﾞｳﾁｻﾞｶ
7372 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西山ノ神田 ﾆｼﾔﾏﾉｶﾝﾀﾞ
7881 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 西和田山 ﾆｼﾜﾀﾞﾔﾏ
7568 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 日平カトウス ﾆﾁﾋﾗｶﾄｳｽ
7848 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 日平ガトウス ﾆﾁﾋﾗｶﾞﾄｳｽ
7567 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 日平トヲス谷 ﾆﾁﾋﾗﾄｵｽﾀﾞﾆ
7469 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
7633 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 入ドヲ森 ﾆﾕｳﾄﾞｵﾓﾘ
7553 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ハゴノ内 ﾊｺﾞﾉｳﾁ
7798 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ バショバ ﾊﾞｼﾖﾊﾞ
7390 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ バショバ山 ﾊﾞｼﾖﾊﾞﾔﾏ
7405 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ハシリガ谷 ﾊｼﾘｶﾞﾀﾆ
7406 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ハタガ谷 ﾊﾀｶﾞﾀﾞﾆ
7523 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 八右衛門山 ﾊﾁｴﾓﾝﾔﾏ
7357 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ
7407 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ バン谷 ﾊﾞﾝﾀﾞﾆ
7481 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東石神森 ﾋｶﾞｼｲｼｶﾞﾐﾓﾘ
7440 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東兎ノハナ ﾋｶﾞｼｳｻｷﾞﾉﾊﾅ
7628 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東内中尾森 ﾋｶﾞｼｳﾁﾅｶｵﾓﾘ
7520 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東梅ノ木ヶ駄場 ﾋｶﾞｼｳﾒﾉｷｶﾞﾀﾞﾊﾞ
7727 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東榎畑 ﾋｶﾞｼｴﾉｷﾊﾞﾀ
7872 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東大クボ ﾋｶﾞｼｵｵｸﾎﾞ
7453 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東大駄場 ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾞﾊﾞ
7639 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東ヲリヲ ﾋｶﾞｼｵﾘｵ
7600 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東春日田 ﾋｶﾞｼｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
7511 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東九市ヶ谷 ﾋｶﾞｼｸｲﾁｶﾞﾀﾆ
7802 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東クワンノン ﾋｶﾞｼｸﾜﾝﾉﾝ
7711 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東桁ヶ谷 ﾋｶﾞｼｹﾀｶﾞﾀﾆ
7756 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東高知神 ﾋｶﾞｼｺｳﾁｶﾞﾐ
7321 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東坂折 ﾋｶﾞｼｻｶｵﾘ
7603 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東芝ノ森 ﾋｶﾞｼｼﾊﾞﾉﾓﾘ
7868 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東下モ五味 ﾋｶﾞｼｼﾓｺﾞﾐ
7434 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東駄場田 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞﾃﾞﾝ
7486 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東樽谷森 ﾋｶﾞｼﾀﾙﾔﾓﾘ
7531 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東ツブロバイ ﾋｶﾞｼﾂﾌﾞﾛﾊﾞｲ
7710 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東トヲノス ﾋｶﾞｼﾄｵﾉｽ
7499 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東中角 ﾋｶﾞｼﾅｶｶﾄﾞ
7800 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東ハセガ谷 ﾋｶﾞｼﾊｾｶﾞﾀﾆ
7395 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東ハゼガ谷山 ﾋｶﾞｼﾊｾﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
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7805 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東畑ヶ谷 ﾋｶﾞｼﾊﾀｶﾞﾀﾆ
7825 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東花ノ木 ﾋｶﾞｼﾊﾅﾉｷ
7594 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東ヒトツウド ﾋｶﾞｼﾋﾄﾂｳﾄﾞ
7561 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東ボヲズ畑 ﾋｶﾞｼﾎﾞｵｽﾞﾊﾞﾀｹ
7672 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東松カ下タ ﾋｶﾞｼﾏﾂｶﾞｼﾀ
7690 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東桃ノ木尾 ﾋｶﾞｼﾓﾓﾉｷｵ
7431 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東ヤブ内坂 ﾋｶﾞｼﾔﾌﾞｳﾁｻﾞｶ
7418 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東山ノ神田 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾉｶﾝﾀﾞ
7786 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東和田城 ﾋｶﾞｼﾜﾀﾞｼﾛ
7873 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 東蕨谷山 ﾋｶﾞｼﾜﾗﾋﾞ
7367 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 樋水谷 ﾋｽｲﾀﾞﾆ
7539 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 左石ノ山 ﾋﾀﾞﾘｲｼﾉﾔﾏ
7570 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 樋ノクチ ﾋﾉｸﾁ
7391 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 日ノ地 ﾋﾉﾁﾞ
7849 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 平木ノモリ ﾋﾗｷﾉﾓﾘ
7888 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 平森 ﾋﾗﾓﾘ
7655 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 福本屋敷 ﾌｸﾓﾄﾔｼｷ
7858 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 福本山 ﾌｸﾓﾄﾔﾏ
7519 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ フトガ谷 ﾌﾄｶﾞ
7840 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ フトガ谷 ﾌﾄｶﾞﾀﾆ
7669 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 船ノ森 ﾌﾈﾉﾓﾘ
7766 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ フロノモト ﾌﾛﾉﾓﾄ
7876 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ フロノ森 ﾌﾛﾉﾓﾘ
7385 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 刎場 ﾌﾝﾊﾞ
7376 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヘエシ畑 ﾍｴｼﾊﾞﾀｹ
7793 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヘンロ谷 ﾍﾝﾛﾀﾞﾆ
7720 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ボヲガ谷 ﾎﾞｵｶﾞﾀﾆ
7479 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 細口 ﾎｿｸﾞﾁ
7562 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ホソドノ森 ﾎｿﾄﾞﾉﾓﾘ
7355 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 程岡 ﾎﾄﾞｵｶ
7622 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ホトケガハナ ﾎﾄｹｶﾞﾊﾅ
7629 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ホリノスソ ﾎﾘﾉｽｿ
7632 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ マタグチ ﾏﾀｸﾞﾁ
7734 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 松浦城 ﾏﾂｳﾗｼﾞﾖｳ
7687 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 松カ森 ﾏﾂｶﾞﾓﾘ
7422 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 丸田 ﾏﾙﾀ
7411 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ミエン谷 ﾐｴﾝﾀﾞﾆ
7532 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 右石ノ山 ﾐｷﾞｲｼﾉﾔﾏ
7845 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 右石野山 ﾐｷﾞｲｼﾉﾔﾏ
7324 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 道ノ下タ ﾐﾁﾉｼﾀ
7795 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南アワガ谷 ﾐﾅﾐｱﾜｶﾞﾀﾆ
7526 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南池ノ谷ノ森 ﾐﾅﾐｲｹﾉﾀﾆﾉﾓﾘ
7842 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南池ノ谷モリ ﾐﾅﾐｲｹﾉﾀﾆﾓﾘ
7859 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南石原ノ森 ﾐﾅﾐｲｼﾊﾗﾉﾓﾘ
7821 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南イマツダバ ﾐﾅﾐｲﾏﾂﾀﾞﾊﾞ
7837 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南イワガラ ﾐﾅﾐｲﾜｶﾞﾗ
7535 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南大平 ﾐﾅﾐｵｵﾋﾗ
7642 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南奥切レ ﾐﾅﾐｵｸｷﾞﾚ
7643 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南奥ノ切レ ﾐﾅﾐｵｸﾉｷﾚ
7597 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南春日田 ﾐﾅﾐｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
7449 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南鴨ノ谷 ﾐﾅﾐｶﾓﾉﾀﾆ
7791 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南川井 ﾐﾅﾐｶﾜｲ
7437 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南切田尾 ﾐﾅﾐｷﾘﾀｵ
7403 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南口ボソ ﾐﾅﾐｸﾁﾎﾞｿ
7801 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南クワンノン ﾐﾅﾐｸﾜﾝﾉﾝ
7601 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南芝ノ森 ﾐﾅﾐｼﾊﾞﾉﾓﾘ
7749 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南下モ岡ノ森 ﾐﾅﾐｼﾓｵｶﾉﾓﾘ
7723 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南十三駄場 ﾐﾅﾐｼﾞﾕｳｿｳﾀﾞﾊﾞ
7647 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南タキ山 ﾐﾅﾐﾀｷﾔﾏ
7856 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南龍山 ﾐﾅﾐﾀﾂﾔﾏ
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7844 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ツブロバイ ﾐﾅﾐﾂﾌﾞﾛﾊﾞｲ
7496 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南中角 ﾐﾅﾐﾅｶｶﾄﾞ
7620 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ニセノ上エ ﾐﾅﾐﾆｾﾉｳｴ
7379 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南奴田野 ﾐﾅﾐﾇﾀﾉ
7796 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ヌタノ ﾐﾅﾐﾇﾀﾉ
7674 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ノ中 ﾐﾅﾐﾉﾅｶ
7503 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ハイトヲ ﾐﾅﾐﾊｲﾄｵ
7804 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南畑ヶ谷 ﾐﾅﾐﾊﾀｶﾞﾀﾆ
7515 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ヒラギ ﾐﾅﾐﾋﾗｷﾞ
7769 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南フロノ本 ﾐﾅﾐﾌﾛﾉﾓﾄ
7721 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ボヲガ谷 ﾐﾅﾐﾎﾞｵｶﾞﾀﾆ
7679 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ミミキレ山 ﾐﾅﾐﾐﾐｷﾚﾔﾏ
7833 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 南ワン城 ﾐﾅﾐﾜﾝｼﾞﾖｳ
7824 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
7703 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 宮前 ﾐﾔﾏｴ
7521 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 村上 ﾑﾗｶﾐ
7631 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 村木 ﾑﾗｷ
7351 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 免立 ﾒﾝﾀﾃ
7656 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 元ノ切 ﾓﾄﾉｷﾘ
7662 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 元ノ森 ﾓﾄﾉﾓﾘ
7493 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ モミジ ﾓﾐｼﾞ
7365 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ モミチ ﾓﾐﾁ
7832 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ モミヂ ﾓﾐﾁﾞ
7775 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ モミヂ原 ﾓﾐﾁﾞﾊﾗ
7781 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 森近屋敷 ﾓﾘﾁｶﾔｼｷ
7770 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 森ノ駄場 ﾓﾘﾉﾀﾞﾊﾞ
7761 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 弥市屋敷 ﾔｲﾁﾔｼｷ
7730 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 安ガ谷 ﾔｽｶﾞﾀﾆ
7731 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 安ヶ谷ノ森 ﾔｽｶﾞﾀﾆﾉﾓﾘ
7874 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 安ヶ谷森 ﾔｽｶﾞﾀﾆﾓﾘ
7648 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヤナ木ガ谷 ﾔﾅｷﾞｶﾞﾀﾞﾆ
7857 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ヤナ木ガ森 ﾔﾅｷﾞｶﾞﾓﾘ
7891 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 柳ケクボ ﾔﾅｷﾞｹｸﾎﾞ
7697 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 山スミ ﾔﾏｽﾐ
7810 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 山ノ神田 ﾔﾏﾉｶﾐﾀ
7584 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 幸原谷 ﾕｷﾊﾗﾀﾞﾆ
7347 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 指ノ又 ﾕﾋﾞﾉﾏﾀ
7846 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 喜右衛門林 ﾖｼｴﾓﾝﾊﾞﾔｼ
7542 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 喜左衛門森 ﾖｼｻﾞｴﾓﾝﾓﾘ
7717 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 若宮ノ谷 ﾜｶﾐﾔﾉﾀﾆ
7870 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 若宮ノ森 ﾜｶﾐﾔﾉﾓﾘ
7788 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 和田 ﾜﾀﾞ
7326 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 和田芝 ﾜﾀﾞｼﾊﾞ
7787 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 和田城ノ森 ﾜﾀﾞｼﾛﾉﾓﾘ
7790 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ 和田原 ﾜﾀﾞﾊﾗ
7494 蕨岡02 蕨岡甲 ﾜﾗﾋﾞｵｶｺｳ ワン城原 ﾜﾝｼﾞﾖｳﾊﾞﾗ
7966 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 浅ノ向 ｱｻﾉﾑｶｲ
7913 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ アミダ屋式 ｱﾐﾀﾞﾔｼｷ
8009 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 荒谷口 ｱﾗﾀﾆｸﾁ
8114 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 荒谷山 ｱﾗﾀﾆﾔﾏ
8121 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ イテノ山 ｲﾃﾉﾔﾏ
8016 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ イデノ山 ｲﾃﾞﾉﾔﾏ
8123 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 井ノ森山 ｲﾉﾓﾘﾔﾏ
8074 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 岩ガサコ ｲﾜｶﾞｻｺ
8044 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ウシロダ ｳｼﾛﾀﾞ
8088 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ウシロ谷 ｳｼﾛﾀﾞﾆ
8129 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 内川 ｳﾁｶﾜ
8032 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 内屋式 ｳﾁﾔｼｷ
8094 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 衛門畑 ｴﾓﾝﾊﾞﾀ
8124 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 圓倉 ｴﾝｸﾞﾗ
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8028 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 円ノ倉 ｴﾝﾉｸﾗ
7992 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 大タツメ ｵｵﾀﾂﾒ
8125 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 大福良 ｵｵﾌｸﾗ
7985 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 大渕山 ｵｵﾌﾞﾁﾔﾏ
8092 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 岡ヶ谷 ｵｶｶﾞﾀﾞﾆ
8127 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 岡ヶ谷山 ｵｶｶﾞﾀﾆﾔﾏ
7955 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 岡ノ地峯 ｵｶﾉｼﾞﾐﾈ
8122 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥浅ヶ谷山 ｵｸｱｻｶﾞﾀﾆﾔﾏ
8022 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥浅ヶ谷山 ｵｸｱｻｶﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
8010 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥荒谷 ｵｸｱﾗﾀﾆ
8073 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥ウバガ谷 ｵｸｳﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ
8093 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥岡ヶ谷 ｵｸｵｶｶﾞﾀﾞﾆ
8056 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥シノガ谷 ｵｸｼﾉｶﾞﾀﾞﾆ
8082 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ヲクスヲカミ ｵｸｽｵｶﾐ
7990 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥タツメ ｵｸﾀﾂﾒ
8007 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥トイシ川 ｵｸﾄｲｼｶﾜ
8058 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥トビノス ｵｸﾄﾋﾞﾉｽ
7999 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥平岩 ｵｸﾋﾗｲﾜ
8064 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ヲクホヲノキ ｵｸﾎｵﾉｷ
7941 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 奥竜羽 ｵｸﾘﾕｳﾊ
7967 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ヲノ上エ山 ｵﾉｳｴﾔﾏ
8025 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 尾花 ｵﾊﾞﾅ
8061 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
8031 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ カキゾエ ｶｷｿﾞｴ
8067 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ カサ松 ｶｻﾏﾂ
8077 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 上カゲノフチ ｶﾐｶｹﾞﾉﾌﾁ
7954 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 上谷田 ｶﾐﾀﾆﾊﾞ
7994 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 上ミヌタノダバ ｶﾐﾇﾀﾉﾀﾞﾊﾞ
7960 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 上渕ノ頭 ｶﾐﾌﾞﾁﾉｶｼﾗ
7981 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 上桃ヶ市 ｶﾐﾓﾓｶﾞｲﾁ
8002 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
8130 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 川井 ｶﾜｲ
7914 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 川成 ｶﾜﾅﾘ
8068 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 菊井 ｷｸｲ
8107 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北市ヶ谷 ｷﾀｲﾁｶﾞﾀﾆ
7946 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北市ヶ谷 ｷﾀｲﾁｶﾞﾀﾞﾆ
8100 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北ウルシ谷 ｷﾀｳﾙｼﾀﾞﾆ
7950 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北岡ノ地 ｷﾀｵｶﾉﾁﾞ
7928 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北カチヤサコ ｷﾀｶﾁﾔｻｺ
7927 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北カヂヤサコ ｷﾀｶﾁﾞﾔｻｺ
7969 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北亀次分山 ｷﾀｶﾒｼﾞﾜｹﾔﾏ
7894 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北川井 ｷﾀｶﾜｲ
7900 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北クボン谷 ｷﾀｸﾎﾞﾝﾀﾞﾆ
8116 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北五味 ｷﾀｺﾞﾐ
8095 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北立場 ｷﾀﾀﾁﾊﾞ
8066 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北轟ヶ谷 ｷﾀﾄﾄﾞﾛｷｶﾞﾀﾞﾆ
7920 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北長尾 ｷﾀﾅｶﾞｵ
7938 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北長田 ｷﾀﾅｶﾞﾀ
8014 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北中野 ｷﾀﾅｶﾉ
8112 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北ノ川 ｷﾀﾉｶﾜ
7952 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北古川 ｷﾀﾌﾙｶﾜ
8041 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 北ホバナギ ｷﾀﾎﾊﾞﾅｷﾞ
8070 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 口ウバカ谷 ｸﾁｳﾊﾞｶﾀﾆ
8113 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 口トイシ川 ｸﾁﾄｲｼｶﾜ
8005 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 口トイシノ川 ｸﾁﾄｲｼﾉｶﾜ
7998 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 口平岩 ｸﾁﾋﾗｲﾜ
8063 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ クチホヲノキ ｸﾁﾎｵﾉｷ
7939 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 口竜羽 ｸﾁﾘﾕｳﾊ
8097 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 久保ノ谷 ｸﾎﾞﾉﾀﾆ
8137 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 栗ノ木谷 ｸﾘﾉｷﾀﾆ
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7901 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 栗ノ木谷森 ｸﾘﾉｷﾀﾞﾆﾓﾘ
8098 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 栗ノ木ノ森 ｸﾘﾉｷﾉﾓﾘ
7895 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 車田 ｸﾙﾏﾀﾞ
7897 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 源太郎 ｹﾞﾝﾀﾛｳ
7997 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 小北ノ川 ｺｷﾀﾉｶﾜ
7974 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 小切畑 ｺｷﾚﾊﾞﾀ
8008 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 小串山 ｺｸﾞｼﾔﾏ
8065 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ コケガ谷山 ｺｹｶﾞﾀﾆﾔﾏ
7906 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 越ノヲク ｺｼﾉｵｸ
8083 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 小ショブガ谷 ｺｼﾖﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆ
8084 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ コショブガ森 ｺｼﾖﾌﾞｶﾞﾓﾘ
7993 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 小タツメ ｺﾀﾂﾒ
8126 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 小谷 ｺﾀﾆ
8091 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 小畑 ｺﾊﾞﾀｹ
7933 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 小古田 ｺﾌﾙﾀ
8115 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 吾味森 ｺﾞﾐﾓﾘ
8059 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ サカン谷 ｻｶﾝﾀﾞﾆ
7958 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 作屋敷 ｻｸﾔｼｷ
7987 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 貞平屋敷 ｻﾀﾞﾋﾗﾔｼｷ
8069 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 申田 ｻﾙﾀ
8019 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ サルワタリ ｻﾙﾜﾀﾘ
8086 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 山才 ｻﾝｻｲ
8087 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 山才谷 ｻﾝｻｲﾀﾞﾆ
7903 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 椎ノ木ノ下タ ｼｲﾉｷﾉｼﾀ
7962 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ジウサガダバ ｼﾞｳｻｶﾞﾀﾞﾊﾞ
8049 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 重左衛門 ｼｹﾞｻﾞｴﾓﾝ
8048 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 重左衛門開 ｼｹﾞｻﾞｴﾓﾝｶｲ
7916 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 七藏田 ｼﾁｿﾞｳﾀﾞ
8055 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ シノガ谷 ｼﾉｶﾞﾀﾞﾆ
7926 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ シバクチ ｼﾊﾞｸﾁ
8079 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 下カゲノフチ ｼﾓｶｹﾞﾉﾌﾁ
7953 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 下谷田 ｼﾓﾀﾆﾀﾞ
7996 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 下ヌタンダバ ｼﾓﾇﾀﾝﾀﾞﾊﾞ
7959 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 下渕ノ頭 ｼﾓﾌﾞﾁﾉｶｼﾗ
7980 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 下桃ヶ市 ｼﾓﾓﾓｶﾞｲﾁ
8047 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ショヲ林 ｼﾖｵﾊﾞﾔｼ
8030 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 白石山 ｼﾗｲｼﾔﾏ
8020 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 城ヶダバ ｼﾛｶﾞﾀﾞﾊﾞ
8081 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ スヲカミ ｽｵｶﾐ
7907 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 関山田 ｾｷﾔﾏﾀﾞ
8134 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ソ子 ｿﾈ
8090 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 高畑山 ﾀｶﾊﾀﾔﾏ
8043 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ タチバナ ﾀﾁﾊﾞﾅ
7988 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ タツメ口 ﾀﾂﾒｸﾁ
8003 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ タテガキ ﾀﾃｶﾞｷ
8051 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 谷林山 ﾀﾆﾊﾞﾔｼﾔﾏ
8038 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
7905 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 丁ギヶダバ ﾁﾖｳｷﾞｶﾞﾀﾞﾊﾞ
7973 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ツルイ ﾂﾙｲ
7893 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 出合 ﾃﾞｱｲ
7899 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 出合山 ﾃﾞｱｲﾔﾏ
7918 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 天正寺 ﾃﾝｼﾖｳｼﾞ
7904 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 天正寺谷 ﾃﾝｼﾖｳｼﾞﾀﾞﾆ
8060 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 峠ノ山 ﾄｳｹﾞﾉﾔﾏ
7898 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ トヲリアン ﾄｵﾘｱﾝ
8057 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ トビノス ﾄﾋﾞﾉｽ
7943 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 泥谷谷 ﾄﾞﾛﾔﾀﾞﾆ
8021 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中浅ヶ谷 ﾅｶｱｻｶﾞﾀﾞﾆ
8072 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中ウバガ谷 ﾅｶｳﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ
8131 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 長尾 ﾅｶﾞｵ
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7951 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中岡ノ地 ﾅｶｵｶﾉﾁﾞ
8078 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中カゲノフチ ﾅｶｶｹﾞﾉﾌﾁ
8033 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ナガタ ﾅｶﾞﾀ
7989 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中タツメ ﾅｶﾀﾂﾒ
8006 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中トイシ川 ﾅｶﾄｲｼｶﾜ
7995 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中ヌタンダバ ﾅｶﾇﾀﾝﾀﾞﾊﾞ
8136 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中野 ﾅｶﾉ
7984 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 永畑 ﾅｶﾞﾊﾞﾀ
8018 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 中原 ﾅｶﾊﾗ
7976 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西アサジリカサコ山 ﾆｼｱｻｼﾞﾘｶｻｺﾔﾏ
8108 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西アサジリガサコ山 ﾆｼｱｻｼﾞﾘｶﾞｻｺﾔﾏ
8001 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西アワシリ ﾆｼｱﾜｼﾘ
7961 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西岩瀧山 ﾆｼｲﾜﾀｷﾔﾏ
7965 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西岩渕 ﾆｼｲﾜﾌﾞﾁ
7911 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西榎谷 ﾆｼｴﾉｷﾀﾞﾆ
7979 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西エベス谷 ﾆｼｴﾍﾞｽﾀﾞﾆ
7971 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西岡 ﾆｼｵｶ
7949 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西岡ノ地 ﾆｼｵｶﾉﾁﾞ
7986 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西ヲヂウ子山 ﾆｼｵﾁﾞｳﾈﾔﾏ
8110 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西ヲンヂウ子山 ﾆｼｵﾝﾁﾞｳﾈﾔﾏ
8120 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西カラトノ谷 ﾆｼｶﾗﾄﾉﾀﾞﾆ
8035 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西川渕谷 ﾆｼｶﾜﾌﾞﾁﾀﾞﾆ
8036 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西川渕谷山 ﾆｼｶﾜﾌﾞﾁﾀﾞﾆﾔﾏ
7896 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西栗ノ木谷 ﾆｼｸﾘﾉｷﾀﾞﾆ
8052 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西コバサコ ﾆｼｺﾊﾞｻｺ
8012 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西五味 ﾆｼｺﾞﾐ
8040 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西ジヲン寺 ﾆｼｼﾞｵﾝﾃﾞﾗ
8023 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西タキ山 ﾆｼﾀｷﾔﾏ
8037 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西谷屋敷 ﾆｼﾀﾆﾔｼｷ
7908 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西ダバヤシキ ﾆｼﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
7917 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西天正寺 ﾆｼﾃﾝｼﾖｳｼﾞ
8080 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西堂ヶ内 ﾆｼﾄﾞｳｶﾞｳﾁ
7931 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西中谷 ﾆｼﾅｶﾀﾆ
7930 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西永谷 ﾆｼﾅｶﾞﾀﾆ
8046 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西ナシノ木ノ下 ﾆｼﾅｼﾉｷﾉｼﾀ
8119 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西ヒノ口山 ﾆｼﾋﾉｸﾁﾔﾏ
8075 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西フクラ山 ﾆｼﾌｸﾗﾔﾏ
8085 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西フナツケ ﾆｼﾌﾅﾂｹ
7975 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西村谷 ﾆｼﾑﾗﾀﾆ
7922 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 西竜王 ﾆｼﾘﾕｳｵｵ
8000 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 白王山 ﾊｸｵｵﾔﾏ
8024 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ハケ入 ﾊｹｲﾘ
7983 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ハセガフチ ﾊｾｶﾞﾌﾁ
7942 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 長谷川屋敷 ﾊｾｶﾞﾜﾔｼｷ
7977 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東アサジリカサコ山 ﾋｶﾞｼｱｻｼﾞﾘｶｻｺﾔﾏ
8004 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東アワシリ ﾋｶﾞｼｱﾜｼﾘ
7963 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東岩ダキ ﾋｶﾞｼｲﾜﾀﾞｷ
7964 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東岩渕 ﾋｶﾞｼｲﾜﾌﾞﾁ
7910 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東エノ木谷 ﾋｶﾞｼｴﾉｷﾀﾞﾆ
7978 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東エベス谷 ﾋｶﾞｼｴﾍﾞｽﾀﾞﾆ
7957 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東岡ノ地 ﾋｶﾞｼｵｶﾉｼﾞ
7991 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東ヲヂウ子山 ﾋｶﾞｼｵﾁﾞｳﾈﾔﾏ
8111 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東ヲンヂウ子山 ﾋｶﾞｼｵﾝﾁﾞｳﾈﾔﾏ
8034 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東川渕谷 ﾋｶﾞｼｶﾜﾌﾞﾁﾀﾞﾆ
7902 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東栗ノ木谷 ﾋｶﾞｼｸﾘﾉｷﾀﾞﾆ
8050 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東コバサコ ﾋｶﾞｼｺﾊﾞｻｺ
8011 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東五味 ﾋｶﾞｼｺﾞﾐ
8027 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東タキ山 ﾋｶﾞｼﾀｷﾔﾏ
8039 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東谷屋敷 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔｼｷ
7909 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東駄場屋敷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
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7915 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東天正寺 ﾋｶﾞｼﾃﾝｼﾖｳｼﾞ
7934 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東堂ヶ内 ﾋｶﾞｼﾄﾞｳｶﾞｳﾁ
7935 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東堂ノ内 ﾋｶﾞｼﾄﾞｳﾉｳﾁ
8102 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東中谷 ﾋｶﾞｼﾅｶﾀﾆ
8101 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東永谷 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾀﾆ
8045 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東ナシノ木ノ下 ﾋｶﾞｼﾅｼﾉｷﾉｼﾀ
8013 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東ヒノクチ山 ﾋｶﾞｼﾋﾉｸﾁﾔﾏ
8118 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東ヒノ口山 ﾋｶﾞｼﾋﾉｸﾁﾔﾏ
8117 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東ヒノフチ山 ﾋｶﾞｼﾋﾉﾌﾁﾔﾏ
8076 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東フクラ ﾋｶﾞｼﾌｸﾗ
7982 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東フド山 ﾋｶﾞｼﾌﾄﾞﾔﾏ
7921 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東舟ツケ ﾋｶﾞｼﾌﾅﾂｹ
8104 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東宮ノ谷 ﾋｶﾞｼﾐﾔﾉﾀﾆ
7923 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東竜王 ﾋｶﾞｼﾘﾕｳｵｵ
7924 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 東竜王 ﾋｶﾞｼﾘﾕｳｵｵ
7970 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 久次谷 ﾋｻｼﾞﾀﾞﾆ
7956 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ヒジリガ谷 ﾋｼﾞﾘｶﾞﾀﾞﾆ
8109 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 不動 ﾌﾄﾞｳ
8103 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 古田 ﾌﾙﾀ
8053 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 弁藏畑 ﾍﾞﾝｿﾞｳﾊﾞﾀ
8054 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 弁蔵畑 ﾍﾞﾝｿﾞｳﾊﾞﾀ
7925 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ホウゲン谷 ﾎｳｹﾞﾝﾀﾞﾆ
8133 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ホバナギ ﾎﾊﾞﾅｷﾞ
8089 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
8071 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ マキト ﾏｷﾄ
7912 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
8106 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南市ヶ谷 ﾐﾅﾐｲﾁｶﾞﾀﾆ
7944 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南市ヶ谷 ﾐﾅﾐｲﾁｶﾞﾀﾞﾆ
7945 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南イヅガ谷 ﾐﾅﾐｲﾂﾞｶﾞﾀﾞﾆ
8099 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南ウルシ谷 ﾐﾅﾐｳﾙｼﾀﾞﾆ
7948 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南岡地 ﾐﾅﾐｵｶﾁﾞ
7947 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南岡ノ地 ﾐﾅﾐｵｶﾉﾁﾞ
7929 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南カヂヤサコ ﾐﾅﾐｶﾁﾞﾔｻｺ
7968 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南亀次分山 ﾐﾅﾐｶﾒｼﾞﾜｹﾔﾏ
8135 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南五味 ﾐﾅﾐｺﾞﾐ
7936 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南ソ子 ﾐﾅﾐｿﾈ
8096 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南立場 ﾐﾅﾐﾀﾁﾊﾞ
7919 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南長尾 ﾐﾅﾐﾅｶﾞｵ
7932 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南長田 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾀ
8015 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南中野 ﾐﾅﾐﾅｶﾉ
8042 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南ホバナギ ﾐﾅﾐﾎﾊﾞﾅｷﾞ
7940 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
8029 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 宮地 ﾐﾔｼﾞ
8128 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 宮ノ川森山 ﾐﾔﾉｶﾜﾓﾘﾔﾏ
8105 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 宮ノ谷山 ﾐﾔﾉﾀﾆﾔﾏ
7937 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
8017 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 妙見 ﾐﾖｳｹﾝ
8062 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ メイチガ谷 ﾒｲﾁｶﾞﾀﾞﾆ
7972 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 薬師ヶ渕 ﾔｸｼｶﾞﾌﾞﾁ
8138 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 柳ケクボ　 ﾔﾅｷﾞｹｸﾎﾞ
8132 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ 竜王 ﾘﾕｳｵｳ
8026 蕨岡03 蕨岡乙 ﾜﾗﾋﾞｵｶｵﾂ ワタリ田 ﾜﾀﾘﾀﾞ
8374 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 合ノ山 ｱｲﾉﾔﾏ
8164 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 青木ヶ谷 ｱｵｷｶﾞﾀﾆ
8385 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 赤杖山 ｱｶﾂｴﾔﾏ
8395 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 赤松続山 ｱｶﾏﾂﾂﾂﾞｷﾔﾏ
8396 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 赤松山 ｱｶﾏﾂﾔﾏ
8380 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 荒瀬平山 ｱﾗｾﾀﾞｲﾗﾔﾏ
8378 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 石木戸山 ｲｼｷﾄﾞﾔﾏ
8200 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 石太郎 ｲｼﾀﾛｳ
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8383 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 石船 ｲｼﾌﾞﾈ
8278 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 伊豆ヶ奥 ｲｽﾞｶﾞｵｸ
8289 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 伊豆ヶ平山 ｲｽﾞｶﾞﾀｲﾗﾔﾏ
8191 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 伊田ヶ坪 ｲﾀﾞｶﾞﾂﾎﾞ
8341 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 板義徳 ｲﾀｷﾄｸ
8243 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 壱本松 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
8351 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 井手ノ渡 ｲﾃﾞﾉﾜﾀﾘ
8250 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 稲田山 ｲﾅﾀﾞﾔﾏ
8334 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 入谷 ｲﾘﾀﾆ
8343 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 岩柄山 ｲﾜｶﾞﾗﾔﾏ
8312 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 岩家口 ｲﾜﾔｸﾞﾁ
8166 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 兎穴 ｳｻｷﾞｱﾅ
8139 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 牛打ウヅシリ ｳｼｳﾁｳﾂﾞｼﾘ
8221 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 臼木 ｳｽｷ
8308 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 臼切谷 ｳｽｷﾘﾀﾞﾆ
8208 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 打込山 ｳﾁｺﾐﾔﾏ
8181 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 乳母ヶ懐 ｳﾊﾞｶﾞｶｲ
8201 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 馬石山 ｳﾏｲｼﾔﾏ
8320 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 宇和堀田 ｳﾜﾎﾘﾃﾞﾝ
8198 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 榎ヶ左古 ｴﾉｷｶﾞｻｺ
8212 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 榎平山 ｴﾉｷﾀﾞｲﾗﾔﾏ
8256 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大荒瀬 ｵｵｱﾗｾ
8386 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大畝平山 ｵｵｳﾈﾀﾞｲﾗﾔﾏ
8251 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大楠山 ｵｵｸｽﾔﾏ
8172 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大シ峯山 ｵｵｼﾐﾈﾔﾏ
8361 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大タヲ畝 ｵｵﾀｵｳﾈ
8397 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大タヲ平山 ｵｵﾀｵﾋﾗﾔﾏ
8332 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大谷 ｵｵﾀﾆ
8370 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大ダバ山 ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
8298 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大萩谷 ｵｵﾊｷﾞﾀﾆ
8199 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
8318 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大峯 ｵｵﾐﾈ
8316 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大向 ｵｵﾑｶｲ
8327 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大紫口 ｵｵﾑﾗｻｷｸﾞﾁ
8330 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大紫谷 ｵｵﾑﾗｻｷﾀﾞﾆ
8272 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 大本山 ｵｵﾓﾄﾔﾏ
8359 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥赤松 ｵｸｱｶﾏﾂ
8276 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥神田 ｵｸｶﾝﾀﾞ
8340 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥義徳 ｵｸｷﾄｸ
8162 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥白峯 ｵｸｼﾗﾐﾈ
8173 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥平 ｵｸﾀﾞｲﾗ
8174 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥鍋石 ｵｸﾅﾍﾞｲｼ
8147 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥西ヶ谷 ｵｸﾆｼｶﾞﾀﾆ
8266 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥芭蕉 ｵｸﾊﾞｼﾖｳ
8249 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 奥山ノ神 ｵｸﾔﾏﾉｶﾐ
8288 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 尾崎ヶ駄場 ｵｻｷｶﾞﾀﾞﾊﾞ
8213 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 御棚左古 ｵﾀﾅｻｺ
8384 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小谷林山 ｵﾀﾞﾆﾘﾝｻﾞﾝ
8196 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 乙麻呂 ｵﾂﾏﾛ
8314 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 躍大岩 ｵﾄﾞﾘｵｵｲﾜ
8317 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 面切 ｵﾓｷﾘ
8352 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 重子岩山 ｵﾓﾈｲﾜﾔﾏ
8325 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 隠左古 ｵﾝｻｺ
8326 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 隠谷 ｵﾝﾀﾆ
8336 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 音地 ｵﾝﾁﾞ
8337 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 音地峯 ｵﾝﾁﾞﾐﾈ
8389 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ カクレ峯 ｶｸﾚﾐﾈ
8176 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 影石 ｶｹﾞｲｼ
8300 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 影切 ｶｹﾞｷﾘ
8144 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 影屋敷 ｶｹﾞﾔｼｷ
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8281 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 頭地 ｶｼﾗﾁﾞ
8382 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 風ソウド ｶｿｳﾄﾞ
8381 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 風ソウド山 ｶｿｳﾄﾞﾔﾏ
8355 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上ミ合寺 ｶﾐｱｲﾃﾞﾗ
8258 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上ミ荒瀬 ｶﾐｱﾗｾ
8348 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上ミ大向 ｶﾐｵｵﾑｶｲ
8235 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上ミクイ谷 ｶﾐｸｲﾀﾞﾆ
8353 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上小五味 ｶﾐｺｺﾞﾐ
8207 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上澤タレ ｶﾐｻﾜﾀﾚ
8233 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上島田 ｶﾐｼﾏﾀﾞ
8228 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上駄場 ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
8215 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 上峠 ｶﾐﾄｳｹﾞ
8168 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 唐谷 ｶﾗｼﾀﾞﾆ
8270 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 唐松谷 ｶﾗｼﾏﾂﾀﾆ
8267 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 枯木ヶ左古 ｶﾚｷｶﾞｻｺ
8364 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 川渕山 ｶﾜﾌﾞﾁﾔﾏ
8141 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 神田 ｶﾝﾀﾞ
8142 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 神田森ノ本 ｶﾝﾀﾞﾓﾘﾉﾓﾄ
8242 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 北大森 ｷﾀｵｵﾓﾘ
8184 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 喰塩山 ｸｲｼﾔﾏ
8234 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 茱山 ｸﾞｲﾐﾔﾏ
8357 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 口赤松ヶ谷 ｸﾁｱｶﾏﾂｶﾞﾀﾆ
8338 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 口儀徳 ｸﾁｷﾄｸ
8400 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 口桁ヶ谷 ｸﾁｹﾀｶﾞﾀﾆ
8161 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 口白峯 ｸﾁｼﾗﾐﾈ
8171 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 口鍋石 ｸﾁﾅﾍﾞｲｼ
8145 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 口西ヶ谷 ｸﾁﾆｼｶﾞﾀﾆ
8265 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 口芭蕉 ｸﾁﾊﾞｼﾖｳ
8190 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 口平山 ｸﾁﾋﾗﾔﾏ
8296 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
8362 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 久保平山 ｸﾎﾞﾀﾞｲﾗﾔﾏ
8363 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 久保ノ駄場 ｸﾎﾞﾉﾀﾞﾊﾞ
8344 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 栗石 ｸﾘｲｼ
8345 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 栗石山 ｸﾘｲｼﾔﾏ
8333 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 栗ノ木谷 ｸﾘﾉｷﾀﾞﾆ
8148 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 桁ヶ谷 ｹﾀｶﾞﾀﾆ
8240 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小石山 ｺｲｼﾔﾏ
8149 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 鴻ノ巣 ｺｳﾉｽ
8245 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ コヲモリ ｺｵﾓﾘ
8394 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小五味林山 ｺｺﾞﾐﾘﾝｻﾞﾝ
8287 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小谷口 ｺﾀﾈｸﾞﾁ
8269 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ ゴハイマキ ｺﾞﾊｲﾏｷ
8304 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小畑 ｺﾊﾞﾀｹ
8303 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小畑峯 ｺﾊﾞﾀｹﾐﾈ
8254 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 後別当口 ｺﾞﾍﾞﾂﾄｳｸﾞﾁ
8255 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 後別当山 ｺﾞﾍﾞﾂﾄｳﾔﾏ
8237 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 駒石 ｺﾏｲｼ
8291 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小松平山 ｺﾏﾂﾀﾞｲﾗﾔﾏ
8292 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小松ノ谷 ｺﾏﾂﾉﾀﾆ
8187 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 小屋ヶ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾆ
8299 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 五郎山 ｺﾞﾛｳﾔﾏ
8315 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ サイ田 ｻｲﾀ
8211 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 桜ヶ左古 ｻｸﾗｶﾞｻｺ
8226 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ サデバ山 ｻﾃﾞﾊﾞﾔﾏ
8209 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 椎ノ木 ｼｲﾉｷ
8295 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 塩カラ石 ｼｵｶﾗｲｼ
8313 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 四手ノ木原山 ｼﾃﾉｷﾊﾗﾔﾏ
8140 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 芝口 ｼﾊﾞｸﾞﾁ
8390 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 芝峯山 ｼﾊﾞﾐﾈﾔﾏ
8404 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 島田 ｼﾏﾀﾞ
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8262 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 島平山 ｼﾏﾀﾞｲﾗﾔﾏ
8261 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 島向谷 ｼﾏﾑｶｲﾀﾞﾆ
8356 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下モ合寺 ｼﾓｱｲﾃﾞﾗ
8260 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下荒瀬 ｼﾓｱﾗｾ
8244 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下モ畝 ｼﾓｳﾈ
8379 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下モ畝山 ｼﾓｳﾈﾔﾏ
8283 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下モ切 ｼﾓｷﾘ
8238 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ シモクイ谷 ｼﾓｸｲﾀﾞﾆ
8354 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下小五味 ｼﾓｺｺﾞﾐ
8205 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下モ澤垂 ｼﾓｻﾜﾀﾚ
8232 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下島田 ｼﾓｼﾏﾀﾞ
8214 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下モ峠ケ ｼﾓﾄｳｹﾞ
8347 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 霜ノ谷 ｼﾓﾉﾀﾆ
8223 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 下モ前 ｼﾓﾏｴ
8388 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ スタヲ峯山 ｽﾀｵﾐﾈﾔﾏ
8309 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 詮儀場山 ｾﾝｷﾞｼﾞﾖｳﾔﾏ
8275 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 高岸 ﾀｶｷﾞｼ
8160 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ タキノウエ ﾀｷﾉｳｴ
8268 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 瀧ノ頭 ﾀｷﾉｶｼﾗ
8159 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ タキノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
8403 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
8230 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 立石 ﾀﾃｲｼ
8220 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 立岩山 ﾀﾃｲﾜﾔﾏ
8189 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 谷催 ﾀﾆｻｲ
8279 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 谷田 ﾀﾈﾀﾞ
8280 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 谷田口 ﾀﾈﾀﾞｸﾞﾁ
8224 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 駄場 ﾀﾞﾊﾞ
8393 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 駄場向 ﾀﾞﾊﾞﾑｶｲ
8349 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 樽ノ上ヱ ﾀﾙﾉｶﾐｴ
8342 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 地蔵ノ下 ﾁﾞｿﾞｳﾉｼﾀ
8311 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 津風呂越山 ﾂﾌﾞﾛｺｼﾔﾏ
8346 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 釣井ヶ谷 ﾂﾘｲｶﾞﾀﾆ
8368 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 出来ヶ左古 ﾃﾞｷｶﾞｻｺ
8398 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 出来左古 ﾃﾞｷｻｺ
8273 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 天神 ﾃﾝｼﾞﾝ
8274 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 天神ノ岡 ﾃﾝｼﾞﾝﾉｵｶ
8229 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 土居仕垣山 ﾄﾞｲｼｶﾞｷﾔﾏ
8143 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 樋ノ口 ﾄｲﾉｸﾁ
8277 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 土居林山 ﾄﾞｲﾘﾝｻﾞﾝ
8217 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 峠ヶ左古 ﾄｳｹﾞｶﾞｻｺ
8216 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 峠ヶ谷 ﾄｳｹﾞｶﾞﾀﾆ
8376 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 峠平山 ﾄｳｹﾞﾀﾞｲﾗﾔﾏ
8392 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 當検 ﾄｳｹﾝ
8350 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 堂検 ﾄﾞｳｹﾝ
8219 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 堂ノ奥 ﾄﾞｳﾉｵｸ
8150 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ トウノス ﾄｳﾉｽ
8218 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 堂ノ谷 ﾄﾞｳﾉﾀﾆ
8248 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 堂煉ヶ谷 ﾄﾞｳﾚﾝｶﾞﾀﾆ
8247 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 堂煉山 ﾄﾞｳﾚﾝｻﾞﾝ
8179 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 飛石 ﾄﾋﾞｲｼ
8365 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ トロ ﾄﾛ
8358 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中赤松 ﾅｶｱｶﾏﾂ
8259 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中荒瀬 ﾅｶｱﾗｾ
8339 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中義徳 ﾅｶｷﾄｸ
8236 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中クイ谷 ﾅｶｸｲﾀﾞﾆ
8177 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中小家 ﾅｶｺｲｴ
8163 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 永左古 ﾅｶﾞｻｺ
8206 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中澤タレ ﾅｶｻﾜﾀﾚ
8183 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 長袖 ﾅｶﾞｿﾃﾞ
8373 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 長タキ山 ﾅｶﾞﾀｷﾔﾏ
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8239 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
8399 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中西ヶ谷 ﾅｶﾆｼｶﾞﾀﾆ
8377 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中ノ山 ﾅｶﾉﾔﾏ
8185 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中原 ﾅｶﾊﾗ
8194 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 長町 ﾅｶﾞﾏﾁ
8290 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 中峯 ﾅｶﾐﾈ
8367 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 長薮 ﾅｶﾞﾔﾌﾞ
8271 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
8222 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 新峯 ﾆｲﾐﾈ
8402 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 西栗ノ木 ﾆｼｸﾘﾉｷ
8203 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 西長畑ケ地 ﾆｼﾅｶﾞﾊﾞﾀｹﾁﾞ
8328 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 二十度 ﾆｼﾞﾕｳﾄﾞ
8305 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ ニタ森山 ﾆﾀﾓﾘﾔﾏ
8323 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ ヌタヲ ﾇﾀｵ
8297 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 根木畑 ﾈｷﾞﾊﾞﾀｹ
8372 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 野地 ﾉﾁﾞ
8175 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 野地ヶ左古 ﾉﾁﾞｶﾞｻｺ
8264 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 野野田 ﾉﾉﾀﾞ
8322 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 登尾 ﾉﾎﾞﾘｵ
8321 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 登尾口 ﾉﾎﾞﾘｵｸﾞﾁ
8387 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 登平山 ﾉﾎﾞﾘﾋﾗﾔﾏ
8195 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 登リ山 ﾉﾎﾞﾘﾔﾏ
8293 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 碆原 ﾊﾞｴﾊﾗ
8158 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 萩原山 ﾊｷﾞﾜﾗﾔﾏ
8285 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 白皇ノ前 ﾊｸｵｳﾉﾏｴ
8369 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 芭豆ヶ左古 ﾊﾞｽﾞｶﾞｻｺ
8310 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 原賦リ山 ﾊﾗﾌﾘﾔﾏ
8165 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 東青木 ﾋｶﾞｼｱｵｷ
8401 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 東桁ヶ谷 ﾋｶﾞｼｹﾀｶﾞﾀﾆ
8188 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 東小屋ヶ谷 ﾋｶﾞｼｺﾔｶﾞﾀﾆ
8302 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 東左古 ﾋｶﾞｼｻｺ
8204 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 東長畑 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
8263 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 引地ヶ駄場 ﾋｷﾁｶﾞﾀﾞﾊﾞ
8155 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 日ノ左古 ﾋﾉｻｺ
8156 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 日ノ平山 ﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
8294 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 平影口 ﾋﾗｶｹﾞｸﾞﾁ
8257 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 不往駄場 ﾌｵｳﾀﾞﾊﾞ
8366 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 吹ヶ左古 ﾌｷｶﾞｻｺ
8193 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 舟大夫 ﾌﾅｵｵﾌ
8180 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 古屋地 ﾌﾙﾔﾁﾞ
8210 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 細木原 ﾎｿｷﾞﾊﾗ
8170 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 舞ノ川口 ﾏｲﾉｶﾜｸﾞﾁ
8169 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 舞ノ端 ﾏｲﾉﾊｼ
8186 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 舞ノ森 ﾏｲﾉﾓﾘ
8282 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 前田川添 ﾏｴﾀﾞｶﾞﾜｿﾞｴ
8319 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 桁ヶ谷 ﾏｽｶﾞﾀﾆ
8152 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 松尾ノ駄場 ﾏﾂｵﾉﾀﾞﾊﾞ
8153 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 松尾ノハナ ﾏﾂｵﾉﾊﾅ
8151 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 松尾峯 ﾏﾂｵﾐﾈ
8306 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 松ヶ谷 ﾏﾂｶﾞﾀﾆ
8146 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 松平山 ﾏﾂﾀﾞｲﾗﾔﾏ
8178 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
8167 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 豆木ヶ左古 ﾏﾒｷｶﾞｻｺ
8197 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
8192 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 水ヶ峯 ﾐｽﾞｶﾞﾐﾈ
8154 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 水谷 ﾐｽﾞﾔ
8241 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 南大森 ﾐﾅﾐｵｵﾓﾘ
8227 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 峯駄場 ﾐﾈﾀﾞﾊﾞ
8231 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 宮首 ﾐﾔｸﾋﾞ
8331 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 向山 ﾑｶｲﾔﾏ
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8202 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ ムクロウシ山 ﾑｸﾛｳｼﾔﾏ
8375 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ ムクロウジ山 ﾑｸﾛｳｼﾞﾔﾏ
8329 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 紫谷 ﾑﾗｻｷﾀﾞﾆ
8371 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 免穴 ﾒﾝｱﾅ
8324 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 森ヶ崎 ﾓﾘｶﾞｻｷ
8225 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 森首 ﾓﾘｸﾋﾞ
8246 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 蝠谷 ﾓﾘﾀﾞﾆ
8157 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 八切田 ﾔｷﾘﾃﾞﾝ
8335 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 屋敷付 ﾔｼｷﾂｷ
8307 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 矢釼谷 ﾔｼﾞﾝﾀﾞﾆ
8391 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ ヤセウ子 ﾔｾｳﾈ
8301 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 山口谷 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞﾆ
8360 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 山住谷 ﾔﾏｽﾐﾀﾞﾆ
8252 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
8253 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 山ノ神口 ﾔﾏﾉｶﾐｸﾞﾁ
8182 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 横芝居 ﾖｺｼﾊﾞｲ
8284 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 廉ノ前 ﾚﾝﾉﾏｴ
8286 蕨岡04 伊才原 ｲｻｲﾊﾞﾗ 廉屋敷 ﾚﾝﾔｼｷ
8535 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 合ノ森 ｱｲﾉﾓﾘ
8561 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 青砂島 ｱｵｻｼﾞﾏ
8460 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 秋葉町 ｱｷﾊﾞﾁﾖｳ
8504 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 秋葉峠 ｱｷﾊﾞﾄｳｹﾞ
8505 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 麻田山 ｱｻﾀﾞﾔﾏ
8462 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 愛宕町 ｱﾀｺﾞﾏﾁ
8525 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 穴ノ下 ｱﾅﾉｼﾀ
8563 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 台場ツケ ｲﾊﾞﾂｹ
8587 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 台場山 ｲﾊﾞﾔﾏ
8466 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 魚市場 ｳｵｲﾁﾊﾞ
8545 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 魚見峠 ｳｵﾐﾄｳｹﾞ
8420 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ ウキシマ ｳｷｼﾏ
8530 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 兎ヶ森 ｳｻｷﾞｶﾞﾓﾘ
8524 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 後山 ｳｼﾛﾔﾏ
8519 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 打越 ｳﾁｺｼ
8478 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 内ズカ ｳﾁｽﾞｶ
8421 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ ウトノロ ｳﾄﾉﾛ
8518 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 畝崎 ｳﾈｻﾞｷ
8567 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 馬越山 ｳﾏｺﾞｴﾔﾏ
8540 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 馬目谷 ｳﾏﾒﾀﾞﾆ
8591 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 馬越 ｳﾗｺﾞｴ
8451 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 枝ノ谷 ｴﾀﾞﾉﾀﾆ
8489 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 戎山 ｴﾋﾞｽﾔﾏ
8469 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 大渕 ｵｵﾌﾞﾁ
8565 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 沖ノ浜 ｵｷﾉﾊﾏ
8566 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 沖ノ浜 ｵｷﾉﾊﾏ
8543 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 沖見山 ｵｷﾐﾔﾏ
8449 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 奥谷 ｵｸﾀﾆ
8507 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 帯屋山 ｵﾋﾞﾔﾔﾏ
8480 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 海士脇 ｶｲｼﾞﾜｷ
8502 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 海福山 ｶｲﾌｸﾔﾏ
8583 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 俄鬼ヶ首 ｶﾞｷｶﾞｸﾋﾞ
8439 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 角兵衛松 ｶｸﾍﾞｴﾏﾂ
8515 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 笠松 ｶｻﾏﾂ
8464 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 鍜治ヶ谷 ｶｼﾞｶﾞﾀﾆ
8539 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 方平山 ｶﾀﾋﾗﾔﾏ
8467 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上鵜ノ碆 ｶﾐｳﾉﾊﾞｴ
8446 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上馬越 ｶﾐｳﾏｺﾞｴ
8537 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上馬目ヶ駄場 ｶﾐｳﾏﾒｶﾞﾀﾞﾊﾞ
8472 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上海士ヶ浦 ｶﾐｳﾐｼﾞｶﾞｳﾗ
8529 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上金比羅山 ｶﾐｺﾝﾋﾟﾗﾔﾏ
8444 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上シシ場 ｶﾐｼｼﾊﾞ
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8438 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上新川 ｶﾐｼﾝｶﾜ
8510 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上谷 ｶﾐﾀﾆ
8434 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上中島 ｶﾐﾅｶｼﾞﾏ
8548 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上中駄場 ｶﾐﾅｶﾀﾞﾊﾞ
8457 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上松野山 ｶﾐﾏﾂﾉｻﾝ
8432 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上見通島 ｶﾐﾐﾄｵｼｼﾞﾏ
8416 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 上六丁 ｶﾐﾛｸﾁﾖｳ
8527 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ カメヤ ｶﾒﾔ
8546 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 勘八谷 ｶﾝﾊﾟﾁﾀﾞﾆ
8541 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 勘八山 ｶﾝﾊﾟﾁﾔﾏ
8499 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 甲杷山 ｶﾝﾜﾔﾏ
8557 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 帰来横堀 ｷｷﾖｺﾎﾞﾘ
8536 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 雉子ヶ森 ｷｼﾞｶﾞﾓﾘ
8414 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 岸ドメ ｷｼﾄﾞﾒ
8488 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 岸ノ上 ｷｼﾉｳｴ
8412 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 岸ノ下 ｷｼﾉｼﾀ
8411 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 岸ノ鼻 ｷｼﾉﾊﾅ
8413 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 岸ノ本 ｷｼﾉﾓﾄ
8425 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 貴船前 ｷｾﾝﾏｴ
8534 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 北戎山 ｷﾀｴﾋﾞｽﾔﾏ
8511 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 北上谷 ｷﾀｶﾐﾀﾆ
8506 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 北郡倉麻 ｷﾀｺｵﾘｸﾗﾏ
8568 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 北谷山 ｷﾀﾀﾆﾔﾏ
8448 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 北ノ谷 ｷﾀﾉﾀﾆ
8552 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 北道崎 ｷﾀﾐﾁｻﾞｷ
8509 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 北明神 ｷﾀﾐﾖｳｼﾞﾝ
8575 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 貴船山 ｷﾌﾞﾈｻﾝ
8592 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 串江 ｸｼｴ
8461 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 串ノ江 ｸｼﾉｴ
8551 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 楠ノ木谷 ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
8452 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 越ノ山 ｺｼﾉﾔﾏ
8570 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 越ノ山 ｺｼﾉﾔﾏ
8463 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 琴平町 ｺﾄﾋﾗﾁﾖｳ
8580 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 小松山 ｺﾏﾂﾔﾏ
8493 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 権権山 ｺﾞﾝｹﾞﾝ
8589 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 権現山 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾔﾏ
8490 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 紺屋ノ上 ｺﾝﾔﾉｶﾐ
8577 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 紺屋ノ上山 ｺﾝﾔﾉｶﾐﾔﾏ
8474 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 紺屋道下 ｺﾝﾔﾐﾁｼﾓ
8558 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 材木場 ｻﾞｲﾓｸﾊﾞ
8450 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 境山 ｻｶｲﾔﾏ
8569 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 境山 ｻｶｲﾔﾏ
8496 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 笹原 ｻｻﾊﾗ
8495 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 三六井戸 ｻﾝﾛｸｲﾄﾞ
8481 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 汐田 ｼｵﾀ
8479 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 汐田脇 ｼｵﾀﾜｷ
8559 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 歯朶納家 ｼﾉﾅﾔ
8445 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ シビクサバタ ｼﾋﾞｸｻﾊﾞﾀ
8468 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下鵜ノ碆 ｼﾓｳﾉﾊﾞｴ
8455 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下馬越 ｼﾓｳﾏｺﾞｴ
8538 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下馬目ヶ駄場 ｼﾓｳﾏﾒｶﾞﾀﾞﾊﾞ
8533 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下金昆羅山 ｼﾓｺﾝﾋﾟﾗﾔﾏ
8442 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下シシ場 ｼﾓｼｼﾊﾞ
8436 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下新川 ｼﾓｼﾝｶﾜ
8430 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下外宮島 ｼﾓｿﾄﾐﾔｼﾞﾏ
8409 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下高埇 ｼﾓﾀｶｿﾈ
8593 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下田上．下 ｼﾓﾀﾞｶﾐｼﾓ
8528 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下駄場 ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
8433 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下中島 ｼﾓﾅｶｼﾞﾏ
8415 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下中ズ ｼﾓﾅｶｽﾞ
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8458 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下松野山 ｼﾓﾏﾂﾉｻﾝ
8418 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 下六丁 ｼﾓﾛｸﾁﾖｳ
8597 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 新鍜治カ谷 ｼﾝｶｼﾞｶﾞﾀﾆ
8596 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 新岸壁 ｼﾝｶﾞﾝﾍﾟｷ
8531 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 新助谷 ｼﾝｽｹﾀﾞﾆ
8564 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ
8419 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 吸田屋地 ｽｲﾀﾔﾁﾞ
8598 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 杉谷 ｽｷﾞﾀﾆ
8424 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 硯ケハナ ｽｽﾞﾘｹﾊﾅ
8410 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 高崎 ﾀｶｻｷ
8407 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 高埇 ﾀｶｿﾈ
8588 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 宝町 ﾀｶﾗﾏﾁ
8485 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
8487 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 瀧ノ山 ﾀｷﾉﾔﾏ
8473 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
8447 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 谷ノ口 ﾀﾆﾉｸﾞﾁ
8542 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 谷脇山 ﾀﾆﾜｷﾔﾏ
8470 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 塚ノ下 ﾂｶﾉｼﾀ
8426 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 出来崎 ﾃﾞｷｻﾞｷ
8491 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 寺屋式 ﾃﾗﾔｼｷ
8454 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 戸田山 ﾄﾀﾞﾔﾏ
8572 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 戸田山 ﾄﾀﾞﾔﾏ
8581 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ トビ渡リ山 ﾄﾋﾞﾜﾀﾘﾔﾏ
8576 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 虎杖山 ﾄﾗﾂｴﾔﾏ
8423 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中カ川原島 ﾅｶｶﾜﾗｼﾞﾏ
8443 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中シシ場 ﾅｶｼｼﾊﾞ
8437 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中新川 ﾅｶｼﾝｶﾜ
8405 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中ズ ﾅｶｽﾞ
8431 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中外宮島 ﾅｶｿﾄﾐﾔｼﾞﾏ
8408 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中高埇 ﾅｶﾀｶｿﾈ
8549 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中駄場 ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
8582 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中駄場山 ﾅｶﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
8406 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中ノ中ズ ﾅｶﾉﾅｶｽﾞ
8441 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中道 ﾅｶﾐﾁ
8476 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中道 ﾅｶﾐﾁ
8417 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 中六丁 ﾅｶﾛｸﾁﾖｳ
8517 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 西笠松 ﾆｼｶｻﾏﾂ
8579 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 西笠松 ﾆｼｶｻﾏﾂ
8498 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 西貴船谷 ﾆｼｷﾌﾞﾈﾀﾞﾆ
8586 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 錦藪 ﾆｼｷﾔﾌﾞ
8585 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 錦藪岡浜林 ﾆｼｷﾔﾌﾞｵｶﾊﾏﾊﾞﾔｼ
8429 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 西出来島 ﾆｼﾃﾞｷｼﾞﾏ
8544 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 西ノ駄場 ﾆｼﾉﾀﾞﾊﾞ
8554 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 西道崎 ﾆｼﾐﾁｻﾞｷ
8555 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 子ノ首 ﾈﾉｸﾋﾞ
8550 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 背分山 ﾊｲﾌﾞﾝﾔﾏ
8477 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 橋本 ﾊｼﾓﾄ
8486 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 枦ノ木駄場 ﾊｾﾞﾉｷﾀﾞﾊﾞ
8428 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 八反地 ﾊﾂﾀﾝﾁ
8422 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ ハ子崎 ﾊﾈｻﾞｷ
8465 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 浜側町 ﾊﾏｶﾞﾜﾏﾁ
8484 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 浜見山 ﾊﾏﾐﾔﾏ
8440 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 番ノ前 ﾊﾞﾝﾉﾏｴ
8494 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 東貴船谷 ﾋｶﾞｼｷﾌﾞﾈﾀﾞﾆ
8512 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 東耳切 ﾋｶﾞｼﾐﾐｷﾚ
8475 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 雲雀崎 ﾋﾊﾞﾘｻﾞｷ
8492 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 火用心山 ﾋﾖｳｼﾞﾝﾔﾏ
8500 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 日和山 ﾋﾖﾘﾔﾏ
8520 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 平見山 ﾋﾗﾐﾔﾏ
8459 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 船町 ﾌﾈﾏﾁ
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8571 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 平助谷山 ﾍｲｽｹﾀﾆﾔﾏ
8501 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 法雲山 ﾎｳｳﾝﾔﾏ
8521 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 坊主鼻 ﾎﾞｳｽﾞﾊﾅ
8522 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 坊主山 ﾎﾞｳｽﾞﾔﾏ
8523 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 坊主山根 ﾎﾞｳｽﾞﾔﾏﾈ
8456 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ ホヲロク谷 ﾎｵﾛｸﾀﾞﾆ
8573 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ ホヲロク谷山 ﾎｵﾛｸﾀﾆﾔﾏ
8560 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 堀川渕 ﾎﾘｶﾜﾌﾞﾁ
8562 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 本川詰 ﾎﾝｶﾞﾜﾂﾞﾒ
8532 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 孫平谷 ﾏｺﾞﾋﾗﾀﾞﾆ
8497 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 松岡屋式 ﾏﾂｵｶﾔｼｷ
8590 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 松ノ山 ﾏﾂﾉｻﾝ
8514 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 松見駄場 ﾏﾂﾐﾀﾞﾊﾞ
8471 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 丸岩 ﾏﾙｲﾜ
8526 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
8584 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 道崎山 ﾐﾁｻﾞｷﾔﾏ
8427 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 見通島 ﾐﾄｵｼｼﾞﾏ
8595 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 水戸西 ﾐﾄﾆｼ
8594 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 水戸東 ﾐﾄﾋｶﾞｼ
8516 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 南笠松 ﾐﾅﾐｶｻﾏﾂ
8574 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 南ホヲロク谷山 ﾐﾅﾐﾎｵﾛｸﾀﾆﾔﾏ
8553 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 南道崎 ﾐﾅﾐﾐﾁｻﾞｷ
8503 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 南宗山 ﾐﾅﾐﾑﾈﾔﾏ
8513 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 耳切 ﾐﾐｷﾚ
8508 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 明神峠 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾄｳｹﾞ
8578 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 明神山 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾔﾏ
8599 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 向ヒ新浦 ﾑｶｲｼﾝｳﾗ
8556 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 安房堀 ﾔｽﾎﾞｳﾎﾞﾘ
8453 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾆ
8435 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ ユルノロ ﾕﾙﾉﾛ
8547 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 吉藏山 ﾖｼｿﾞｳﾔﾏ
8482 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 和田 ﾜﾀﾞ
8483 下田01 下田 ｼﾓﾀﾞ 和田上 ﾜﾀﾞｶﾐ
8678 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 浅右衛門山 ｱｻｴﾓﾝﾔﾏ
8656 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ アサカ谷 ｱｻｶﾀﾆ
8628 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ アサカ山 ｱｻｶﾔﾏ
8738 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 畔ノ向 ｱｾﾞﾉﾑｶｲ
8776 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 後口山 ｱﾄｸﾁﾔﾏ
8677 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ アマカ内 ｱﾏｶｳﾁ
8696 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ アマカ内東山 ｱﾏｶｳﾁﾋｶﾞｼﾔﾏ
8716 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 磯ノ上 ｲｿﾉｶﾐ
8715 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 磯ノ上山 ｲｿﾉｶﾐﾔﾏ
8761 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ イタヅリ谷山 ｲﾀﾂﾞﾘﾀﾆﾔﾏ
8649 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 市井谷 ｲﾁｲﾀﾆ
8645 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 市井谷山 ｲﾁｲﾀﾆﾔﾏ
8702 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 猪ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
8605 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 井ルノ口 ｲﾙﾉｸﾁ
8636 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上ハタ ｳｴﾊﾀ
8664 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 牛ヶ谷山 ｳｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
8634 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 内スカ ｳﾁｽｶ
8775 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ウ子コシ山 ｳﾈｺｼﾔﾏ
8730 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 畝訳 ｳﾈﾜｹ
8671 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 馬吉山 ｳﾏﾖｼﾔﾏ
8653 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 馬渉 ｳﾏﾜﾀｼ
8663 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 江川詰 ｴｶﾞﾜﾂﾞﾒ
8777 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 江見立 ｴﾐﾀﾃ
8700 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 大笠松 ｵｵｶｻﾏﾂ
8697 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 大北谷山 ｵｵｷﾀﾀﾆﾔﾏ
8668 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 大谷 ｵｵﾀﾆ
8667 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
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8745 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
8728 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 大人 ｵｵﾋﾄ
8717 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 大道越 ｵｵﾐﾁｺﾞｴ
8681 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 大リャウ山 ｵｵﾘﾔｳﾔﾏ
8687 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 岡崎 ｵｶｻﾞｷ
8647 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 岡崎堺 ｵｶｻﾞｷｻｶｲ
8650 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 岡崎山 ｵｶｻﾞｷﾔﾏ
8690 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 小笠松 ｵｶｻﾏﾂ
8694 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 沖見山 ｵｷﾐﾔﾏ
8731 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 踊場 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ
8630 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カキナガシ ｶｷﾅｶﾞｼ
8679 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カクレ谷 ｶｸﾚﾀﾞﾆ
8680 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カクレ谷山 ｶｸﾚﾀﾞﾆﾔﾏ
8767 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カクレ山 ｶｸﾚﾔﾏ
8742 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 笠松 ｶｻﾏﾂ
8684 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カシカ谷 ｶｼｶﾀﾆ
8747 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 鍜治カ谷 ｶｼﾞｶﾞﾀﾆ
8661 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カツラ谷 ｶﾂﾗﾀﾞﾆ
8688 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カツラ谷 ｶﾂﾗﾀﾞﾆ
8692 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カツラ山 ｶﾂﾗﾔﾏ
8768 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ カヅラ山 ｶﾂﾞﾗﾔﾏ
8704 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 金ヶ浜 ｶﾈｶﾞﾊﾏ
8771 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 金ヶ濱山 ｶﾈｶﾞﾊﾏﾔﾏ
8612 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上ミ上崎 ｶﾐｳｴｻｷ
8635 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上内スカ ｶﾐｳﾁｽｶ
8784 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上崎 ｶﾐｻｷ
8602 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上定次郎 ｶﾐｻﾀﾞｼﾞﾛｳ
8606 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上新川 ｶﾐｼﾝｶﾀ
8708 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上駄場 ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
8624 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上ミ中ヶ市 ｶﾐﾅｶｶﾞｲﾁ
8627 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上ミノハナ ｶﾐﾉﾊﾅ
8643 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上フクナシ ｶﾐﾌｸﾅｼ
8781 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上フクナン ｶﾐﾌｸﾅﾝ
8724 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 神山 ｶﾐﾔﾏ
8765 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 川原山 ｶﾜﾗﾔﾏ
8660 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ガンダ ｶﾞﾝﾀﾞ
8669 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 北谷 ｷﾀﾀﾆ
8699 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 北谷峠 ｷﾀﾀﾆﾄｳｹﾞ
8769 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 北谷峠山 ｷﾀﾀﾆﾄｳｹﾞﾔﾏ
8698 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 北谷中ノ山 ｷﾀﾀﾆﾅｶﾉﾔﾏ
8670 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 北谷山 ｷﾀﾀﾆﾔﾏ
8659 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 北六郎谷山 ｷﾀﾛｸﾛｳﾀﾞﾆﾔﾏ
8672 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 銀之丞山 ｷﾞﾝﾉｼﾞﾖｳﾔﾏ
8737 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ クロ ｸﾛ
8614 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 小島 ｺｼﾞﾏ
8759 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 境松山 ｻｶｲﾏﾂﾔﾏ
8646 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 堺山 ｻｶｲﾔﾏ
8640 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ サギガトマリ ｻｷﾞｶﾞﾄﾏﾘ
8785 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 桜木 ｻｸﾗｷﾞ
8770 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 汐係山 ｼｵｶｶﾘﾔﾏ
8701 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 潮掛山 ｼｵｶｹﾔﾏ
8682 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 重平山 ｼｹﾞﾋﾗﾔﾏ
8719 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 清水谷 ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ
8773 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 清水山 ｼﾐｽﾞﾔﾏ
8610 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下上崎 ｼﾓｶﾐｻｷ
8615 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下小島 ｼﾓｺｼﾞﾏ
8603 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下櫻木 ｼﾓｻｸﾗｷﾞ
8604 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下桜木 ｼﾓｻｸﾗｷﾞ
8600 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下定次郎 ｼﾓｻﾀﾞｼﾞﾛｳ
8783 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下新川 ｼﾓｼﾝｶﾜ
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8622 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下モ中ヶ市 ｼﾓﾅｶｶﾞｲﾁ
8626 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下モノハナ ｼﾓﾉﾊﾅ
8618 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 下モ南川原 ｼﾓﾐﾅﾐｶﾜﾗ
8743 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 十五代谷 ｼﾞﾕｳｺﾞﾀﾞｲﾀﾆ
8638 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
8641 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 城山 ｼﾛﾔﾏ
8754 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 新浦 ｼﾝｳﾗ
8755 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 新浦山 ｼﾝｳﾗﾔﾏ
8787 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 新畑 ｼﾝﾊﾞﾀｹ
8748 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 杉谷 ｽｷﾞﾀﾆ
8676 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 清吉山 ｾｲｷﾁﾔﾏ
8613 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 外ズカ ｿﾄｽﾞｶ
8652 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ
8674 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 立チ目 ﾀﾁﾒ
8673 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 立目山 ﾀﾁﾒﾔﾏ
8766 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 谷藏山 ﾀﾆｸﾗﾔﾏ
8734 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 駄場芝 ﾀﾞﾊﾞｼﾊﾞ
8707 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 駄場山 ﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
8726 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 茶圓 ﾁﾔｴﾝ
8727 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 茶円 ﾁﾔｴﾝ
8720 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 茶畑 ﾁﾔﾊﾞﾀ
8666 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 九十九山 ﾂｸﾞﾓﾔﾏ
8657 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ テツザン ﾃﾂﾃﾞﾝ
8725 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 溶越 ﾄｹｺﾞｴ
8689 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 冨藏山 ﾄﾐｸﾗﾔﾏ
8749 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 兎楽原 ﾄﾗｸﾊﾗ
8693 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 長尾山 ﾅｶﾞｵﾔﾏ
8611 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中上ミ崎 ﾅｶｶﾐｻｷ
8608 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中小瀬 ﾅｶｺｾ
8757 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中櫻木 ﾅｶｻｸﾗｷﾞ
8758 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中桜木 ﾅｶｻｸﾗｷﾞ
8786 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ナカズ ﾅｶｽﾞ
8744 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
8703 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
8710 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中駄場 ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
8709 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中駄場山 ﾅｶﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
8705 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中ノ森山 ﾅｶﾉﾓﾘﾔﾏ
8617 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 中南川原 ﾅｶﾐﾅﾐｶﾜﾗ
8675 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ナギリ ﾅｷﾞﾘ
8601 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ナバタ ﾅﾊﾞﾀ
8631 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 名本屋式 ﾅﾓﾄﾔｼｷ
8629 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 名本山 ﾅﾓﾄﾔﾏ
8756 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 西笠松 ﾆｼｶｻﾏﾂ
8774 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 西神山 ﾆｼｶﾐﾔﾏ
8723 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 西駄場 ﾆｼﾀﾞﾊﾞ
8620 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 西ナカズ ﾆｼﾅｶｽﾞ
8686 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 猫ノ鼻 ﾈｺﾉﾊﾅ
8685 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 子コノ山 ﾈｺﾉﾔﾏ
8691 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 上リ立 ﾉﾎﾞﾘﾀﾂ
8639 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ハザマ ﾊｻﾞﾏ
8648 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 蓮池谷 ﾊｽｲｹﾀﾞﾆ
8662 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 八反地 ﾊﾂﾀﾝﾁ
8736 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 馬場 ﾊﾞﾊﾞ
8740 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 濱割 ﾊﾏﾜﾘ
8741 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 浜割 ﾊﾏﾜﾘ
8713 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
8712 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 東駄場 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞ
8718 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 東釣井 ﾋｶﾞｼﾂﾘｴ
8621 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 東ナカズ ﾋｶﾞｼﾅｶｽﾞ
8714 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
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8733 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 東横山 ﾋｶﾞｼﾖｺﾔﾏ
8746 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 日和山 ﾋﾖﾘﾔﾏ
8750 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 平床 ﾋﾗﾄｺ
8782 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 平野 ﾋﾗﾉ
8751 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 飛渡リ ﾋﾜﾀﾘ
8642 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ フクナシ ﾌｸﾅｼ
8780 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ フクナン ﾌｸﾅﾝ
8752 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 蛇ヶ谷 ﾍﾋﾞｶﾞﾀﾆ
8607 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ホッポ ﾎﾂﾎﾟ
8637 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ マトウバ ﾏﾄｳﾊﾞ
8623 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 万兵衛谷 ﾏﾝﾍﾞｴﾀﾞﾆ
8760 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 万兵衛谷山 ﾏﾝﾍﾞｴﾀﾞﾆﾔﾏ
8619 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ミコノハナ ﾐｺﾉﾊﾅ
8609 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 水越 ﾐｽﾞｺｼ
8651 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 南市井谷 ﾐﾅﾐｲﾁｲﾀﾆ
8616 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 南川原 ﾐﾅﾐｶﾜﾗ
8706 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 南中ノ森山 ﾐﾅﾐﾅｶﾉﾓﾘﾔﾏ
8779 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 峯ノ下 ﾐﾈﾉｼﾀ
8632 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 峯ノ山 ﾐﾈﾉﾔﾏ
8778 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 耳切山 ﾐﾐｷﾘﾔﾏ
8739 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 耳切レ ﾐﾐｷﾚ
8654 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
8625 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ミヤバタ山 ﾐﾔﾊﾞﾀﾔﾏ
8753 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 向ヒ新浦 ﾑｶｲｼﾝｳﾗ
8695 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 弥平山 ﾔﾋﾗﾔﾏ
8633 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 山ギハ ﾔﾏｷﾞﾜ
8729 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 夕谷 ﾕｳﾀﾞﾆ
8711 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 溶崎 ﾖｳｻﾞｷ
8772 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 溶崎山 ﾖｳｻﾞｷﾔﾏ
8683 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ ヨコタ ﾖｺﾀ
8732 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 横山 ﾖｺﾔﾏ
8644 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 善藏山 ﾖｼｸﾗﾔﾏ
8762 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 與七山 ﾖｼﾁﾔﾏ
8763 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 与七山 ﾖｼﾁﾔﾏ
8721 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 與助作式 ﾖｽｹｻｸｼｷ
8722 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 与助作式 ﾖｽｹｻｸｼｷ
8735 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁ
8658 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 六郎谷 ﾛｸﾛｳﾀﾞﾆ
8764 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 六郎山 ﾛｸﾛｳﾔﾏ
8665 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 鷲ヶ峠山 ﾜｼｶﾞﾄｳｹﾞﾔﾏ
8655 下田02 鍋島 ﾅﾍﾞｼﾏ 和田 ﾜﾀﾞ
8833 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 間ノ山 ｱｲﾀﾞﾉﾔﾏ
8860 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 青山 ｱｵﾔﾏ
8957 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 赤松 ｱｶﾏﾂ
8850 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 旭山 ｱｻﾋﾔﾏ
8879 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 東地 ｱﾂﾞﾏﾁﾞ
8955 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 穴田 ｱﾅﾀﾞ
8890 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 井口 ｲｸﾞﾁ
8916 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 池田 ｲｹﾀﾞ
8947 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 石ヶ内 ｲｼｶﾞｳﾁ
8903 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 石ヶ鼻 ｲｼｶﾞﾊﾅ
8816 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 石橋 ｲｼﾊﾞｼ
8954 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 壱町田 ｲﾂﾁﾖｳﾀﾞ
8839 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 戊ヶ谷 ｲﾇｶﾞﾀﾆ
8945 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 妹山 ｲﾓｳﾄﾔﾏ
8901 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 岩ヶ峯 ｲﾜｶﾞﾐﾈ
8964 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 岩ヶ峯 ｲﾜｶﾞﾐﾈ
8935 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 卯ノ花 ｳﾉﾊﾅ
8820 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 馬ノ江 ｳﾏﾉｴ
8900 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 馬ノ背山 ｳﾏﾉｾﾔﾏ
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8854 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 江立 ｴﾀﾞﾁ
8811 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 越戸 ｴﾂﾄﾞ
8897 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 江詰 ｴﾂﾞﾒ
8790 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 榎ダバ ｴﾉｷﾀﾞﾊﾞ
8958 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 江ノ口 ｴﾉｸﾁ
8849 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ エボシ ｴﾎﾞｼ
8802 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ エラ ｴﾗ
8942 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 大岩 ｵｵｲﾜ
8878 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 大浦 ｵｵｳﾗ
8870 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 大江山 ｵｵｴﾔﾏ
8908 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ
8917 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
8911 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 大ダバ ｵｵﾀﾞﾊﾞ
8819 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
8952 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 大峯 ｵｵﾐﾈ
8871 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 大和田 ｵｵﾜﾀﾞ
8937 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 岡崎山 ｵｶｻﾞｷﾔﾏ
8886 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 奥切 ｵｸｷﾞﾚ
8867 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 奥ノ川 ｵｸﾉｶﾜ
8934 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ヲク鼻 ｵｸﾊﾞﾅ
8932 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 桶ソコ ｵｹｿｺ
8924 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 遅田 ｵｿﾀﾞ
8953 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ヲリヲ ｵﾘｵ
8881 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ヲリノトヲ ｵﾘﾉﾄｵ
8875 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ヲンヂダ ｵﾝﾁﾞﾀﾞ
8938 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 開山 ｶｲｻﾞﾝ
8902 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ カイソエ ｶｲｿｴ
8885 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 梶尻山 ｶｼﾞｼﾘﾔﾏ
8882 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 梶屋式 ｶｼﾞﾔｼｷ
8843 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ カヂ ｶﾁﾞ
8835 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ カニカタニ ｶﾆｶﾀﾆ
8821 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ カブス山 ｶﾌﾞｽﾔﾏ
8967 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ カブス山 ｶﾌﾞｽﾔﾏ
8788 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 上崎 ｶﾐｻﾞｷ
8919 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 鴨越山 ｶﾓｺﾞｼﾔﾏ
8944 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
8931 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ カリダメ ｶﾘﾀﾞﾒ
8960 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 川田 ｶﾜﾀﾞ
8841 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 川ノ江 ｶﾜﾉｴ
8840 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 川ノ上 ｶﾜﾉｶﾐ
8969 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 川渕 ｶﾜﾌﾞﾁ
8895 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ キカズ ｷｶｽﾞ
8806 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 岸ノ下 ｷｼﾉｼﾀ
8864 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 北山 ｷﾀﾔﾏ
8889 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 衣笠山 ｷﾇｶﾞｻﾔﾏ
8828 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 清本 ｷﾖﾓﾄ
8844 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ キリノキ ｷﾘﾉｷ
8834 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 窪田 ｸﾎﾞﾀ
8796 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ クボヤシキ ｸﾎﾞﾔｼｷ
8837 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
8818 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ クロノ内 ｸﾛﾉｳﾁ
8857 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 小家ノ峯 ｺｲｴﾉﾐﾈ
8940 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 小グロ石 ｺｸﾞﾛｲｼ
8845 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 五反地 ｺﾞﾀﾝﾁﾞ
8862 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 兀山 ｺﾞﾂｻﾞﾝ
8813 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 小橋 ｺﾊﾞｼ
8865 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 小ハナ山 ｺﾊﾅﾔﾏ
8930 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ コビヤ ｺﾋﾞﾔ
8858 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ
8892 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 衣谷 ｺﾛﾓﾀﾞﾆ
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8872 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 小和田 ｺﾜﾀﾞ
8918 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 境田 ｻｶｲﾀﾞ
8939 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 櫻山 ｻｸﾗﾔﾏ
8888 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 笹山 ｻｻﾔﾏ
8905 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 柴田 ｼﾊﾞﾀ
8842 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 下モ川 ｼﾓｶﾜ
8810 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 摺体山 ｼﾕｳﾀｲﾔﾏ
8793 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
8792 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 新畑 ｼﾝﾊﾞﾀ
8795 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 新ヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
8800 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ スカバタ ｽｶﾊﾞﾀ
8972 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ スゴタ ｽｺﾞﾀ
8863 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 鈴ヶ峯 ｽｽﾞｶﾞﾐﾈ
8946 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 背山 ｾﾔﾏ
8965 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 袖掛山 ｿﾃﾞｶｹﾔﾏ
8804 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ソ子 ｿﾈ
8959 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 高汲場 ﾀｶｸﾐﾊﾞ
8822 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 高ノ江 ﾀｶﾉｴ
8817 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 高橋 ﾀｶﾊｼ
8948 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 高山 ﾀｶﾔﾏ
8803 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ
8951 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 辰己山 ﾀﾂﾐﾔﾏ
8904 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ タテ花谷 ﾀﾃﾊﾅﾀﾞﾆ
8815 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ツエノ木 ﾂｴﾉｷ
8927 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 月見山 ﾂｷﾐﾔﾏ
8913 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 九十九山 ﾂﾂﾞﾗﾔﾏ
8933 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ツル場 ﾂﾙﾊﾞ
8898 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
8808 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 寺ノ前 ﾃﾗﾉﾏｴ
8798 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 天神山 ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏ
8831 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 土居峯 ﾄﾞｲﾐﾈ
8797 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 土居ヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
8861 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 堂ヶ峯 ﾄﾞｳｶﾞﾐﾈ
8874 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 堂崎 ﾄﾞｳｻﾞｷ
8856 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 堂免 ﾄﾞｳﾒﾝ
8847 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 通江 ﾄｵﾘｴ
8869 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ トラガミ子 ﾄﾗｶﾞﾐﾈ
8829 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ トリ子 ﾄﾘﾈ
8956 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 中石 ﾅｶｲｼ
8884 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 中切 ﾅｶｷﾞﾚ
8906 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 中澤 ﾅｶｻﾞﾜ
8836 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
8866 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 中ノ川 ﾅｶﾉｶﾜ
8966 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 中山 ﾅｶﾔﾏ
8896 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
8859 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 流田 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
8921 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 七ツ田 ﾅﾅﾂﾀﾞ
8852 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
8877 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 西ノツケ山 ﾆｼﾉﾂｹﾔﾏ
8832 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 西山 ﾆｼﾔﾏ
8891 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ニタマタカリ ﾆﾀﾏﾀｶﾘ
8920 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ノウノ木山 ﾉｳﾉｷﾔﾏ
8963 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 萩ノ峯 ﾊｷﾞﾉﾐﾈ
8970 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 白皇谷 ﾊｸｵｳﾀﾞﾆ
8814 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 白皇山 ﾊｸｵｳﾔﾏ
8949 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 箱根山 ﾊｺﾈﾔﾏ
8825 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ
8801 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ハタ田 ﾊﾀﾀﾞ
8830 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 腹巻 ﾊﾗﾏｷ
8794 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 東ヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
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8914 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
8926 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ヒノキヲ ﾋﾉｷｵ
8915 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ヒヤ ﾋﾔ
8827 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 平石 ﾋﾗｲｼ
8928 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 平野山 ﾋﾗﾉﾔﾏ
8943 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 平山 ﾋﾗﾔﾏ
8838 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 弘見 ﾋﾛﾐ
8823 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ フカノ頭 ﾌｶﾉｶﾞｼﾗ
8941 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 福重 ﾌｸｼｹﾞ
8791 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 福満 ﾌｸﾏﾝ
8887 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 船越山 ﾌﾅｺｼﾔﾏ
8968 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 船戸場 ﾌﾅﾄﾊﾞ
8809 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 法師ノ太場 ﾎｳｼﾉﾀﾊﾞ
8899 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 佛山 ﾎﾄｹﾔﾏ
8971 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ボラトビ ﾎﾞﾗﾄﾋﾞ
8799 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ホリ ﾎﾘ
8893 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ マタカリ ﾏﾀｶﾘ
8907 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 松ヶ鼻 ﾏﾂｶﾞﾊﾅ
8909 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 松ヶ峯 ﾏﾂｶﾞﾐﾈ
8807 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
8824 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ マハリタ ﾏﾊﾘﾀ
8846 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 丸見 ﾏﾙﾐ
8910 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 三浦 ﾐｳﾗ
8929 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 三笠山 ﾐｶｻﾔﾏ
8851 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 溝田 ﾐｿﾞﾀ
8912 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 道ヶ谷山 ﾐﾁｶﾞﾀﾆﾔﾏ
8925 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 道切 ﾐﾁｷﾚ
8950 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
8812 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
8962 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
8789 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 村上 ﾑﾗｶﾐ
8883 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 八代山 ﾔﾂｼﾛﾔﾏ
8923 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 八幡山 ﾔﾊﾀﾔﾏ
8936 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ヤハチ ﾔﾊﾁ
8922 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 山中 ﾔﾏﾅｶ
8894 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ ヤマノハナ ﾔﾏﾉﾊﾅ
8848 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 山町 ﾔﾏﾏﾁ
8805 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
8826 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 横田 ﾖｺﾀ
8876 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 横道 ﾖｺﾐﾁ
8880 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 横山 ﾖｺﾔﾏ
8868 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 龍山 ﾘﾕｳｻﾞﾝ
8873 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 涼山 ﾘﾖｳｻﾞﾝ
8961 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 老和田 ﾛｳﾜﾀﾞ
8855 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 渡リ ﾜﾀﾘ
8853 下田03 竹島 ﾀｹｼﾏ 渡リ山 ﾜﾀﾘﾔﾏ
9033 下田04 井澤 ｲｻﾜ アイノ山 ｱｲﾉﾔﾏ
9028 下田04 井澤 ｲｻﾜ アチマメ ｱﾁﾏﾒ
9035 下田04 井澤 ｲｻﾜ 井沢団地 ｲｻﾜﾀﾞﾝﾁ
9005 下田04 井澤 ｲｻﾜ 石ヶ鼻 ｲｼｶﾞﾊﾅ
9029 下田04 井澤 ｲｻﾜ 井流ノ口 ｲﾅｶﾞﾚﾉｸﾁ
8974 下田04 井澤 ｲｻﾜ 岩ヶ鼻 ｲﾜｶﾞﾊﾅ
9018 下田04 井澤 ｲｻﾜ エブリタ ｴﾌﾞﾘﾀ
8983 下田04 井澤 ｲｻﾜ 大窪 ｵｵｸﾎﾞ
9020 下田04 井澤 ｲｻﾜ 岡ノ鼻 ｵｶﾉﾊﾅ
8985 下田04 井澤 ｲｻﾜ 岡ノ前 ｵｶﾉﾏｴ
8980 下田04 井澤 ｲｻﾜ 岡本山 ｵｶﾓﾄﾔﾏ
9021 下田04 井澤 ｲｻﾜ 岡屋式 ｵｶﾔｼｷ
9013 下田04 井澤 ｲｻﾜ ヲカンボヲ ｵｶﾝﾎﾞｵ
9000 下田04 井澤 ｲｻﾜ 奥澤 ｵｸｻﾞﾜ
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9011 下田04 井澤 ｲｻﾜ ヲサウラノ谷 ｵｻｳﾗﾉﾀﾆ
9036 下田04 井澤 ｲｻﾜ 踊場 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ
8987 下田04 井澤 ｲｻﾜ カミノシタ ｶﾐﾉｼﾀ
8984 下田04 井澤 ｲｻﾜ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
9014 下田04 井澤 ｲｻﾜ 鴨越山 ｶﾓｺﾞｴﾔﾏ
9017 下田04 井澤 ｲｻﾜ 口切 ｸﾁｷﾘ
8996 下田04 井澤 ｲｻﾜ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
9002 下田04 井澤 ｲｻﾜ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
8992 下田04 井澤 ｲｻﾜ 黒越 ｸﾛｺﾞｴ
8979 下田04 井澤 ｲｻﾜ コヲゲ ｺｵｹﾞ
9026 下田04 井澤 ｲｻﾜ 五反地 ｺﾞﾀﾝﾁ
9004 下田04 井澤 ｲｻﾜ コヤカ谷 ｺﾔｶﾀﾞﾆ
8977 下田04 井澤 ｲｻﾜ 坂本 ｻｶﾓﾄ
9001 下田04 井澤 ｲｻﾜ 皿ヶ峯 ｻﾗｶﾞﾐﾈ
8978 下田04 井澤 ｲｻﾜ 鹿場 ｼｶﾊﾞ
9023 下田04 井澤 ｲｻﾜ 下山 ｼﾀﾔﾏ
9030 下田04 井澤 ｲｻﾜ シメソ山 ｼﾒｿﾔﾏ
9032 下田04 井澤 ｲｻﾜ 鈴ヶ峰 ｽｽﾞｶﾞﾐﾈ
9012 下田04 井澤 ｲｻﾜ セイトウ ｾｲﾄｳ
9027 下田04 井澤 ｲｻﾜ 大門口 ﾀﾞｲﾓﾝｸﾞﾁ
9010 下田04 井澤 ｲｻﾜ 月見山 ﾂｷﾐﾔﾏ
8976 下田04 井澤 ｲｻﾜ ツルイ山 ﾂﾙｲﾔﾏ
9019 下田04 井澤 ｲｻﾜ 堂免 ﾄﾞｳﾒﾝ
8989 下田04 井澤 ｲｻﾜ ドヲワン谷 ﾄﾞｵﾜﾝﾀﾞﾆ
8998 下田04 井澤 ｲｻﾜ 年玉田 ﾄｼﾀﾏﾀﾞ
8990 下田04 井澤 ｲｻﾜ 中澤 ﾅｶｻﾞﾜ
9007 下田04 井澤 ｲｻﾜ 中平 ﾅｶﾋﾗ
8975 下田04 井澤 ｲｻﾜ 西山 ﾆｼﾔﾏ
9009 下田04 井澤 ｲｻﾜ 蜂ヶ峯 ﾊﾁｶﾞﾐﾈ
9022 下田04 井澤 ｲｻﾜ ハリキ崎 ﾊﾘｷｻﾞｷ
9008 下田04 井澤 ｲｻﾜ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
8995 下田04 井澤 ｲｻﾜ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
9006 下田04 井澤 ｲｻﾜ ビシヤミ谷 ﾋﾞｼﾔﾐﾀﾞﾆ
8993 下田04 井澤 ｲｻﾜ 人丸谷 ﾋﾄﾏﾙﾀﾞﾆ
8994 下田04 井澤 ｲｻﾜ 平見山 ﾋﾗﾐﾔﾏ
8997 下田04 井澤 ｲｻﾜ 深浦 ﾌｶｳﾗ
8991 下田04 井澤 ｲｻﾜ フナヲ ﾌﾅｵ
8981 下田04 井澤 ｲｻﾜ 船戸屋式 ﾌﾅﾄﾞﾔｼｷ
8986 下田04 井澤 ｲｻﾜ 坊ノ前 ﾎﾞｳﾉﾏｴ
8973 下田04 井澤 ｲｻﾜ ホキ ﾎｷ
9025 下田04 井澤 ｲｻﾜ 松ヶ鼻 ﾏﾂｶﾞﾊﾅ
9034 下田04 井澤 ｲｻﾜ 松崎山 ﾏﾂｻﾞｷﾔﾏ
8988 下田04 井澤 ｲｻﾜ 丸田 ﾏﾙﾀ
9015 下田04 井澤 ｲｻﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
9003 下田04 井澤 ｲｻﾜ 見越山 ﾐｺｼﾔﾏ
9024 下田04 井澤 ｲｻﾜ ミゾノ口 ﾐｿﾞﾉｸﾁ
9016 下田04 井澤 ｲｻﾜ 道亦ギ ﾐﾁｾｷｷﾞ
8999 下田04 井澤 ｲｻﾜ 三辻田 ﾐﾂｼﾞﾃﾞﾝ
8982 下田04 井澤 ｲｻﾜ 南ノ後 ﾐﾅﾐﾉｱﾄ
9031 下田04 井澤 ｲｻﾜ ミノコシ山 ﾐﾉｺｼﾔﾏ
9180 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 赤ハゲ ｱｶﾊｹﾞ
9162 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 朝隠山 ｱｻｶｹﾞﾔﾏ
9182 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 後坂山 ｱﾄｻｶﾔﾏ
9088 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 安吾ノダバ ｱﾝｺﾞﾉﾀﾞﾊﾞ
9053 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
9091 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 石神ノ谷 ｲｼｶﾐﾉﾀﾆ
9055 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 磯崎 ｲｿｻﾞｷ
9181 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 礒峯山 ｲｿﾐﾈﾔﾏ
9096 下田05 双海 ﾌﾀﾐ イデ ｲﾃﾞ
9111 下田05 双海 ﾌﾀﾐ イデノ裏 ｲﾃﾞﾉｳﾗ
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9110 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 井戸ノ谷 ｲﾄﾞﾉﾀﾆ
9038 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 井長山 ｲﾅｶﾞﾔﾏ
9109 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 戌亥ノ谷 ｲﾇｲﾉﾀﾆ
9140 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 井林 ｲﾊﾞﾔｼ
9089 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 後川 ｳｼﾛｶﾞﾜ
9043 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 馬ノ打上ダバ ｳﾏﾉｳﾁｶﾐﾀﾞﾊﾞ
9054 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 大磯ダバ ｵｵｲｿﾀﾞﾊﾞ
9152 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 大磯山 ｵｵｲｿﾔﾏ
9143 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
9067 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 大コブノ谷 ｵｵｺﾌﾞﾉﾀﾆ
9059 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 大竹ノ下 ｵｵﾀｹﾉｼﾀ
9092 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 大マト ｵｵﾏﾄ
9049 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 沖ノ谷 ｵｷﾉﾀﾆ
9078 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 沖ノダバ ｵｷﾉﾀﾞﾊﾞ
9166 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 尾サキダバ ｵｻｷﾀﾞﾊﾞ
9085 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 尾サキノダバ ｵｻｷﾉﾀﾞﾊﾞ
9116 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ヲトソヲ ｵﾄｿｵ
9169 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 尾林山 ｵﾊﾔｼﾔﾏ
9167 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ヲモトノタハ ｵﾓﾄﾉﾀﾊ
9086 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ヲモトノダバ ｵﾓﾄﾉﾀﾞﾊﾞ
9153 下田05 双海 ﾌﾀﾐ カキカクヒ山 ｶｷｶｸﾋﾔﾏ
9136 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 柿ノ木谷 ｶｷﾉｷﾀﾞﾆ
9123 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 笠松ノ谷 ｶｻﾏﾂﾉﾀﾆ
9128 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 金ヶ浜 ｶﾈｶﾞﾊﾏ
9080 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 釜ノ口 ｶﾏﾉｸﾁ
9146 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 上ノ岸浜 ｶﾐﾉｷｼﾊﾏ
9069 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 上本ンノダバ ｶﾐﾎﾝﾉﾀﾞﾊﾞ
9071 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
9063 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 上横川ノ谷 ｶﾐﾖｺｶﾞﾜﾉﾀﾆ
9138 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 北平ノ山 ｷﾀﾋﾗﾉﾔﾏ
9066 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 銀蔵コブ ｷﾞﾝｿﾞｳｺﾌﾞ
9195 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 熊儀山 ｸﾏﾖｼﾔﾏ
9108 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 黒ノ表 ｸﾛﾉｵﾓﾃ
9163 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 吾市山 ｺﾞｲﾁﾔﾏ
9130 下田05 双海 ﾌﾀﾐ コジキ谷 ｺｼﾞｷﾀﾞﾆ
9051 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 小竹ノ下 ｺﾀｹﾉｼﾀ
9040 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 午ノ打上ノ谷 ｺﾞﾉｳﾁｶﾐﾉﾀﾆ
9115 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 五杯ノ谷 ｺﾞﾊｲﾉﾀﾆ
9121 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 小春ノ谷 ｺﾊﾙﾉﾀﾆ
9156 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 吾平山 ｺﾞﾋﾗﾔﾏ
9039 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ゴマ尻谷 ｺﾞﾏｼﾘﾀﾞﾆ
9105 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 米ヶ谷 ｺﾒｶﾞﾀﾆ
9076 下田05 双海 ﾌﾀﾐ コヤシキ ｺﾔｼｷ
9132 下田05 双海 ﾌﾀﾐ サキ古田ノ谷 ｻｷﾌﾙﾀﾉﾀﾆ
9177 下田05 双海 ﾌﾀﾐ サコ山 ｻｺﾔﾏ
9170 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 茂平山 ｼｹﾞﾋﾗﾔﾏ
9158 下田05 双海 ﾌﾀﾐ シケ山 ｼｹﾔﾏ
9144 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 下タノ浜 ｼﾀﾉﾊﾏ
9097 下田05 双海 ﾌﾀﾐ シダ原ノ谷 ｼﾀﾞﾊﾗﾉﾀﾆ
9175 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 下作山 ｼﾓｻｸﾔﾏ
9087 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 下モモトノダバ ｼﾓﾓﾄﾉﾀﾞﾊﾞ
9095 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 下横川谷 ｼﾓﾖｺｶﾞﾜﾀﾞﾆ
9171 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 庄源山 ｼﾖｳｹﾞﾝﾔﾏ
9107 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 少分 ｼﾖｳﾌﾞﾝ
9149 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 城山 ｼﾛﾔﾏ
9174 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 新山 ｼﾝﾔﾏ
9044 下田05 双海 ﾌﾀﾐ セドノ谷 ｾﾄﾞﾉﾀﾆ
9176 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 善右衛門山 ｾﾞﾝｴﾓﾝﾔﾏ
9122 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 善次谷 ｾﾞﾝｼﾞﾀﾞﾆ
9077 下田05 双海 ﾌﾀﾐ タツハリ ﾀﾂﾊﾘ
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9142 下田05 双海 ﾌﾀﾐ タテバエ ﾀﾃﾊﾞｴ
9129 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 谷口平ノ谷 ﾀﾆｸﾞﾁﾋﾗﾉﾀﾆ
9193 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 谷口平ノ山 ﾀﾆｸﾞﾁﾋﾗﾉﾔﾏ
9081 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ダバヲリト ﾀﾞﾊﾞｵﾘﾄ
9114 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 太夫堀 ﾀﾕｳﾎﾞﾘ
9045 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 茶釜ツル ﾁﾔｶﾞﾏﾂﾙ
9056 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 茶ダバ ﾁﾔﾀﾞﾊﾞ
9133 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 茶畑谷 ﾁﾔﾊﾞﾀﾀﾞﾆ
9090 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 土橋 ﾂﾁﾊｼ
9079 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ツル井ノ谷 ﾂﾙｲﾉﾀﾆ
9064 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ツル山 ﾂﾙﾔﾏ
9161 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ツル山 ﾂﾙﾔﾏ
9126 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 鉄砂ノ谷 ﾃﾂｽﾅﾉﾀﾆ
9135 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 手前古田ノ谷 ﾃﾏｴﾌﾙﾀﾉﾀﾆ
9157 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 寺後山 ﾃﾗｱﾄﾔﾏ
9194 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 寺地山 ﾃﾗｼﾞﾔﾏ
9058 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ドヲキウボリ ﾄﾞｵｷｳﾎﾞﾘ
9060 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ドヲタンボリ ﾄﾞｵﾀﾝﾎﾞﾘ
9159 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ドヲタン堀 ﾄﾞｵﾀﾝﾎﾞﾘ
9100 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 遠山 ﾄｵﾔﾏ
9057 下田05 双海 ﾌﾀﾐ トリクビダバ ﾄﾘｸﾋﾞﾀﾞﾊﾞ
9155 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 鳥首ダバ ﾄﾘｸﾋﾞﾀﾞﾊﾞ
9112 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 苗代ノ谷 ﾅｴｼﾛﾉﾀﾆ
9172 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 直山 ﾅｵﾔﾏ
9075 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 中尾ダバ ﾅｶｵﾀﾞﾊﾞ
9145 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 中ノ岸 ﾅｶﾉｷｼ
9065 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
9099 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 永野地ノ谷 ﾅｶﾞﾉﾁﾞﾉﾀﾆ
9134 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 中平ノ山 ﾅｶﾋﾗﾉﾔﾏ
9072 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
9073 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
9124 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 鍋島堺谷 ﾅﾍﾞｼﾏｻｶｲﾀﾞﾆ
9046 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 仁尾ダバ ﾆｵﾀﾞﾊﾞ
9082 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 西ノダバ ﾆｼﾉﾀﾞﾊﾞ
9188 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 西平ノ山 ﾆｼﾋﾗﾉﾔﾏ
9068 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 西山ダバ ﾆｼﾔﾏﾀﾞﾊﾞ
9052 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 廿八代ノ谷 ﾆｼﾞﾕｳﾊﾁﾀﾞｲﾉﾀﾆ
9119 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ヌタノ谷 ﾇﾀﾉﾀﾆ
9151 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 子ソ山 ﾈｿﾔﾏ
9083 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 野中ノ谷 ﾉﾅｶﾉﾀﾆ
9084 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 墓ノダバ ﾊｶﾉﾀﾞﾊﾞ
9139 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 白皇山 ﾊｸｵｳﾔﾏ
9117 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 橋ヶ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
9118 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 橋手谷 ﾊｼﾃﾀﾞﾆ
9061 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 八代ノダバ ﾊﾁﾀﾞｲﾉﾀﾞﾊﾞ
9141 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 浜ノ上 ﾊﾏﾉｶﾐ
9070 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ハリキダバ ﾊﾘｷﾀﾞﾊﾞ
9164 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ハリキダバ ﾊﾘｷﾀﾞﾊﾞ
9173 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
9131 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 東檜尾 ﾋｶﾞｼﾋﾉｷｵ
9187 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 東桧尾山 ﾋｶﾞｼﾋﾉｷｵﾔﾏ
9185 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 桧尾山ノ一 ﾋﾉｷｵﾔﾏﾉｲﾁ
9094 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ヒヤノ谷 ﾋﾔﾉﾀﾆ
9178 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 平タバ ﾋﾗﾀﾊﾞ
9098 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 平タハ山 ﾋﾗﾀﾊﾔﾏ
9125 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 平野堺谷 ﾋﾗﾉｻｶｲﾀﾞﾆ
9127 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 平野山 ﾋﾗﾉﾔﾏ
9192 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 平ノ山 ﾋﾗﾉﾔﾏ
9186 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 平ノ山ノ一 ﾋﾗﾉﾔﾏﾉｲﾁ
9042 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 平山 ﾋﾗﾔﾏ
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9093 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 昼飯谷 ﾋﾙﾒｼﾀﾞﾆ
9062 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 広芳山 ﾋﾛﾖｼﾔﾏ
9150 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 船見山 ﾌﾈﾐﾔﾏ
9048 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 古宅山 ﾌﾙﾀｸﾔﾏ
9106 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 古社山 ﾌﾙﾔｼﾛﾔﾏ
9074 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 風呂ノ谷 ﾌﾛﾉﾀﾆ
9165 下田05 双海 ﾌﾀﾐ フロノ谷 ﾌﾛﾉﾀﾆ
9137 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ホヲハイノ谷 ﾎｵﾊｲﾉﾀﾆ
9104 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ホチャノダバ ﾎﾁﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
9191 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ホツコ ﾎﾂｺ
9190 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ホツコ山 ﾎﾂｺﾔﾏ
9047 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 本ダバ ﾎﾝﾀﾞﾊﾞ
9101 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 前ノ谷 ﾏｴﾉﾀﾆ
9103 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 松亀ノダバ ﾏﾂｶﾒﾉﾀﾞﾊﾞ
9148 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 水尻山 ﾐｽﾞｼﾘﾔﾏ
9189 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 道沖平ノ山 ﾐﾁｵｷﾋﾗﾉﾔﾏ
9168 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 道ノ上山 ﾐﾁﾉｶﾐﾔﾏ
9160 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 三ツ又山 ﾐﾂﾏﾀﾔﾏ
9050 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 南ダバ ﾐﾅﾐﾀﾞﾊﾞ
9041 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 南平山 ﾐﾅﾐﾋﾗﾔﾏ
9113 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 峯ノ谷 ﾐﾈﾉﾀﾆ
9184 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 宗ヶ谷 ﾑﾈｶﾞﾀﾆ
9183 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 山伏山 ﾔﾏﾌｼﾔﾏ
9154 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 吉平山 ﾖｼﾋﾗﾔﾏ
9120 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ヨリケ谷 ﾖﾘｹﾀﾞﾆ
9102 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ワカミヤノ山 ﾜｶﾐﾔﾉﾔﾏ
9179 下田05 双海 ﾌﾀﾐ 若宮山 ﾜｶﾐﾔﾔﾏ
9037 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ワニ石 ﾜﾆｲｼ
9147 下田05 双海 ﾌﾀﾐ ワニ石大磯山 ﾜﾆｲｼｵｵｲｿﾔﾏ
9272 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ アイノハナ ｱｲﾉﾊﾅ
9244 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ アナダ ｱﾅﾀﾞ
9267 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 石神山 ｲｼｶﾞﾐﾔﾏ
9229 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ イツチキ谷山 ｲﾂﾁｷﾀﾆﾔﾏ
9269 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ イツチギ谷山 ｲﾂﾁｷﾞﾀﾆﾔﾏ
9230 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ イツチキ山 ｲﾂﾁｷﾔﾏ
9270 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ イツチギ山 ｲﾂﾁｷﾞﾔﾏ
9199 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ イツリ谷 ｲﾂﾘﾀﾞﾆ
9258 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ イツリ谷山 ｲﾂﾘﾀﾆﾔﾏ
9259 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ イツリ谷山西平 ｲﾂﾘﾀﾆﾔﾏﾆｼﾋﾗ
9278 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 上ノ山 ｳｴﾉﾔﾏ
9241 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ウシガタニ ｳｼｶﾞﾀﾆ
9242 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ウシガタニグチ ｳｼｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
9243 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ウシガタニヤマ ｳｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9274 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 牛ヶ谷山 ｳｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9203 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ウバケ谷 ｳﾊﾞｹﾀﾞﾆ
9204 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ウバケ谷山 ｳﾊﾞｹﾀﾆﾔﾏ
9275 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ウハノバタケ ｳﾊﾉﾊﾞﾀｹ
9210 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 馬ヶ谷山 ｳﾏｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9215 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
9265 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 梅ノ木谷山 ｳﾒﾉｷﾀﾆﾔﾏ
9226 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ウワナキリ ｳﾜﾅｷﾘ
9252 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ウワノバタケ ｳﾜﾉﾊﾞﾀｹ
9249 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ オウテギ ｵｳﾃｷﾞ
9273 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 大林山 ｵｵﾊﾞﾔｼﾔﾏ
9225 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 大舟戸 ｵｵﾌﾅﾄ
9208 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヲク下モ谷山 ｵｸｼﾓﾀﾆﾔﾏ
9263 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 奥下モ谷山 ｵｸｼﾓﾀﾆﾔﾏ
9268 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヲクタキノ下山 ｵｸﾀｷﾉｼﾓﾔﾏ
9219 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヲクタキノヒタ山 ｵｸﾀｷﾉﾋﾀﾔﾏ
9248 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ オサキ ｵｻｷ
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9239 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ オシダ ｵｼﾀﾞ
9213 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヲリヲ ｵﾘｵ
9264 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヲリヲ山 ｵﾘｵﾔﾏ
9209 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ カラ谷山 ｶﾗﾀﾆﾔﾏ
9254 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ カンヌシヤシキ ｶﾝﾇｼﾔｼｷ
9277 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 神主屋式 ｶﾝﾇｼﾔｼｷ
9232 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 口イツチキ ｸﾁｲﾂﾁｷ
9231 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 口イツチキ谷 ｸﾁｲﾂﾁｷﾀﾞﾆ
9207 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 口下谷 ｸﾁｼﾀﾀﾞﾆ
9262 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 口下谷山 ｸﾁｼﾓﾀﾆﾔﾏ
9222 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ クチヒビノ木谷 ｸﾁﾋﾋﾞﾉｷﾀﾞﾆ
9247 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ クロモト ｸﾛﾓﾄ
9196 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ サカシヅ ｻｶｼﾂﾞ
9234 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ サワクチ ｻﾜｸﾁ
9233 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 澤口 ｻﾜｸﾞﾁ
9237 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 下モ澤口 ｼﾓｻﾜｸﾞﾁ
9211 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
9205 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 下中ギレ ｼﾓﾅｶｷﾞﾚ
9216 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ショブガ谷 ｼﾖﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆ
9266 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ショブケ谷山 ｼﾖﾌﾞｹﾀﾆﾔﾏ
9256 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ シロ山 ｼﾛﾔﾏ
9251 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ スギノキノマエ ｽｷﾞﾉｷﾉﾏｴ
9198 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ タンチウザワ ﾀﾝﾁｳｻﾞﾜ
9255 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ チジ ﾁｼﾞ
9279 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ チヂ谷 ﾁﾁﾞﾀﾞﾆ
9224 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 長丁 ﾁﾖｳﾃｲ
9214 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ツイワタシ ﾂｲﾜﾀｼ
9280 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 天満山 ﾃﾝﾏﾝﾔﾏ
9246 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ トガワ ﾄｶﾞﾜ
9228 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 中イツチキ谷 ﾅｶｲﾂﾁﾀﾞﾆ
9200 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ナガヲ ﾅｶﾞｵ
9201 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ナガヲ山 ﾅｶﾞｵﾔﾏ
9261 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 中切 ﾅｶｷﾘ
9206 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 中ギレ ﾅｶｷﾞﾚ
9260 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ナガラ山 ﾅｶﾞﾗﾔﾏ
9220 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ナキリ山 ﾅｷﾘﾔﾏ
9227 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ナキリ山 ﾅｷﾘﾔﾏ
9212 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 子ヲリヲ ﾈｵﾘｵ
9245 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ノリダナ ﾉﾘﾀﾞﾅ
9235 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヒタナキリ ﾋﾀﾅｷﾘ
9250 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヒタノバタケ ﾋﾀﾉﾊﾞﾀｹ
9221 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヒビノ木谷 ﾋﾋﾞﾉｷﾀﾞﾆ
9218 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヒビノ木谷山 ﾋﾋﾞﾉｷﾀﾆﾔﾏ
9240 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ フダノヂ ﾌﾀﾞﾉﾁﾞ
9202 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 二日長尾 ﾌﾂｶﾅｶﾞｵ
9236 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ フナツキ ﾌﾅﾂｷ
9238 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ マツサキ ﾏﾂｻｷ
9271 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 松サキ ﾏﾂｻｷ
9223 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 三ゾタ ﾐｿﾞﾀ
9253 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ミヤサキヤシキ ﾐﾔｻｷﾔｼｷ
9276 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ 宮崎屋式 ﾐﾔｻﾞｷﾔｼｷ
9197 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヤマサキ ﾔﾏｻｷ
9257 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヤマサキ山 ﾔﾏｻｷﾔﾏ
9217 八束01 実崎 ｻﾝｻﾞｷ ヨヨモンブン ﾖﾖﾓﾝﾌﾞﾝ
9322 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ アキバ ｱｷﾊﾞ
9288 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 芋生谷 ｲﾓｵﾀﾞﾆ
9287 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 内屋敷 ｳﾁﾔｼｷ
9311 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 皇子ノ前 ｵｳｼﾞﾉﾏｴ
9284 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 大島 ｵｵｼﾏ
9307 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 王子山 ｵｵｼﾞﾔﾏ
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9327 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 皇子山 ｵｵｼﾞﾔﾏ
9292 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
9309 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ ヲハカダン ｵﾊｶﾀﾞﾝ
9299 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ オホギ ｵﾎｷﾞ
9326 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 川平山 ｶﾜﾋﾗﾔﾏ
9306 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 清元 ｷﾖﾓﾄ
9282 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ クケチ ｸｹﾁ
9283 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 小嶋 ｺｼﾞﾏ
9298 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 小橋谷 ｺﾊﾞｼﾀﾞﾆ
9320 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ コバタケ ｺﾊﾞﾀｹ
9308 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 権現 ｺﾞﾝｹﾞﾝ
9310 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
9291 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 皿ヶ峠 ｻﾗｶﾞﾄｳｹﾞ
9330 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 皿ヶ峯山 ｻﾗｶﾞﾐﾈﾔﾏ
9294 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 山伏池 ｻﾝｼﾞﾖｳｲｹ
9321 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ シャウブ本 ｼﾔｳﾌﾞﾓﾄ
9314 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 住吉谷 ｽﾐﾖｼﾀﾞﾆ
9315 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 宗四郎谷 ｿｳｼﾛｳﾀﾞﾆ
9317 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ タダシバノ谷 ﾀﾀﾞｼﾊﾞﾉﾀﾆ
9290 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ タニダ ﾀﾆﾀﾞ
9312 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ チイガシ ﾁｲｶﾞｼ
9281 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ ヂシマ ﾁﾞｼﾏ
9324 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ チチカ谷 ﾁﾁｶﾀﾞﾆ
9297 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 長作屋敷 ﾁﾖｳｻｸﾔｼｷ
9301 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 土居ノ谷 ﾄﾞｲﾉﾀﾆ
9302 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 土居ノ峯 ﾄﾞｲﾉﾐﾈ
9328 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 土居峯山 ﾄﾞｲﾐﾈﾔﾏ
9316 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
9300 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 中ノ坊 ﾅｶﾉﾎﾞｳ
9331 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
9305 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
9285 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ ハセデ ﾊｾﾃﾞ
9296 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ ハ子ノ本 ﾊﾈﾉﾓﾄ
9286 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 馬場谷 ﾊﾞﾊﾞﾀﾞﾆ
9329 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 平見山 ﾋﾗﾐﾔﾏ
9295 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 平元 ﾋﾗﾓﾄ
9293 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ フルタ ﾌﾙﾀ
9325 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ ヘイグチ ﾍｲｸﾞﾁ
9304 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 坊ノ谷 ﾎﾞｳﾉﾀﾆ
9313 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ ホバシラ谷 ﾎﾊﾞｼﾗﾀﾞﾆ
9289 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ マサカ谷 ﾏｻｶﾀﾞﾆ
9318 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
9323 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 村上 ﾑﾗｶﾐ
9303 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ ユスノ本 ﾕｽﾉﾓﾄ
9319 八束02 坂本 ｻｶﾓﾄ 要蔵前 ﾖｳｿﾞｳﾏｴ
9404 八束03 山路 ﾔﾏﾁ アイノダバ ｱｲﾉﾀﾞﾊﾞ
9476 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 青木本 ｱｵｷﾓﾄ
9474 八束03 山路 ﾔﾏﾁ アカマガサキ ｱｶﾏｶﾞｻｷ
9345 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 穴坂 ｱﾅｻｶ
9356 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 池渕 ｲｹﾌﾞﾁ
9464 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 石畳 ｲｼﾀﾞﾀﾐ
9352 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 磯畑 ｲｿﾊﾞﾀｹ
9421 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 壱番谷 ｲﾁﾊﾞﾝﾀﾞﾆ
9348 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 井流ノ上 ｲﾅｶﾞﾚｳｴ
9405 八束03 山路 ﾔﾏﾁ イ子ブリ ｲﾈﾌﾞﾘ
9379 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 井ノ口 ｲﾉｸﾁ
9398 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 入岡谷 ｲﾘｵｶﾀﾞﾆ
9514 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上島 ｳｴｼﾏ
9382 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ウドノクチ ｳﾄﾞﾉｸﾁ
9409 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 馬トコ ｳﾏﾄｺ
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9411 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 馬トコ山 ｳﾏﾄｺﾔﾏ
9527 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 馬床山 ｳﾏﾄﾞｺﾔﾏ
9445 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 梅ノモト ｳﾒﾉﾓﾄ
9387 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ウワグリ ｳﾜｸﾞﾘ
9333 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 江渕 ｴﾌﾞﾁ
9495 八束03 山路 ﾔﾏﾁ エラ ｴﾗ
9468 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 王子ノ前 ｵｳｼﾞﾉﾏｴ
9467 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 王子山 ｵｳｼﾞﾔﾏ
9347 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 大岩 ｵｵｲﾜ
9459 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 大岩 ｵｵｲﾜ
9529 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 大岩山 ｵｵｲﾜﾔﾏ
9342 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 扇田 ｵｵｷﾞﾀ
9419 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 扇谷 ｵｵｷﾞﾀﾞﾆ
9377 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 王子ノ向 ｵｵｼﾞﾉﾑｶｲ
9381 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 大ソリ ｵｵｿﾘ
9465 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 大田 ｵｵﾀ
9449 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
9450 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 大ナロクチ ｵｵﾅﾛｸﾁ
9489 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 小川田 ｵｶﾞﾜﾀ
9399 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 奥入岡谷 ｵｸｲﾘｵｶﾀﾞﾆ
9457 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヲク大岩 ｵｸｵｵｲﾜ
9524 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 奥山路川山 ｵｸｵｼｶﾜﾔﾏ
9392 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 奥深木谷 ｵｸﾌｶｷﾀﾞﾆ
9403 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 押川口 ｵｼｶﾜｸﾞﾁ
9523 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 押川山 ｵｼｶﾜﾔﾏ
9456 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヲトナノ山 ｵﾄﾅﾉﾔﾏ
9455 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヲトナ山 ｵﾄﾅﾔﾏ
9538 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 小野地 ｵﾉｼﾞ
9498 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヲリヲヤシキ ｵﾘｵﾔｼｷ
9413 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヲンジ ｵﾝｼﾞ
9412 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
9540 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カウカ ｶｳｶ
9480 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カウカ峯山 ｶｳｶﾐﾈﾔﾏ
9534 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カウカ峰山 ｶｳｶﾐﾈﾔﾏ
9481 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カウガ峯山 ｶｳｶﾞﾐﾈﾔﾏ
9383 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カウダ ｶｳﾀﾞ
9386 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カウダ山 ｶｳﾀﾞﾔﾏ
9519 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カウダ山 ｶｳﾀﾞﾔﾏ
9437 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 柿ノ木田 ｶｷﾉｷﾀﾞ
9378 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
9390 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カツラヤシキ ｶﾂﾗﾔｼｷ
9389 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カハラダ ｶﾊﾗﾀﾞ
9541 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上明 ｶﾐｱｹ
9373 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上明山 ｶﾐｱｹﾔﾏ
9518 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上明山 ｶﾐｱｹﾔﾏ
9357 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上池渕 ｶﾐｲｹﾌﾞﾁ
9350 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上ミ小原 ｶﾐｵﾊﾗ
9479 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上ミカウカ ｶﾐｶｳｶ
9431 八束03 山路 ﾔﾏﾁ カミカキ内 ｶﾐｶｷｳﾁ
9375 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上ミ上明 ｶﾐｶﾐｱｹ
9364 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上小市 ｶﾐｺｲﾁ
9475 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上澤 ｶﾐｻﾜ
9425 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上ミ田ノ谷 ｶﾐﾀﾉﾀﾞﾆ
9362 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上ミ袋 ｶﾐﾌﾞｸﾛ
9355 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上ホギ ｶﾐﾎｷﾞ
9354 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上ボキ ｶﾐﾎﾞｷ
9470 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 上和田 ｶﾐﾜﾀﾞ
9334 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
9513 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 川ナロ ｶﾜﾅﾛ
9336 八束03 山路 ﾔﾏﾁ キウメイダ ｷｳﾒｲﾀﾞ
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9359 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 木ヲノ木原 ｷｵﾉｷﾊﾗ
9469 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 北地 ｷﾀﾁﾞ
9360 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 木戸谷 ｷﾄﾞﾀﾞﾆ
9396 八束03 山路 ﾔﾏﾁ クダシ ｸﾀﾞｼ
9522 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 口山路川山 ｸﾁﾔﾏﾁｶﾞﾜ
9461 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 九平屋敷 ｸﾍｲﾔｼｷ
9337 八束03 山路 ﾔﾏﾁ クボタ ｸﾎﾞﾀ
9338 八束03 山路 ﾔﾏﾁ クモデ ｸﾓﾃﾞ
9394 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ゲヤシキ山 ｹﾞﾔｼｷﾔﾏ
9521 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ゲヤシキ山 ｹﾞﾔｼｷﾔﾏ
9460 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 源兵衛屋敷 ｹﾞﾝﾍﾞｴﾔｼｷ
9363 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 小市 ｺｲﾁ
9507 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ゴウデン ｺﾞｳﾃﾞﾝ
9414 八束03 山路 ﾔﾏﾁ コシキナロ ｺｼｷﾅﾛ
9432 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 小谷 ｺﾀﾆ
9520 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 小原山 ｺﾊﾗﾔﾏ
9401 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 小森 ｺﾓﾘ
9420 八束03 山路 ﾔﾏﾁ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
9332 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 西光寺山 ｻｲｺｳｼﾞﾔﾏ
9503 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ジウデン ｼﾞｳﾃﾞﾝ
9488 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 四反田 ｼﾀﾝﾀﾞ
9462 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 七兵衛屋敷 ｼﾁﾍﾞｴﾔｼｷ
9512 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 島大ナロ ｼﾏｵｵﾅﾛ
9410 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モ馬トコ ｼﾓｳﾏﾄｺ
9466 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モ大田 ｼﾓｵｵﾀ
9349 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モ小原 ｼﾓｵﾊﾗ
9483 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モカウカ ｼﾓｶｳｶ
9374 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モ上明 ｼﾓｶﾐｱｹ
9351 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モ木戸 ｼﾓｷﾄﾞ
9516 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下木戸山 ｼﾓｷﾄﾞﾔﾏ
9484 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下澤 ｼﾓｻﾜ
9485 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下沢 ｼﾓｻﾜ
9511 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モナニ町 ｼﾓｼﾞﾕｳﾆﾏﾁ
9427 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モタノ谷 ｼﾓﾀﾉﾀﾞﾆ
9537 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下中島 ｼﾓﾅｶｼﾞﾏ
9361 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モ袋 ｼﾓﾌﾞｸﾛ
9496 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下本佛寺 ｼﾓﾎﾝﾎﾞﾄｹﾃﾞﾗ
9395 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下モヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
9472 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 下和田 ｼﾓﾜﾀﾞ
9510 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 十二町 ｼﾞﾕｳﾆﾏﾁ
9393 八束03 山路 ﾔﾏﾁ シリナシ谷 ｼﾘﾅｼﾀﾞﾆ
9370 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 杉ノ谷 ｽｷﾞﾉﾀﾆ
9353 八束03 山路 ﾔﾏﾁ スミヤシキ ｽﾐﾔｼｷ
9428 八束03 山路 ﾔﾏﾁ セイモト ｾｲﾓﾄ
9376 八束03 山路 ﾔﾏﾁ セキノアイ ｾｷﾉｱｲ
9443 八束03 山路 ﾔﾏﾁ セビ谷 ｾﾋﾞﾀﾆ
9473 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ソウハン ｿｳﾊﾝ
9492 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 曽我ノ前 ｿｶﾞﾉﾏｴ
9490 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 曾我前 ｿｶﾞﾏｴ
9491 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 曽我前 ｿｶﾞﾏｴ
9426 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ダイドヲ ﾀﾞｲﾄﾞｵ
9509 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 高畑ケ ﾀｶﾊﾞﾀｹ
9502 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
9402 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 田シロ ﾀｼﾛ
9384 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ダバノ下 ﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
9486 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 田船戸 ﾀﾌﾅﾄﾞ
9525 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヂゴク谷山 ﾁﾞｺﾞｸﾀﾞﾆﾔﾏ
9372 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 地白 ﾁｼﾛ
9452 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 丁シノ川 ﾁﾖｳｼﾉｶﾜ
9532 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 丁子ノ川山 ﾁﾖｳｼﾉｶﾜﾔﾏ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 123/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

9453 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 丁シノダバ ﾁﾖｳｼﾉﾀﾞﾊﾞ
9435 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ
9482 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ツリカ谷 ﾂﾘｶﾀﾆ
9397 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
9508 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 伝右衛門ヤシキ ﾃﾞﾝｴﾓﾝﾔｼｷ
9493 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 土居 ﾄﾞｲ
9448 八束03 山路 ﾔﾏﾁ トイシノ谷 ﾄｲｼﾉﾀﾆ
9517 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ドウカ山 ﾄﾞｳｶﾔﾏ
9366 八束03 山路 ﾔﾏﾁ トヲカ ﾄｵｶ
9365 八束03 山路 ﾔﾏﾁ トヲカ山 ﾄｵｶﾔﾏ
9340 八束03 山路 ﾔﾏﾁ トビ谷 ﾄﾋﾞﾀﾆ
9371 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 鳥ノ巣 ﾄﾘﾉｽ
9515 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 中畝山 ﾅｶｳﾈﾔﾏ
9458 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 中大岩 ﾅｶｵｵｲﾜ
9407 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ナガヲ山 ﾅｶﾞｵﾔﾏ
9526 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 長尾山 ﾅｶﾞｵﾔﾏ
9477 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 中澤 ﾅｶｻﾞﾜ
9478 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 中沢 ﾅｶｻﾞﾜ
9441 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 長田 ﾅｶﾞﾀ
9447 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
9446 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 長谷山 ﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9438 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 中野 ﾅｶﾉ
9341 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
9471 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 中和田 ﾅｶﾜﾀﾞ
9385 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
9506 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 西ノ前 ﾆｼﾉﾏｴ
9344 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 二反地 ﾆﾀﾝﾁ
9400 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 人形谷 ﾆﾝｷﾞﾖｳﾀﾞﾆ
9436 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヌタツボ ﾇﾀﾂﾎﾞ
9367 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ノリタナ ﾉﾘﾀﾅ
9369 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ノリナダ ﾉﾘﾅﾀﾞ
9434 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 白皇 ﾊｸｵｳ
9417 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ハシカヤブ ﾊｼｶﾔﾌﾞ
9497 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 畑枝 ﾊﾀｴﾀﾞ
9454 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヒノウ ﾋﾉｳ
9530 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヒノヲ山 ﾋﾉｵﾔﾏ
9451 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヒノヒラ山 ﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
9533 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヒノヒラ山 ﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
9433 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 平兵衛ヤシキ ﾋﾗﾍﾞｴﾔｼｷ
9429 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヒロノ峯山 ﾋﾛﾉﾐﾈﾔﾏ
9528 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 弘ノ峯山 ﾋﾛﾉﾐﾈﾔﾏ
9430 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 広畠 ﾋﾛﾊﾀ
9391 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 深木谷 ﾌｶｷﾀﾞﾆ
9335 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ブクデン ﾌﾞｸﾃﾞﾝ
9505 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｶﾐ
9339 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 古アン ﾌﾙｱﾝ
9358 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ホヲノ木原 ﾎｵﾉｷﾊﾗ
9494 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 本佛寺 ﾎﾝﾎﾞﾄｹﾃﾞﾗ
9504 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ホンヤシキ ﾎﾝﾔｼｷ
9422 八束03 山路 ﾔﾏﾁ マヲク ﾏｵｸ
9380 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 松ヶ下 ﾏﾂｶﾞｼﾀ
9444 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 松ノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ
9487 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 南ノ前 ﾐﾅﾐﾉﾏｴ
9343 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
9346 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 明神谷 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾀﾞﾆ
9531 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 明所山 ﾒｲｼﾖﾔﾏ
9500 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 森 ﾓﾘ
9501 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 森ノ後 ﾓﾘﾉｱﾄ
9499 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 森ノ前 ﾓﾘﾉﾏｴ
9442 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 屋敷田 ﾔｼｷﾃﾞﾝ
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9424 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 安田 ﾔｽﾀﾞ
9416 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 安田川 ﾔｽﾀﾞｶﾞﾜ
9418 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヤスナゴ ﾔｽﾅｺﾞ
9423 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヤスナゴ山 ﾔｽﾅｺﾞﾔﾏ
9439 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヤツウ子 ﾔﾂｳﾈ
9440 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヤツウ子谷 ﾔﾂｳﾈﾀﾞﾆ
9463 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 弥平谷 ﾔﾍｲﾀﾞﾆ
9388 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヤマサキ ﾔﾏｻｷ
9535 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 山路上 ﾔﾏﾁｶﾐ
9406 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 山路川山 ﾔﾏﾁｶﾞﾜﾔﾏ
9408 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 山路郷 ﾔﾏﾁｻﾞﾄ
9536 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 山路下 ﾔﾏﾁｼﾓ
9415 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 幸吉屋式 ﾕｷｷﾁﾔｼｷ
9368 八束03 山路 ﾔﾏﾁ ヨコマクラ ﾖｺﾏｸﾗ
9539 八束03 山路 ﾔﾏﾁ 和田 ﾜﾀﾞ
9567 八束04 深木 ﾌｶｷ 畔田 ｱｾﾞﾀ
9587 八束04 深木 ﾌｶｷ 市谷 ｲｼﾀﾆ
9550 八束04 深木 ﾌｶｷ イシブリ ｲｼﾌﾞﾘ
9585 八束04 深木 ﾌｶｷ 壱谷山 ｲﾁﾀﾆﾔﾏ
9622 八束04 深木 ﾌｶｷ イチ谷山 ｲﾁﾀﾆﾔﾏ
9635 八束04 深木 ﾌｶｷ 一番谷 ｲﾁﾊﾞﾝﾀﾞﾆ
9583 八束04 深木 ﾌｶｷ イヅガタニ ｲﾂﾞｶﾞﾀﾆ
9554 八束04 深木 ﾌｶｷ イブタ ｲﾌﾞﾀ
9601 八束04 深木 ﾌｶｷ ウツゲ谷山 ｳﾂｹﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
9573 八束04 深木 ﾌｶｷ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
9589 八束04 深木 ﾌｶｷ 大井デ ｵｵｲﾃﾞ
9560 八束04 深木 ﾌｶｷ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
9640 八束04 深木 ﾌｶｷ 大森山 ｵｵﾓﾘﾔﾏ
9582 八束04 深木 ﾌｶｷ 小川内 ｵｶﾞﾜｳﾁ
9584 八束04 深木 ﾌｶｷ 小川内山 ｵｶﾞﾜｳﾁﾔﾏ
9626 八束04 深木 ﾌｶｷ オ蔵ヒラキ ｵｸﾗﾋﾗｷ
9630 八束04 深木 ﾌｶｷ 押川山 ｵｼｶﾜﾔﾏ
9612 八束04 深木 ﾌｶｷ ヲハタ ｵﾊﾀ
9620 八束04 深木 ﾌｶｷ 学長谷 ｶﾞｸﾁﾖｳﾀﾞﾆ
9609 八束04 深木 ﾌｶｷ カスガ谷 ｶｽｶﾞﾀﾆ
9561 八束04 深木 ﾌｶｷ カスケ分 ｶｽｹﾌﾞﾝ
9627 八束04 深木 ﾌｶｷ カタヒラ山 ｶﾀﾋﾗﾔﾏ
9569 八束04 深木 ﾌｶｷ 上谷 ｶﾐﾀﾆ
9637 八束04 深木 ﾌｶｷ 神谷山 ｶﾐﾀﾆﾔﾏ
9610 八束04 深木 ﾌｶｷ カメンクビ ｶﾒﾝｸﾋﾞ
9586 八束04 深木 ﾌｶｷ 唐谷 ｶﾗｼﾀﾞﾆ
9575 八束04 深木 ﾌｶｷ 北大田 ｷﾀｵｵﾀ
9608 八束04 深木 ﾌｶｷ 口ヲガサコ ｸﾁｵｶﾞｻｺ
9607 八束04 深木 ﾌｶｷ 蔵ヒラキ ｸﾗﾋﾗｷ
9629 八束04 深木 ﾌｶｷ クロ岩 ｸﾛｲﾜ
9572 八束04 深木 ﾌｶｷ クワギ ｸﾜｷﾞ
9551 八束04 深木 ﾌｶｷ ケ子谷 ｹﾈﾀﾞﾆ
9613 八束04 深木 ﾌｶｷ 源六開 ｹﾞﾝﾛｸｶｲ
9595 八束04 深木 ﾌｶｷ 幸田 ｺｳﾀﾞ
9555 八束04 深木 ﾌｶｷ コエト ｺｴﾄ
9611 八束04 深木 ﾌｶｷ 五代 ｺﾞﾀﾞｲ
9580 八束04 深木 ﾌｶｷ 五反地 ｺﾞﾀﾝﾁ
9557 八束04 深木 ﾌｶｷ ゴメキ ｺﾞﾒｷ
9552 八束04 深木 ﾌｶｷ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
9600 八束04 深木 ﾌｶｷ サコノダン ｻｺﾉﾀﾞﾝ
9577 八束04 深木 ﾌｶｷ サコノ前 ｻｺﾉﾏｴ
9621 八束04 深木 ﾌｶｷ サコノ前 ｻｺﾉﾏｴ
9570 八束04 深木 ﾌｶｷ サコ山 ｻｺﾔﾏ
9624 八束04 深木 ﾌｶｷ サルヤケ谷山 ｻﾙﾔｹﾀﾞﾆﾔﾏ
9634 八束04 深木 ﾌｶｷ シウリケ谷 ｼｳﾘｹﾀﾞﾆ
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9568 八束04 深木 ﾌｶｷ 下谷 ｼﾓﾀﾆ
9619 八束04 深木 ﾌｶｷ シラヲヤマ ｼﾗｵﾔﾏ
9639 八束04 深木 ﾌｶｷ 尻タカ山 ｼﾘﾀｶﾔﾏ
9559 八束04 深木 ﾌｶｷ シロイハ ｼﾛｲﾊ
9618 八束04 深木 ﾌｶｷ シロ岩 ｼﾛｲﾜ
9592 八束04 深木 ﾌｶｷ シロノ西 ｼﾛﾉﾆｼ
9597 八束04 深木 ﾌｶｷ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
9625 八束04 深木 ﾌｶｷ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
9606 八束04 深木 ﾌｶｷ タキ山下 ﾀｷﾔﾏｼﾀ
9599 八束04 深木 ﾌｶｷ 田所 ﾀﾄﾞｺﾛ
9544 八束04 深木 ﾌｶｷ 谷入 ﾀﾆｲﾘ
9543 八束04 深木 ﾌｶｷ 辻分 ﾂｼﾞﾌﾞﾝ
9598 八束04 深木 ﾌｶｷ テツボタ ﾃﾂﾎﾞﾀ
9545 八束04 深木 ﾌｶｷ 天満山 ﾃﾝﾏﾝﾔﾏ
9593 八束04 深木 ﾌｶｷ 土居ノ下タ ﾄﾞｲﾉｼﾀ
9631 八束04 深木 ﾌｶｷ 唐ヶ谷 ﾄｳｶﾞﾀﾆ
9579 八束04 深木 ﾌｶｷ ドヲガイチ ﾄﾞｵｶﾞｲﾁ
9547 八束04 深木 ﾌｶｷ ト川 ﾄｶﾜ
9566 八束04 深木 ﾌｶｷ トノガイチ ﾄﾉｶﾞｲﾁ
9562 八束04 深木 ﾌｶｷ トリノス ﾄﾘﾉｽ
9548 八束04 深木 ﾌｶｷ ナカサハ ﾅｶｻﾊ
9553 八束04 深木 ﾌｶｷ 長田 ﾅｶﾞﾀ
9591 八束04 深木 ﾌｶｷ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
9556 八束04 深木 ﾌｶｷ ナカタヤマ ﾅｶﾀﾔﾏ
9617 八束04 深木 ﾌｶｷ 長田山 ﾅｶﾞﾀﾔﾏ
9563 八束04 深木 ﾌｶｷ 長野山 ﾅｶﾞﾉﾔﾏ
9633 八束04 深木 ﾌｶｷ 中道山 ﾅｶﾐﾁﾔﾏ
9574 八束04 深木 ﾌｶｷ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
9616 八束04 深木 ﾌｶｷ 中山 ﾅｶﾔﾏ
9603 八束04 深木 ﾌｶｷ 西ウツゲ谷 ﾆｼｳﾂｹﾞﾀﾞﾆ
9558 八束04 深木 ﾌｶｷ 西ゴメキ ﾆｼｺﾞﾒｷ
9564 八束04 深木 ﾌｶｷ 西長野 ﾆｼﾅｶﾞﾉ
9542 八束04 深木 ﾌｶｷ 乗棚 ﾉﾘﾀﾅ
9571 八束04 深木 ﾌｶｷ 春木 ﾊﾙｷﾞ
9614 八束04 深木 ﾌｶｷ 番谷 ﾊﾞﾝﾀﾆ
9628 八束04 深木 ﾌｶｷ バン谷 ﾊﾞﾝﾀﾆ
9602 八束04 深木 ﾌｶｷ 東ウツゲ谷 ﾋｶﾞｼｳﾂｹﾞﾀﾞﾆ
9565 八束04 深木 ﾌｶｷ 東長野 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾉ
9615 八束04 深木 ﾌｶｷ 船ノ川 ﾌﾈﾉｶﾜ
9638 八束04 深木 ﾌｶｷ 船ノ川谷山 ﾌﾈﾉｶﾜﾀﾆﾔﾏ
9623 八束04 深木 ﾌｶｷ フロガ谷 ﾌﾛｶﾞﾀﾆ
9605 八束04 深木 ﾌｶｷ ヘバタ ﾍﾊﾞﾀ
9549 八束04 深木 ﾌｶｷ ホヲシ ﾎｵｼ
9632 八束04 深木 ﾌｶｷ 本谷山 ﾎﾝﾀﾆﾔﾏ
9636 八束04 深木 ﾌｶｷ 水ヶ峠 ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞ
9596 八束04 深木 ﾌｶｷ ミゾ田 ﾐｿﾞﾀ
9576 八束04 深木 ﾌｶｷ 南大田 ﾐﾅﾐｵｵﾀ
9581 八束04 深木 ﾌｶｷ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ
9588 八束04 深木 ﾌｶｷ 向屋敷 ﾑｶｲﾔｼｷ
9546 八束04 深木 ﾌｶｷ 免田 ﾒﾝﾀﾞ
9590 八束04 深木 ﾌｶｷ モリノ西 ﾓﾘﾉﾆｼ
9578 八束04 深木 ﾌｶｷ 横田 ﾖｺﾀ
9594 八束04 深木 ﾌｶｷ 和田 ﾜﾀﾞ
9604 八束04 深木 ﾌｶｷ ワダ峠 ﾜﾀﾞﾄｳｹﾞ
9648 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ アイノタ ｱｲﾉﾀ
9694 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ アガン谷 ｱｶﾞﾝﾀﾆ
9660 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ アソウ ｱｿｳ
9659 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ アソヲ山 ｱｿｵﾔﾏ
9692 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ アマヶ谷 ｱﾏｶﾞﾀﾆ
9716 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ アマヶ谷山 ｱﾏｶﾞﾀﾆﾔﾏ
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9681 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ アリノ山 ｱﾘﾉﾔﾏ
9671 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ イゲ ｲｹﾞ
9641 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ イチミチクチ ｲﾁﾐﾁｸﾁ
9708 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ イチミナクチ ｲﾁﾐﾅｸﾁ
9674 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ イリヲ ｲﾘｵ
9663 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 内原 ｳﾁﾊﾗ
9670 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ウツシロ ｳﾂｼﾛ
9688 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ エンフチ ｴﾝﾌﾁ
9717 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 扇谷 ｵｳｷﾞﾀﾆ
9693 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ヲヲギ谷 ｵｵｷﾞﾀﾆ
9719 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
9707 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 小ヶ島 ｵｶﾞｼﾏ
9706 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ヲキノス ｵｷﾉｽ
9700 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ヲソコエ ｵｿｺｴ
9661 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ カツレガス ｶﾂﾚｶﾞｽ
9683 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 川クボ ｶﾜｸﾎﾞ
9675 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 北川 ｷﾀｶﾞﾜ
9685 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ クシヶ谷 ｸｼｶﾞﾀﾆ
9686 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ クシヶ谷山 ｸｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9703 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ クリハラ ｸﾘﾊﾗ
9646 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ コモリ ｺﾓﾘ
9721 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ コヤヶ谷奥山 ｺﾔｶﾞﾀﾆｵｸﾔﾏ
9722 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ コヤヶ谷口山 ｺﾔｶﾞﾀﾆｸﾁﾔﾏ
9720 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 椎ノ木谷 ｼｲﾉｷﾀﾞﾆ
9657 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ シヲ入谷 ｼｵｲﾘﾀﾆ
9678 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 下免許 ｼﾓﾒﾝｷﾖ
9696 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 下モヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
9689 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 城下 ｼﾛｼﾀ
9644 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ スルギ ｽﾙｷﾞ
9643 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ スルギ谷 ｽﾙｷﾞﾀﾞﾆ
9709 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ スルギ山 ｽﾙｷﾞﾔﾏ
9718 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
9701 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ タニダ ﾀﾆﾀﾞ
9705 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 出来島 ﾃﾞｷｼﾏ
9642 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ トヒ谷 ﾄﾋﾀﾆ
9650 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ナカツチヨ ﾅｶﾂﾁﾖ
9691 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 中原 ﾅｶﾊﾗ
9672 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ナカマ ﾅｶﾏ
9698 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
9699 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 長山口 ﾅｶﾞﾔﾏｸﾞﾁ
9649 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ナ切 ﾅｷﾘ
9664 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 仁井田前 ﾆｲﾀﾞﾏｴ
9669 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 西沢口 ﾆｼｻﾞﾜｸﾞﾁ
9665 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 西ノ澤 ﾆｼﾉｻﾜ
9666 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 西ノ沢 ﾆｼﾉｻﾜ
9667 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 西ノ澤口 ﾆｼﾉｻﾜｸﾞﾁ
9668 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 西ノ沢口 ﾆｼﾉｻﾜｸﾞﾁ
9687 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 布谷 ﾇﾉﾀﾆ
9647 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ハツクリ ﾊﾂｸﾘ
9676 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 原中 ﾊﾗﾅｶ
9679 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 船附 ﾌﾅﾂｷ
9680 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 船付 ﾌﾅﾂｷ
9704 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ヘイクチ ﾍｲｸﾁ
9690 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ホキ山 ﾎｷﾔﾏ
9697 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ マカド ﾏｶﾄﾞ
9653 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 町田 ﾏﾁﾀﾞ
9651 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 松ノ澤 ﾏﾂﾉｻﾜ
9655 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 松ノ澤口 ﾏﾂﾉｻﾜｸﾞﾁ
9656 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 松ノ沢口 ﾏﾂﾉｻﾜｸﾞﾁ
9652 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 松ノ澤クボ ﾏﾂﾉｻﾜｸﾎﾞ
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9654 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 松ノ前 ﾏﾂﾉﾏｴ
9677 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 丸田 ﾏﾙﾀ
9711 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
9645 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ミゾカケ ﾐｿﾞｶｹ
9702 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ミルミチ ﾐﾙﾐﾁ
9658 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ムカイ ﾑｶｲ
9712 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ムカイヤマ ﾑｶｲﾔﾏ
9713 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ムカイ山 ﾑｶｲﾔﾏ
9684 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ムケン丈 ﾑｹﾝﾀｷ
9714 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ムコヶ谷山 ﾑｺｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9682 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ムコノ谷 ﾑｺﾉﾀﾆ
9673 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ モリノモト ﾓﾘﾉﾓﾄ
9710 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ヤツクリ ﾔﾂｸﾘ
9715 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 山ノ神谷山 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾆﾔﾏ
9695 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ 横ヶハナ ﾖｺｶﾞﾊﾅ
9662 八束05 津蔵渕 ﾂｸﾗﾌﾞﾁ ワラビヲ ﾜﾗﾋﾞｵ
9762 八束06 間崎 ﾏｻｷ アサヒナダ ｱｻﾋﾅﾀﾞ
9742 八束06 間崎 ﾏｻｷ 池ノタニ ｲｹﾉﾀﾆ
9730 八束06 間崎 ﾏｻｷ イシボトケ ｲｼﾎﾞﾄｹ
9800 八束06 間崎 ﾏｻｷ イシボトケノ下 ｲｼﾎﾞﾄｹﾉｼﾀ
9789 八束06 間崎 ﾏｻｷ イチナイダニ ｲﾁﾅｲﾀﾞﾆ
9739 八束06 間崎 ﾏｻｷ イツタ ｲﾂﾀ
9810 八束06 間崎 ﾏｻｷ イツ田坂山 ｲﾂﾀｻｶﾔﾏ
9808 八束06 間崎 ﾏｻｷ イツタ山 ｲﾂﾀﾔﾏ
9809 八束06 間崎 ﾏｻｷ イツ田山 ｲﾂﾀﾔﾏ
9755 八束06 間崎 ﾏｻｷ イハガタニ口 ｲﾊｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
9754 八束06 間崎 ﾏｻｷ イハガタニヤマ ｲﾊｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9823 八束06 間崎 ﾏｻｷ 岩ヶ谷山 ｲﾜｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9782 八束06 間崎 ﾏｻｷ ウシロダ ｳｼﾛﾀﾞ
9826 八束06 間崎 ﾏｻｷ ウシロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
9796 八束06 間崎 ﾏｻｷ ウシロヤマノ下 ｳｼﾛﾔﾏﾉｼﾀ
9803 八束06 間崎 ﾏｻｷ エンブチ ｴﾝﾌﾞﾁ
9734 八束06 間崎 ﾏｻｷ 大タニ口 ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ
9767 八束06 間崎 ﾏｻｷ ヲヲマエヤシキ ｵｵﾏｴﾔｼｷ
9769 八束06 間崎 ﾏｻｷ 大前屋式ノ上エ ｵｵﾏｴﾔｼｷﾉｳｴ
9751 八束06 間崎 ﾏｻｷ ヲカハナ ｵｶﾊﾅ
9777 八束06 間崎 ﾏｻｷ 沖洲 ｵｷｽ
9776 八束06 間崎 ﾏｻｷ 沖ノ洲 ｵｷﾉｽ
9813 八束06 間崎 ﾏｻｷ ヲロシ山 ｵﾛｼﾔﾏ
9771 八束06 間崎 ﾏｻｷ カガミイド ｶｶﾞﾐｲﾄﾞ
9819 八束06 間崎 ﾏｻｷ 春日田山 ｶｽｶﾞﾀﾞﾔﾏ
9820 八束06 間崎 ﾏｻｷ カスガ田山 ｶｽｶﾞﾀﾞﾔﾏ
9743 八束06 間崎 ﾏｻｷ カスガデン ｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
9764 八束06 間崎 ﾏｻｷ カドグチ ｶﾄﾞｸﾞﾁ
9737 八束06 間崎 ﾏｻｷ カナハギ ｶﾅﾊｷﾞ
9735 八束06 間崎 ﾏｻｷ 上ミコノナロ ｶﾐﾐｺﾉﾅﾛ
9766 八束06 間崎 ﾏｻｷ カリヤノハナ ｶﾘﾔﾉﾊﾅ
9811 八束06 間崎 ﾏｻｷ 木錦越山 ｷﾆｼｷｺﾞｼﾔﾏ
9763 八束06 間崎 ﾏｻｷ クダシノシリ ｸﾀﾞｼﾉｼﾘ
9825 八束06 間崎 ﾏｻｷ 郷田山 ｺﾞｳﾀﾞﾔﾏ
9749 八束06 間崎 ﾏｻｷ コヲダ ｺｵﾀﾞ
9786 八束06 間崎 ﾏｻｷ ゴヲデン ｺﾞｵﾃﾞﾝ
9795 八束06 間崎 ﾏｻｷ コヲノスタニ ｺｵﾉｽﾀﾆ
9794 八束06 間崎 ﾏｻｷ ゴヲメキタニ ｺﾞｵﾒｷﾀﾆ
9793 八束06 間崎 ﾏｻｷ ゴヲメキ谷 ｺﾞｵﾒｷﾀﾞﾆ
9750 八束06 間崎 ﾏｻｷ コモリ ｺﾓﾘ
9745 八束06 間崎 ﾏｻｷ ササギ谷 ｻｻｷﾞﾀﾞﾆ
9732 八束06 間崎 ﾏｻｷ 三反地 ｻﾝﾀﾝﾁ
9728 八束06 間崎 ﾏｻｷ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
9746 八束06 間崎 ﾏｻｷ 拾代地 ｼﾞﾕｳﾀﾞｲﾁ
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9744 八束06 間崎 ﾏｻｷ 拾代地山 ｼﾞﾕｳﾀﾞｲﾁﾔﾏ
9821 八束06 間崎 ﾏｻｷ 十代地山 ｼﾞﾕｳﾀﾞｲﾁﾔﾏ
9828 八束06 間崎 ﾏｻｷ 新出来島 ｼﾝﾃﾞｷｼﾞﾏ
9780 八束06 間崎 ﾏｻｷ スカ ｽｶ
9775 八束06 間崎 ﾏｻｷ ススキバイ ｽｽｷﾊﾞｲ
9741 八束06 間崎 ﾏｻｷ スノコンタニ ｽﾉｺﾝﾀﾆ
9818 八束06 間崎 ﾏｻｷ スノコン谷山 ｽﾉｺﾝﾀﾞﾆﾔﾏ
9792 八束06 間崎 ﾏｻｷ センガウチ ｾﾝｶﾞｳﾁ
9798 八束06 間崎 ﾏｻｷ タカゾ子 ﾀｶｿﾞﾈ
9827 八束06 間崎 ﾏｻｷ 高ゾ子 ﾀｶｿﾞﾈ
9765 八束06 間崎 ﾏｻｷ 茶屋床ノウシロ ﾁﾔﾔﾄｺﾉｳｼﾛ
9812 八束06 間崎 ﾏｻｷ 坪ノ尾山 ﾂﾎﾞﾉｵﾔﾏ
9799 八束06 間崎 ﾏｻｷ 出来島 ﾃﾞｷｼﾞﾏ
9773 八束06 間崎 ﾏｻｷ 鉄右衛門分 ﾃﾂｳｴﾓﾝﾌﾞﾝ
9778 八束06 間崎 ﾏｻｷ 寺島 ﾃﾗｼﾏ
9784 八束06 間崎 ﾏｻｷ 寺屋式 ﾃﾗﾔｼｷ
9790 八束06 間崎 ﾏｻｷ テンマ ﾃﾝﾏ
9783 八束06 間崎 ﾏｻｷ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
9805 八束06 間崎 ﾏｻｷ 堂ノ山 ﾄﾞｳﾉﾔﾏ
9726 八束06 間崎 ﾏｻｷ ドヲヤマシタ ﾄﾞｵﾔﾏｼﾀ
9814 八束06 間崎 ﾏｻｷ トドロ山 ﾄﾄﾞﾛﾔﾏ
9756 八束06 間崎 ﾏｻｷ トリゴエ ﾄﾘｺﾞｴ
9772 八束06 間崎 ﾏｻｷ トロイケ ﾄﾛｲｹ
9779 八束06 間崎 ﾏｻｷ トロノフチ ﾄﾛﾉﾌﾁ
9761 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナカキレ ﾅｶｷﾚ
9797 八束06 間崎 ﾏｻｷ 中洲 ﾅｶｽ
9733 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナガタ ﾅｶﾞﾀ
9757 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナカノ ﾅｶﾉ
9804 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナガヤマ口 ﾅｶﾞﾔﾏｸﾞﾁ
9740 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナガレコ ﾅｶﾞﾚｺ
9816 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナガレゴ山 ﾅｶﾞﾚｺﾞﾔﾏ
9759 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナキリ ﾅｷﾘ
9738 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナリカミダニ ﾅﾘｶﾐﾀﾞﾆ
9787 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナルタキ ﾅﾙﾀｷ
9791 八束06 間崎 ﾏｻｷ ナルタキ山 ﾅﾙﾀｷﾔﾏ
9801 八束06 間崎 ﾏｻｷ 仁井田ノ原 ﾆｲﾀﾞﾉﾊﾗ
9760 八束06 間崎 ﾏｻｷ ニシノシバ ﾆｼﾉｼﾊﾞ
9770 八束06 間崎 ﾏｻｷ 二種ダバ ﾆｼﾕﾀﾞﾊﾞ
9824 八束06 間崎 ﾏｻｷ 二種ダバ ﾆｼﾕﾀﾞﾊﾞ
9727 八束06 間崎 ﾏｻｷ バザコダニ ﾊﾞｻﾞｺﾀﾞﾆ
9736 八束06 間崎 ﾏｻｷ バサコ山 ﾊﾞｻｺﾔﾏ
9788 八束06 間崎 ﾏｻｷ 橋ノ上 ﾊｼﾉｳｴ
9724 八束06 間崎 ﾏｻｷ ヒエガタニ ﾋｴｶﾞﾀﾆ
9817 八束06 間崎 ﾏｻｷ フカ谷山 ﾌｶﾀﾞﾆﾔﾏ
9747 八束06 間崎 ﾏｻｷ フタ谷田 ﾌﾀﾀﾆﾀﾞ
9758 八束06 間崎 ﾏｻｷ フルバシ ﾌﾙﾊﾞｼ
9785 八束06 間崎 ﾏｻｷ フルヤシキ ﾌﾙﾔｼｷ
9802 八束06 間崎 ﾏｻｷ ホキヤマ口 ﾎｷﾔﾏｸﾞﾁ
9723 八束06 間崎 ﾏｻｷ ホドノヲク ﾎﾄﾞﾉｵｸ
9815 八束06 間崎 ﾏｻｷ ホドノ谷山 ﾎﾄﾞﾉﾀﾆﾔﾏ
9729 八束06 間崎 ﾏｻｷ マカド ﾏｶﾄﾞ
9752 八束06 間崎 ﾏｻｷ マツガタニ ﾏﾂｶﾞﾀﾆ
9781 八束06 間崎 ﾏｻｷ マルタ ﾏﾙﾀ
9731 八束06 間崎 ﾏｻｷ ミコノナロ ﾐｺﾉﾅﾛ
9748 八束06 間崎 ﾏｻｷ ミセマチダ ﾐｾﾏﾁﾀﾞ
9753 八束06 間崎 ﾏｻｷ ミチガタニ ﾐﾁｶﾞﾀﾆ
9822 八束06 間崎 ﾏｻｷ 道ヶ谷山 ﾐﾁｶﾞﾀﾆﾔﾏ
9768 八束06 間崎 ﾏｻｷ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
9774 八束06 間崎 ﾏｻｷ ミヤノマエ ﾐﾔﾉﾏｴ
9725 八束06 間崎 ﾏｻｷ ムメノキナロ ﾑﾒﾉｷﾅﾛ
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9807 八束06 間崎 ﾏｻｷ 木綿越続山 ﾓﾒﾝｺﾞｼﾂﾂｷﾔﾏ
9806 八束06 間崎 ﾏｻｷ 夜狩山 ﾔｶﾘﾔﾏ
9851 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ アサヒ山 ｱｻﾋﾔﾏ
9834 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 後口山 ｱﾄｸﾁﾔﾏ
9845 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 一宮山 ｲﾁﾐﾔﾔﾏ
9852 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ ウシロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
9831 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ ウツタド ｳﾂﾀﾄﾞ
9838 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 大江 ｵｵｴ
9841 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ コゴエ ｺｺﾞｴ
9842 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 清水ヶ本 ｼﾐｽﾞｶﾞﾓﾄ
9833 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 下モノ谷 ｼﾓﾉﾀﾆ
9840 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 外芝 ｿﾄｼﾊﾞ
9854 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ タテバエ山 ﾀﾃﾊﾞｴﾔﾏ
9853 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ ツキダメ山 ﾂｷﾀﾞﾒﾔﾏ
9844 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ ドウサキ ﾄﾞｳｻｷ
9857 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 堂崎山 ﾄﾞｳｻｷﾔﾏ
9835 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ トビハタリ ﾄﾋﾞﾊﾀﾘ
9839 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 長畑 ﾅｶﾞﾊﾀ
9836 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 入道 ﾆﾕｳﾄﾞｳ
9850 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 入道山 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾔﾏ
9837 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 前田 ﾏｴﾀﾞ
9843 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 松バエ団 ﾏﾂﾊﾞｴﾀﾞﾝ
9855 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 松バエ山 ﾏﾂﾊﾞｴﾔﾏ
9856 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ ミナト山 ﾐﾅﾄﾔﾏ
9832 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 宮ノ澤 ﾐﾔﾉｻﾜ
9846 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 宮ノ澤上ノ谷山 ﾐﾔﾉｻﾜｶﾐﾉﾀﾆﾔﾏ
9849 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 宮ノ澤下山 ﾐﾔﾉｻﾜｼﾓﾔﾏ
9847 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 宮ノ澤山 ﾐﾔﾉｻﾜﾔﾏ
9848 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 宮ノ沢山 ﾐﾔﾉｻﾜﾔﾏ
9829 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
9830 八束07 初崎 ﾊﾂｻﾞｷ 宮ノ脇 ﾐﾔﾉﾜｷ
9907 八束08 名鹿 ﾅｼｼ アカシダ山 ｱｶｼﾀﾞﾔﾏ
9890 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 磯畑 ｲｿﾊﾀ
9894 八束08 名鹿 ﾅｼｼ イタヅリ谷 ｲﾀﾂﾞﾘﾀﾞﾆ
9912 八束08 名鹿 ﾅｼｼ イタヅリダニ ｲﾀﾂﾞﾘﾀﾞﾆ
9866 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 馬イラズ ｳﾏｲﾗｽﾞ
9883 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 梅ノ木ナロ ｳﾒﾉｷﾅﾛ
9913 八束08 名鹿 ﾅｼｼ エミ ｴﾐ
9870 八束08 名鹿 ﾅｼｼ ヲヲカクレ佐古 ｵｵｶｸﾚｻｺ
9900 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 大谷下駄場 ｵｵﾀﾆｼﾓﾀﾞﾊﾞ
9899 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 大谷下ノ駄場 ｵｵﾀﾆｼﾓﾉﾀﾞﾊﾞ
9896 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 大谷ダバ ｵｵﾀﾆﾀﾞﾊﾞ
9905 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
9878 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 大ダバ ｵｵﾀﾞﾊﾞ
9864 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 大割 ｵｵﾜﾘ
9880 八束08 名鹿 ﾅｼｼ カ子ナロ ｶﾈﾅﾛ
9863 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 上ミサブガ谷 ｶﾐｻﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆ
9868 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 上ミナゴハナ ｶﾐﾅｺﾞﾊﾅ
9881 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 北石太郎 ｷﾀｲｼﾀﾛｳ
9910 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 北大谷山 ｷﾀｵｵﾀﾆﾔﾏ
9872 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
9875 八束08 名鹿 ﾅｼｼ クロイ子 ｸﾛｲﾈ
9876 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 黒稲 ｸﾛｲﾈ
9877 八束08 名鹿 ﾅｼｼ コソカ谷 ｺｿｶﾀﾞﾆ
9860 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 小名鹿 ｺﾅｼｼ
9908 八束08 名鹿 ﾅｼｼ コワケ谷 ｺﾜｹﾀﾞﾆ
9906 八束08 名鹿 ﾅｼｼ ゴンヂヤマ ｺﾞﾝﾁﾞﾔﾏ
9867 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
9862 八束08 名鹿 ﾅｼｼ サブガ谷 ｻﾌﾞｶﾞﾀﾞﾆ
9889 八束08 名鹿 ﾅｼｼ サルサコ ｻﾙｻｺ
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9871 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 三反地 ｻﾝﾀﾝﾁ
9909 八束08 名鹿 ﾅｼｼ ススカミ ｽｽｶﾐ
9886 八束08 名鹿 ﾅｼｼ スス神 ｽｽｶﾞﾐ
9869 八束08 名鹿 ﾅｼｼ チシガ谷 ﾁｼｶﾞﾀﾆ
9904 八束08 名鹿 ﾅｼｼ チシケ谷山 ﾁｼｹﾀﾆﾔﾏ
9858 八束08 名鹿 ﾅｼｼ ドヲサキ ﾄﾞｵｻｷ
9859 八束08 名鹿 ﾅｼｼ ドヲサキ山 ﾄﾞｵｻｷﾔﾏ
9903 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 豊崎山 ﾄﾖｻｷﾔﾏ
9884 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 長田 ﾅｶﾞﾀ
9897 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 西八重越 ﾆｼﾔｴｺﾞｼ
9874 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 西ヤシキ田 ﾆｼﾔｼｷﾀﾞ
9901 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 秡出ノ小谷 ﾇｷﾃﾞﾉｺﾀﾆ
9902 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 秡出ノハナ ﾇｷﾃﾞﾉﾊﾅ
9893 八束08 名鹿 ﾅｼｼ ハソヲダバ ﾊｿｵﾀﾞﾊﾞ
9892 八束08 名鹿 ﾅｼｼ ハソダバ ﾊｿﾀﾞﾊﾞ
9887 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 畑田 ﾊﾀｹﾀﾞ
9888 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 浜 ﾊﾏ
9879 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 古屋ヶ谷 ﾌﾙﾔｶﾞﾀﾞﾆ
9898 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 松ヶ谷 ﾏﾂｶﾞﾀﾞﾆ
9882 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 南石太郎 ﾐﾅﾐｲｼﾀﾛｳ
9891 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 南大谷 ﾐﾅﾐｵｵﾀﾆ
9911 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 南大谷 ﾐﾅﾐｵｵﾀﾆ
9885 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 宮地山 ﾐﾔｼﾞﾔﾏ
9865 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
9895 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 八重越 ﾔｴｺﾞｼ
9861 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 弥吉開 ﾔｷﾁｶｲ
9873 八束08 名鹿 ﾅｼｼ 屋式田 ﾔｼｷﾀﾞ
10003 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 青ヶ谷 ｱｵｶﾞﾀﾆ
9919 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ イケミ ｲｹﾐ
9943 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ イシガミ ｲｼｶﾞﾐ
9941 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 泉ノ下 ｲｽﾞﾐﾉｼﾀ
10015 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ イツル谷 ｲﾂﾙﾀﾆ
10029 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ イデノヒラ山 ｲﾃﾞﾉﾋﾗﾔﾏ
10030 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ イデノ山 ｲﾃﾞﾉﾔﾏ
9958 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 犬ノアト ｲﾇﾉｱﾄ
9922 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 祝ノ前 ｲﾜｲﾉﾏｴ
9938 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 牛ノ谷 ｳｼﾉﾀﾆ
9976 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 後田 ｳｼﾛﾀﾞ
9946 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 打コシ ｳﾁｺｼ
9983 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 内タ ｳﾁﾀ
9987 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 内ダ山 ｳﾁﾀﾞﾔﾏ
9962 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
9964 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ エゲ谷 ｴｹﾞﾀﾆ
9930 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 大タ ｵｵﾀ
10034 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 大田 ｵｵﾀ
10022 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 大タヲ山 ｵｵﾀｵﾔﾏ
9915 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
10023 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 大ノハナ山 ｵｵﾉﾊﾅﾔﾏ
10000 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヲヲリヨ ｵｵﾘﾖ
10010 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 沖田 ｵｷﾀ
9969 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 沖屋式 ｵｷﾔｼｷ
9933 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヲサキ ｵｻｷ
10004 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
9975 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 柿内 ｶｷｳﾁ
9914 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 柿ノ木 ｶｷﾉｷ
9966 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ カドノ前 ｶﾄﾞﾉﾏｴ
9977 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ カヌイ ｶﾇｲ
9947 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 上イツミ ｶﾐｲﾂﾐ
9925 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 上大坪 ｶﾐｵｵﾂﾎﾞ
10020 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 上谷 ｶﾐﾀﾆ
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9994 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 上西ノ町 ｶﾐﾆｼﾉﾁﾖｳ
10012 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 上古ドノ ｶﾐﾌﾙﾄﾞﾉ
9934 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 神屋式 ｶﾐﾔｼｷ
9974 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ カメイ ｶﾒｲ
10007 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 川クボ ｶﾜｸﾎﾞ
9935 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ キシノマエ ｷｼﾉﾏｴ
9950 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ キレ ｷﾚ
9920 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
9988 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ クワンオンイン ｸﾜﾝｵﾝｲﾝ
9942 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 五正イン ｺﾞｼﾖｳｲﾝ
9992 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
10006 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ コノ ｺﾉ
10005 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ コノ山 ｺﾉﾔﾏ
10013 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
9929 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ サシキハナ ｻｼｷﾊﾅ
9918 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ サタサウ ｻﾀｻｳ
9948 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ サ子トシ ｻﾈﾄｼ
9936 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 三反タ ｻﾝﾀﾝﾀ
10036 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 下内ナラ ｼﾓｳﾁﾅﾗ
9924 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 下大坪 ｼﾓｵｵﾂﾎﾞ
9993 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 下西ノ町 ｼﾓﾆｼﾉﾁﾖｳ
10008 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 下向 ｼﾓﾑｶｲ
10016 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 鍬頭山 ｼﾕｳﾄｳﾔﾏ
9916 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 正圓 ｼﾖｳｴﾝ
9917 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 正円 ｼﾖｳｴﾝ
10024 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 城山 ｼﾛﾔﾏ
9996 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ シンカイ ｼﾝｶｲ
10031 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 新立山 ｼﾝﾀﾃﾔﾏ
9982 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 大門川原 ﾀﾞｲﾓﾝｶﾞﾜﾗ
9963 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 高尾山 ﾀｶｵﾔﾏ
10017 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
9955 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 竹畑 ﾀｹﾊﾞﾀｹ
10002 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 田中 ﾀﾅｶ
9985 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
9944 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 谷ヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
10001 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ チモリゴエ ﾁﾓﾘｺﾞｴ
9961 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 坪ノ内 ﾂﾎﾞﾉｳﾁ
9972 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 寺ノ下 ﾃﾗﾉｼﾀ
9952 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ トウケ谷 ﾄｳｹﾀﾆ
9945 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 中イツミ ﾅｶｲﾂﾐ
10014 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 中スカ ﾅｶｽｶ
9998 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 長田 ﾅｶﾞﾀ
9923 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 中ノ町 ﾅｶﾉﾁﾖｳ
9967 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 中ワキ ﾅｶﾜｷ
9937 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ナラ ﾅﾗ
9928 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ナラ山 ﾅﾗﾔﾏ
10033 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 西ノ上 ﾆｼﾉｶﾐ
9981 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 西村 ﾆｼﾑﾗ
9939 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ノタ ﾉﾀ
9959 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ハシキテン ﾊｼｷﾃﾝ
9927 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 畑ヶ谷 ﾊﾀｶﾞﾀﾆ
9949 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 畑ヶ田 ﾊﾀｶﾞﾃﾞﾝ
9926 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 初丸 ﾊﾂﾏﾙ
10035 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 馬場 ﾊﾞﾊﾞ
9971 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ハラカト ﾊﾗｶﾄ
9957 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヒエタクチ ﾋｴﾀｸﾁ
9921 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 久田 ﾋｻﾀﾞ
9965 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ビヤ谷 ﾋﾞﾔﾀﾆ
10025 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヒヤ谷山 ﾋﾔﾀﾆﾔﾏ
9997 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ フエフキ ﾌｴﾌｷ
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9954 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 札ノ川ラ ﾌﾀﾞﾉｶﾜﾗ
9978 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 渕ヶ谷 ﾌﾁｶﾞﾀﾞﾆ
9984 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ フチケ谷 ﾌﾁｹﾀﾞﾆ
10027 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ フチケ谷山 ﾌﾁｹﾀﾞﾆﾔﾏ
9956 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 舟バイ ﾌﾅﾊﾞｲ
9999 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ フルアン ﾌﾙｱﾝ
10011 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 古ドノ ﾌﾙﾄﾞﾉ
10019 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ フロガ谷 ﾌﾛｶﾞﾀﾆ
10009 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ マイ ﾏｲ
9989 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ マチ ﾏﾁ
9940 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ マツサキ ﾏﾂｻｷ
9979 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
10018 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ マルタ ﾏﾙﾀ
10032 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 道ヶ谷 ﾐﾁｶﾞﾀﾆ
9990 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 道高谷 ﾐﾁﾀｶﾀﾞﾆ
9991 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 道高山 ﾐﾁﾀｶﾔﾏ
9980 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ミヤノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
10026 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
9973 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ミヨシウ ﾐﾖｼｳ
9970 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 向ダ ﾑｶｲﾀﾞ
9951 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ムマヂ ﾑﾏﾁﾞ
9931 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヤ内ノ町 ﾔｳﾁﾉﾏﾁ
9986 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヤケソ ﾔｹｿ
10028 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヤケソ山 ﾔｹｿﾔﾏ
9953 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 社ヶ谷 ﾔｼﾛｶﾞﾀﾞﾆ
9968 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ ヤスシゲ ﾔｽｼｹﾞ
9995 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 山岡 ﾔﾏｵｶ
10021 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 山田越 ﾔﾏﾀﾞｺﾞｴ
9960 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ リサクハエ ﾘｻｸﾊｴ
9932 中筋01 横瀬 ﾖｺｾﾞ 栗林 ﾘﾂﾘﾝ
10077 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ アナダ ｱﾅﾀﾞ
10052 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ アブミズリ ｱﾌﾞﾐｽﾞﾘ
10161 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 有岡団地 ｱﾘｵｶﾀﾞﾝﾁ
10081 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 池尻 ｲｹｼﾞﾘ
10067 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 尉五郎開 ｲｺﾞﾛｳｶｲ
10038 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 石崎 ｲｼｻﾞｷ
10150 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 石場 ｲｼﾊﾞ
10114 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 泉屋式 ｲｽﾞﾐﾔｼｷ
10155 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 磯ノ川飛地 ｲｿﾉｶﾜﾄﾋﾞﾁ
10040 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 市五郎 ｲﾁｺﾞﾛｳ
10064 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 伊藤六 ｲﾄｳﾛｸ
10152 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 岩井谷 ｲﾜｲﾀﾆ
10144 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 岩井ノ前 ｲﾜｲﾉﾏｴ
10143 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 岩井前 ｲﾜｲﾏｴ
10074 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 植松 ｳｴﾏﾂ
10136 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 浮橋 ｳｷﾊｼ
10080 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 牛池 ｳｼｲｹ
10073 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 牛ヶ谷 ｳｼｶﾞﾀﾞﾆ
10057 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 宇野ダ ｳﾉﾀﾞ
10109 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 姥ヶ谷 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ
10103 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 馬渡 ｳﾏﾜﾀﾘ
10119 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 榎船戸 ｴﾉｷﾌﾅﾄﾞ
10091 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ エンノ下 ｴﾝﾉｼﾀ
10134 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 大境 ｵｵｻｶｲ
10070 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 大谷 ｵｵﾀﾆ
10084 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 沖前 ｵｷﾏｴ
10147 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ヲクビヤシキ ｵｸﾋﾞﾔｼｷ
10092 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ カイマイ ｶｲﾏｲ
10086 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 叶 ｶﾉｳ
10069 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 鹿平開 ｶﾍｲｶｲ
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10062 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ カマシマ ｶﾏｼﾏ
10110 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 上姥ヶ谷 ｶﾐｳﾊﾞｶﾞﾀﾞﾆ
10121 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 上沖前 ｶﾐｵｷﾏｴ
10102 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 上クボテ ｶﾐｸﾎﾞﾃ
10156 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 上猫石 ｶﾐﾈｺｲｼ
10061 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 上山ノ立 ｶﾐﾔﾏﾉﾀﾃ
10075 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
10082 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 北沢 ｷﾀｻﾞﾜ
10076 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 北澤尻 ｷﾀｻﾜｼﾞﾘ
10148 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 清水 ｷﾖﾐｽﾞ
10149 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 清水谷 ｷﾖﾐｽﾞﾀﾞﾆ
10099 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 金藏屋敷 ｷﾝｿﾞｳﾔｼｷ
10141 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ クウゲ ｸｳｹﾞ
10107 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 楠ノ木谷 ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
10132 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 久保 ｸﾎﾞ
10098 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 倉藏屋敷 ｸﾗｿﾞｳﾔｼｷ
10050 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ クロバ ｸﾛﾊﾞ
10068 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 源藏開 ｹﾞﾝｿﾞｳｶｲ
10072 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 鴻ノ巣 ｺｳﾉｽ
10151 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 古城山 ｺｼﾛﾔﾏ
10120 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 乞船戸 ｺﾌﾅﾄﾞ
10100 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 小松ヶ谷 ｺﾏﾂｶﾞﾀﾆ
10154 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ サイノオ ｻｲﾉｵ
10058 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 三反丸 ｻﾝﾀﾝﾏﾙ
10083 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ シホカラダ ｼﾎｶﾗﾀﾞ
10101 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 下クボテ ｼﾓｸﾎﾞﾃ
10126 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 下司名 ｼﾓｼﾅ
10112 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 城 ｼﾛ
10093 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ スダノキ ｽﾀﾞﾉｷ
10059 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ スノ口 ｽﾉｸﾁ
10085 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ スノクチ ｽﾉｸﾁ
10043 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 惣才 ｿｳｻｲ
10133 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 高橋 ﾀｶﾊｼ
10127 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 立澤 ﾀﾃｻﾞﾜ
10131 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ タルイ ﾀﾙｲ
10051 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ タルサイ ﾀﾙｻｲ
10104 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 築池 ﾁｸｲｹ
10138 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ツクロダ ﾂｸﾛﾀﾞ
10078 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ツボネダ ﾂﾎﾞﾈﾀﾞ
10088 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ツボ子ダ ﾂﾎﾞﾈﾀﾞ
10124 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 天ジ池 ﾃﾝｼﾞｲｹ
10063 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ トアイ ﾄｱｲ
10128 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
10089 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 長尾 ﾅｶﾞｵ
10116 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 長崎鼻 ﾅｶﾞｻｷﾊﾅ
10117 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
10041 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 中ノ立 ﾅｶﾉﾀﾃ
10060 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 中山ノ立 ﾅｶﾔﾏﾉﾀﾃ
10137 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 西クウゲ ﾆｼｸｳｹﾞ
10157 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
10096 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 西平岡 ﾆｼﾋﾗｵｶ
10066 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 西古屋式 ﾆｼﾌﾙﾔｼｷ
10123 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 西前 ﾆｼﾏｴ
10065 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 猫石 ﾈｺｲｼ
10056 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 野ダ ﾉﾀﾞ
10159 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 畑ヶ谷 ﾊﾀｹｶﾞﾀﾆ
10146 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 林田 ﾊﾔｼﾀﾞ
10118 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 腹巻 ﾊﾗﾏｷ
10048 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ハリギ ﾊﾘｷﾞ
10145 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ハルノヤ ﾊﾙﾉﾔ
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10140 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 東クウゲ ﾋｶﾞｼｸｳｹﾞ
10095 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 東平岡 ﾋｶﾞｼﾋﾗｵｶ
10106 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 東横尾 ﾋｶﾞｼﾖｺｵ
10097 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 光岡 ﾋｶﾘｵｶ
10049 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ヒザラ ﾋｻﾞﾗ
10153 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ヒノキオ ﾋﾉｷｵ
10158 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ヒノキヲ ﾋﾉｷｵ
10055 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 兵部谷 ﾋﾖｳﾍﾞﾀﾞﾆ
10094 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 平岡鼻 ﾋﾗｵｶﾊﾞﾅ
10054 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 平田谷 ﾋﾗﾀﾀﾞﾆ
10113 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ フカノ谷 ﾌｶﾉﾀﾆ
10037 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 船倉 ﾌﾅｸﾗ
10122 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 古川 ﾌﾙｶﾜ
10053 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
10160 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ フロノ谷 ﾌﾛﾉﾀﾆ
10129 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 本能寺 ﾎﾝﾉｳｼﾞ
10125 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 丸田 ﾏﾙﾀ
10045 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 水取 ﾐｽﾞﾄﾘ
10046 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 溝田 ﾐｿﾞﾀ
10090 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ ミツダ ﾐﾂﾀﾞ
10044 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 南クロハ ﾐﾅﾐｸﾛﾊ
10047 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 南沢尻 ﾐﾅﾐｻﾜｼﾞﾘ
10130 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 宮ヶ内 ﾐﾔｶﾞｳﾁ
10139 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 宮ヶ内 ﾐﾔｶﾞｳﾁ
10108 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 焼米坂 ﾔｷｺﾞﾒｻﾞｶ
10087 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 柳ヶ内 ﾔﾅｷﾞｶﾞｳﾁ
10071 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 矢筈 ﾔﾊｽﾞ
10111 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
10042 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 山ノ立 ﾔﾏﾉﾀﾃ
10115 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
10079 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 横池 ﾖｺｲｹ
10105 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 横尾 ﾖｺｵ
10142 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 横田 ﾖｺﾀ
10135 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 札ノ本 ﾚｲﾉﾓﾄ
10039 中筋02 有岡 ｱﾘｵｶ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁ
10250 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ アイケ谷 ｱｲｹﾀﾆ
10248 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ アイケ谷口 ｱｲｹﾀﾆｸﾁ
10256 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 相ノ谷山 ｱｲﾉﾀﾆﾔﾏ
10190 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ アサガ谷 ｱｻｶﾞﾀﾆ
10246 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ アサワ谷 ｱｻﾜﾀﾆ
10165 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ イケウラ ｲｹｳﾗ
10236 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ イチノツボ ｲﾁﾉﾂﾎﾞ
10219 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ イマザイケ ｲﾏｻﾞｲｹ
10215 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ イモシリ ｲﾓｼﾘ
10214 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ イモジリ ｲﾓｼﾞﾘ
10243 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
10255 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 柄ノ谷山 ｴﾉﾀﾆﾔﾏ
10225 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ エンナカ ｴﾝﾅｶ
10205 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 大内山 ｵｵｳﾁﾔﾏ
10213 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 大田 ｵｵﾀ
10204 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 大谷ノ下 ｵｵﾀﾆﾉｼﾀ
10181 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 大道 ｵｵﾄﾞｳ
10233 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ カキノキダ ｶｷﾉｷﾀﾞ
10258 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ カクレ谷 ｶｸﾚﾀﾆ
10235 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ カクレヤカタ ｶｸﾚﾔｶﾀ
10262 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ カゲヒラ ｶｹﾞﾋﾗ
10163 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ カナイ谷 ｶﾅｲﾀﾆ
10164 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ カナイ舟戸 ｶﾅｲﾌﾅﾄ
10211 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ カナイ山 ｶﾅｲﾔﾏ
10195 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 神ノマヘ ｶﾐﾉﾏﾍ
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10168 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 上本田 ｶﾐﾎﾝﾃﾞﾝ
10240 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ カラ谷口 ｶﾗﾀﾆｸﾁ
10170 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 北中澤 ｷﾀﾅｶｻﾞﾜ
10173 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 北西ノ澤 ｷﾀﾆｼﾉｻﾜ
10260 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ キドヲセ ｷﾄﾞｵｾ
10239 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ キドセ谷 ｷﾄﾞｾﾀﾆ
10162 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ クモカフチ ｸﾓｶﾌﾁ
10191 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ クロノウラ ｸﾛﾉｳﾗ
10253 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ コイ舟戸 ｺｲﾌﾅﾄ
10247 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 幸田 ｺｳﾀﾞ
10207 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 古城山 ｺｼﾛﾔﾏ
10186 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ コダ ｺﾀﾞ
10227 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
10212 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
10208 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ サカノハナ ｻｶﾉﾊﾅ
10209 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 四反田 ｼﾊﾝ
10166 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ シミツサキ ｼﾐﾂｻｷ
10174 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 下中スカ ｼﾓﾅｶｽｶ
10167 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 下本田 ｼﾓﾎﾝﾃﾞﾝ
10201 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ シンビヨジ谷口 ｼﾝﾋﾞﾖｼﾞﾀﾆｸﾁ
10180 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ セイダ谷 ｾｲﾀﾞﾀﾆ
10210 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 総藏谷 ｿｳｸﾗﾀﾆ
10199 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 竹ヶ谷口 ﾀｹｶﾞﾀﾆｸﾁ
10218 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ タナダ ﾀﾅﾀﾞ
10228 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 谷ノ前 ﾀﾆﾉﾏｴ
10230 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ タニノマエ ﾀﾆﾉﾏｴ
10229 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 谷ヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
10222 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ツキイケノ谷 ﾂｷｲｹﾉﾀﾆ
10254 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 峠谷 ﾄｳｹﾞﾀﾆ
10252 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ トヲゲ北平 ﾄｵｹﾞｷﾀﾋﾗ
10251 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ トヲゲ谷 ﾄｵｹﾞﾀﾆ
10197 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 鳥ノ子谷 ﾄﾘﾉｺﾀﾆ
10196 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 鳥ノ子谷口 ﾄﾘﾉｺﾀﾆｸﾁ
10198 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 鳥ノ子山 ﾄﾘﾉｺﾔﾏ
10234 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ナカヲ ﾅｶｵ
10245 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 西エマイ ﾆｼｴﾏｲ
10178 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 西上中スカ ﾆｼｶﾐﾅｶｽｶ
10171 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 西中澤 ﾆｼﾅｶｻﾞﾜ
10176 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 西中々スカ ﾆｼﾅｶﾅｶｽｶ
10172 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 西ノ澤 ﾆｼﾉｻﾞﾜ
10203 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ノホリヨノ谷口 ﾉﾎﾘﾖﾉﾀﾆｸﾁ
10206 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ノボリヨ山 ﾉﾎﾞﾘﾖﾔﾏ
10257 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヒエ畑山 ﾋｴﾊﾞﾀﾔﾏ
10244 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 東エマイ ﾋｶﾞｼｴﾏｲ
10177 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 東上中スカ ﾋｶﾞｼｶﾐﾅｶｽｶ
10241 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 東カラ谷 ﾋｶﾞｼｶﾗﾀﾆ
10169 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 東中澤 ﾋｶﾞｼﾅｶｻﾞﾜ
10175 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 東中々スカ ﾋｶﾞｼﾅｶﾅｶｽｶ
10249 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヒキヂノ口 ﾋｷﾁﾞﾉｸﾁ
10188 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヒシリ奥分 ﾋｼﾘｵｸﾜｹ
10263 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヒシリ谷 ﾋｼﾘﾀﾆ
10261 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヒジリ谷 ﾋｼﾞﾘﾀﾆ
10187 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヒシリ谷北平 ﾋｼﾘﾀﾆｷﾀﾋﾗ
10189 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヒシリ分 ﾋｼﾘﾜｹ
10226 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヒハダ ﾋﾊﾀﾞ
10264 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 平畑 ﾋﾗﾊﾀ
10183 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 平畑ノ谷 ﾋﾗﾊﾞﾀﾉﾀﾆ
10184 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 平畑前ノ谷 ﾋﾗﾊﾞﾀﾏｴﾉﾀﾆ
10216 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 平助ヤシキ ﾍｲｽｹﾔｼｷ
10259 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ボウショ ﾎﾞｳｼﾖ
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10237 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ホウショ谷口 ﾎｳｼﾖﾀﾆｸﾁ
10238 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ボウショ谷口 ﾎﾞｳｼﾖﾀﾆｸﾁ
10200 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ホラノカイ ﾎﾗﾉｶｲ
10182 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ マツイケ ﾏﾂｲｹ
10223 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ マルヲカ谷口 ﾏﾙｵｶﾀﾆｸﾁ
10220 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 丸岡ノ谷 ﾏﾙｵｶﾉﾀﾆ
10202 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 丸ヶ谷口 ﾏﾙｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
10179 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 丸田 ﾏﾙﾃﾞﾝ
10232 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 宮ノ原 ﾐﾔﾉﾊﾗ
10231 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ムクロジキノモト ﾑｸﾛｼﾞｷﾉﾓﾄ
10217 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ムロヤケ谷 ﾑﾛﾔｹﾀﾆ
10193 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヤスヲ谷 ﾔｽｵﾀﾆ
10192 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヤスヲ谷北平 ﾔｽｵﾀﾆｷﾀﾋﾗ
10242 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
10224 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヤブチサコ ﾔﾌﾞﾁｻｺ
10221 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ 薮地峪 ﾔﾌﾞﾁﾀﾆ
10194 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヤブヒラキ ﾔﾌﾞﾋﾗｷ
10185 中筋03 九樹 ｸｼﾞﾕ ヨデン ﾖﾃﾞﾝ
10394 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ イケノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
10279 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 石橋 ｲｼﾊﾞｼ
10343 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 市チ木 ｲﾁｷﾞ
10325 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ イッチヒギ ｲﾂﾁﾋｷﾞ
10272 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 入澤上ノ谷 ｲﾘｻﾞﾜｶﾐﾉﾀﾆ
10315 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 岩ガラ山 ｲﾜｶﾞﾗﾔﾏ
10391 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 大コナガ谷 ｵｵｺﾅｶﾞﾀﾆ
10314 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 大谷清本 ｵｵﾀﾆｷﾖﾓﾄ
10289 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 岡ノ上 ｵｶﾉｳｴ
10345 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 岡政 ｵｶﾏｻ
10290 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
10305 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヲキヤシキ ｵｷﾔｼｷ
10327 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 奥道ヶ谷 ｵｸﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
10421 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 奥ハイノ谷 ｵｸﾊｲﾉﾀﾆ
10301 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 奥浜口 ｵｸﾊﾏｸﾞﾁ
10324 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヲモテヤシキ ｵﾓﾃﾔｼｷ
10298 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヲロケダバ ｵﾛｹﾀﾞﾊﾞ
10297 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヲロケダバ山 ｵﾛｹﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
10333 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カキウチ ｶｷｳﾁ
10322 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カツサ ｶﾂｻ
10414 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 門田 ｶﾄﾞﾀ
10398 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カナイ ｶﾅｲ
10401 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カナイ谷セイモト ｶﾅｲﾀﾆｾｲﾓﾄ
10402 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 金井山 ｶﾅｲﾔﾏ
10376 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カバノキ谷 ｶﾊﾞﾉｷﾀﾆ
10375 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カバノキハナ ｶﾊﾞﾉｷﾊﾅ
10354 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カマダ ｶﾏﾀﾞ
10269 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カミ川サキ ｶﾐｶﾜｻｷ
10320 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 神ノ原 ｶﾐﾉﾊﾗ
10287 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 神ノ前 ｶﾐﾉﾏｴ
10339 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ カミ廻リダ ｶﾐﾏﾜﾘﾀﾞ
10334 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ
10335 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 川原ダ ｶﾜﾊﾗﾀﾞ
10328 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ キウゴ谷 ｷｳｺﾞﾀﾆ
10371 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 北ウキタ ｷﾀｳｷﾀ
10379 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 北城西 ｷﾀｼﾛﾆｼ
10319 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 北平地 ｷﾀﾋﾗﾁ
10388 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 北ヤブサコ ｷﾀﾔﾌﾞｻｺ
10276 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 木ノ下 ｷﾉｼﾀ
10310 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 口ドシヲ ｸﾁﾄﾞｼｵ
10374 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 口長谷 ｸﾁﾅｶﾞﾀﾆ
10323 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ クボヤシキ ｸﾎﾞﾔｼｷ
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10299 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 黒岩口東平 ｸﾛｲﾜｸﾁﾋｶﾞｼﾋﾗ
10300 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 黒岩谷 ｸﾛｲﾜﾀﾆ
10405 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 黒岩谷山 ｸﾛｲﾜﾀﾆﾔﾏ
10384 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ コウス谷 ｺｳｽﾀﾆ
10390 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ コナガ谷 ｺﾅｶﾞﾀﾆ
10395 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 小長谷 ｺﾅｶﾞﾀﾆ
10389 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ コナガ谷山 ｺﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10411 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ コナガ谷山 ｺﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10285 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ コブシ谷 ｺﾌﾞｼﾀﾆ
10273 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 境山 ｻｶｲﾔﾏ
10366 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ サコノシリ ｻｺﾉｼﾘ
10349 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ サワナカ ｻﾜﾅｶ
10286 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 地藏ハナ ｼﾞｿﾞｳﾊﾅ
10337 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 四反田 ｼﾀﾝﾀﾞ
10296 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 島田 ｼﾏﾀﾞ
10307 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 下モ上ノ原 ｼﾓｳｴﾉﾊﾗ
10416 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 下モカキウチ ｼﾓｶｷｳﾁ
10321 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 下モ神ノ原 ｼﾓｶﾐﾉﾊﾗ
10270 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 下モ川サキ ｼﾓｶﾜｻｷ
10340 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ シモシバ ｼﾓｼﾊﾞ
10355 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 下ナガイケ ｼﾓﾅｶﾞｲｹ
10413 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 下モノウシロ ｼﾓﾉｳｼﾛ
10267 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 下ノ沖 ｼﾓﾉｵｷ
10288 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 下モノ下タ ｼﾓﾉｼﾀ
10406 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ショウジ畑山 ｼﾖｳｼﾞﾊﾞﾀﾔﾏ
10295 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 城市谷 ｼﾛｲﾁﾀﾆ
10380 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 城西 ｼﾛﾆｼ
10352 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ソカノウシ口 ｿｶﾉｳｼｸﾁ
10338 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 高入 ﾀｶｲﾘ
10418 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ タカイリ ﾀｶｲﾘ
10347 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ タカシバ ﾀｶｼﾊﾞ
10359 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ タクミタ口 ﾀｸﾐﾀｸﾁ
10360 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ タクミダ谷 ﾀｸﾐﾀﾞﾀﾆ
10363 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 田汲ダ西ノ谷 ﾀｸﾐﾀﾞﾆｼﾉﾀﾆ
10362 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ タクミタ東平 ﾀｸﾐﾀﾋｶﾞｼﾋﾗ
10316 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
10293 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 谷屋式 ﾀﾆﾔｼｷ
10294 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 谷ヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
10396 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ツイクチ ﾂｲｸﾁ
10420 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 土居ノ上エ ﾄﾞｲﾉｳｴ
10404 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 土居ノ上山 ﾄﾞｲﾉｶﾐﾔﾏ
10330 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 峠ヶ谷 ﾄｳｹﾞｶﾞﾀﾆ
10311 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ドシヲ谷 ﾄﾞｼｵﾀﾞﾆ
10313 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中大谷 ﾅｶｵｵﾀﾆ
10419 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾊﾗ
10397 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ナカサワ ﾅｶｻﾜ
10367 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中城 ﾅｶｼﾛ
10368 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中城西平 ﾅｶｼﾛﾆｼﾋﾗ
10408 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中城西平山 ﾅｶｼﾛﾆｼﾋﾗﾔﾏ
10356 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
10304 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 長谷屋式 ﾅｶﾞﾀﾆﾔｼｷ
10326 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中道ヶ谷 ﾅｶﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
10348 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中ノ丁 ﾅｶﾉﾁﾖｳ
10268 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中廻リ田 ﾅｶﾏﾜﾘﾀﾞ
10332 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
10357 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ナツヤケ ﾅﾂﾔｹ
10306 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ニイトノ ﾆｲﾄﾉ
10350 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 西ヲカマサ ﾆｼｵｶﾏｻ
10399 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 西カナイ ﾆｼｶﾅｲ
10283 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 西コウノス ﾆｼｺｳﾉｽ
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10358 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 西長池 ﾆｼﾅｶﾞｲｹ
10336 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 西ノ寄 ﾆｼﾉﾖﾘ
10351 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 西ノヨリ ﾆｼﾉﾖﾘ
10329 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 西平地山 ﾆｼﾋﾗﾁﾔﾏ
10361 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ニノヘイ峠 ﾆﾉﾍｲﾄｳｹﾞ
10278 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ハイノ谷 ﾊｲﾉﾀﾆ
10284 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ハイノ谷西平山 ﾊｲﾉﾀﾆﾆｼﾋﾗﾔﾏ
10280 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ハイノ谷東平山 ﾊｲﾉﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ
10302 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 浜口 ﾊﾏｸﾞﾁ
10281 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 東コウノス谷 ﾋｶﾞｼｺｳﾉｽﾀﾆ
10392 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 東コナガ谷口 ﾋｶﾞｼｺﾅｶﾞﾀﾆｸﾁ
10346 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 東サワ中 ﾋｶﾞｼｻﾜﾅｶ
10353 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 東中城 ﾋｶﾞｼﾅｶｼﾛ
10407 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 東中城山 ﾋｶﾞｼﾅｶｼﾛﾔﾏ
10312 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 東平地 ﾋｶﾞｼﾋﾗﾁ
10344 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 東横田 ﾋｶﾞｼﾖｺﾀ
10265 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヒサギ舟戸 ﾋｻｷﾞﾌﾅﾄﾞ
10378 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヒノキ谷 ﾋﾉｷﾀﾆ
10381 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヒノキ谷山 ﾋﾉｷﾀﾆﾔﾏ
10409 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 桧谷山 ﾋﾉｷﾀﾞﾆﾔﾏ
10308 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 福デン ﾌｸﾃﾞﾝ
10309 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 福デン谷 ﾌｸﾃﾞﾝﾀﾞﾆ
10365 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 古市 ﾌﾙｲｼ
10412 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 古石 ﾌﾙｲｼ
10277 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ホドヲカ ﾎﾄﾞｵｶ
10382 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ マスノ谷 ﾏｽﾉﾀﾆ
10410 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 松ヶ谷山 ﾏﾂｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10369 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 松ヶハナ ﾏﾂｶﾞﾊﾅ
10385 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ マツケ谷 ﾏﾂｹﾀﾆ
10387 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ マツケ谷山 ﾏﾂｹﾀﾆﾔﾏ
10331 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ マトバヤシキ ﾏﾄﾊﾞﾔｼｷ
10274 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 丸田 ﾏﾙﾀ
10266 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 廻リ田 ﾏﾜﾘﾀﾞ
10370 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ミゾコシ ﾐｿﾞｺｼ
10342 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 道ノアイ ﾐﾁﾉｱｲ
10372 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 南ウキタ ﾐﾅﾐｳｷﾀ
10400 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 南カナイ ﾐﾅﾐｶﾅｲ
10282 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 南コウノス谷 ﾐﾅﾐｺｳﾉｽﾀﾆ
10422 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 南小長谷 ﾐﾅﾐｺﾅｶﾞﾀﾆ
10383 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 南城西 ﾐﾅﾐｼﾛﾆｼ
10423 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 南タカシバ ﾐﾅﾐﾀｶｼﾊﾞ
10303 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 南長谷屋式 ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾀﾆﾔｼｷ
10318 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 南平地 ﾐﾅﾐﾋﾗﾁ
10377 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
10415 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 宮地丸 ﾐﾔｼﾞﾏﾙ
10403 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 村境山 ﾑﾗｻｶｲﾔﾏ
10386 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヤブチサコ ﾔﾌﾞﾁｻｺ
10271 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 幸蔵池 ﾕｷｸﾗｲｹ
10275 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 横田 ﾖｺﾀ
10291 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヨシ井 ﾖｼｲ
10292 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヨシ井ノ上ヘ ﾖｼｲﾉｳﾍ
10341 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ヨシ川 ﾖｼｶﾜ
10417 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 四反ダ ﾖﾀﾝﾀﾞ
10317 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ロウケ谷山 ﾛｳｹﾀﾆﾔﾏ
10393 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ワタゼ ﾜﾀｾﾞ
10373 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ ワタゼ山 ﾜﾀｾﾞﾔﾏ
10364 中筋04 上ノ土居 ｶﾐﾉﾄﾞｲ 和田ノ峠 ﾜﾀﾞﾉﾄｳｹﾞ
10462 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 赤子谷 ｱｶｺﾞﾀﾆ
10461 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 赤子山 ｱｶｺﾞﾔﾏ
10441 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 荒分 ｱﾗﾜｹ
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10541 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 塩ヶ谷 ｲｵｶﾞﾀﾆ
10481 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 井口 ｲｸﾞﾁ
10439 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 池田 ｲｹﾀﾞ
10603 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 池ノ上森 ｲｹﾉｳｴﾓﾘ
10571 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
10669 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 池ノ谷山 ｲｹﾉﾀﾆﾔﾏ
10658 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 石ヶ峠山 ｲｼｶﾞﾄｳｹﾞﾔﾏ
10558 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 泉山 ｲｽﾞﾐﾔﾏ
10518 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ イタフチ ｲﾀﾌﾁ
10634 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ イタフチ山 ｲﾀﾌﾁﾔﾏ
10662 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 井田渕山 ｲﾀﾞﾌﾞﾁﾔﾏ
10595 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 井戸ノ谷 ｲﾄﾞﾉﾀﾆ
10557 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 射場 ｲﾊﾞ
10486 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ イモシリ ｲﾓｼﾘ
10625 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 岩ガ谷山 ｲﾜｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10540 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 岩畑 ｲﾜﾊﾀ
10527 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上ノ段 ｳｴﾉﾀﾞﾝﾔﾏ
10690 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上ノ段山 ｳｴﾉﾀﾞﾝﾔﾏ
10476 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 植松 ｳｴﾏﾂ
10574 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 後山 ｳｼﾛﾔﾏ
10673 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 後山 ｳｼﾛﾔﾏ
10510 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 打越山 ｳﾁｺｼﾔﾏ
10511 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ウツシリ ｳﾂｼﾘ
10656 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ウド山 ｳﾄﾞﾔﾏ
10591 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 馬路 ｳﾏｼﾞ
10485 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 梅ヶ谷山 ｳﾒｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10614 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 梅ヶ谷山 ｳﾒｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10459 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ エンカン ｴﾝｶﾝ
10450 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 扇沢 ｵｵｷﾞｻﾜ
10451 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 扇澤 ｵｵｷﾞｻﾜ
10468 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大谷 ｵｵﾀﾆ
10466 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾁ
10607 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
10535 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大駄場山 ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
10649 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大駄場山 ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
10525 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大津エ ｵｵﾂｴ
10526 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大津エ西山 ｵｵﾂｴﾆｼﾔﾏ
10639 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大ツエ西山 ｵｵﾂｴﾆｼﾔﾏ
10524 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大津エ山 ｵｵﾂｴﾔﾏ
10638 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大ツエ山 ｵｵﾂｴﾔﾏ
10479 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大道表 ｵｵﾄﾞｳｵﾓﾃ
10641 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
10446 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 大福良 ｵｵﾌｸﾖｼ
10523 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 奥遅ノ川 ｵｸｵｿﾉｶﾜ
10576 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ヲク塩ヶ谷 ｵｸｼｵｶﾞﾀﾆ
10520 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 遅ノ川南山 ｵｿﾉｶﾜﾐﾅﾐﾔﾏ
10636 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ヲソノ川山 ｵｿﾉｶﾜﾔﾏ
10587 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ヲハチ ｵﾊﾁ
10586 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ オバチ ｵﾊﾞﾁ
10620 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 尾鼻山 ｵﾊﾞﾅﾔﾏ
10501 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カキモチ ｶｷﾓﾁ
10645 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カクレカタ山 ｶｸﾚｶﾀﾔﾏ
10602 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 隠畑 ｶｸﾚﾊﾀ
10601 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 隠山 ｶｸﾚﾔﾏ
10553 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 影畑 ｶｹﾞﾊﾞﾀｹ
10668 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 影畑山 ｶｹﾞﾊﾀﾔﾏ
10529 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カケヒラ ｶｹﾋﾗ
10539 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 影平駄場 ｶｹﾞﾋﾗﾀﾞﾊﾞ
10644 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カケヒラ山 ｶｹﾋﾗﾔﾏ
10687 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 隠山 ｶｹﾞﾔﾏ
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10600 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 数田 ｶｽﾞﾀ
10660 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カドカ谷山 ｶﾄﾞｶﾀﾆﾔﾏ
10542 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カト谷 ｶﾄﾀﾆ
10554 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カトヤシキ ｶﾄﾔｼｷ
10534 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カブス山 ｶﾌﾞｽﾔﾏ
10648 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ カブス山 ｶﾌﾞｽﾔﾏ
10437 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上ヱゴ ｶﾐｴｺﾞ
10452 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上大奈路 ｶﾐｵｵﾅﾛ
10549 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上柿谷山 ｶﾐｶｷﾀﾆ
10663 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上柿谷山 ｶﾐｶｷﾀﾆﾔﾏ
10517 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上新開 ｶﾐｼﾝｶｲ
10632 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上新開山 ｶﾐｼﾝｶｲﾔﾏ
10661 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上斗桶院山 ｶﾐﾄｵｹｲﾝﾔﾏ
10444 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上トノタ ｶﾐﾄﾉﾀ
10594 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上福良山 ｶﾐﾌｸﾗﾔﾏ
10684 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上福良山 ｶﾐﾌｸﾗﾔﾏ
10435 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上本田 ｶﾐﾎﾝﾃﾞﾝ
10433 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上本田堤添 ｶﾐﾎﾝﾃﾞﾝﾃｲｿﾞｴ
10427 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上丸澤 ｶﾐﾏﾙｻﾜ
10428 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上丸澤 ｶﾐﾏﾙｻﾜ
10429 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 上柳田 ｶﾐﾔﾅｷﾞﾀ
10456 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 鴨ヶ池 ｶﾓｶﾞｲｹ
10654 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 北ノ谷山 ｷﾀﾉﾀﾆﾔﾏ
10473 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 久作谷 ｷﾕｳｻｸﾀﾆ
10561 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 虚空蔵谷 ｷﾖｸｳｿﾞｳﾀﾆ
10560 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 虚空蔵森 ｷﾖｸｳｿﾞｳﾓﾘ
10504 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 玉壽庵 ｷﾞﾖｸｼﾞｱﾝ
10521 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 口遅ノ川 ｸﾁｵｿﾉｶﾜ
10575 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 口塩ヶ谷 ｸﾁｼｵｶﾞﾀﾆ
10483 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 久保屋敷 ｸﾎﾞﾔｼｷ
10482 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 久保山 ｸﾎﾞﾔﾏ
10612 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 久保山 ｸﾎﾞﾔﾏ
10626 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 黒竹山 ｸﾛﾀｹﾔﾏ
10565 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 慶蔵庵 ｹｲｿﾞｳｱﾝ
10513 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ケンハ ｹﾝﾊ
10552 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 玄明畑 ｹﾞﾝﾒｲﾊﾞﾀｹ
10637 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 己家ヶ谷山 ｺｲｴｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10546 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 神田 ｺｳﾀﾞ
10470 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 小谷 ｺﾀﾆ
10657 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ コミヨ山 ｺﾐﾖﾔﾏ
10530 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 櫻口 ｻｸﾗｸﾁ
10646 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ サクラ谷山 ｻｸﾗﾀﾆﾔﾏ
10531 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ サクラ山 ｻｸﾗﾔﾏ
10514 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 里防 ｻﾄﾎﾞｳ
10515 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 里防森 ｻﾄﾎﾞｳﾓﾘ
10616 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 猿田山 ｻﾙﾀﾔﾏ
10691 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 塩ヶ谷 ｼｵｶﾞﾀﾆ
10677 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 塩ヶ谷山 ｼｵｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10659 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 塩ヶ畑山 ｼｵｶﾞﾊﾞﾀｹﾔﾏ
10573 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 塩ヶ森 ｼｵｶﾞﾓﾘ
10582 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 島田 ｼﾏﾀﾞ
10679 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ シマタ山 ｼﾏﾀﾔﾏ
10581 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 島ノ森 ｼﾏﾉﾓﾘ
10453 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 島ノ山 ｼﾏﾉﾔﾏ
10438 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下ヱゴ ｼﾓｴｺﾞ
10443 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下エゴ車田 ｼﾓｴｺﾞｸﾙﾏﾀ
10454 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下大奈路 ｼﾓｵｵﾅﾛ
10447 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下車田 ｼﾓｸﾙﾏﾀ
10516 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下新開 ｼﾓｼﾝｶｲ
10630 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下新開山 ｼﾓｼﾝｶｲﾔﾏ
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10512 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下総 ｼﾓｿｳ
10572 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下モ土居 ｼﾓﾄﾞｲ
10671 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下土居 ｼﾓﾄﾞｲ
10545 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下斗桶院 ｼﾓﾄｵｹｲﾝ
10680 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下ノ谷山 ｼﾓﾉﾀﾆﾔﾏ
10597 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下福良森 ｼﾓﾌｸﾗﾓﾘ
10686 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下福良山 ｼﾓﾌｸﾗﾔﾏ
10436 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下本田 ｼﾓﾎﾝﾃﾞﾝ
10425 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下丸澤 ｼﾓﾏﾙｻﾜ
10426 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下丸沢 ｼﾓﾏﾙｻﾜ
10431 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 下柳田 ｼﾓﾔﾅｷﾞﾀ
10442 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 障子竹 ｼﾖｳｼﾞﾀﾞｹ
10533 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 次郎太 ｼﾞﾛｳﾀ
10647 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 次郎太山 ｼﾞﾛｳﾀﾔﾏ
10463 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 城ヶ谷 ｼﾛｶﾞﾀﾆ
10445 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ジロサン ｼﾞﾛｻﾝ
10604 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 城山東 ｼﾛﾔﾏﾋｶﾞｼ
10550 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 新道 ｼﾝﾄﾞｳ
10664 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 新道山 ｼﾝﾄﾞｳﾔﾏ
10627 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 杉ヶ谷山 ｽｷﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10505 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 助次良谷 ｽｹｼﾞﾘﾖｳﾀﾆ
10629 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 助次郎山 ｽｹｼﾞﾛｳﾔﾏ
10633 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ スルス山 ｽﾙｽﾔﾏ
10623 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 清助林 ｾｲｽｹﾊﾞﾔｼ
10570 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 千蔵院 ｾﾝｿﾞｳｲﾝ
10628 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 惣右衛門山 ｿｳｴﾓﾝﾔﾏ
10670 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 曾我山 ｿｶﾞﾔﾏ
10577 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 高尾田山 ﾀｶｵﾀﾞﾔﾏ
10675 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 高尾田山 ﾀｶｵﾀﾞﾔﾏ
10666 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 高尾山 ﾀｶｵﾔﾏ
10489 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 高畑 ﾀｶﾊﾀ
10615 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 高畑山 ﾀｶﾊﾀﾔﾏ
10458 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
10688 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 瀧ノ山 ﾀｷﾉﾔﾏ
10652 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 瀧本山 ﾀｷﾓﾄﾔﾏ
10506 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 竹崎 ﾀｹｻｷ
10605 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 瀧ヶ尾山 ﾀﾂｶﾞｵﾔﾏ
10464 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 棚田 ﾀﾅﾀ
10606 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 棚田山 ﾀﾅﾀﾞﾔﾏ
10559 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
10610 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 駄場山 ﾀﾊﾞﾔﾏ
10635 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 遅ノ川南山 ﾁﾉｶﾜﾐﾅﾐﾔﾏ
10502 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 丁田 ﾁﾖｳﾀﾞ
10457 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 長刀 ﾁﾖｳﾄｳ
10469 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 長刀山 ﾁﾖｳﾄｳﾔﾏ
10492 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 月山 ﾂｷﾔﾏ
10617 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 月山 ﾂｷﾔﾏ
10477 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 辻堂 ﾂｼﾞﾄﾞｳ
10689 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 辻堂ヶ谷 ﾂｼﾞﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
10430 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 辻堂ヶハナ ﾂｼﾞﾄﾞｳｶﾞﾊﾅ
10432 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 辻堂ハナ ﾂｼﾞﾄﾞｳﾊﾅ
10478 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 辻堂山 ﾂｼﾞﾄﾞｳﾔﾏ
10528 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ツフロ越 ﾂﾌﾛｺｼ
10642 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ツフロコシ山 ﾂﾌﾛｺｼﾔﾏ
10583 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ツホ子田山 ﾂﾎﾈﾀﾔﾏ
10681 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ツホ子田山 ﾂﾎﾈﾀﾔﾏ
10503 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 釣井 ﾂﾙｲ
10622 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 釣井山 ﾂﾙｲﾔﾏ
10500 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 寺ノ前 ﾃﾗﾉﾏｴ
10551 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ トイ田 ﾄｲﾀ
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10665 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 樋ノ谷山 ﾄｲﾉﾀﾆﾔﾏ
10568 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 堂尻 ﾄﾞｳｼﾘ
10507 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 堂ノ谷 ﾄﾞｳﾉﾀﾆ
10508 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 堂ノ谷山 ﾄﾞｳﾉﾀﾆﾔﾏ
10544 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 斗桶院 ﾄｵｹｲﾝ
10653 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 轟山 ﾄﾄﾞﾛｷﾔﾏ
10467 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 鳶ノ巣谷 ﾄﾋﾞﾉｽﾀﾆ
10609 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ トビノス西山 ﾄﾋﾞﾉｽﾆｼﾔﾏ
10608 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ トビノス東山 ﾄﾋﾞﾉｽﾋｶﾞｼﾔﾏ
10455 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中大奈路 ﾅｶｵｵﾅﾛ
10475 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 長岡森 ﾅｶﾞｵｶﾓﾘ
10522 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中遅ノ川 ﾅｶｵｿﾉｶﾜ
10563 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中沢 ﾅｶｻﾞﾜ
10566 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中澤 ﾅｶｻﾞﾜ
10580 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中塩ヶ谷 ﾅｶｼｵｶﾞﾀﾆ
10480 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中スカ ﾅｶｽｶ
10474 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
10611 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中ノ谷山 ﾅｶﾉﾀﾆﾔﾏ
10440 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中ノ丁 ﾅｶﾉﾁﾖｳ
10569 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 中山 ﾅｶﾔﾏ
10599 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 流田 ﾅｶﾞﾚﾀ
10509 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 西方寺 ﾆｼｶﾞﾀﾃﾞﾗ
10579 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 西ヶ谷山 ﾆｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10472 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 西駄場 ﾆｼﾀﾞﾊﾞ
10640 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
10683 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 西弘岡山 ﾆｼﾋﾛｵｶﾔﾏ
10598 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 西福良 ﾆｼﾌｸﾗ
10678 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 西森山 ﾆｼﾓﾘﾔﾏ
10537 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 荷付場山 ﾆﾂｷﾊﾞﾔﾏ
10465 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 根本経山 ﾈﾓﾄｹｲｻﾝ
10496 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 萩岡谷 ﾊｷﾞｵｶﾀﾆ
10495 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 萩岡長ウ子 ﾊｷﾞｵｶﾅｶﾞｳﾈ
10497 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 萩岡森 ﾊｷﾞｵｶﾓﾘ
10621 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 萩岡山 ﾊｷﾞｵｶﾔﾏ
10494 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 東ウ子 ﾋｶﾞｼｳﾈ
10592 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 東小谷 ﾋｶﾞｼｺﾀﾆ
10674 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 東塩ヶ谷山 ﾋｶﾞｼｼｵｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10471 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 東駄場 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞ
10643 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 東路山 ﾋｶﾞｼﾐﾁﾔﾏ
10449 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ヒラキ田 ﾋﾗｷﾃﾞﾝ
10588 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 広岡口 ﾋﾛｵｶｸﾁ
10590 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 広岡口 ﾋﾛｵｶｸﾁ
10593 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 広岡西谷 ﾋﾛｵｶﾆｼﾀﾆ
10682 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 弘岡東山 ﾋﾛｵｶﾋｶﾞｼﾔﾏ
10543 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 広田 ﾋﾛﾀ
10532 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 広野 ﾋﾛﾉ
10567 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 福殿 ﾌｸﾃﾞﾝ
10596 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 福良森 ﾌｸﾗﾓﾘ
10460 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ フチカイ ﾌﾁｶｲ
10424 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 船倉 ﾌﾅｸﾞﾗ
10491 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ フルカラ ﾌﾙｶﾗ
10493 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ フルカラ山 ﾌﾙｶﾗﾔﾏ
10618 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ フルカラ山 ﾌﾙｶﾗﾔﾏ
10556 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ フルトノ ﾌﾙﾄﾉ
10555 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 宝泉庵 ﾎｳｾﾝｱﾝ
10448 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
10578 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 本谷山 ﾎﾝﾀﾆﾔﾏ
10676 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 本谷山 ﾎﾝﾀﾆﾔﾏ
10536 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 松尾 ﾏﾂｵ
10619 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 松ヶハナ山 ﾏﾂｶﾞﾊﾅﾔﾏ
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10585 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
10562 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
10667 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 見上ケハイ山 ﾐｱｹﾊｲﾔﾏ
10519 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ミヲジロ ﾐｵｼﾞﾛ
10650 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 水走山 ﾐｽﾞﾊﾞｼﾘﾔﾏ
10564 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 三子光 ﾐﾂﾈｺｳ
10434 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
10490 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
10499 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ
10498 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ
10487 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 向田 ﾑｶｲﾀ
10484 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ムロヤシキ ﾑﾛﾔｼｷ
10613 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ ムロ屋山 ﾑﾛﾔﾔﾏ
10488 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
10651 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 弥太郎山 ﾔﾀﾛｳﾔﾏ
10548 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 柳木谷口 ﾔﾅｷﾞﾀﾆｸﾁ
10685 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 薮ヶ谷山 ﾔﾌﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10589 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 薮田 ﾔﾌﾞﾀ
10631 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 山神山 ﾔﾏｶﾐﾔﾏ
10624 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 幸衛山 ﾕｷｴﾔﾏ
10584 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 養達寺 ﾖｳﾀﾂｼﾞ
10672 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 養達寺山 ﾖｳﾀﾂｼﾞﾔﾏ
10655 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 横瀬谷山 ﾖｺｾﾞﾀﾆﾔﾏ
10538 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ コミヨ口 ﾖﾐﾖｸﾁ
10547 中筋05 磯ノ川 ｲｿﾉｶﾜ 落地 ﾗｸﾁ
10697 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 池ノ本 ｲｹﾉﾓﾄ
10713 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ イノヂ ｲﾉﾁﾞ
10711 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ イノヂ山 ｲﾉﾁﾞﾔﾏ
10706 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ ウヲ々 ｳｵｵ
10736 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ ウヲゝ山 ｳｵｵﾔﾏ
10753 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ エツリ北山 ｴﾂﾘｷﾀﾔﾏ
10727 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ エツリ谷 ｴﾂﾘﾀﾆ
10728 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ エツリ谷口 ｴﾂﾘﾀﾆｸﾁ
10726 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ エツリ谷山 ｴﾂﾘﾀﾆﾔﾏ
10755 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ エヅリ谷山 ｴﾂﾞﾘﾀﾆﾔﾏ
10756 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ エヅリ南山 ｴﾂﾞﾘﾐﾅﾐﾔﾏ
10693 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 大田 ｵｵﾀ
10710 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
10707 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 大ツエ ｵｵﾂｴ
10737 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 大ヅエ山 ｵｵﾂﾞｴﾔﾏ
10703 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 岡田山 ｵｶﾀﾞﾔﾏ
10754 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ ヲツキ越山 ｵﾂｷｺﾞｴﾔﾏ
10725 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ ヲツキ谷 ｵﾂｷﾀﾆ
10721 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ ヲリベ田 ｵﾘﾍﾞﾀﾞ
10722 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ ヲリベ谷 ｵﾘﾍﾞﾀﾞﾆ
10699 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 柿ノ木谷 ｶｷﾉｷﾀﾆ
10698 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 柿ノ木山 ｶｷﾉｷﾔﾏ
10696 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 庚申 ｶﾉｴｻﾙ
10751 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 庚申山 ｶﾉｴｻﾙﾔﾏ
10704 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 上岡田 ｶﾐｵｶﾀﾞ
10750 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 神ノ森 ｶﾐﾉﾓﾘ
10709 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 上堀 ｶﾐﾎﾘ
10741 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 上堀山 ｶﾐﾎﾘﾔﾏ
10708 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ キビシリ山 ｷﾋﾞｼﾘﾔﾏ
10720 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 管野谷山 ｸﾀﾞﾉﾀﾆﾔﾏ
10738 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 源兵谷山 ｹﾞﾝﾍﾞｴﾀﾞﾆﾔﾏ
10740 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ コガノ峠山 ｺｶﾞﾉﾄｳｹﾞﾔﾏ
10719 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 小畑 ｺﾊﾞﾀｹ
10746 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 小畑山 ｺﾊﾞﾀｹﾔﾏ
10714 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ コミヨ山 ｺﾐﾖﾔﾏ
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10701 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 下岡田 ｼﾓｵｶﾀﾞ
10723 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 深田 ｼﾝﾃﾞﾝ
10747 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 杉ヶ谷山 ｽｷﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
10694 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 高添 ﾀｶｿﾞｴ
10731 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 高添山 ﾀｶｿﾞｴﾔﾏ
10692 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 辰ノ口 ﾀﾂﾉｸﾁ
10730 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 辰ノ口山 ﾀﾂﾉｸﾁﾔﾏ
10712 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 遅ノ川 ﾁﾉｶﾜ
10743 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 遅ノ川山 ﾁﾉｶﾜﾔﾏ
10700 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 丁田 ﾁﾖｳﾃﾞﾝ
10695 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 天王 ﾃﾝﾉｳ
10729 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 天王山 ﾃﾝﾉｳｻﾞﾝ
10702 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 中岡田 ﾅｶｵｶﾀﾞ
10705 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
10735 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 中ノ谷山 ﾅｶﾉﾀﾆﾔﾏ
10715 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 中堀 ﾅｶﾎﾘ
10742 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 中堀山 ﾅｶﾎﾘﾔﾏ
10718 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 名ノ谷 ﾅﾉﾀﾆ
10745 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 名ノ谷山 ﾅﾉﾀﾆﾔﾏ
10724 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 西平谷 ﾆｼﾋﾗﾀﾆ
10752 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
10739 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 東堀山 ﾋｶﾞｼﾎﾘﾔﾏ
10733 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 南平山 ﾐﾅﾐﾋﾗﾔﾏ
10716 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 森本 ﾓﾘﾓﾄ
10717 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 森本山 ﾓﾘﾓﾄﾔﾏ
10744 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
10734 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ ヤクシ山 ﾔｸｼﾔﾏ
10732 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 柳ノ木山 ﾔﾅｷﾞﾉｷﾔﾏ
10748 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 山神谷山 ﾔﾏｶﾞﾐﾀﾆﾔﾏ
10749 中筋06 生ノ川 ｵｲﾉｶﾜ 山神山 ﾔﾏｶﾞﾐﾔﾏ
11095 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 赤松ゴウ ｱｶﾏﾂｺﾞｳ
11038 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ アキタニ ｱｷﾀﾆ
10801 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ アサノ谷 ｱｻﾉﾀﾆ
10952 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ アタゴ山 ｱﾀｺﾞﾔﾏ
11059 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ アチラサコ ｱﾁﾗｻｺ
10880 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ アンノウ子 ｱﾝﾉｳﾈ
10971 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ アンノ谷 ｱﾝﾉﾀﾆ
10941 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イカリ谷 ｲｶﾘﾀﾞﾆ
11156 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イケノウエ ｲｹﾉｳｴ
10888 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イゲノウエ ｲｹﾞﾉｳｴ
10877 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 池ノ頭 ｲｹﾉｶﾞｼﾗ
10890 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イケワタ ｲｹﾜﾀ
10803 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
10805 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イシガミ谷 ｲｼｶﾞﾐﾀﾞﾆ
11116 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イシボトケ ｲｼﾎﾞﾄｹ
11090 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イスイワリ ｲｽｲﾜﾘ
10921 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イセキ ｲｾｷ
10976 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イタチノカワ ｲﾀﾁﾉｶﾜ
10930 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イチゴダン ｲﾁｺﾞﾀﾞﾝ
10774 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 一町沢 ｲﾂﾁﾖｳｻﾞﾜ
10775 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 一丁沢 ｲﾂﾁﾖｳｻﾞﾜ
11074 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イツリハサキ ｲﾂﾘﾊｻｷ
11052 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イドノ上 ｲﾄﾞﾉｶﾐ
10982 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イニカ谷 ｲﾆｶﾀﾆ
11078 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
10992 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イバヤシキ ｲﾊﾞﾔｼｷ
11081 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イフクジ ｲﾌｸｼﾞ
10974 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イモジ谷 ｲﾓｼﾞﾀﾞﾆ
10757 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イヨトケ谷 ｲﾖﾄｹﾀﾞﾆ
11109 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ イリウ ｲﾘｳ
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10932 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 岩谷 ｲﾜﾀﾆ
11127 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウサギ谷 ｳｻｷﾞﾀﾞﾆ
11131 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウサギ山 ｳｻｷﾞﾔﾏ
11112 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウシイケ ｳｼｲｹ
11076 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 牛ガ谷口 ｳｼｶﾞﾀﾆｸﾁ
11139 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウシノウチ ｳｼﾉｳﾁ
10778 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウシノカミ ｳｼﾉｶﾐ
10804 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウシロ谷 ｳｼﾛﾀﾞﾆ
10910 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウスイ ｳｽｲ
11071 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 内ハキヲカ ｳﾁﾊｷｵｶ
10946 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウトノ下 ｳﾄﾉｼﾀ
10764 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウ子サキ ｳﾈｻｷ
11004 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウノヒデン ｳﾉﾋﾃﾞﾝ
10939 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 馬ノ瀬 ｳﾏﾉｾ
11051 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 梅ヶ谷 ｳﾒｶﾞﾀﾆ
11182 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 梅ノキ谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
10945 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウモレギ ｳﾓﾚｷﾞ
10998 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ウワコウダ ｳﾜｺｳﾀﾞ
11114 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ エゾエ ｴｿﾞｴ
11174 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ エノショ ｴﾉｼﾖ
11022 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ エノジョ ｴﾉｼﾞﾖ
10909 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ エラ ｴﾗ
10990 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲウダ ｵｳﾀﾞ
11168 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 扇山 ｵｵｷﾞﾔﾏ
10915 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 大田 ｵｵﾀ
10849 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 大谷 ｵｵﾀﾆ
11043 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ
11018 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲヲツボ ｵｵﾂﾎﾞ
11128 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 大西谷 ｵｵﾆｼﾀﾞﾆ
11137 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲヲハナ ｵｵﾊﾅ
11158 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 大原 ｵｵﾊﾗ
11035 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲカノ谷 ｵｶﾉﾀﾆ
11036 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲカノトヲ ｵｶﾉﾄｵ
10887 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲカハナ ｵｶﾊﾅ
10816 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲカヤシキ ｵｶﾔｼｷ
11121 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 岡山 ｵｶﾔﾏ
10996 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 沖ノ川 ｵｷﾉｶﾜ
10997 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 沖ノ州 ｵｷﾉｽ
11187 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 奥サカイノ ｵｸｻｶｲﾉ
10927 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲクシヲリ ｵｸｼｵﾘ
11063 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 奥弓場ノサコ ｵｸﾕﾐﾊﾞﾉｻｺ
10889 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲサキノハナ ｵｻｷﾉﾊﾅ
10769 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲノハナ ｵﾉﾊﾅ
10777 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲハサマロ ｵﾊｻﾏﾛ
10958 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲバナ ｵﾊﾞﾅ
10829 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲビラキ ｵﾋﾞﾗｷ
10929 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲミ谷 ｵﾐﾀﾆ
10981 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾆ
10811 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
10807 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヲリツギ ｵﾘﾂｷﾞ
11053 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カイボウ口 ｶｲﾎﾞｳｸﾞﾁ
10987 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カイマエ ｶｲﾏｴ
11136 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 柿佐古 ｶｷｻｺ
11023 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カキチワタ ｶｷﾁﾜﾀ
10826 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カキノウラ ｶｷﾉｳﾗ
10898 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カケヒノサキ ｶｹﾋﾉｻｷ
10897 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カケヒノモト ｶｹﾋﾉﾓﾄ
10839 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カスガ ｶｽｶﾞ
10841 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カスガ谷 ｶｽｶﾞﾀﾞﾆ
10793 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カヂヤガ谷 ｶﾁﾞﾔｶﾞﾀﾆ
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10872 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カヂヤノサコ ｶﾁﾞﾔﾉｻｺ
10970 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カヂワラ ｶﾁﾞﾜﾗ
11167 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カツラ山 ｶﾂﾗﾔﾏ
10972 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カヅラ山 ｶﾂﾞﾗﾔﾏ
10870 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 上ミカラサキ ｶﾐｶﾗｻｷ
10892 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カミコガ ｶﾐｺｶﾞ
11019 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カミタイ ｶﾐﾀｲ
10817 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 上丁田 ｶﾐﾁﾖｳﾀﾞ
10760 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カミノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
11102 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カミノトノ ｶﾐﾉﾄﾉ
11091 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カモヲ谷 ｶﾓｵﾀﾞﾆ
10869 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カラサキ ｶﾗｻｷ
11135 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
10825 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カルトグチ ｶﾙﾄｸﾞﾁ
11054 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ カワゴデン ｶﾜｺﾞﾃﾞﾝ
11003 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾃﾞﾝ
11024 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ キシマエ ｷｼﾏｴ
11010 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 北ウシ池 ｷﾀｳｼｲｹ
10855 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 北コヤノ谷 ｷﾀｺﾔﾉﾀﾆ
11017 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 北三反田 ｷﾀｻﾝﾀﾝﾃﾞﾝ
10989 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 北ジ子ンボウ ｷﾀｼﾞﾈﾝﾎﾞｳ
11050 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 北トウコヲジ ｷﾀﾄｳｺｵｼﾞ
11040 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 北名本 ｷﾀﾅﾓﾄ
10802 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 北ノ谷 ｷﾀﾉﾀﾆ
11065 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ キタヒラ ｷﾀﾋﾗ
10896 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 北ミゾ池 ｷﾀﾐｿﾞｲｹ
11006 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ キチホンデン ｷﾁﾎﾝﾃﾞﾝ
10906 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ キワラ ｷﾜﾗ
11058 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クスノトヲ ｸｽﾉﾄｵ
10926 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クチシヲリ ｸﾁｼｵﾘ
10949 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 口花ノ木 ｸﾁﾊﾅﾉｷ
10851 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クチメ池 ｸﾁﾒｲｹ
11005 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クデン ｸﾃﾞﾝ
10964 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クボタ ｸﾎﾞﾀ
10968 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クボテ ｸﾎﾞﾃ
11068 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クリキ ｸﾘｷ
11015 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クリキノ北 ｸﾘｷﾉｷﾀ
11181 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クルス ｸﾙｽ
11072 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クルスハナ ｸﾙｽﾊﾅ
10864 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クルマタ ｸﾙﾏﾀ
10873 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クレ石 ｸﾚｲｼ
11110 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クロゾエ ｸﾛｿﾞｴ
11130 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ クワノサコ ｸﾜﾉｻｺ
10993 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ゲシヤシキ ｹﾞｼﾔｼｷ
10866 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 江口 ｺｳｸﾞﾁ
11153 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 江口谷 ｺｳｸﾞﾁﾀﾞﾆ
10865 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 江口ノ前 ｺｳｸﾞﾁﾉﾏｴ
10787 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コウ田 ｺｳﾀﾞ
11142 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コウタノハナ ｺｳﾀﾉﾊﾅ
10831 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コヲノス ｺｵﾉｽ
10832 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コカノモリ ｺｶﾉﾓﾘ
11055 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ゴキアライデン ｺﾞｷｱﾗｲﾃﾞﾝ
11098 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コクボウダン ｺｸﾎﾞｳﾀﾞﾝ
11028 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ココエ ｺｺｴ
11173 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コゴエ山 ｺｺﾞｴﾔﾏ
11048 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コシト ｺｼﾄ
11162 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ゴシャ ｺﾞｼﾔ
10985 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ゴゼンショウ ｺﾞｾﾞﾝｼﾖｳ
11099 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コダ ｺﾀﾞ
11042 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 小谷 ｺﾀﾆ
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11045 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾞﾁ
11007 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ゴタンチ ｺﾞﾀﾝﾁ
10794 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コバタ ｺﾊﾞﾀ
11144 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コバタノ畝 ｺﾊﾞﾀﾉｳﾈ
11170 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コヒキヂ ｺﾋｷﾁﾞ
10780 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コマ谷 ｺﾏﾀﾆ
11140 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コマ谷東平 ｺﾏﾀﾆﾋｶﾞｼﾋﾗ
11157 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 小松山 ｺﾏﾂﾔﾏ
10837 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コヤアノウ子 ｺﾔｱﾉｳﾈ
10856 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コヤ西ノウ子 ｺﾔﾆｼﾉｳﾈ
10854 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
10836 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コヤマ ｺﾔﾏ
10838 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コヤマ谷 ｺﾔﾏﾀﾞﾆ
11151 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コヤマノウ子 ｺﾔﾏﾉｳﾈ
10806 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コントヲ ｺﾝﾄｵ
11027 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ コンノヲク ｺﾝﾉｵｸ
11060 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西城 ｻｲｼﾞﾖｳ
10759 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サカイノ ｻｶｲﾉ
10758 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サカイノ谷 ｻｶｲﾉﾀﾆ
11134 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サカイノ山 ｻｶｲﾉﾔﾏ
10860 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
11064 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サコウ谷 ｻｺｳﾀﾞﾆ
11077 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サコヲ ｻｺｵ
11118 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サシキノマエ ｻｼｷﾉﾏｴ
10977 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サミチ ｻﾐﾁ
10781 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サルヤケ谷 ｻﾙﾔｹﾀﾞﾆ
11016 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 三反田 ｻﾝﾀﾝﾃﾞﾝ
10846 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ サンテツ ｻﾝﾃﾂ
11089 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シイド ｼｲﾄﾞ
10810 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シイノキヤマ ｼｲﾉｷﾔﾏ
11009 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シイワラ ｼｲﾜﾗ
11160 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シヲリ ｼｵﾘ
10988 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ジ子ンボウ ｼﾞﾈﾝﾎﾞｳ
10999 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 下沖ノ川 ｼﾓｵｷﾉｶﾜ
10914 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 下モ丁 ｼﾓﾁﾖｳ
10822 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 下丁田 ｼﾓﾁﾖｳﾀﾞ
10904 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 下モナガト口 ｼﾓﾅｶﾞﾄｸﾁ
11002 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 下ノツボ ｼﾓﾉﾂﾎﾞ
11103 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 下ノトノ ｼﾓﾉﾄﾉ
10808 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シヤノキ ｼﾔﾉｷ
10980 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 蛇ノ首 ｼﾞﾔﾉｸﾋﾞ
11179 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ジャノクビ ｼﾞﾔﾉｸﾋﾞ
11070 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ジョ子ン ｼﾞﾖﾈﾝ
10937 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シヨリ ｼﾖﾘ
10797 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シラヲ ｼﾗｵ
11141 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シロウ ｼﾛｳ
10784 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シロヲ谷 ｼﾛｵﾀﾞﾆ
10792 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ジロシロ ｼﾞﾛｼﾛ
11056 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
11039 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シロフジリ ｼﾛﾌｼﾞﾘ
10963 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
10824 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シンガエ ｼﾝｶﾞｴ
10779 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ シンベエ ｼﾝﾍﾞｴ
10962 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ スエン ｽｴﾝ
10978 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ スズレ ｽｽﾞﾚ
10863 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ スノヲカ ｽﾉｵｶ
10871 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ スノ口 ｽﾉｸﾁ
10973 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ スミヤノ谷 ｽﾐﾔﾉﾀﾆ
10931 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ スヤマ ｽﾔﾏ
11159 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ス山 ｽﾔﾏ
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10874 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ スリハチ ｽﾘﾊﾁ
10925 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ スルガ谷 ｽﾙｶﾞﾀﾞﾆ
11008 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ セガタ ｾｶﾞﾀ
10907 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ セノウラ ｾﾉｳﾗ
10842 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ セビラ山 ｾﾋﾞﾗﾔﾏ
10948 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ センキチ ｾﾝｷﾁ
10947 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ゼンキチ ｾﾞﾝｷﾁ
11101 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ゼンフクビ ｾﾞﾝﾌｸﾋﾞ
11171 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ センモウ ｾﾝﾓｳ
10975 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ センモヲ ｾﾝﾓｵ
10785 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ソガ ｿｶﾞ
10911 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ソ子 ｿﾈ
10830 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ソユダ ｿﾕﾀﾞ
11014 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タイホンデン ﾀｲﾎﾝﾃﾞﾝ
11117 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タイワダ ﾀｲﾜﾀﾞ
10967 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タカヲカ ﾀｶｵｶ
10933 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タカゴロ ﾀｶｺﾞﾛ
11001 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タカサキ ﾀｶｻｷ
10902 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
10905 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タキノヒタ ﾀｷﾉﾋﾀ
10979 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
10943 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
10815 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
10942 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タチバ谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ
10899 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タツノクチ ﾀﾂﾉｸﾁ
10983 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
10790 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 谷ヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
11123 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タノウチ ﾀﾉｳﾁ
10936 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タノヲク ﾀﾉｵｸ
10938 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ダンジリダバ ﾀﾞﾝｼﾞﾘﾀﾞﾊﾞ
11161 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ダンヂリガダバ ﾀﾞﾝﾁﾞﾘｶﾞﾀﾞﾊﾞ
10844 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ダンノシタ ﾀﾞﾝﾉｼﾀ
11166 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ タンノヤマ ﾀﾝﾉﾔﾏ
10845 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ダンノヤマ ﾀﾞﾝﾉﾔﾏ
11180 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヂウノトウ ﾁﾞｳﾉﾄｳ
11083 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヂウノハナ ﾁﾞｳﾉﾊﾅ
11148 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ チシヤノキ ﾁｼﾔﾉｷ
11122 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ チャヤガサコ ﾁﾔﾔｶﾞｻｺ
11085 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ チョウダ ﾁﾖｳﾀﾞ
11086 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ チョウダミチコン ﾁﾖｳﾀﾞﾐﾁｺﾝ
11088 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ツイリ ﾂｲﾘ
10823 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ツヨウチ ﾂﾖｳﾁ
11150 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ツヨウチノハナ ﾂﾖｳﾁﾉﾊﾅ
10875 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ツルハ ﾂﾙﾊ
11106 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ テウダ ﾃｳﾀﾞ
10876 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ デザキ ﾃﾞｻﾞｷ
10867 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ デブン ﾃﾞﾌﾞﾝ
10819 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ テラノハナ ﾃﾗﾉﾊﾅ
10922 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 寺ノハナ ﾃﾗﾉﾊﾅ
11143 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ テンジン ﾃﾝｼﾞﾝ
10886 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ テンノウ ﾃﾝﾉｳ
11031 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ テンヤ ﾃﾝﾔ
11020 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ドイタ ﾄﾞｲﾀ
10953 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 土居ヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ
10762 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ トウマンウ子 ﾄｳﾏﾝｳﾈ
10761 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ トウマン谷 ﾄｳﾏﾝﾀﾞﾆ
11185 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ トウマンノウ子 ﾄｳﾏﾝﾉｳﾈ
11049 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ トヲコヲジ ﾄｵｺｵｼﾞ
10917 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ドヲジリ ﾄﾞｵｼﾞﾘ
11097 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ドヲノダン ﾄﾞｵﾉﾀﾞﾝ
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11165 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ トノ山 ﾄﾉﾔﾏ
11029 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
11186 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナガイケ ﾅｶﾞｲｹ
11126 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 中尾 ﾅｶｵ
11183 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 仲尾 ﾅｶｵ
11169 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 長尾丸 ﾅｶﾞｵﾏﾙ
10893 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナカコガ ﾅｶｺｶﾞ
10850 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナカサワ ﾅｶｻﾜ
10828 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
11025 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナカシマイ ﾅｶｼﾏｲ
10954 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナカスカ ﾅｶｽｶ
10955 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 中スカ ﾅｶｽｶ
10913 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナガタ ﾅｶﾞﾀ
10862 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 長次池 ﾅｶﾞﾂｷﾞｲｹ
10857 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナカノウ子 ﾅｶﾉｳﾈ
11000 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナカノツボ ﾅｶﾉﾂﾎﾞ
10813 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 中バタケ ﾅｶﾊﾞﾀｹ
10956 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナカヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
11032 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナカヤマ ﾅｶﾔﾏ
10858 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナゴ谷 ﾅｺﾞﾀﾆ
11152 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナゴノウ子 ﾅｺﾞﾉｳﾈ
11012 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 七反田 ﾅﾅﾀﾝﾃﾞﾝ
10766 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナベカマイ ﾅﾍﾞｶﾏｲ
11041 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ナモトヤシキ ﾅﾓﾄﾔｼｷ
10853 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ニザガ谷 ﾆｻﾞｶﾞﾀﾆ
10847 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ニザノウ子 ﾆｻﾞﾉｳﾈ
10763 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西イヨトケ谷 ﾆｼｲﾖﾄｹﾀﾞﾆ
10834 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西エビサキ ﾆｼｴﾋﾞｻｷ
11129 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西大谷 ﾆｼｵｵﾀﾆ
10928 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西ヲリツキ ﾆｼｵﾘﾂｷ
11082 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西カ市 ﾆｼｶﾞｲﾁ
10840 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西カスガ ﾆｼｶｽｶﾞ
10852 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西クチメ池 ﾆｼｸﾁﾒｲｹ
10799 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西コバタ ﾆｼｺﾊﾞﾀ
10782 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西コマ谷 ﾆｼｺﾏﾀﾆ
10861 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西坂ノ下 ﾆｼｻｶﾉｼﾀ
11061 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西ジャノクビ ﾆｼｼﾞﾔﾉｸﾋﾞ
10783 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西シンベエ ﾆｼｼﾝﾍﾞｴ
10765 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西ナベカマイ ﾆｼﾅﾍﾞｶﾏｲ
11184 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
11155 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西ハシガトヲ ﾆｼﾊｼｶﾞﾄｵ
10881 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西バンガトウ ﾆｼﾊﾞﾝｶﾞﾄｳ
11057 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西ヒラ ﾆｼﾋﾗ
11188 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西ホンデン ﾆｼﾎﾝﾃﾞﾝ
10951 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西水クミ谷 ﾆｼﾐｽﾞｸﾐﾀﾞﾆ
10995 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 西山本田 ﾆｼﾔﾏﾓﾄﾃﾞﾝ
11079 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヌタツボ ﾇﾀﾂﾎﾞ
11125 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 野野池 ﾉﾉｲｹ
11108 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ハギヲカ ﾊｷﾞｵｶ
10879 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ハシガ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
10878 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ハシカトウ ﾊｼｶﾄｳ
11154 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ハシガトウ ﾊｼｶﾞﾄｳ
10818 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ハスワ ﾊｽﾜ
11033 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 長谷口 ﾊｾｸﾞﾁ
11044 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ハタンダ ﾊﾀﾝﾀﾞ
11094 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ハタン谷 ﾊﾀﾝﾀﾞﾆ
11066 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ハナノシロ ﾊﾅﾉｼﾛ
11047 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒエガ谷 ﾋｴｶﾞﾀﾆ
10773 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 東一丁沢 ﾋｶﾞｼｲﾂﾁﾖｳｻﾞﾜ
10940 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 東タチバ谷 ﾋｶﾞｼﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ
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10918 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 東花岡 ﾋｶﾞｼﾊﾅｵｶ
11147 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒキヂ谷 ﾋｷﾁﾞﾀﾆ
10868 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒコビヨヲ ﾋｺﾋﾞﾖｵ
11046 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒサギ ﾋｻｷﾞ
11113 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒサギフナト ﾋｻｷﾞﾌﾅﾄ
11177 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒサギ山 ﾋｻｷﾞﾔﾏ
10966 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒノヲク ﾋﾉｵｸ
11175 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 桧谷 ﾋﾉｷﾀﾞﾆ
10950 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
10770 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒビ谷 ﾋﾋﾞﾀﾞﾆ
10771 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒビ谷口 ﾋﾋﾞﾀﾆｸﾞﾁ
11138 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒビ谷ノウ子 ﾋﾋﾞﾀﾆﾉｳﾈ
11100 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒビノキ ﾋﾋﾞﾉｷ
11164 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 平サコ ﾋﾗｻｺ
10965 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 平地 ﾋﾗﾁ
11111 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヒラヤナギ ﾋﾗﾔﾅｷﾞ
10814 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 広ハタケ ﾋﾛﾊﾀｹ
10912 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ フカイケ ﾌｶｲｹ
11011 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ フカタ ﾌｶﾀ
11133 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ フタノウ ﾌﾀﾉｳ
10960 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ フトン ﾌﾄﾝ
10843 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ フナツケ ﾌﾅﾂｹ
10895 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ フナト ﾌﾅﾄ
10959 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ フモト ﾌﾓﾄ
10772 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ フルカワノウ子 ﾌﾙｶﾜﾉｳﾈ
10924 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ブンゴダン ﾌﾞﾝｺﾞﾀﾞﾝ
11026 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホウシテン ﾎｳｼﾃﾝ
10821 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホシヤシキ ﾎｼﾔｼｷ
11132 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホドヲカ ﾎﾄﾞｵｶ
10776 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホトケサキ ﾎﾄｹｻｷ
11067 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホリ ﾎﾘ
10795 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホリアケ ﾎﾘｱｹ
10833 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ
11120 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホンゴキウ ﾎﾝｺﾞｷｳ
11115 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホンデン ﾎﾝﾃﾞﾝ
10900 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ホンミソイケ ﾎﾝﾐｿｲｹ
10919 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ マタケ ﾏﾀｹ
10957 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ マツヲ谷 ﾏﾂｵﾀﾞﾆ
11075 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 松ガハナ ﾏﾂｶﾞﾊﾅ
11119 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 松ノ木 ﾏﾂﾉｷ
10786 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 松ノハナ ﾏﾂﾉﾊﾅ
10916 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 松山 ﾏﾂﾔﾏ
10789 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ マトハ ﾏﾄﾊ
10884 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 丸島 ﾏﾙｼﾏ
11013 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ マルタ ﾏﾙﾀ
11021 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ マワリタ ﾏﾜﾘﾀ
11178 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミコウ ﾐｺｳ
11146 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 水出 ﾐｽﾞｲﾃﾞ
10809 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 水クミ谷 ﾐｽﾞｸﾐﾀﾞﾆ
10908 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミスミダ ﾐｽﾐﾀﾞ
10894 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミソコタキ ﾐｿｺﾀｷ
11092 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 三谷入 ﾐﾀﾆｲﾘ
10883 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 道越シ ﾐﾁｺｼ
11105 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 道ノ裏 ﾐﾁﾉｳﾗ
11104 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 道ノヲモテ ﾐﾁﾉｵﾓﾃ
11037 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミヅガ谷 ﾐﾂﾞｶﾞﾀﾆ
11176 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミツグシ ﾐﾂｸﾞｼ
10796 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミヅノデ ﾐﾂﾞﾉﾃﾞ
11073 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミヅハキ ﾐﾂﾞﾊｷ
10986 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミドウ ﾐﾄﾞｳ
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11145 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 南カラ谷 ﾐﾅﾐｶﾗﾀﾆ
10767 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 南ナベカマイ ﾐﾅﾐﾅﾍﾞｶﾏｲ
11034 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 南長谷 ﾐﾅﾐﾊｾ
10848 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 南ヲウ谷 ﾐﾅﾐｦｳﾀﾆ
10923 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 宮ノ江 ﾐﾔﾉｺｳ
10944 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
10788 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 宮ノハナ ﾐﾔﾉﾊﾅ
10882 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミヨガサコ ﾐﾖｶﾞｻｺ
11030 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミヨカタニ ﾐﾖｶﾀﾆ
10969 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ミヨフクアン ﾐﾖﾌｸｱﾝ
10812 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ムク谷 ﾑｸﾀﾞﾆ
11149 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ムクノキ ﾑｸﾉｷ
10961 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ム子ノ山 ﾑﾈﾉﾔﾏ
10935 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ムノセ谷 ﾑﾉｾﾀﾆ
11124 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ムマガタ口 ﾑﾏｶﾞﾀｸﾞﾁ
10827 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ムマノサワ ﾑﾏﾉｻﾜ
10984 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ モリヤマ ﾓﾘﾔﾏ
10920 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ モンジョ ﾓﾝｼﾞﾖ
11069 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヤグラノ下 ﾔｸﾞﾗﾉｼﾀ
10791 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヤシキ ﾔｼｷ
10934 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
10768 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 八兵衛谷 ﾔﾍｴﾀﾞﾆ
10991 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヤマキワ ﾔﾏｷﾜ
11172 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 山スズレ ﾔﾏｽｽﾞﾚ
11080 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
10800 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 山ノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ
11163 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 山ハナノ木 ﾔﾏﾊﾅﾉｷ
11093 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 山道 ﾔﾏﾐﾁ
10994 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 山本田 ﾔﾏﾓﾄﾃﾞﾝ
11062 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ユミバガサコ ﾕﾐﾊﾞｶﾞｻｺ
10820 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヨウソウシウ子 ﾖｳｿｳｼｳﾈ
10798 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヨキイ山 ﾖｷｲﾔﾏ
10903 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヨコアテ ﾖｺｱﾃ
11107 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヨコタ ﾖｺﾀ
11087 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ヨボシカタ ﾖﾎﾞｼｶﾀ
10859 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 四反地 ﾖﾝﾀﾝﾁ
10835 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ リサダ ﾘｻﾀﾞ
11096 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ リンセンジ ﾘﾝｾﾝｼﾞ
10891 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁ
10885 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ワキノ谷 ﾜｷﾉﾀﾆ
11084 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ ワダノ谷 ﾜﾀﾞﾉﾀﾆ
10901 東中筋01 江ノ村 ｴﾉﾑﾗ 渡リノ本 ﾜﾀﾘﾉﾓﾄ
11189 東中筋02 間 ﾊｻﾞﾏ イヨトケ ｲﾖﾄｹ
11195 東中筋02 間 ﾊｻﾞﾏ カスガ ｶｽｶﾞ
11192 東中筋02 間 ﾊｻﾞﾏ 上丁田 ｶﾐﾁﾖｳﾃﾞﾝ
11191 東中筋02 間 ﾊｻﾞﾏ 下丁田 ｼﾓﾁﾖｳﾃﾞﾝ
11193 東中筋02 間 ﾊｻﾞﾏ 高市 ﾀｶｲﾁ
11190 東中筋02 間 ﾊｻﾞﾏ 中沢 ﾅｶｻﾞﾜ
11194 東中筋02 間 ﾊｻﾞﾏ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
11250 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 浅ノ谷 ｱｻﾉﾀﾆ
11226 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 池ヒラ ｲｹﾋﾗ
11243 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 池ヒラ谷 ｲｹﾋﾗﾀﾞﾆ
11223 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 石鼻 ｲｼﾊﾞﾅ
11210 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 上ノ原 ｳｴﾉﾊﾗ
11201 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 榎船戸 ｴﾉｷﾌﾅﾄﾞ
11260 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 大門 ｵｵｶﾄﾞ
11224 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 大越ノ谷 ｵｵｺﾞｼﾉﾀﾆ
11289 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 大シュク ｵｵｼﾕｸ
11255 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 大シュク谷 ｵｵｼﾕｸﾀﾞﾆ
11282 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 大堂平 ｵｵﾄﾞｳﾋﾗ
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11300 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 大堂平山 ｵｵﾄﾞｳﾋﾗﾔﾏ
11303 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 大堂山 ｵｵﾄﾞｳﾔﾏ
11218 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
11266 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 奥田 ｵｸﾀﾞ
11281 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
11269 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 柿ノ木谷 ｶｷﾉｷﾀﾞﾆ
11287 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 梶畑 ｶｼﾞﾊﾀ
11301 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ カ子サコ ｶﾈｻｺ
11285 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ カフス ｶﾌｽ
11284 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ カフス川山 ｶﾌｽｶﾞﾜﾔﾏ
11305 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ カブス川山 ｶﾌﾞｽｶﾞﾜﾔﾏ
11240 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 川原崎 ｶﾜﾊﾗｻﾞｷ
11257 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 北浅ノ谷 ｷﾀｱｻﾉﾀﾆ
11238 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 北土居ノ下 ｷﾀﾄﾞｲﾉｼﾀ
11230 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 北ヒエシリ ｷﾀﾋｴｼﾘ
11299 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 北妙見寺 ｷﾀﾐﾖｳｹﾝｼﾞ
11215 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 北脇ノ谷 ｷﾀﾜｷﾉﾀﾆ
11279 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 木ノ下 ｷﾉｼﾀ
11259 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 楠ノ木 ｸｽﾉｷ
11262 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 小越 ｺｺﾞｴ
11273 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 小谷 ｺﾀﾆ
11261 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾞﾁ
11278 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ サコヤシキ ｻｺﾔｼｷ
11293 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ サコヤシキ山 ｻｺﾔｼｷﾔﾏ
11247 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 島ノ本 ｼﾏﾉﾓﾄ
11246 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 島ノ山 ｼﾏﾉﾔﾏ
11276 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ シモウラ ｼﾓｳﾗ
11253 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 下ノ谷 ｼﾓﾉﾀﾆ
11286 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ ジルタ ｼﾞﾙﾀ
11209 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ シンカエ ｼﾝｶｴ
11251 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ ソガノヲ ｿｶﾞﾉｵ
11274 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 谷山添 ﾀﾆﾔﾏｿﾞｴ
11248 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 丁ダ ﾁﾖｳﾀﾞ
11268 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 土穴 ﾂﾁｱﾅ
11245 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ テシロヲカ ﾃｼﾛｵｶ
11219 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 店屋床 ﾃﾝﾔﾕｶ
11249 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 土居森 ﾄﾞｲﾓﾘ
11296 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 長サコ山 ﾅｶﾞｻｺﾔﾏ
11256 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
11277 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 中平屋敷 ﾅｶﾋﾗﾔｼｷ
11221 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西石鼻 ﾆｼｲｼﾊﾞﾅ
11290 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西大シュク ﾆｼｵｵｼﾕｸ
11302 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西大當山 ﾆｼｵｵﾄｳﾔﾏ
11204 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西柿ノ内 ﾆｼｶｷﾉｳﾁ
11291 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西小谷 ﾆｼｺﾀﾆ
11212 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西タツノ口 ﾆｼﾀﾂﾉｸﾁ
11220 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西経塚 ﾆｼﾂﾈﾂﾞｶ
11199 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西中嶋 ﾆｼﾅｶﾊﾄ
11263 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西ノ森 ﾆｼﾉﾓﾘ
11205 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西ヒエジリ ﾆｼﾋｴｼﾞﾘ
11294 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
11234 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西船戸 ﾆｼﾌﾅﾄﾞ
11242 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西程岡 ﾆｼﾎﾄﾞｵｶ
11265 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西本田 ﾆｼﾎﾝﾃﾞﾝ
11231 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西松村 ﾆｼﾏﾂﾑﾗ
11197 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西見上石 ﾆｼﾐｱｹﾞｲｼ
11298 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西妙見寺 ﾆｼﾐﾖｳｹﾝｼﾞ
11214 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 西脇ノ谷 ﾆｼﾜｷﾉﾀﾆ
11283 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 鼠谷 ﾈｽﾞﾐﾀﾆ
11304 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 白皇山 ﾊｸｵｳﾔﾏ
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11295 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東浅ノ谷 ﾋｶﾞｼｱｻﾉﾀﾆ
11244 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東池平 ﾋｶﾞｼｲｹﾋﾗ
11203 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東柿ノ内 ﾋｶﾞｼｶｷﾉｳﾁ
11292 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東小谷 ﾋｶﾞｼｺﾀﾆ
11206 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東シンカエ ﾋｶﾞｼｼﾝｶｴ
11211 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東タツノ口 ﾋｶﾞｼﾀﾂﾉｸﾁ
11222 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東経塚 ﾋｶﾞｼﾂﾈﾂﾞｶ
11237 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東土居ノ下 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲﾉｼﾀ
11198 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東中嶋 ﾋｶﾞｼﾅｶﾊﾄ
11232 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東ヒエシリ ﾋｶﾞｼﾋｴｼﾘ
11235 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東船ナト ﾋｶﾞｼﾌﾅﾄ
11264 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東本田 ﾋｶﾞｼﾎﾝﾃﾞﾝ
11233 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東松村 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾑﾗ
11297 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東妙見寺 ﾋｶﾞｼﾐﾖｳｹﾝｼﾞ
11216 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 東脇ノ谷 ﾋｶﾞｼﾜｷﾉﾀﾆ
11307 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 桧尾 ﾋﾉｷｵ
11239 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 船戸 ﾌﾅﾄﾞ
11202 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 船コ崎 ﾌﾈｺｻｷ
11272 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 古屋谷 ﾌﾙﾔﾀﾆ
11241 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 程岡 ﾎﾄﾞｵｶ
11227 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ マコリサコ ﾏﾕﾘｻｺ
11229 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 丸池 ﾏﾙｲｹ
11196 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 見上石 ﾐｱｹﾞｲｼ
11254 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 見上石山 ﾐｱｹﾞｲｼﾔﾏ
11208 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ ミソタ ﾐｿﾀ
11252 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 南大シュク ﾐﾅﾐｵｵｼﾕｸ
11236 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 南土居ノ下 ﾐﾅﾐﾄﾞｲﾉｼﾀ
11271 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 南古屋谷 ﾐﾅﾐﾌﾙﾔﾀﾆ
11228 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 南マコリサコ ﾐﾅﾐﾏｺﾘｻｺ
11275 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 南妙見寺 ﾐﾅﾐﾐﾖｳｹﾝｼﾞ
11213 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 南脇ノ谷 ﾐﾅﾐﾜｷﾉﾀﾆ
11258 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 峯屋敷 ﾐﾈﾔｼｷ
11207 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
11306 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 耳切 ﾐﾐｷﾚ
11280 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 妙見寺 ﾐﾖｳｹﾝｼﾞ
11225 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 柳ノ原 ﾔﾅｷﾞﾉﾊﾗ
11267 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 山野神 ﾔﾏﾉｶﾐ
11217 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 脇ノ谷 ﾜｷﾉﾀﾆ
11288 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 脇ノ谷山 ﾜｷﾉﾀﾆﾔﾏ
11270 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ 和田ノ谷 ﾜﾀﾞﾉﾀﾆ
11200 東中筋03 荒川 ｱﾗｶﾜ ワントヲ ﾜﾝﾄｵ
11421 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 青木谷 ｱｵｷﾀﾞﾆ
11398 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 青木谷山 ｱｵｷﾀﾞﾆﾔﾏ
11402 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 浅ノミ谷 ｱｻﾉﾐﾀﾞﾆ
11441 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ イケワダ ｲｹﾜﾀﾞ
11381 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 上野田 ｳｴﾉﾃﾞﾝ
11377 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ウトノ口 ｳﾄﾉｸﾁ
11410 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ウトノクチ ｳﾄﾉｸﾁ
11345 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 大谷 ｵｵﾀﾆ
11436 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 大谷白土山 ｵｵﾀﾆｼﾗﾂﾁﾔﾏ
11324 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 大橋北 ｵｵﾊｼｷﾀ
11323 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 大橋ノ北 ｵｵﾊｼﾉｷﾀ
11424 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 岡ノ段 ｵｶﾉﾀﾞﾝ
11422 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ヲリヲウ山 ｵﾘｵｳﾔﾏ
11423 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ヲリヲノハナ ｵﾘｵﾉﾊﾅ
11400 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ヲリヲノハナ山 ｵﾘｵﾉﾊﾅﾔﾏ
11399 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ヲリヲ山 ｵﾘｵﾔﾏ
11396 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 影平山 ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
11353 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 上カラウト谷 ｶﾐｶﾗｳﾄﾀﾞﾆ
11340 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 上ワダ ｶﾐﾜﾀﾞ
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11432 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ カラウト ｶﾗｳﾄ
11350 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ カラウト谷 ｶﾗｳﾄﾀﾞﾆ
11408 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 祇園谷 ｷﾞｵﾝﾀﾞﾆ
11409 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 祇園山 ｷﾞｵﾝﾔﾏ
11386 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ キシ前 ｷｼﾏｴ
11379 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 北ヲキヤシキ ｷﾀｵｷﾔｼｷ
11370 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 北川原田 ｷﾀｶﾜﾊﾗﾀﾞ
11383 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 北草木薮 ｷﾀｸｻｷﾔﾌﾞ
11330 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 北高市 ｷﾀﾀｶｲﾁ
11336 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 北ナンコヲ ｷﾀﾅﾝｺｵ
11369 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 清水フスキ ｷﾖﾐｽﾞﾌｽｷ
11382 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ クシヤシキ ｸｼﾔｼｷ
11420 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 国木谷 ｸﾆｷﾀﾞﾆ
11372 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 国見越 ｸﾆﾐｺﾞｴ
11429 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 国見越 ｸﾆﾐｺﾞｴ
11426 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 国見越北平 ｸﾆﾐｺﾞｴｷﾀﾋﾗ
11427 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 国見越南 ｸﾆﾐｺﾞｴﾐﾅﾐ
11428 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 国見越南平 ｸﾆﾐｺﾞｴﾐﾅﾐﾋﾗ
11394 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ コウスワ ｺｳｽﾜ
11418 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ コヲスワ山 ｺｵｽﾜﾔﾏ
11332 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 五代地 ｺﾞﾀﾞｲﾁ
11435 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 小谷 ｺﾀﾆ
11438 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 小弘岡 ｺﾋﾛｵｶ
11401 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 小向山 ｺﾑｶｲﾔﾏ
11374 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 御門前 ｺﾞﾓﾝﾏｴ
11367 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ サクエモンダ ｻｸｴﾓﾝﾀﾞ
11347 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ サルハシリ ｻﾙﾊｼﾘ
11434 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 猿走 ｻﾙﾊﾞｼﾘ
11430 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 繁ミ山 ｼｹﾞﾐﾔﾏ
11352 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 下カラウト谷 ｼﾓｶﾗｳﾄﾀﾞﾆ
11328 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 下クヒテ ｼﾓｸﾋﾃ
11329 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 下クビテ ｼﾓｸﾋﾞﾃ
11437 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 下小弘岡 ｼﾓｺﾋﾛｵｶ
11359 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 下横田 ｼﾓﾖｺﾀ
11341 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 下ワダ ｼﾓﾜﾀﾞ
11343 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 十四代 ｼﾞﾕｳｼﾀﾞｲ
11338 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 白土 ｼﾗﾂﾁ
11339 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 白土谷 ｼﾗﾂﾁﾀﾞﾆ
11308 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ シンカエ ｼﾝｶｴ
11331 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ソ子 ｿﾈ
11397 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 高野山 ﾀｶﾉﾔﾏ
11378 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 竹ソイ ﾀｹｿｲ
11357 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ タテボシ ﾀﾃﾎﾞｼ
11411 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ
11389 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
11403 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 辻堂山 ﾂｼﾞﾄﾞｳﾔﾏ
11354 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 天神谷 ﾃﾝｼﾞﾝﾀﾞﾆ
11431 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 天神谷 ﾃﾝｼﾞﾝﾀﾞﾆ
11404 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 天神谷山 ﾃﾝｼﾞﾝﾀﾞﾆﾔﾏ
11390 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 轟平山 ﾄﾄﾞﾛｷﾋﾗﾔﾏ
11412 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 轟平山 ﾄﾄﾞﾛｷﾋﾗﾔﾏ
11375 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 中ヶ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
11361 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 中澤 ﾅｶｻﾞﾜ
11325 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
11413 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 中奈路 ﾅｶﾅﾛ
11385 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 中野田 ﾅｶﾉﾀﾞ
11414 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ナキノコ ﾅｷﾉｺ
11416 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 名木ノ子 ﾅｷﾉﾈ
11320 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西大柳 ﾆｼｵｵﾔﾅｷﾞ
11316 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西島 ﾆｼｼﾞﾏ
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11327 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西シモヤシキ ﾆｼｼﾓﾔｼｷ
11314 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西外澤 ﾆｼｿﾄｻﾞﾜ
11358 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西立エボシ ﾆｼﾀﾃｴﾎﾞｼ
11318 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西トヲノ丸 ﾆｼﾄｵﾉﾏﾙ
11406 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西中島 ﾆｼﾅｶｼﾞﾏ
11392 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西中ノナロ ﾆｼﾅｶﾉﾅﾛ
11388 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西ヒノ口 ﾆｼﾋﾉｸﾁ
11310 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西フジガソ子 ﾆｼﾌｼﾞｶﾞｿﾈ
11309 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西フチカソ子 ﾆｼﾌﾁｶｿﾈ
11349 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西フトヲノハナ ﾆｼﾌﾄｵﾉﾊﾅ
11364 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西本田 ﾆｼﾎﾝﾃﾞﾝ
11365 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 西向江田 ﾆｼﾑｶｲｴﾀﾞ
11321 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東大柳 ﾋｶﾞｼｵｵﾔﾅｷﾞ
11317 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東島 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ
11326 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東シモヤシキ ﾋｶﾞｼｼﾓﾔｼｷ
11315 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東外澤 ﾋｶﾞｼｿﾄｻﾞﾜ
11417 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東瀧山 ﾋｶﾞｼﾀｷﾔﾏ
11351 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
11319 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東トヲノ丸 ﾋｶﾞｼﾄｵﾉﾏﾙ
11415 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東中奈路 ﾋｶﾞｼﾅｶﾅﾛ
11391 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東中ノナロ ﾋｶﾞｼﾅｶﾉﾅﾛ
11387 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東ヒノ口 ﾋｶﾞｼﾋﾉｸﾁ
11313 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東フチカソコ ﾋｶﾞｼﾌﾁｶｿｺ
11312 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東フチカソ子 ﾋｶﾞｼﾌﾁｶｿﾈ
11348 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東フトヲノハナ ﾋｶﾞｼﾌﾄｵﾉﾊﾅ
11439 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東本田 ﾋｶﾞｼﾎﾝﾃﾞﾝ
11366 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東向江田 ﾋｶﾞｼﾑｶｲｴﾀﾞ
11373 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
11425 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 火ノ奥 ﾋﾉｵｸ
11356 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 榎澤 ﾋﾉｷｻﾞﾜ
11337 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 弘岡 ﾋﾛｵｶ
11342 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 弘岡ノ元 ﾋﾛｵｶﾉﾓﾄ
11334 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 藤ヶ崎 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ
11311 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ フジガソ子 ﾌｼﾞｶﾞｿﾈ
11346 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 二又サコ ﾌﾀﾏﾀｻｺ
11344 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 二又サコ東谷 ﾌﾀﾏﾀｻｺﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
11433 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 防ヶ谷 ﾎﾞｳｶﾞﾀﾞﾆ
11405 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 防ヶ谷山 ﾎﾞｳｶﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
11355 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ホキノ下 ﾎｷﾉｼﾀ
11362 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ホトケサキ ﾎﾄｹｻｷ
11363 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ホトケザキ ﾎﾄｹｻﾞｷ
11380 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 南沖屋敷 ﾐﾅﾐｵｷﾔｼｷ
11368 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 南川原田 ﾐﾅﾐｶﾜﾊﾗﾀﾞ
11384 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 南草木薮 ﾐﾅﾐｸｻｷﾔﾌﾞ
11335 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 南ナンコヲ ﾐﾅﾐﾅﾝｺｵ
11407 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ ミヤゲ石 ﾐﾔｹﾞｲｼ
11371 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 森松 ﾓﾘﾏﾂ
11333 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 門口川南 ﾓﾝｸﾞﾁｶﾞﾜﾐﾅﾐ
11419 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 柳ヶ内 ﾔﾅｷﾞｶﾞｳﾁ
11395 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 柳ヶ内山 ﾔﾅｷﾞｶﾞｳﾁﾔﾏ
11376 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 山ノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ
11322 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 山伏地 ﾔﾏﾌｾﾁ
11360 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 横田 ﾖｺﾀ
11440 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 四反田 ﾖﾝﾀﾝﾀﾞ
11393 東中筋04 国見 ｸﾆﾐ 櫓木山 ﾛｷﾔﾏ
11526 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ アカバガサコ ｱｶﾊﾞｶﾞｻｺ
11479 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 天良山 ｱﾏﾗﾔﾏ
11505 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ イゲノ木 ｲｹﾞﾉｷ
11506 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ イゲノ本 ｲｹﾞﾉﾓﾄ
11539 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 石神谷 ｲｼｶﾞﾐﾀﾆ
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11517 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ イシソ子 ｲｼｿﾈ
11550 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ イハ ｲﾊ
11452 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ イバノマエ ｲﾊﾞﾉﾏｴ
11456 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ イモシ池 ｲﾓｼｲｹ
11471 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 内サ子モリ ｳﾁｻﾈﾓﾘ
11496 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 馬渡 ｳﾏﾜﾀﾘ
11537 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ エブスデン ｴﾌﾞｽﾃﾞﾝ
11448 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 扇田 ｵｵｷﾞﾀﾞ
11510 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 大タヲ ｵｵﾀｵ
11512 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 大谷 ｵｵﾀﾆ
11530 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
11489 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 大峰 ｵｵﾐﾈ
11538 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲカエブス谷 ｵｶｴﾌﾞｽﾀﾞﾆ
11523 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲカナカヲサキ ｵｶﾅｶｵｻｷ
11556 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲク大谷 ｵｸｵｵﾀﾆ
11553 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲクカリタメ ｵｸｶﾘﾀﾒ
11562 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲクコサイタ ｵｸｺｻｲﾀ
11545 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲクセハサコ ｵｸｾﾊｻｺ
11554 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲクマタカリ ｵｸﾏﾀｶﾘ
11472 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲサキ ｵｻｷ
11478 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 大人 ｵﾋﾄ
11501 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヲリカリタメ ｵﾘｶﾘﾀﾒ
11513 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ カイセン ｶｲｾﾝ
11447 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ カイトコ ｶｲﾄｺ
11541 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 上大田 ｶﾐｵｵﾀ
11531 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 神ノ木 ｶﾐﾉｷ
11499 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ カリタメ ｶﾘﾀﾒ
11451 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ キシノ下 ｷｼﾉｼﾀ
11449 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 北沢 ｷﾀｻﾞﾜ
11455 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 北澤 ｷﾀｻﾞﾜ
11486 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 北松澤 ｷﾀﾏﾂｻﾞﾜ
11474 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 木ノ下 ｷﾉｼﾀ
11504 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ キヨ谷 ｷﾖﾀﾆ
11453 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ クサリ ｸｻﾘ
11561 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ クシ ｸｼ
11540 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ クスノキ ｸｽﾉｷ
11498 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ クチカリタメ ｸﾁｶﾘﾀﾒ
11548 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ クチセハサコ ｸﾁｾﾊｻｺ
11502 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ クチマタカリ ｸﾁﾏﾀｶﾘ
11536 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ サイタ ｻｲﾀ
11490 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ サキ本 ｻｷﾓﾄ
11529 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ サクヤシキ ｻｸﾔｼｷ
11468 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ サ子モリ ｻﾈﾓﾘ
11507 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ シコハン ｼｺﾊﾝ
11460 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 四十代 ｼｼﾞﾕｳﾀﾞｲ
11485 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ シハタ ｼﾊﾀ
11542 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 下大田 ｼﾓｵｵﾀ
11461 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 城ヶ谷 ｼﾛｶﾞﾀﾆ
11442 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ シロ入道 ｼﾛﾆｭｳﾄﾞｳ
11563 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ シンイリ ｼﾝｲﾘ
11465 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ シンカイ ｼﾝｶｲ
11508 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ススダマ ｽｽﾀﾞﾏ
11470 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 外サ子モリ ｿﾄｻﾈﾓﾘ
11535 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 高森 ﾀｶﾓﾘ
11516 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ タチメ ﾀﾁﾒ
11443 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 近沢田 ﾁｶｻﾜﾃﾞﾝ
11454 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 近澤田 ﾁｶｻﾜﾃﾞﾝ
11491 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 手良田 ﾃﾗﾀﾞ
11528 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ テンノヲ ﾃﾝﾉｵ
11527 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 童ノサコ ﾄﾞｳﾉｻｺ
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11509 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ トヲゲ ﾄｵｹﾞ
11463 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 鰌池 ﾄﾞｼﾞﾖｳｲｹ
11464 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 鰌池 ﾄﾞｼﾞﾖｳｲｹ
11532 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ナカヲ ﾅｶｵ
11522 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ナガヲサキ ﾅｶﾞｵｻｷ
11462 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 中城ヶ谷 ﾅｶｼﾛｶﾞﾀﾆ
11555 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 長専寺 ﾅｶﾞｾﾝｼﾞ
11511 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 中ノウ子 ﾅｶﾉｳﾈ
11515 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
11487 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 中松澤 ﾅｶﾏﾂｻﾞﾜ
11445 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ナミヤナキ ﾅﾐﾔﾅｷ
11482 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 西城 ﾆｼｼﾛ
11544 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 西セハサコ ﾆｼｾﾊｻｺ
11543 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 西セバサコ ﾆｼｾﾊﾞｻｺ
11466 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ニシツルイ ﾆｼﾂﾙｲ
11492 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 西ノ鼻 ﾆｼﾉﾊﾅ
11475 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 西松澤 ﾆｼﾏﾂｻﾞﾜ
11558 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ハイカサコ ﾊｲｶｻｺ
11521 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ハイガサコ ﾊｲｶﾞｻｺ
11488 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ハケノ下 ﾊｹﾉｼﾀ
11524 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 鼻ナカヲサキ ﾊﾅｶｵｻｷ
11559 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 鼻ノ森 ﾊﾅﾉﾓﾘ
11497 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヒエタ ﾋｴﾀ
11480 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 東天良山 ﾋｶﾞｼｱﾏﾗﾔﾏ
11564 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 東城 ﾋｶﾞｼｼﾛ
11546 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 東セハサコ ﾋｶﾞｼｾﾊｻｺ
11446 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 東ソ子 ﾋｶﾞｼｿﾈ
11534 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
11477 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 東松澤 ﾋｶﾞｼﾏﾂｻﾞﾜ
11560 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
11549 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 平太郎 ﾋﾗﾀﾛｳ
11500 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ フカタ ﾌｶﾀ
11551 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ フコテ ﾌｺﾃ
11481 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ フゴデ ﾌｺﾞﾃﾞ
11484 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ フゴデ ﾌｺﾞﾃﾞ
11458 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ フジガサキ ﾌｼﾞｶﾞｻｷ
11473 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 二重 ﾌﾀｴ
11457 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ フヂカサキ ﾌﾁﾞｶｻｷ
11469 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヘサイテン ﾍｻｲﾃﾝ
11557 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 棒ヶ一 ﾎﾞｳｶﾞｲﾁ
11514 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 棒主谷 ﾎﾞｳｼﾕﾀﾆ
11493 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ホトヲカ ﾎﾄｵｶ
11552 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ホトラカ ﾎﾄﾗｶ
11503 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ マタカリ ﾏﾀｶﾘ
11476 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 松澤 ﾏﾂｻﾞﾜ
11519 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ミチカ谷 ﾐﾁｶﾀﾞﾆ
11467 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 南大峯 ﾐﾅﾐｵｵﾐﾈ
11547 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 南セハサコ ﾐﾅﾐｾﾊｻｺ
11444 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 名連 ﾐﾖｳﾚﾝ
11494 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ミヨタ ﾐﾖﾀ
11495 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ミヨダ ﾐﾖﾀﾞ
11483 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ム子 ﾑﾈ
11520 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ モモノ木 ﾓﾓﾉｷ
11518 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヤシキタ ﾔｼｷﾀ
11525 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヤナギノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
11533 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヨクコサイタ ﾖｸｺｻｲﾀ
11450 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ ヨコタ ﾖｺﾀ
11459 東中筋05 楠島 ｸｽｼﾏ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁ
11609 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 明リ障子 ｱｶﾘｼﾖｳｼﾞ
11736 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 浅ヶ谷 ｱｻｶﾞﾀﾆ
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11655 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 浅ヶ谷口 ｱｻｶﾞﾀﾆｸﾁ
11775 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 浅村 ｱｻﾑﾗ
11644 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ アゾヲノバタ ｱｿﾞｵﾉﾊﾞﾀ
11763 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ アゾヲノ山 ｱｿﾞｵﾉﾔﾏ
11725 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ イケダ ｲｹﾀﾞ
11740 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 池田屋式 ｲｹﾀﾞﾔｼｷ
11741 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 池田屋敷 ｲｹﾀﾞﾔｼｷ
11693 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ イケンナロ ｲｹﾝﾅﾛ
11589 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 石橋 ｲｼﾊﾞｼ
11635 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ イセキ ｲｾｷ
11710 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ イテン谷 ｲﾃﾝﾀﾞﾆ
11614 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上高畑 ｳｴﾀｶﾊﾀ
11657 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 内平地 ｳﾁﾋﾗﾁ
11737 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ウナギタ ｳﾅｷﾞﾀ
11738 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ウナギダ ｳﾅｷﾞﾀﾞ
11606 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ヘ大山口 ｳﾍｵｵﾔﾏｸﾞﾁ
11613 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ヘケサヲ ｳﾍｹｻｵ
11692 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ヘコクトナロ ｳﾍｺｸﾄﾅﾛ
11568 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ヘサコノ谷 ｳﾍｻｺﾉﾀﾞﾆ
11604 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ヘトヲ谷 ｳﾍﾄｵﾀﾞﾆ
11601 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ヘヒヂキ谷 ｳﾍﾋﾁﾞｷﾀﾞﾆ
11735 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 馬ノクソ ｳﾏﾉｸｿ
11653 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ エラ ｴﾗ
11689 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 狼谷 ｵｵｶﾐﾀﾆ
11599 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 大ギレ ｵｵｷﾞﾚ
11642 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 大竹 ｵｵﾀｹ
11668 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 大戸新田 ｵｵﾄﾞｼﾝﾃﾞﾝ
11605 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 大山口 ｵｵﾔﾏｸﾞﾁ
11757 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 岡崎 ｵｶｻﾞｷ
11610 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 奥田 ｵｸﾀﾞ
11744 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヲゲヤシキ ｵｹﾞﾔｼｷ
11715 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヲソコエ山 ｵｿｺｴﾔﾏ
11774 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヲソゴエ山 ｵｿｺﾞｴﾔﾏ
11699 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
11698 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヲリツキ山 ｵﾘﾂｷﾔﾏ
11672 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ カキノ木バタ ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
11768 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ カザシ山 ｶｻﾞｼﾔﾏ
11722 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
11639 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ カドタ ｶﾄﾞﾀ
11714 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 金山 ｶﾈﾔﾏ
11646 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミアゾヲノバタ ｶﾐｱｿﾞｵﾉﾊﾞﾀ
11711 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミイデン谷 ｶﾐｲﾃﾞﾝﾀﾞﾆ
11649 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミ上崎 ｶﾐｳｴｻｷ
11626 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミウシロ高キ ｶﾐｳｼﾛﾀｶｷ
11584 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上小ガザシ ｶﾐｺｶﾞｻﾞｼ
11595 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ カミダ ｶﾐﾀﾞ
11648 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミ高崎 ｶﾐﾀｶｻｷ
11766 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ カミダ山 ｶﾐﾀﾞﾔﾏ
11679 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミ寺尾ヤシキ ｶﾐﾃﾗｵﾔｼｷ
11630 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミトヲケ谷 ｶﾐﾄｵｹﾀﾆ
11618 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミ西原 ｶﾐﾆｼﾊﾗ
11684 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミヌタツボ ｶﾐﾇﾀﾂﾎﾞ
11747 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 神ノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
11767 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ヒチギ谷 ｶﾐﾋﾁｷﾞﾀﾞﾆ
11697 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミサイヂ ｶﾐﾐｻｲﾁﾞ
11702 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミムクノ木ナロ ｶﾐﾑｸﾉｷﾅﾛ
11598 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 上ミ山ノ神 ｶﾐﾔﾏﾉｶﾐ
11580 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
11681 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 亀ノ谷 ｶﾒﾉﾀﾆ
11573 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 北サコノ谷 ｷﾀｻｺﾉﾀﾞﾆ
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11753 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 北ゼンケンアン ｷﾀｾﾞﾝｹﾝｱﾝ
11634 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 北トヲケ谷 ｷﾀﾄｵｹﾀﾆ
11723 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ギデン ｷﾞﾃﾞﾝ
11582 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 口小ガザシ ｸﾁｺｶﾞｻﾞｼ
11765 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 口鉄山 ｸﾁﾃﾂﾔﾏ
11724 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ クマガ谷 ｸﾏｶﾞﾀﾞﾆ
11611 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ケサヲ ｹｻｵ
11769 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ケサキ ｹｻｷ
11771 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ゴイ山 ｺﾞｲﾔﾏ
11627 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ゴイ山ノ下 ｺﾞｲﾔﾏﾉｼﾀ
11581 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 江ノ口 ｺｳﾉｸﾁ
11728 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ コヲヤバタ ｺｵﾔﾊﾞﾀ
11587 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 小ガザシ谷 ｺｶﾞｻﾞｼﾀﾆ
11585 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 小カサシ山 ｺｶｻｼﾔﾏ
11691 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ コクトナ口 ｺｸﾄﾅｸﾁ
11665 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
11608 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ コヤケ谷 ｺﾔｹﾀﾞﾆ
11607 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ コヤケ谷ノ下タ ｺﾔｹﾀﾞﾆﾉｼﾀ
11706 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ コヤゲナロ ｺﾔｹﾞﾅﾛ
11760 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 堺ノ尾 ｻｶｲﾉｵ
11616 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 坂ノヲリツキ ｻｶﾉｵﾘﾂｷ
11566 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ サコノ谷口 ｻｺﾉﾀﾞﾆｸﾁ
11762 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ サコ山 ｻｺﾔﾏ
11717 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ サルノツラ ｻﾙﾉﾂﾗ
11667 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 三反田 ｻﾝﾀﾝﾀﾞ
11716 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 繁生山 ｼｹﾞｵﾔﾏ
11577 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 下タアゾヲノ ｼﾀｱｿﾞｵﾉ
11572 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 下タサコノ谷 ｼﾀｻｺﾉﾀﾞﾆ
11615 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 下タ高畑 ｼﾀﾀｶﾊﾀ
11625 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 下モウシロ高キ ｼﾓｳｼﾛﾀｶｷ
11719 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 下モサルノツラ ｼﾓｻﾙﾉﾂﾗ
11619 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 下モ西原 ｼﾓﾆｼﾊﾗ
11703 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 城重 ｼﾛｶﾞｻﾈ
11704 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 城重谷 ｼﾛｶﾞｻﾈﾀﾞﾆ
11705 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 城重山 ｼﾛｶﾞｻﾈﾔﾏ
11671 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 城山 ｼﾛﾔﾏ
11652 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
11661 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 杉ノ尾 ｽｷﾞﾉｵ
11658 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 杉ノ下 ｽｷﾞﾉｼﾀ
11776 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ スノダ ｽﾉﾀﾞ
11750 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ セキショ谷 ｾｷｼﾖﾀﾞﾆ
11752 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ゼンケンアン ｾﾞﾝｹﾝｱﾝ
11651 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 善光 ｾﾞﾝｺｳ
11673 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ダイロク ﾀﾞｲﾛｸ
11624 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 高キ ﾀｶｷ
11770 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 高ギ ﾀｶｷﾞ
11647 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 高崎 ﾀｶｻｷ
11617 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 高畑 ﾀｶﾊﾀ
11721 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 宅見ヶ市 ﾀｸﾐｶﾞｲﾁ
11669 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
11754 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ タコノダ ﾀｺﾉﾀﾞ
11730 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 龍頭山 ﾀﾂｶﾞｼﾗﾔﾏ
11758 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
11666 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 谷ノ前 ﾀﾆﾉﾏｴ
11734 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 谷ノワキ ﾀﾆﾉﾜｷ
11732 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 谷ヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
11733 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 谷屋敷山 ﾀﾆﾔｼｷﾔﾏ
11707 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ チシヤノキ ﾁｼﾔﾉｷ
11588 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 鐡山 ﾃﾂﾔﾏ
11764 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 鉄山 ﾃﾂﾔﾏ
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11678 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 寺尾ヤシキ ﾃﾗｵﾔｼｷ
11677 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 寺谷 ﾃﾗﾀﾆ
11632 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ トウガ谷 ﾄｳｶﾞﾀﾆ
11772 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ トヲガ谷 ﾄｵｶﾞﾀﾆ
11629 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ トヲケ谷 ﾄｵｹﾀﾆ
11603 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ トヲ谷 ﾄｵﾀﾞﾆ
11593 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ トヲヂ ﾄｵﾁﾞ
11726 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ トリイバタ ﾄﾘｲﾊﾞﾀ
11576 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中アゾヲノ ﾅｶｱｿﾞｵﾉ
11645 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中アゾヲノバタ ﾅｶｱｿﾞｵﾉﾊﾞﾀ
11612 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中ケサヲ ﾅｶｹｻｵ
11583 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中小ガザシ ﾅｶｺｶﾞｻﾞｼ
11567 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中サコノ谷 ﾅｶｻｺﾉﾀﾞﾆ
11718 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中サルノツラ ﾅｶｻﾙﾉﾂﾗ
11602 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
11696 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中ミサイヂ ﾅｶﾐｻｲﾁﾞ
11701 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中ムクノ木ナロ ﾅｶﾑｸﾉｷﾅﾛ
11708 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 中ヤケソ川 ﾅｶﾔｹｿｶﾞﾜ
11575 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西アゾヲノ ﾆｼｱｿﾞｵﾉ
11745 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西ヲゲヤシキ ﾆｼｵｹﾞﾔｼｷ
11571 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西サコノ谷 ﾆｼｻｺﾉﾀﾞﾆ
11659 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西杉ノ下 ﾆｼｽｷﾞﾉｼﾀ
11759 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西谷口 ﾆｼﾀﾆｸﾁ
11633 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西トヲケ谷 ﾆｼﾄｵｹﾀﾆ
11640 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西ノ澤 ﾆｼﾉｻﾜ
11641 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西ノ沢 ﾆｼﾉｻﾜ
11638 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西マトバ ﾆｼﾏﾄﾊﾞ
11695 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西ミサイヂ ﾆｼﾐｻｲﾁﾞ
11731 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西メイダ ﾆｼﾒｲﾀﾞ
11709 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 西ヤケソ川 ﾆｼﾔｹｿｶﾞﾜ
11654 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 二反切レ ﾆﾀﾝｷﾚ
11682 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヌタツボ ﾇﾀﾂﾎﾞ
11688 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 子ビキ ﾈﾋﾞｷ
11662 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ノヨリ ﾉﾖﾘ
11680 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ハイノナロ ﾊｲﾉﾅﾛ
11749 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ハナセ ﾊﾅｾ
11748 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ハナセ口 ﾊﾅｾｸﾁ
11773 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ バラヲ谷山 ﾊﾞﾗｵﾀﾆﾔﾏ
11579 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ バン谷 ﾊﾞﾝﾀﾞﾆ
11574 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 東アゾヲノ ﾋｶﾞｼｱｿﾞｵﾉ
11569 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 東サコノ谷 ﾋｶﾞｼｻｺﾉﾀﾞﾆ
11743 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
11742 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 東谷口 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆｸﾁ
11727 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 東鳥居畑 ﾋｶﾞｼﾄﾘｲﾊﾞﾀ
11637 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 東マトバ ﾋｶﾞｼﾏﾄﾊﾞ
11620 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 東ヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
11650 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヒキノセ ﾋｷﾉｾ
11600 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヒヂキ谷 ﾋﾁﾞｷﾀﾞﾆ
11739 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヒロ畑 ﾋﾛﾊﾀ
11643 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 船戸屋敷 ﾌﾅﾄﾔｼｷ
11685 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 舟ノ川 ﾌﾈﾉｶﾜ
11686 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 舟ノ川谷 ﾌﾈﾉｶﾜﾀﾆ
11687 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 舟ノ川山 ﾌﾈﾉｶﾜﾔﾏ
11777 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ フロカ谷 ﾌﾛｶﾀﾆ
11664 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ブンデン ﾌﾞﾝﾃﾞﾝ
11755 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 前澤 ﾏｴｻﾞﾜ
11756 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 前沢 ﾏｴｻﾞﾜ
11663 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 前住寺 ﾏｴｽﾞﾐﾃﾞﾗ
11712 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ マヲク ﾏｵｸ
11713 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ マヲリ ﾏｵﾘ
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11656 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 松ノハナ ﾏﾂﾉﾊﾅ
11623 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 松本屋敷 ﾏﾂﾓﾄﾔｼｷ
11636 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 丸田 ﾏﾙﾀ
11690 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
11694 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ミサイヂ ﾐｻｲﾁﾞ
11746 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 水クミ谷 ﾐｽﾞｸﾐﾀﾞﾆ
11578 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南アゾヲノ ﾐﾅﾐｱｿﾞｵﾉ
11596 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南カミダ ﾐﾅﾐｶﾐﾀﾞ
11586 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南小カサシ ﾐﾅﾐｺｶｻｼ
11570 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南サコノ谷 ﾐﾅﾐｻｺﾉﾀﾞﾆ
11660 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南杉ノ下 ﾐﾅﾐｽｷﾞﾉｼﾀ
11670 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南竹ノハナ ﾐﾅﾐﾀｹﾉﾊﾅ
11631 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南トヲゲ谷 ﾐﾅﾐﾄｵｹﾞﾀﾆ
11594 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南トヲヂ ﾐﾅﾐﾄｵﾁﾞ
11592 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南徳定寺 ﾐﾅﾐﾄｸﾃｲｼﾞ
11683 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 南ヌタツボ ﾐﾅﾐﾇﾀﾂﾎﾞ
11676 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ミヤゾエ ﾐﾔｿﾞｴ
11591 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ミヤンタニ ﾐﾔﾝﾀﾆ
11700 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ムクノ木ナロ ﾑｸﾉｷﾅﾛ
11590 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ム子ノ上 ﾑﾈﾉｶﾐ
11622 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ム子ノ下 ﾑﾈﾉｼﾓ
11621 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ム子ノ下山 ﾑﾈﾉｼﾓﾔﾏ
11729 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ メイダ ﾒｲﾀﾞ
11751 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ メシモリヤマ ﾒｼﾓﾘﾔﾏ
11565 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 森本 ﾓﾘﾓﾄ
11778 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヤケソ川 ﾔｹｿｶﾜ
11628 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 八坂前 ﾔｻｶﾏｴ
11675 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヤツヲモテ ﾔﾂｵﾓﾃ
11597 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
11720 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 山バナ ﾔﾏﾊﾞﾅ
11674 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ ヨメン ﾖﾒﾝ
11761 東中筋06 森沢 ﾓﾘｻﾜ 礼ノ尾 ﾚｲﾉｵ
11880 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 秋重 ｱｷｼｹﾞ
11882 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 秋トシ ｱｷﾄｼ
11878 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 浅尾池 ｱｻｵｲｹ
11892 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 浅尾山 ｱｻｵﾔﾏ
11783 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ アゼダ ｱｾﾞﾀﾞ
11861 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 池田 ｲｹﾀﾞ
11841 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 石打 ｲｼｳﾁ
11793 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 石崎 ｲｼｻｷ
11931 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 石崎山 ｲｼｻﾞｷﾔﾏ
11844 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 石槌 ｲｼﾂﾞﾁ
11795 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 石見 ｲｼﾐ
11779 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 一ヶ谷 ｲﾁｶﾞﾀﾆ
11948 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 一ヶ谷下 ｲﾁｶﾞﾀﾆｼﾀ
11810 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 市ヶ橋 ｲﾁｶﾞﾊｼ
11900 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ イノ石 ｲﾉｲｼ
11811 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 今井 ｲﾏｲ
11819 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 今井口 ｲﾏｲｸﾁ
11919 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 今出来 ｲﾏﾃﾞｷ
11831 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 馬越 ｳﾏｺﾞｴ
11848 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 大聖 ｵｵｾｲ
11904 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 大松東 ｵｵﾏﾂﾋｶﾞｼ
11903 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 沖中芝 ｵｷﾅｶｼﾊﾞ
11927 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 尾首 ｵｸﾋﾞ
11958 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 尾首山 ｵｸﾋﾞﾔﾏ
11868 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ ヲコウド清元 ｵｺｳﾄﾞｷﾖﾓﾄ
11950 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ ヲコウト東平 ｵｺｳﾄﾋｶﾞｼﾀﾞｲﾗ
11949 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ ヲコウト南付 ｵｺｳﾄﾐﾅﾐﾂｹ
11866 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ ヲコド ｵｺﾄﾞ
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11947 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ ヲコド山 ｵｺﾄﾞﾔﾏ
11907 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 尾崎 ｵｻｷ
11894 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 尾崎山 ｵｻｷﾔﾏ
11885 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ ヲリノ前 ｵﾘﾉﾏｴ
11825 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 於呂ノ元 ｵﾛﾉﾓﾄ
11887 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 笠松クシ ｶｻﾏﾂｸｼ
11886 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 笠松南 ｶｻﾏﾂﾐﾅﾐ
11835 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ ガジガ池 ｶﾞｼﾞｶﾞｲｹ
11915 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 梶畑 ｶｼﾞﾊﾞﾀ
11876 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 上浅尾 ｶﾐｱｻｵ
11832 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 上佐田芝 ｶﾐｻﾀﾞｼﾊﾞ
11840 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 上広田 ｶﾐﾋﾛﾀ
11788 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 鴨浦 ｶﾓｳﾗ
11789 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 鴨原 ｶﾓﾊﾗ
11850 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 北九反田 ｷﾀｸﾀﾝﾀﾞ
11836 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 北高ソリ ｷﾀﾀｶｿﾘ
11854 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 北中野 ｷﾀﾅｶﾉ
11916 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 京塚ノ東 ｷﾖｳﾂｶﾉﾋｶﾞｼ
11923 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 京塚ノ南 ｷﾖｳﾂｶﾉﾐﾅﾐ
11895 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 久栄岸 ｸｴｷｼ
11851 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 九反田 ｸﾀﾝﾀﾞ
11873 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 口櫻内 ｸﾁｻｸﾗｳﾁ
11869 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 久保 ｸﾎﾞ
11870 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 久保ノ前 ｸﾎﾞﾉﾏｴ
11905 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 久保畑 ｸﾎﾞﾊﾞﾀｹ
11884 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 倉ヶ市 ｸﾗｶﾞｲﾁ
11906 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ クラナミ ｸﾗﾅﾐ
11794 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 久礼場 ｸﾚﾊﾞ
11796 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 久禮場清元 ｸﾚﾊﾞｷﾖﾓﾄ
11797 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 久礼場清元 ｸﾚﾊﾞｷﾖﾓﾄ
11930 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 久禮場山 ｸﾚﾊﾞﾔﾏ
11856 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ ケサダ ｹｻﾀﾞ
11879 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 見正寺 ｹﾝｼﾖｳｼﾞ
11799 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ コウカン駄場 ｺｳｶﾝﾀﾞﾊﾞ
11933 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ コウカンダバ山 ｺｳｶﾝﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
11855 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 郷ノ曾根 ｺﾞｳﾉｿﾈ
11830 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 江渕 ｺｳﾌﾞﾁ
11951 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 小櫻内 ｺｻｸﾗｳﾁ
11952 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 小櫻内東付 ｺｻｸﾗｳﾁﾋｶﾞｼﾂｹ
11849 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
11874 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 櫻内 ｻｸﾗｳﾁ
11954 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 櫻内南付 ｻｸﾗｳﾁﾐﾅﾐﾂｹ
11833 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 佐田芝 ｻﾀﾞｼﾊﾞ
11821 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 實近 ｻﾈﾁｶ
11859 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 三代地 ｻﾝﾀﾞｲﾁ
11803 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 三分一 ｻﾝﾌﾞｲﾁ
11787 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 自近 ｼﾞﾁｶ
11786 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 自近山 ｼﾞﾁｶﾔﾏ
11920 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 下今出来 ｼﾓｲﾏﾃﾞｷ
11918 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 下中原 ｼﾓﾅｶﾊﾗ
11818 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 下袋田 ｼﾓﾌｸﾛﾀﾞ
11846 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 下堀野 ｼﾓﾎﾘﾉ
11801 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 正路口 ｼﾖｳｼﾞｸﾞﾁ
11809 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 城山 ｼﾛﾔﾏ
11940 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 城山東平 ｼﾛﾔﾏﾋｶﾞｼﾀﾞｲﾗ
11899 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 甚坪 ｼﾞﾝﾂﾎﾞ
11824 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 信頼 ｼﾝﾗｲ
11913 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 汲地ノ元 ｽｲﾁﾉﾓﾄ
11827 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 水門 ｽｲﾓﾝ
11828 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 水門池ベリ ｽｲﾓﾝｲｹﾍﾞﾘ
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11912 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 杉ノ内 ｽｷﾞﾉｳﾁ
11822 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 摺鉢 ｽﾘﾊﾁ
11792 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 曾我ノ前 ｿｶﾞﾉﾏｴ
11875 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 孫惣山 ｿﾝｿｳｻﾞﾝ
11893 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 瀧ヶ谷 ﾀｷｶﾞﾀﾆ
11867 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 種崎 ﾀﾈｻｷ
11802 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 為屋敷 ﾀﾒﾔｼｷ
11845 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 段塚 ﾀﾞﾝﾂｶ
11842 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 地藏院 ﾁﾞｿﾞｳｲﾝ
11925 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 長善寺 ﾁﾖｳｾﾞﾝｼﾞ
11921 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 長善寺沖 ﾁﾖｳｾﾞﾝｼﾞｵｷ
11922 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 長善寺前 ﾁﾖｳｾﾞﾝｼﾞﾏｴ
11806 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
11808 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺田清元 ﾃﾗﾀﾞｷﾖﾓﾄ
11936 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺田西付山 ﾃﾗﾀﾞﾆｼﾂｷﾔﾏ
11939 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺田東山 ﾃﾗﾀﾞﾋｶﾞｼﾔﾏ
11937 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺田南付山 ﾃﾗﾀﾞﾐﾅﾐﾂｷﾔﾏ
11807 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺田本谷 ﾃﾗﾀﾞﾓﾄﾀﾆ
11938 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺田山 ﾃﾗﾀﾞﾔﾏ
11862 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺中 ﾃﾗﾅｶ
11946 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 寺中山 ﾃﾗﾅｶﾔﾏ
11888 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 天王 ﾃﾝｵｳ
11956 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 天王山 ﾃﾝｵｳﾔﾏ
11785 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 樋ノ口谷 ﾄｲﾉｸﾁﾀﾞﾆ
11929 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 樋ノ口本谷山 ﾄｲﾉｸﾁﾎﾝﾀﾆﾔﾏ
11928 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 樋ノ口山 ﾄｲﾉｸﾁﾔﾏ
11932 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 樋ノ口山 ﾄｲﾉｸﾁﾔﾏ
11896 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
11804 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 通屋敷 ﾄｳﾘﾔｼｷ
11857 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ トヲヤデン ﾄｵﾔﾃﾞﾝ
11953 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 冨山 ﾄﾐﾔﾏ
11871 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 冨山谷 ﾄﾐﾔﾏﾀﾆ
11843 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 長池 ﾅｶﾞｲｹ
11805 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 長田 ﾅｶﾞﾀ
11817 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 長谷山 ﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
11942 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 長ヶ谷山 ﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
11853 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 中野 ﾅｶﾉ
11917 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 長畑 ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
11901 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 中原 ﾅｶﾊﾗ
11959 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 中袋田 ﾅｶﾌｸﾛﾀﾞ
11877 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 中山 ﾅｶﾔﾏ
11872 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 中山下タ ﾅｶﾔﾏｼﾀ
11820 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 流田 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
11784 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 成佛谷 ﾅﾘﾎﾞﾄｹﾀﾞﾆ
11883 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 西ヶ市 ﾆｼｶﾞｲﾁ
11955 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 西ヶ市山 ﾆｼｶﾞｲﾁﾔﾏ
11891 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 西久栄岸 ﾆｼｸｴｷｼ
11837 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 西高ソリ ﾆｼﾀｶｿﾘ
11926 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 西谷 ﾆｼﾀﾆ
11791 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
11889 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 弐反地 ﾆﾀﾝﾁ
11890 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 二反地 ﾆﾀﾝﾁ
11898 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 野依 ﾉｲ
11813 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 能澤 ﾉｳｻﾜ
11782 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 橋詰 ﾊｼﾂﾞﾒ
11914 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 馬場 ﾊﾞﾊﾞ
11865 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 東ヲコド ﾋｶﾞｼｵｶﾄﾞ
11834 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 東佐田芝 ﾋｶﾞｼｻﾀﾞｼﾊﾞ
11858 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 東實近 ﾋｶﾞｼｻﾈﾁｶ
11838 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 東高ソリ ﾋｶﾞｼﾀｶｿﾘ
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11902 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 東中原 ﾋｶﾞｼﾅｶﾊﾗ
11860 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 東流田 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾚﾀﾞ
11944 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 東袋田山 ﾋｶﾞｼﾌｸﾛﾀﾞﾔﾏ
11781 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 平口 ﾋﾗｸﾞﾁ
11780 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 平元 ﾋﾗﾓﾄ
11839 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 広田 ﾋﾛﾀ
11814 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 袋田 ﾌｸﾛﾀﾞ
11815 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 袋田清元 ﾌｸﾛﾀﾞｷﾖﾓﾄ
11945 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 袋田東付山 ﾌｸﾛﾀﾞﾋｶﾞｼﾂｷﾔﾏ
11943 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 袋田南平山 ﾌｸﾛﾀﾞﾐﾅﾐﾀｲﾗﾔﾏ
11816 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 袋田南附山 ﾌｸﾛﾀﾞﾐﾅﾐﾂｷﾔﾏ
11941 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 袋田山 ﾌｸﾛﾀﾞﾔﾏ
11924 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 札ノ本 ﾌﾀﾞﾉﾓﾄ
11823 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 甫毛 ﾎｹﾞ
11847 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 堀野 ﾎﾘﾉ
11908 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 松澤 ﾏﾂｻﾜ
11909 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 松沢 ﾏﾂｻﾜ
11910 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 松澤清元 ﾏﾂｻﾜｷﾖﾓﾄ
11911 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 松沢清元 ﾏﾂｻﾜｷﾖﾓﾄ
11957 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 松澤山 ﾏﾂｻﾜﾔﾏ
11826 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 間ノ田 ﾏﾉﾃﾞﾝ
11798 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 丸田 ﾏﾙﾀ
11897 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 水垂 ﾐｽﾞﾀﾚ
11881 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
11829 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 元池 ﾓﾄｲｹ
11790 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 元池頭 ﾓﾄｲｹｶﾞｼﾗ
11934 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 弥次ヶ谷西平山 ﾔｼﾞｶﾞﾀﾆﾆｼﾀﾞｲﾗﾔﾏ
11935 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 弥次ヶ谷山 ﾔｼﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
11852 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 柳田 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ
11812 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 山際 ﾔﾏｷﾞﾜ
11800 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 山路田 ﾔﾏﾁﾃﾞﾝ
11863 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 柚ノ木谷 ﾕｽﾞﾉｷﾀﾞﾆ
11864 具同01 入田 ﾆﾕｳﾀ 柚ノ木谷口 ﾕｽﾞﾉｷﾀﾞﾆｸﾁ
12272 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ あいのさわ ｱｲﾉｻﾜ
12452 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 相ノ沢団地 ｱｲﾉｻﾜﾀﾞﾝﾁ
12192 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 青木沢 ｱｵｷｻﾜ
12179 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 青木橋 ｱｵｷﾊﾞｼ
12333 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 赤松谷 ｱｶﾏﾂﾀﾞﾆ
12454 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 赤松団地 ｱｶﾏﾂﾀﾞﾝﾁ
12094 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 穴ノ上 ｱﾅﾉｳｴ
12108 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ イガブン ｲｶﾞﾌﾞﾝ
12353 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 池市 ｲｹｲﾁ
12424 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 池市南平 ｲｹｲﾁﾐﾅﾐﾀﾞｲﾗ
12030 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 神母崎 ｲｹﾞｻｷ
12106 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 池田 ｲｹﾀﾞ
12355 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ
12425 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 池ノ内南平 ｲｹﾉｳﾁﾐﾅﾐﾀﾞｲﾗ
12009 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 池割 ｲｹﾜﾘ
12255 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 石橋谷 ｲｼﾊﾞｼﾀﾞﾆ
12074 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 板戸 ｲﾀﾄﾞ
12160 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 板橋 ｲﾀﾊｼ
12301 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 一番谷 ｲﾁﾊﾞﾝﾀﾆ
12008 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 一反地 ｲﾂﾀﾝﾁ
12025 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 井ノ上 ｲﾉｳｴ
12026 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 井上 ｲﾉｳｴ
11975 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 井ノ上下 ｲﾉｶﾐｼﾓ
12072 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ イマ ｲﾏ
11982 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 今若 ｲﾏﾜｶ
12142 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 入六 ｲﾘﾑﾂ
12124 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 入六口 ｲﾘﾑﾂｸﾁ
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12141 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 入六谷 ｲﾘﾑﾂﾀﾞﾆ
12306 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 岩ヶハナ ｲﾜｶﾞﾊﾅ
12235 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 植前 ｳｴﾏｴ
12266 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 植前越 ｳｴﾏｴｺﾞｴ
12007 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 兎踊 ｳｻｷﾞｵﾄﾞﾘ
12315 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 丑ヶ谷 ｳｼｶﾞﾀﾆ
12180 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 丑ヶ谷口 ｳｼｶﾞﾀﾆｸﾁ
12418 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 氏カ森 ｳｼﾞｶﾞﾓﾘ
12444 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 宇治森 ｳｼﾞﾓﾘ
12147 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 内沢 ｳﾁｻﾜ
12145 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 内沢口 ｳﾁｻﾜｸﾁ
12146 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 内澤口 ｳﾁｻﾜｸﾁ
12374 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 内澤南口 ｳﾁｻﾜﾐﾅﾐｸﾞﾁ
12442 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 内澤南谷 ｳﾁｻﾜﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
12116 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ウツゲバナ ｳﾂｹﾞﾊﾞﾅ
12104 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 鰻田 ｳﾅｷﾞﾀﾞ
12240 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 馬越 ｳﾏｺﾞｴ
12453 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 馬越 ｳﾏｺﾞｴ
12384 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 馬越北平 ｳﾏｺﾞｴｷﾀﾀﾞｲﾗ
12247 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 馬渡 ｳﾏﾜﾀｼ
12423 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 裏判 ｳﾗﾜｹ
12090 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ウワ丁 ｳﾜﾁﾖｳ
12331 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヱツタケ谷 ｴﾂﾀｹﾀﾆ
11990 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 江向イ ｴﾑｶｲ
12335 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 扇城 ｵｳｷﾞｼﾛ
12361 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大岩 ｵｵｲﾜ
12151 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大内坂 ｵｵｳﾁｻｶ
12157 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大内坂口 ｵｵｳﾁｻｶｸﾁ
12377 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大内坂南平 ｵｵｳﾁｻｶﾐﾅﾐﾀﾞｲﾗ
12158 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大内ザコ口 ｵｵｳﾁｻﾞｺｸﾁ
12052 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大内町 ｵｵｳﾁﾏﾁ
12410 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大神田 ｵｵｶﾝﾀﾞ
12062 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大田 ｵｵﾀ
12359 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大谷 ｵｵﾀﾆ
12210 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾁ
12081 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大津 ｵｵﾂ
12082 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
12360 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 大平見 ｵｵﾋﾗﾐ
12275 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 岡居屋式 ｵｶｲﾔｼｷ
12313 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヲカタ ｵｶﾀ
12413 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ オカタ ｵｶﾀ
12048 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヲキ ｵｷ
12014 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 沖ノソ子 ｵｷﾉｿﾈ
12015 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 沖ノソネ ｵｷﾉｿﾈ
12149 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥内沢 ｵｸｳﾁｻﾜ
12375 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥内澤 ｵｸｳﾁｻﾜ
12376 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥内澤南谷 ｵｸｳﾁｻﾜﾐﾅﾐﾀﾞﾆ
12429 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥大岩 ｵｸｵｵｲﾜ
12152 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥大内坂 ｵｸｵｵｳﾁｻｶ
12362 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥大谷 ｵｸｵｵﾀﾆ
12436 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥影平 ｵｸｶｹﾞﾋﾗ
12292 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥神田 ｵｸｶﾝﾀﾞ
12307 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥北ヶ谷 ｵｸｷﾀｶﾞﾀﾆ
12336 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥ギ丁 ｵｸｷﾞﾁﾖｳ
12278 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥草木薮 ｵｸｸｻｷﾔﾌﾞ
12404 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥楠ノ根田 ｵｸｸｽﾉﾈﾀﾞ
12408 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥小松平 ｵｸｺﾏﾂﾀﾞｲﾗ
12263 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥笹ヶ谷 ｵｸｻｻｶﾞﾀﾆ
12356 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥三條 ｵｸｻﾝｼﾞﾖｳ
12427 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥三条 ｵｸｻﾝｼﾞﾖｳ
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12366 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥白ヶ谷 ｵｸｼﾗｶﾞﾀﾆ
12242 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥シレイ谷 ｵｸｼﾚｲﾀﾞﾆ
12302 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥城谷 ｵｸｼﾛﾀﾆ
12422 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥地國谷 ｵｸﾁﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
12441 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥永尾 ｵｸﾅｶﾞｵ
12385 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥ノ谷 ｵｸﾉﾀﾆ
12392 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥秀崎 ｵｸﾋﾃﾞｻｷ
12283 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥豊後谷 ｵｸﾌﾞﾝｺﾞﾀﾆ
11997 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥美 ｵｸﾐ
12265 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥ミシヨ谷 ｵｸﾐｼﾖﾀﾆ
11999 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 奥美山 ｵｸﾐﾔﾏ
12323 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 尾崎 ｵｻｷ
12322 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 尾崎鼻 ｵｻｷﾊﾅ
12148 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 押山 ｵｼﾔﾏ
12065 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ カギダ ｶｷﾞﾀﾞ
12267 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 柿ノ木サコ ｶｷﾉｷｻｺ
11976 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 柿ノ木元 ｶｷﾉｷﾓﾄ
12435 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 影平 ｶｹﾞﾋﾗ
12394 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 鍜治屋田 ｶｼﾞﾔﾀﾞ
12312 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 鍜治屋谷 ｶｼﾞﾔﾀﾆ
12167 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 春日田 ｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
12203 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ カヂヤタ ｶﾁﾞﾔﾀ
12068 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ カヌキ ｶﾇｷ
12114 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 上北澤 ｶﾐｷﾀｻﾞﾜ
12217 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 上シレイ沢 ｶﾐｼﾚｲｻﾜ
11962 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 上出分 ｶﾐﾃﾞﾜｹ
12027 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 神ト町 ｶﾐﾄﾏﾁ
12034 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 上永田 ｶﾐﾅｶﾞﾀ
12077 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 神ノ木 ｶﾐﾉｷ
12264 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ カミノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
12086 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 上引舟 ｶﾐﾋｷﾌﾈ
11989 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 上ヒノ口 ｶﾐﾋﾉｸﾁ
12129 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 亀尻 ｶﾒｼﾞﾘ
12349 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ カラミノウラ ｶﾗﾐﾉｳﾗ
12337 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 刈鼻 ｶﾘﾊﾅ
12416 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ カリハナ ｶﾘﾊﾅ
12080 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 川原崎 ｶﾜﾗｻﾞｷ
12258 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ カワラタ ｶﾜﾗﾀ
12295 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 神田 ｶﾝﾀﾞ
12293 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 神田東谷 ｶﾝﾀﾞﾋｶﾞｼﾀﾆ
12207 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北相ノ澤 ｷﾀｱｲﾉｻﾜ
12208 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北相ノ沢 ｷﾀｱｲﾉｻﾜ
12434 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北池ノ内 ｷﾀｲｹﾉｳﾁ
12316 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北丑ヶ谷 ｷﾀｳｼｶﾞﾀﾆ
12181 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北丑ヶ谷口 ｷﾀｳｼｶﾞﾀﾆｸﾁ
12239 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北馬越 ｷﾀｳﾏｺﾞｴ
12173 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北大内町 ｷﾀｵｵｳﾁﾏﾁ
12395 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北鍜治屋田 ｷﾀｶｼﾞﾔﾀﾞ
12237 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北ヶ平 ｷﾀｶﾞﾀｲﾗ
12201 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北ヶ谷 ｷﾀｶﾞﾀﾆ
12411 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北ヶ谷 ｷﾀｶﾞﾀﾆ
12202 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北カヂヤタ ｷﾀｶﾁﾞﾔﾀ
12119 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北木原 ｷﾀｷﾊﾗ
12456 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北口目谷 ｷﾀｸﾁﾒﾀﾆ
12058 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北行近 ｷﾀｺｳｷﾝ
12289 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北小松谷 ｷﾀｺﾏﾂﾀﾞﾆ
12406 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北サイ田越 ｷﾀｻｲﾀｺﾞｴ
12111 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北澤 ｷﾀｻﾞﾜ
12347 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北地國谷 ｷﾀｼﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
12162 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北十七代割 ｷﾀｼﾞﾕｳﾅﾅﾀﾞｲﾜﾘ
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12438 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北白ヶ谷 ｷﾀｼﾗｶﾞﾀﾆ
12211 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北シレイ沢 ｷﾀｼﾚｲｻﾜ
12212 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北シレイ澤 ｷﾀｼﾚｲｻﾜ
12169 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北竹ノ下 ｷﾀﾀｹﾉｼﾀ
12222 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北竹久 ｷﾀﾀｹﾋｻ
12093 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北寺山 ｷﾀﾃﾗﾔﾏ
12311 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北中澤 ｷﾀﾅｶｻﾜ
12182 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北馬場 ｷﾀﾊﾞﾊﾞ
11967 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北原分 ｷﾀﾊﾗﾜｹ
12098 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北古川池 ｷﾀﾌﾙｶﾜｲｹ
12166 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北古堂 ｷﾀﾌﾙﾄﾞｳ
12055 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北ミソデン ｷﾀﾐｿﾃﾞﾝ
12138 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北冥賀谷 ｷﾀﾒｲｶﾞﾀﾆ
12373 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 北冥カ谷 ｷﾀﾒｲｶﾞﾀﾆ
12332 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ギ丁 ｷﾞﾁﾖｳ
12415 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 義丁東平 ｷﾞﾁﾖｳﾋｶﾞｼﾀﾞｲﾗ
12194 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 木ノ下 ｷﾉｼﾀ
12118 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 木原 ｷﾊﾗ
12043 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 来半 ｷﾊﾝ
12270 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ キミヤウ谷 ｷﾐﾔｳﾀﾆ
12399 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ キミヨウ谷 ｷﾐﾖｳﾀﾞﾆ
12351 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ キヨ林ノ下 ｷﾖﾊﾔｼﾉｼﾓ
12220 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 清水 ｷﾖﾐｽﾞ
12122 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ キンシ谷 ｷﾝｼﾀﾞﾆ
12370 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ キンジ谷 ｷﾝｼﾞﾀﾞﾆ
12123 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ キンシハナ ｷﾝｼﾊﾅ
12371 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ キンジハナ ｷﾝｼﾞﾊﾅ
12281 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 草木薮 ｸｻｷﾔﾌﾞ
12279 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 草木薮谷 ｸｻｷﾔﾌﾞﾀﾆ
12428 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 楠木谷 ｸｽｷﾀﾆ
12401 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 楠根田 ｸｽﾈﾀﾞ
12029 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口義丁 ｸﾁｷﾞﾁﾖｳ
12276 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口草木薮 ｸﾁｸｻｷﾔﾌﾞ
12354 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口三條 ｸﾁｻﾝｼﾞﾖｳ
12426 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口三条 ｸﾁｻﾝｼﾞﾖｳ
12440 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口白ヶ谷 ｸﾁｼﾗｶﾞﾀﾆ
11995 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口鳶ノ木 ｸﾁﾄﾋﾞﾉｷ
12002 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口前持 ｸﾁﾏｴﾓﾁ
12269 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口三谷 ｸﾁﾐﾀﾆ
12364 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 口目谷 ｸﾁﾒﾀﾞﾆ
12023 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ クツカタ ｸﾂｶﾀ
11991 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ クボノ池 ｸﾎﾞﾉｲｹ
11984 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ クボ畑 ｸﾎﾞﾊﾞﾀｹ
12219 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 倉ノ下 ｸﾗﾉｼﾀ
12249 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 栗石 ｸﾘｲｼ
12324 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 栗本 ｸﾘﾓﾄ
12329 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 栗本城 ｸﾘﾓﾄｼﾞﾖｳ
12325 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 栗本谷 ｸﾘﾓﾄﾀﾞﾆ
12184 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 黒サキ ｸﾛｻｷ
12218 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ クロノ内 ｸﾛﾉｳﾁ
12339 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 小市 ｺｲﾁ
12226 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 江口 ｺｳｸﾞﾁ
12328 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 越戸 ｺｴﾄ
12350 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 五代地 ｺﾞﾀﾞｲﾁ
12308 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 小谷山 ｺﾀﾆﾔﾏ
12352 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ コブリ ｺﾌﾞﾘ
12407 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 小松平 ｺﾏﾂﾀﾞｲﾗ
12287 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 小松谷 ｺﾏﾂﾀﾞﾆ
12286 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ コミ山 ｺﾐﾔﾏ
12244 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 小山伏谷 ｺﾔﾏﾌｾﾀﾞﾆ
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12285 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ サイタ越 ｻｲﾀｺﾞｴ
12305 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 作式 ｻｸｼｷ
12299 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 朔日デン ｻｸﾋﾃﾞﾝ
12262 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 笹ヶ谷 ｻｻｶﾞﾀﾆ
12310 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 皿谷 ｻﾗﾀﾆ
12412 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 皿谷峠 ｻﾗﾀﾆﾄｳｹﾞ
12291 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 猿ヶ谷 ｻﾙｶﾞﾀﾆ
12357 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 三条口 ｻﾝｼﾞﾖｳｸﾞﾁ
12101 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 三反地 ｻﾝﾀﾝﾁ
11970 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 散地 ｻﾝﾁ
12084 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 軸ノ木 ｼﾞｸﾉｷ
12348 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 地國谷 ｼﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
12343 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 四十代地 ｼｼﾞﾕｳﾀﾞｲﾁ
12038 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ジデン ｼﾞﾃﾞﾝ
11998 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 清水谷 ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ
12294 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 下モ神田 ｼﾓｶﾝﾀﾞ
12110 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 下モ北澤 ｼﾓｷﾀｻﾞﾜ
12317 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ シモシ谷 ｼﾓｼﾀﾆ
12112 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 下丁田 ｼﾓﾁﾖｳﾀ
11965 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 下出分 ｼﾓﾃﾞﾜｹ
12140 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ シヤ谷 ｼﾔﾀﾆ
12451 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 自由ヶ丘 ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ
12163 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 十七代割 ｼﾞﾕｳﾅﾅﾀﾞｲﾜﾘ
12125 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 庄崎鼻 ｼﾖｳｻﾞｷﾊﾅ
12134 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 城渕 ｼﾞﾖｳﾌﾞﾁ
12365 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 白ヶ谷 ｼﾗｶﾞﾀﾆ
12213 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ シレイ沢 ｼﾚｲｻﾜ
12243 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ シレイ谷 ｼﾚｲﾀﾞﾆ
12386 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ シレイ谷ノ上 ｼﾚｲﾀﾞﾆﾉｶﾐ
12304 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 城市 ｼﾛｲﾁ
12303 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 城谷 ｼﾛﾀﾆ
12046 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 新堂ノ前 ｼﾝﾄﾞｳﾉﾏｴ
12047 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 新堂前 ｼﾝﾄﾞｳﾏｴ
12045 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 新橋 ｼﾝﾊﾞｼ
12433 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ スベリ石 ｽﾍﾞﾘｲｼ
12012 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 隅田 ｽﾐﾀ
12338 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 宗福寺 ｿｳﾌｸｼﾞ
11983 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 高川原 ﾀｶｶﾞﾜﾗ
12099 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 高崎 ﾀｶｻｷ
12049 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 高橋 ﾀｶﾊｼ
12013 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 高畑 ﾀｶﾊﾞﾀｹ
12233 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 高見 ﾀｶﾐ
12448 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 田黒 ﾀｸﾞﾛ
12144 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ
12223 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 竹久 ﾀｹﾋｻ
11980 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ タデ原 ﾀﾃﾞﾊﾗ
11973 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 立割 ﾀﾃﾜﾘ
12022 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 田中 ﾀﾅｶ
12298 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 谷ノ中 ﾀﾆﾉﾅｶ
11994 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 駄場 ﾀﾞﾊﾞ
12037 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 溜池 ﾀﾒｲｹ
12121 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 近沢 ﾁｶｻﾞﾜ
12369 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 近澤 ﾁｶｻﾞﾜ
11985 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 丁畑 ﾁﾖｳﾊﾞﾀｹ
12000 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ツ江ヶ谷 ﾂｴｶﾞﾀﾆ
12032 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ツク田 ﾂｸﾀﾞ
12033 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ツクダ ﾂｸﾀﾞ
12035 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 鼓田 ﾂﾂﾞﾐﾃﾞﾝ
12185 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ツバイ原 ﾂﾊﾞｲﾊﾗ
12010 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 釣井ノ元 ﾂﾘｲﾉﾓﾄ
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11963 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ テシマ ﾃｼﾏ
12092 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 寺山 ﾃﾗﾔﾏ
12288 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 堂ヶ森 ﾄﾞｳｶﾞﾓﾘ
12455 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東光寺口 ﾄｳｺｳｼﾞｸﾞﾁ
12443 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 都市計内 ﾄｼｹｲﾅｲ
11996 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 鳶ノ木 ﾄﾋﾞﾉｷ
12432 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 鳥ノ小城 ﾄﾘﾉｺｼﾛ
12274 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 仲居屋敷 ﾅｶｲﾔｼｷ
12368 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 永尾 ﾅｶﾞｵ
12031 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中ヲチ ﾅｶｵﾁ
12449 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中組 ﾅｶｸﾞﾐ
12196 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中沢 ﾅｶｻﾜ
11992 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
12215 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中シレイ沢 ﾅｶｼﾚｲｻﾜ
12327 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中田 ﾅｶﾀ
12036 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 永田 ﾅｶﾞﾀ
11964 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中出分 ﾅｶﾃﾞﾜｹ
12245 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中ノ畝 ﾅｶﾉｳﾈ
12250 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
12391 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中ノ谷西 ﾅｶﾉﾀﾆﾆｼ
12089 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 永畑 ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
12450 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 中山 ﾅｶﾔﾏ
12021 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 流田 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
12309 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ナナカマス ﾅﾅｶﾏｽ
12209 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西相ノ沢 ﾆｼｱｲﾉｻﾜ
12103 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西池田 ﾆｼｲｹﾀﾞ
12044 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西石丸 ﾆｼｲｼﾏﾙ
12073 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西イマ ﾆｼｲﾏ
12113 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ウツゲバナ ﾆｼｳﾂｹﾞﾊﾞﾅ
12238 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西馬越 ﾆｼｳﾏｺﾞｴ
12091 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ウワ丁 ﾆｼｳﾜﾁﾖｳ
12153 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西大内坂 ﾆｼｵｵｳﾁｻｶ
12170 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西大内町 ﾆｼｵｵｳﾁﾏﾁ
12019 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西大澤 ﾆｼｵｵｻﾜ
12085 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西大津 ﾆｼｵｵﾂ
12083 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西大坪 ﾆｼｵｵﾂﾎﾞ
12225 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西川原橋 ﾆｼｶﾜﾗﾊﾞｼ
12296 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西神田 ﾆｼｶﾝﾀﾞ
12280 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西草木薮 ﾆｼｸｻｷﾔﾌﾞ
12071 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西行近 ﾆｼｺｳｷﾝ
12042 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西五反田 ﾆｼｺﾞﾀﾝﾀﾞ
12405 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西サイ田越 ﾆｼｻｲﾀｺﾞｴ
12040 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ジデン ﾆｼｼﾞﾃﾞﾝ
12109 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西下丁タ ﾆｼｼﾓﾁﾖｳﾀ
12133 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西城渕 ﾆｼｼﾞﾖｳﾌﾞﾁ
12437 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西白ヶ谷 ﾆｼｼﾗｶﾞﾀﾆ
12216 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西シレイ沢 ﾆｼｼﾚｲｻﾜ
11977 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西添取 ﾆｼｿｴﾄﾘ
12431 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西平 ﾆｼﾀﾞｲﾗ
12054 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西高橋 ﾆｼﾀｶﾊｼ
12221 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西竹久 ﾆｼﾀｹﾋｻ
11981 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西タデ原 ﾆｼﾀﾃﾞﾊﾗ
12420 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西地國谷 ﾆｼﾁﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
12421 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西地国谷 ﾆｼﾁﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
12186 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ツバイ原 ﾆｼﾂﾊﾞｲﾊﾗ
11978 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西デキ ﾆｼﾃﾞｷ
12367 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西永尾 ﾆｼﾅｶﾞｵ
12197 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西中沢 ﾆｼﾅｶｻﾜ
12231 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ノ畝 ﾆｼﾉｳﾈ
12318 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ノ江 ﾆｼﾉｺｳ
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12382 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ノセ ﾆｼﾉｾ
11974 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ノ丁 ﾆｼﾉﾃｲ
12128 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ノハナ ﾆｼﾉﾊﾅ
12176 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西馬場 ﾆｼﾊﾞﾊﾞ
12457 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西稗田 ﾆｼﾋｴﾀﾞ
12230 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西平太郎 ﾆｼﾋﾗﾀﾛｳ
12224 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西古川池 ﾆｼﾌﾙｶﾜｲｹ
12409 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西豊後谷 ﾆｼﾌﾞﾝｺﾞﾀﾆ
12005 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西前持 ﾆｼﾏｴﾓﾁ
12414 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西松脇 ﾆｼﾏﾂﾜｷ
12320 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西松脇谷 ﾆｼﾏﾂﾜｷﾀﾆ
12057 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西ミソデン ﾆｼﾐｿﾃﾞﾝ
12136 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西冥賀谷 ﾆｼﾒｲｶﾞﾀﾆ
12372 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西冥カ谷 ﾆｼﾒｲｶﾞﾀﾆ
12075 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 西八幡丁 ﾆｼﾔﾜﾀﾁﾖｳ
12400 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 白皇山 ﾊｸｵｳﾔﾏ
12063 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 八反田 ﾊﾂﾀﾝﾀﾞ
12177 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 馬場 ﾊﾞﾊﾞ
12183 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 馬場横田 ﾊﾞﾊﾞﾖｺﾀ
12344 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 林 ﾊﾔｼ
11966 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 原分 ﾊﾗﾜｹ
12067 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 春木 ﾊﾙｷ
12345 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 治森 ﾊﾙﾓﾘ
12105 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 稗田 ﾋｴﾀﾞ
12039 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東石丸 ﾋｶﾞｼｲｼﾏﾙ
12143 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東入六 ﾋｶﾞｼｲﾘﾑﾂ
12236 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東植前 ﾋｶﾞｼｳｴﾏｴ
12241 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東馬越 ﾋｶﾞｼｳﾏｺﾞｴ
12387 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東馬渡 ﾋｶﾞｼｳﾏﾜﾀｼ
12430 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東大岩 ﾋｶﾞｼｵｵｲﾜ
12150 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東大内坂 ﾋｶﾞｼｵｵｳﾁｻｶ
12053 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東大内町 ﾋｶﾞｼｵｵｳﾁﾏﾁ
12017 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東大澤 ﾋｶﾞｼｵｵｻﾜ
12018 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東大沢 ﾋｶﾞｼｵｵｻﾜ
12363 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東大谷 ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾆ
12168 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東春日田 ﾋｶﾞｼｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
12078 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東神ノ木 ﾋｶﾞｼｶﾐﾉｷ
12135 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東亀尻 ﾋｶﾞｼｶﾒｼﾞﾘ
12028 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東カリヤハナ ﾋｶﾞｼｶﾘﾔﾊﾅ
12277 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東草木薮 ﾋｶﾞｼｸｻｷﾔﾌﾞ
12390 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東栗石 ﾋｶﾞｼｸﾘｲｼ
12041 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東五反田 ﾋｶﾞｼｺﾞﾀﾝﾀﾞ
12290 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東小松谷 ﾋｶﾞｼｺﾏﾂﾀﾞﾆ
12261 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東笹ヶ谷 ﾋｶﾞｼｻｻｶﾞﾀﾆ
11969 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東散地 ﾋｶﾞｼｻﾝﾁ
12439 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東白ヶ谷 ﾋｶﾞｼｼﾗｶﾞﾀﾆ
12001 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東平 ﾋｶﾞｼﾀﾞｲﾗ
12100 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東高崎 ﾋｶﾞｼﾀｶｻｷ
12088 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東永畑 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ
11972 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東ノ丁 ﾋｶﾞｼﾉﾃｲ
12178 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東馬場 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾊﾞ
11968 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東原分 ﾋｶﾞｼﾊﾗﾜｹ
12229 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東平太郎 ﾋｶﾞｼﾋﾗﾀﾛｳ
12096 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東古川池 ﾋｶﾞｼﾌﾙｶﾜｲｹ
12257 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東前沢 ﾋｶｼﾏｴｻﾜ
12396 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東前沢 ﾋｶﾞｼﾏｴｻﾜ
12056 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東ミソデン ﾋｶﾞｼﾐｿﾃﾞﾝ
12198 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東森後 ﾋｶﾞｼﾓﾘｱﾄ
12199 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東森ノ後 ﾋｶﾞｼﾓﾘﾉｱﾄ
12155 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東山伏池 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾌｼｲｹ
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12191 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 東六反地 ﾋｶﾞｼﾛｸﾀﾝﾁ
12069 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヒガンデン ﾋｶﾞﾝﾃﾞﾝ
12120 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 引土 ﾋｷﾂﾁ
12380 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヒシリハナ ﾋｼﾘﾊﾅ
12164 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヒジリハナ ﾋｼﾞﾘﾊﾅ
12253 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 秀崎 ﾋﾃﾞｻｷ
12252 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 秀崎口 ﾋﾃﾞｻｷｸﾞﾁ
12251 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 秀崎谷 ﾋﾃﾞｻｷﾀﾆ
12393 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 秀崎ノ峠 ﾋﾃﾞｻｷﾉﾄｳｹﾞ
12388 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 秀崎ノ南 ﾋﾃﾞｻｷﾉﾐﾅﾐ
12205 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 秀崎ハナ ﾋﾃﾞｻｷﾊﾅ
11988 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヒノ口 ﾋﾉｸﾁ
12003 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 百セマチ ﾋﾔｸｾﾏﾁ
12383 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 平太郎 ﾋﾗﾀﾛｳ
12232 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 平太郎谷 ﾋﾗﾀﾛｳﾀﾞﾆ
12381 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 平太郎西平 ﾋﾗﾀﾛｳﾆｼﾀﾞｲﾗ
12020 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヒロタ ﾋﾛﾀ
12389 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 梟巣 ﾌｸﾛｳﾉｽ
12271 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 佛供田 ﾌﾞﾂｷﾖｳﾃﾞﾝ
12117 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ フマセ ﾌﾏｾ
12319 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 麓 ﾌﾓﾄ
11971 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 古川 ﾌﾙｶﾜ
12165 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 古堂 ﾌﾙﾄﾞｳ
12402 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 豊後口 ﾌﾞﾝｺﾞｸﾁ
12282 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 豊後谷口 ﾌﾞﾝｺﾞﾀﾆｸﾁ
12011 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 坊屋式 ﾎﾞｳﾔｼｷ
12079 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ボケ ﾎﾞｹ
12004 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ホ子ヲリ ﾎﾈｵﾘ
12340 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ホリド ﾎﾘﾄﾞ
11986 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 前川 ﾏｴｶﾜ
12259 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 前沢 ﾏｴｻﾜ
12397 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 前澤 ﾏｴｻﾜ
12227 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
11961 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 松原ノ内 ﾏﾂﾊﾞﾗﾉｳﾁ
11960 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 松原ノ外 ﾏﾂﾊﾞﾗﾉｿﾄ
12321 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 松脇谷 ﾏﾂﾜｷﾀﾆ
12016 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 間ノ田 ﾏﾉﾀ
12095 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 廻リ田 ﾏﾜﾘﾀﾞ
12256 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 万石谷 ﾏﾝｺﾞｸﾀﾆ
12398 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ミシヨ谷 ﾐｼﾖﾀﾞﾆ
12107 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 水茶屋 ﾐｽﾞﾁﾞﾔﾔ
12102 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 溝跨 ﾐｿﾞｸﾜ
12130 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 溝ベリ ﾐｿﾞﾍﾞﾘ
12268 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 三谷 ﾐﾀﾆ
12115 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 道間 ﾐﾁﾏ
12126 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 三森 ﾐﾂﾓﾘ
12171 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南青木橋 ﾐﾅﾐｱｵｷﾊﾞｼ
12334 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南赤松 ﾐﾅﾐｱｶﾏﾂ
12159 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南板橋 ﾐﾅﾐｲﾀﾊｼ
12314 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南丑ヶ谷 ﾐﾅﾐｳｼｶﾞﾀﾆ
11987 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南江向イ ﾐﾅﾐｴﾑｶｲ
12061 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南大田 ﾐﾅﾐｵｵﾀ
12064 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南カギダ ﾐﾅﾐｶｷﾞﾀﾞ
12204 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南カヂヤタ ﾐﾅﾐｶﾁﾞﾔﾀ
12254 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南上市 ﾐﾅﾐｶﾐｲﾁ
12300 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南神田 ﾐﾅﾐｶﾝﾀﾞ
12156 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南間ノ沢 ﾐﾅﾐｶﾝﾉｻﾜ
12193 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南木ノ下 ﾐﾅﾐｷﾉｼﾀ
12228 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南清水 ﾐﾅﾐｷﾖﾐｽﾞ
12059 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南行近 ﾐﾅﾐｺｳｷﾝ
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12214 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南シレイ沢 ﾐﾅﾐｼﾚｲｻﾜ
11979 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南高川原 ﾐﾅﾐﾀｶｶﾞﾜﾗ
12346 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南地國谷 ﾐﾅﾐﾁﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
12419 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南地国谷 ﾐﾅﾐﾁﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
12172 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南馬場 ﾐﾅﾐﾊﾞﾊﾞ
12260 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南前沢 ﾐﾅﾐﾏｴｻﾜ
12161 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 南森ノ芝 ﾐﾅﾐﾓﾘﾉｼﾊﾞ
12195 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
12234 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
12417 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 明神ヶ谷 ﾐﾖｳｼﾞﾝｶﾞﾀﾆ
12341 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 明神谷 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾀﾞﾆ
12342 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 明神谷北平 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾀﾞﾆｷﾀﾀﾞｲﾗ
12050 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 向邸 ﾑｶｲﾔｼｷ
12403 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ムクロウジ谷 ﾑｸﾛｳｼﾞﾀﾞﾆ
12379 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 村上 ﾑﾗｶﾐ
12132 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 村上谷口 ﾑﾗｶﾐﾀﾆｸﾞﾁ
12378 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 村上東 ﾑﾗｶﾐﾋｶﾞｼ
12284 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ムリロジ谷 ﾑﾘﾛｼﾞﾀﾆ
12137 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 冥賀谷 ﾒｲｶﾞﾀﾆ
12127 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 冥加谷口 ﾒｲｶﾀﾆｸﾁ
12139 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 冥賀山 ﾒｲｶﾞﾔﾏ
12087 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ モウリ田 ﾓｳﾘﾃﾞﾝ
12200 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 森ノ後 ﾓﾘﾉｱﾄ
12188 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 森ノ芝 ﾓﾘﾉｼﾊﾞ
12206 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 森ノ丁タ ﾓﾘﾉﾁﾖｳﾀ
12187 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
12175 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 森山ノ下 ﾓﾘﾔﾏﾉｼﾀ
12174 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 森山ノ前 ﾓﾘﾔﾏﾉﾏｴ
12097 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 薬田 ﾔｸﾃﾞﾝ
12189 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 矢倉ノ下 ﾔｸﾗﾉｼﾀ
12051 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヤセ畑 ﾔｾﾊﾞﾀｹ
12131 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 柳原 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ
12248 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 薮ノ谷 ﾔﾌﾞﾉﾀﾆ
12330 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 山神谷 ﾔﾏｶﾐﾀﾞﾆ
12154 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 山伏池 ﾔﾏﾌｼｲｹ
12246 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 山伏谷 ﾔﾏﾌｾﾀﾆ
12076 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 八幡丁 ﾔﾜﾀﾁﾖｳ
11993 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 横田 ﾖｺﾀ
12024 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヨタツシ ﾖﾀﾂｼ
12006 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ヨボシ ﾖﾎﾞｼ
12060 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 四位御前 ﾖﾝｲｺﾞｾﾞﾝ
12297 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 四番谷 ﾖﾝﾊﾞﾝﾀﾆ
12273 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 来光寺 ﾗｲｺｳｼﾞ
12326 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 廉ヶハナ ﾚﾝｶﾞﾊﾅ
12070 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 六王 ﾛｸｵｳ
12066 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 六反田 ﾛｸﾀﾝﾀﾞ
12190 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁ
12358 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ ロセバ ﾛｾﾊﾞ
12445 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 渡川一区 ﾜﾀﾘｶﾞﾜｲﾂｸ
12447 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 渡川三区 ﾜﾀﾘｶﾞﾜｻﾝｸ
12446 具同02 具同 ｸﾞﾄﾞｳ 渡川二区 ﾜﾀﾘｶﾞﾜﾆｸ
12710 東山01 古津賀 ｺﾂｶ アイノ川本谷 ｱｲﾉｶﾜﾎﾝﾀﾆ
12780 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 赤土場 ｱｶﾂﾁﾊﾞ
12505 東山01 古津賀 ｺﾂｶ アソウダ ｱｿｳﾀﾞ
12512 東山01 古津賀 ｺﾂｶ アマケサキ ｱﾏｹｻｷ
12495 東山01 古津賀 ｺﾂｶ アミダ ｱﾐﾀﾞ
12502 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 荒神 ｱﾗｶﾐ
12875 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 荒神下 ｱﾗｶﾐｼﾓ
12517 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 荒巻 ｱﾗﾏｷ
12571 東山01 古津賀 ｺﾂｶ アンノ前 ｱﾝﾉﾏｴ
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12669 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イエカ谷中ノ谷 ｲｴｶﾀﾆﾅｶﾉﾀﾆ
12864 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イケ畝 ｲｹｳﾈ
12586 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 池田 ｲｹﾀﾞ
12773 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イケノハナ ｲｹﾉﾊﾅ
12863 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イケノハナ ｲｹﾉﾊﾅ
12741 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イゲノハナ ｲｹﾞﾉﾊﾅ
12862 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イケノヒラ ｲｹﾉﾋﾗ
12737 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イケノ前 ｲｹﾉﾏｴ
12559 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 池ノ和タ ｲｹﾉﾜﾀ
12536 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 池渕 ｲｹﾌﾞﾁ
12704 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 石ダゝミ谷 ｲｼﾀﾞﾀﾐﾀﾆ
12537 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 石橋 ｲｼﾊﾞｼ
12653 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 石フシ鼻 ｲｼﾌｼﾊﾞﾅ
12792 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 石ブシハナ ｲｼﾌﾞｼﾊﾅ
12654 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 石ブシ鼻 ｲｼﾌﾞｼﾊﾞﾅ
12881 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 一丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
12634 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 井ノ表 ｲﾉｵﾓﾃ
12667 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イモツボ ｲﾓﾂﾎﾞ
12668 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イヤカ谷中ノハナ ｲﾔｶﾀﾆﾅｶﾉﾊﾅ
12670 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イヤカ谷本谷 ｲﾔｶﾀﾆﾎﾝﾀﾆ
12671 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イヤケ谷 ｲﾔｹﾀﾆ
12672 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イヤケ谷東谷 ｲﾔｹﾀﾆ
12803 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イヤケ谷畝 ｲﾔｹﾀﾆｳﾈ
12673 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イヤケ谷口 ｲﾔｹﾀﾆｸﾞﾁ
12797 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イヤケ谷中ノハナ ｲﾔｹﾀﾆﾅｶﾉﾊﾅ
12798 東山01 古津賀 ｺﾂｶ イヤケ谷ハナ ｲﾔｹﾀﾆﾊﾅ
12587 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 入道谷 ｲﾘﾐﾁﾀﾞﾆ
12484 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 岩ハナ ｲﾜﾊﾅ
12809 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 牛ガダバ ｳｼｶﾞﾀﾞﾊﾞ
12807 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 牛ガダバ西平 ｳｼｶﾞﾀﾞﾊﾞﾆｼﾋﾗ
12682 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 牛ケダバ ｳｼｹﾀﾞﾊﾞ
12683 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 牛ケダバノ下 ｳｼｹﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
12804 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 牛駄場 ｳｼﾀﾞﾊﾞ
12761 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ウツケ谷口 ｳﾂｹﾀﾆｸﾁ
12760 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ウツゲ谷口 ｳﾂｹﾞﾀﾆｸﾁ
12868 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ウツケ谷山 ｳﾂｹﾀﾆﾔﾏ
12870 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 畝明神 ｳﾈﾐﾖｳｼﾞﾝ
12763 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 畝明神清 ｳﾈﾐﾖｳｼﾞﾝｷﾖ
12871 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 畝明神西平 ｳﾈﾐﾖｳｼﾞﾝﾆｼﾋﾗ
12643 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 姥ヶ谷 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
12574 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 馬ヶ谷 ｳﾏｶﾞﾀﾆ
12474 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 馬詰 ｳﾏﾂﾞﾒ
12486 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ウラクニ ｳﾗｸﾆ
12836 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大刀洗畝 ｵｵｶﾞﾀﾅｱﾗｲｳﾈ
12878 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大刀洗谷 ｵｵｶﾞﾀﾅｱﾗｲﾀﾆ
12835 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大刀洗ナタ ｵｵｶﾞﾀﾅｱﾗｲﾅﾀ
12468 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 扇タ ｵｵｷﾞﾀ
12469 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 扇谷 ｵｵｷﾞﾀﾆ
12553 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
12765 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大境 ｵｵｻﾞｶｲ
12702 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大坂谷 ｵｵｻｶﾀﾆ
12823 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大坂谷山 ｵｵｻｶﾀﾆﾔﾏ
12706 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大坂ヒラ谷 ｵｵｻｶﾋﾗﾀﾆ
12591 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大澤 ｵｵｻﾜ
12573 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大谷 ｵｵﾀﾆ
12842 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大谷畝 ｵｵﾀﾆｳﾈ
12847 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大谷畝 ｵｵﾀﾆｳﾈ
12848 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大谷カゲ山 ｵｵﾀﾆｶｹﾞﾔﾏ
12726 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大谷ノ清 ｵｵﾀﾆﾉｷﾖ
12725 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大谷ノハナ ｵｵﾀﾆﾉﾊﾅ
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12845 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大谷ハナ ｵｵﾀﾆﾊﾅ
12846 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大谷平 ｵｵﾀﾆﾋﾗ
12608 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
12784 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大駄場ハナ ｵｵﾀﾞﾊﾞﾊﾅ
12736 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大ツエ ｵｵﾂｴ
12516 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ
12514 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大場 ｵｵﾊﾞ
12603 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大畑 ｵｵﾊﾞﾀ
12659 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大弘カリ ｵｵﾋﾛｶﾘ
12577 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 岡田屋敷 ｵｶﾀﾞﾔｼｷ
12472 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 岡ノ下 ｵｶﾉｼﾀ
12493 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヲカノハナ ｵｶﾉﾊﾅ
12492 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 奥ノ下 ｵｸﾉｼﾀ
12605 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヲクワラビ谷 ｵｸﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆ
12549 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 尾崎 ｵｻﾞｷ
12550 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 尾崎ノハナ ｵｻﾞｷﾉﾊﾅ
12624 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヲタノ内 ｵﾀﾉｳﾁ
12625 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヲダノ内 ｵﾀﾞﾉｳﾁ
12552 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヲツケバ ｵﾂｹﾊﾞ
12520 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 尾ノ上 ｵﾉｳｴ
12648 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヲリヲサキ ｵﾘｵｻｷ
12790 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヲリヲノハナ ｵﾘｵﾉﾊﾅ
12642 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヲリヲハナ ｵﾘｵﾊﾅ
12626 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 加澤 ｶｻﾞﾜ
12629 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 加沢 ｶｻﾞﾜ
12649 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カジヤシキ ｶｼﾞﾔｼｷ
12650 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カジヤシキ中ノ谷 ｶｼﾞﾔｼｷﾅｶﾉﾀﾆ
12563 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 春日田 ｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
12819 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カソカケ山 ｶｿｶｹﾔﾏ
12696 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カソノウ子 ｶｿﾉｳﾈ
12814 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カソノ畝 ｶｿﾉｳﾈ
12698 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カソノ奥 ｶｿﾉｵｸ
12701 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カソノ川 ｶｿﾉｶﾜ
12700 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カソノ川奥 ｶｿﾉｶﾜｵｸ
12697 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カソノ谷 ｶｿﾉﾀﾆ
12820 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カソノハナ ｶｿﾉﾊﾅ
12490 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カダキ ｶﾀﾞｷ
12774 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カヂヤケハナ ｶﾁﾞﾔｹﾊﾅ
12791 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カチヤシキ中ハナ ｶﾁﾔｼｷﾅｶﾊﾅ
12568 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カチヤ谷 ｶﾁﾔﾀﾞﾆ
12508 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カヅラキ ｶﾂﾞﾗｷ
12546 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カドノハナ ｶﾄﾞﾉﾊﾅ
12621 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カニタ ｶﾆﾀ
12622 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カニダ ｶﾆﾀﾞ
12620 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ガニタ ｶﾞﾆﾀ
12623 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ガニダ ｶﾞﾆﾀﾞ
12815 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カニダナダ ｶﾆﾀﾞﾅﾀﾞ
12506 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 上アソウダ ｶﾐｱｿｳﾀﾞ
12727 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 上ミノ岡 ｶﾐﾉｵｶ
12491 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 上宮添 ｶﾐﾐﾔｿﾞｴ
12598 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 神山表 ｶﾐﾔﾏｵﾓﾃ
12844 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カモンハダ ｶﾓﾝﾊﾀﾞ
12479 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 枯木ケサコ ｶﾚｷｹｻｺ
12874 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カワコヤシキ ｶﾜｺﾔｼｷ
12766 東山01 古津賀 ｺﾂｶ カワゴヤシキ ｶﾜｺﾞﾔｼｷ
12533 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 川原橋 ｶﾜﾗﾊﾞｼ
12538 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 岸ノ下 ｷｼﾉｼﾀ
12494 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北アミタ ｷﾀｱﾐﾀ
12473 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北馬詰 ｷﾀｳﾏﾂﾞﾒ
12561 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北大久保 ｷﾀｵｵｸﾎﾞ
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12781 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北大畑 ｷﾀｵｵﾊﾞﾀ
12627 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北加澤 ｷﾀｶｻﾞﾜ
12628 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北カ澤 ｷﾀｶｻﾞﾜ
12631 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北カ沢 ｷﾀｶｻﾞﾜ
12632 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北加沢 ｷﾀｶｻﾞﾜ
12630 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北ガ沢 ｷﾀｶﾞｻﾞﾜ
12471 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北黒石駄場 ｷﾀｸﾛｲｼﾀﾞﾊﾞ
12880 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北城ノ向 ｷﾀｼﾛﾉﾑｺｳ
12475 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北詰 ｷﾀﾂﾞﾒ
12802 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北流越畝 ｷﾀﾅｶﾞﾚｺﾞｴﾉﾊﾅ
12580 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北ナカレタ ｷﾀﾅｶﾚﾀ
12633 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北仁王丸 ｷﾀﾆｵｳﾏﾙ
12557 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北東澤 ｷﾀﾋｶﾞｼｻﾞﾜ
12489 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 北ヒラ ｷﾀﾋﾗ
12641 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 吉城 ｷﾁｼﾛ
12458 東山01 古津賀 ｺﾂｶ キノツ ｷﾉﾂ
12767 東山01 古津賀 ｺﾂｶ キノツ山 ｷﾉﾂﾔﾏ
12466 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 清水ヶ本 ｷﾖﾐｽﾞｶﾞﾓﾄ
12614 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 口目谷 ｸﾁﾒﾀﾞﾆ
12593 東山01 古津賀 ｺﾂｶ クデン ｸﾃﾞﾝ
12858 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 国和谷池ノ上 ｸﾆﾜﾀｲｹﾉｳｴ
12735 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 国和谷池添 ｸﾆﾜﾀﾆｲｹｿﾞｴ
12738 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 国和谷池ノ下 ｸﾆﾜﾀﾆｲｹﾉｼﾀ
12856 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 国和谷大ツエ ｸﾆﾜﾀﾆｵｵﾂｴ
12851 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 国和谷北山 ｸﾆﾜﾀﾆｷﾀﾔﾏ
12859 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 国和谷西谷日ビラ ｸﾆﾜﾀﾆｼﾀﾆﾆﾁﾋﾞﾗ
12740 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 国和谷西谷 ｸﾆﾜﾀﾆﾆｼﾀﾆ
12855 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 国和谷東 ｸﾆﾜﾀﾆﾋｶﾞｼ
12539 東山01 古津賀 ｺﾂｶ クボノ前 ｸﾎﾞﾉﾏｴ
12522 東山01 古津賀 ｺﾂｶ クホヤシキ ｸﾎﾔｼｷ
12523 東山01 古津賀 ｺﾂｶ クボヤシキ ｸﾎﾞﾔｼｷ
12602 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 栗ヤ畝 ｸﾘﾔｳﾈ
12601 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 栗ヤ谷 ｸﾘﾔﾀﾆ
12644 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 黒石 ｸﾛｲｼ
12646 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 黒石ダバ ｸﾛｲｼﾀﾞﾊﾞ
12564 東山01 古津賀 ｺﾂｶ コエノ下 ｺｴﾉｼﾀ
12465 東山01 古津賀 ｺﾂｶ コヲノス ｺｵﾉｽ
12832 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 小草場 ｺｸｻﾊﾞ
12771 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 越ノハナ ｺｼﾉﾊﾅ
12487 東山01 古津賀 ｺﾂｶ コシ前 ｺｼﾏｴ
12757 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 五反ダ ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
12876 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 古津賀第一団地 ｺﾂｶﾀﾞｲｲﾁﾀﾞﾝﾁ
12877 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 古津賀第二団地 ｺﾂｶﾀﾞｲﾆﾀﾞﾝﾁ
12782 東山01 古津賀 ｺﾂｶ コヤケハナ ｺﾔｹﾊﾅ
12708 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 坂ノ上 ｻｶﾉｳｴ
12824 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 坂ノ東 ｻｶﾉﾋｶﾞｼ
12658 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 作式 ｻｸｼｷ
12794 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 作式ノハナ ｻｸｼｷﾉﾊﾅ
12793 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 作式ハナ ｻｸｼｷﾊﾅ
12746 東山01 古津賀 ｺﾂｶ サコノ畝 ｻｺﾉｳﾈ
12866 東山01 古津賀 ｺﾂｶ サコノハナ ｻｺﾉﾊﾅ
12477 東山01 古津賀 ｺﾂｶ サコノ前 ｻｺﾉﾏｴ
12747 東山01 古津賀 ｺﾂｶ サコヤシキ ｻｺﾔｼｷ
12592 東山01 古津賀 ｺﾂｶ サ々山 ｻｻﾔﾏ
12778 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 笹山 ｻｻﾔﾏ
12795 東山01 古津賀 ｺﾂｶ サルヤガハナ ｻﾙﾔｶﾞﾊﾅ
12661 東山01 古津賀 ｺﾂｶ サルヤケ谷 ｻﾙﾔｹﾀﾞﾆ
12657 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 澤 ｻﾜ
12655 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 澤口 ｻﾜｸﾞﾁ
12656 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 沢口 ｻﾜｸﾞﾁ
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12521 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 澤弘 ｻﾜﾋﾛ
12585 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 三反地 ｻﾝﾀﾝﾁ
12883 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 三丁目 ｻﾝﾁｮｳﾒ
12569 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 三ノ岡 ｻﾝﾉｵｶ
12728 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 三ノ岡畝 ｻﾝﾉｵｶｳﾈ
12850 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 三ノ岡東 ｻﾝﾉｵｶﾋｶﾞｼ
12849 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 三ノ岡山 ｻﾝﾉｵｶﾔﾏ
12816 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 鹿場 ｼｶﾊﾞ
12729 東山01 古津賀 ｺﾂｶ シキノ前 ｼｷﾉﾏｴ
12619 東山01 古津賀 ｺﾂｶ シゝバ ｼｼﾊﾞ
12705 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 地蔵ノ前 ｼﾞｿﾞｳﾉﾏｴ
12482 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 下宮添 ｼﾓﾐﾔｿﾞｴ
12717 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ジャレガハナ ｼﾞﾔﾚｶﾞﾊﾅ
12485 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 正分 ｼﾖｳﾌﾞﾝ
12639 東山01 古津賀 ｺﾂｶ シリボケ ｼﾘﾎﾞｹ
12638 東山01 古津賀 ｺﾂｶ シリボゲ ｼﾘﾎﾞｹﾞ
12499 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 城ノ北 ｼﾛﾉｷﾀ
12501 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
12462 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 城ノ向 ｼﾛﾉﾑｶｲ
12718 東山01 古津賀 ｺﾂｶ シンカイ ｼﾝｶｲ
12834 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 新階大平 ｼﾝｶｲｵｵﾋﾗ
12716 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 新階永谷口 ｼﾝｶｲﾅｶﾞﾀﾆｸﾁ
12830 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 新階長谷ハナ ｼﾝｶｲﾅｶﾞﾀﾆﾊﾅ
12719 東山01 古津賀 ｺﾂｶ シンカイハナ ｼﾝｶｲﾊﾅ
12833 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 新階ハナ ｼﾝｶｲﾊﾅ
12507 東山01 古津賀 ｺﾂｶ シンチ ｼﾝﾁ
12567 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 神母谷 ｼﾞﾝﾎﾞﾀﾞﾆ
12817 東山01 古津賀 ｺﾂｶ スゝノ木 ｽｽﾉｷ
12788 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ス子コキ ｽﾈｺｷ
12615 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ス子コギ ｽﾈｺｷﾞ
12841 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ズベリハエ山 ｽﾞﾍﾞﾘﾊｴﾔﾏ
12637 東山01 古津賀 ｺﾂｶ スミダ ｽﾐﾀﾞ
12693 東山01 古津賀 ｺﾂｶ スミタハナ ｽﾐﾀﾊﾅ
12692 東山01 古津賀 ｺﾂｶ スミダハナ ｽﾐﾀﾞﾊﾅ
12459 東山01 古津賀 ｺﾂｶ セキヅメ ｾｷﾂﾞﾒ
12575 東山01 古津賀 ｺﾂｶ セットウアン ｾﾂﾄｳｱﾝ
12777 東山01 古津賀 ｺﾂｶ セットウアンハナ ｾﾂﾄｳｱﾝﾊﾅ
12751 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大門 ﾀﾞｲﾓﾝ
12752 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大門ノ下 ﾀﾞｲﾓﾝﾉｼﾀ
12753 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 大門ノ平 ﾀﾞｲﾓﾝﾉﾋﾗ
12534 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 高ゾリ ﾀｶｿﾞﾘ
12758 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 高原田 ﾀｶﾊﾗﾀﾞ
12480 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 高道 ﾀｶﾐﾁ
12518 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 竹枝 ﾀｹｴﾀﾞ
12867 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 竹ナダ ﾀｹﾅﾀﾞ
12755 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ
12754 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 竹ノナダ ﾀｹﾉﾅﾀﾞ
12721 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 太刀洗谷 ﾀﾁｱﾗｲﾀﾆ
12805 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆ
12686 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 橘谷一ヶ谷 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆｲﾁｶﾞﾀﾆ
12687 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 橘谷一ヶ谷奥 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆｲﾁｶﾞﾀﾆｵｸ
12679 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 立花谷ノ中 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆﾉﾅｶ
12684 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 立花谷本谷口 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆﾓﾄﾀﾆｸﾁ
12678 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 立花谷本谷ノ奥 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆﾓﾄﾀﾆﾉｵｸ
12806 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 橘谷ハナ ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾅ
12730 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 立岩 ﾀﾃｲﾜ
12759 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 谷作右衛門 ﾀﾆｻｸｴﾓﾝ
12694 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
12488 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 谷ノ前 ﾀﾆﾉﾏｴ
12613 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヂブタ ﾁﾞﾌﾞﾀ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 177/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

12612 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヂブダ ﾁﾞﾌﾞﾀﾞ
12825 東山01 古津賀 ｺﾂｶ チブダハナ ﾁﾌﾞﾀﾞﾊﾅ
12826 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヂブタハナ ﾁﾞﾌﾞﾀﾊﾅ
12460 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ツクダ ﾂｸﾀﾞ
12640 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 出合 ﾃﾞｱｲ
12750 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 寺ノ駄場 ﾃﾗﾉﾀﾞﾊﾞ
12565 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 伝七谷 ﾃﾞﾝｼﾁﾀﾞﾆ
12772 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 伝七谷ハナ ﾃﾞﾝｼﾁﾀﾆﾊﾅ
12481 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 戸井口 ﾄｲｸﾁ
12581 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 戸板口 ﾄｲﾀｸﾁ
12582 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 戸板タ ﾄｲﾀﾀ
12703 東山01 古津賀 ｺﾂｶ トウタケ谷 ﾄｳﾀｹﾀﾆ
12731 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ドウドコ駄場 ﾄﾞｳﾄﾞｺﾀﾞﾊﾞ
12732 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 堂床駄場西 ﾄﾞｳﾄﾞｺﾀﾞﾊﾞﾆｼ
12734 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 堂床水クレハ ﾄﾞｳﾄｺﾐｽﾞｸﾚﾊ
12821 東山01 古津賀 ｺﾂｶ トヲタン谷 ﾄｵﾀﾝﾀﾆ
12879 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 都市計内 ﾄｼｹｲﾅｲ
12503 東山01 古津賀 ｺﾂｶ トリクビ ﾄﾘｸﾋﾞ
12618 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中川原 ﾅｶｶﾜﾗ
12689 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中澤 ﾅｶｻﾞﾜ
12690 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中澤口 ﾅｶｻﾞﾜｸﾞﾁ
12691 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中沢口 ﾅｶｻﾞﾜｸﾞﾁ
12711 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中カ谷 ﾅｶﾀﾆ
12715 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 永谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
12831 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 永谷畝 ﾅｶﾞﾀﾆｳﾈ
12695 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 長谷口 ﾅｶﾞﾀﾆｸﾁ
12829 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中谷ノハナ ﾅｶﾀﾆﾉﾊﾅ
12813 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 永谷ハナ ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾅ
12525 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中野 ﾅｶﾉ
12748 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中前 ﾅｶﾏｴ
12677 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 流越 ﾅｶﾞﾚｺﾞｴ
12801 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 流越ノハナ ﾅｶﾞﾚｺﾞｴﾉﾊﾅ
12566 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ナガレダ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
12606 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 中ワラヒカ谷 ﾅｶﾜﾗﾋｶﾀﾞﾆ
12554 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 七ツヶ分 ﾅﾅﾂｶﾞｵｶ
12770 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 成崎 ﾅﾙｻﾞｷ
12558 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ナルザキハナ ﾅﾙｻﾞｷﾊﾅ
12800 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南兵ブシ ﾅﾝﾍﾟｲﾌﾞｼ
12636 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 仁王丸 ﾆｵｳﾏﾙ
12535 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西池向 ﾆｼｲｹﾑｶｲ
12515 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西大場 ﾆｼｵｵﾊﾞ
12531 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西大場 ﾆｼｵｵﾊﾞ
12837 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西大平 ﾆｼｵｵﾋﾗ
12584 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西沢 ﾆｼｻﾞﾜ
12572 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西谷 ﾆｼﾀﾆ
12860 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西谷畝 ﾆｼﾀﾆｳﾈ
12739 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西谷清 ﾆｼﾀﾆｷﾖ
12861 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西谷清 ﾆｼﾀﾆｷﾖ
12576 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西谷口 ﾆｼﾀﾆｸﾞﾁ
12776 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西谷ハナ ﾆｼﾀﾆﾊﾅ
12526 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西中野 ﾆｼﾅｶﾉ
12676 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西流越 ﾆｼﾅｶﾞﾚｺﾞｴ
12857 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西ナルサキ ﾆｼﾅﾙｻｷ
12509 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西溝タ ﾆｼﾐｿﾞﾀ
12529 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西四反タ ﾆｼﾖﾝﾀﾝﾀ
12530 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 西四反ダ ﾆｼﾖﾝﾀﾝﾀﾞ
12882 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 二丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
12555 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ノジリ ﾉｼﾞﾘ
12543 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ハギノ下 ﾊｷﾞﾉｼﾀ
12542 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ハギノ森 ﾊｷﾞﾉﾓﾘ
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12610 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 白皇 ﾊｸｵｳ
12786 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 白王ハナ ﾊｸｵｳﾊﾅ
12779 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ハサカハナ ﾊｻｶﾊﾅ
12713 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 間ノ川一ヶ谷 ﾊｻﾞﾏﾉｶﾜｲﾁｶﾞﾀﾆ
12709 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 間ノ川口 ﾊｻﾞﾏﾉｶﾜｸﾁ
12827 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 間ノ川日ビヲ ﾊｻﾞﾏﾉｶﾜﾆﾁﾋﾞｵ
12828 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 間ノ川本谷ハナ ﾊｻﾞﾏﾉｶﾜﾎﾝﾀﾆﾊﾅ
12685 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 橋谷 ﾊｼﾀﾆ
12714 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 長谷ノ畝 ﾊｾﾞﾉｳﾈ
12775 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 幡多谷 ﾊﾀﾀﾞﾆ
12749 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ハタダバ ﾊﾀﾀﾞﾊﾞ
12590 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 八人張 ﾊﾁﾆﾝﾁﾖｳ
12724 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 腹切ヶ谷 ﾊﾗｷﾚｶﾞﾀﾆ
12579 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヒエ谷 ﾋｴﾀﾞﾆ
12560 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東池ノ和タ ﾋｶﾞｼｲｹﾉﾜﾀ
12647 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東姥ヶ谷 ﾋｶﾞｼｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
12789 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東姥ヶ谷ハナ ﾋｶﾞｼｳﾊﾞｶﾞﾀﾆﾊﾅ
12609 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東大駄場 ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾞﾊﾞ
12604 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東大畑 ﾋｶﾞｼｵｵﾊﾞﾀ
12660 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東大弘カリ ﾋｶﾞｼｵｵﾋﾛｶﾘ
12651 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東カシヤシキ ﾋｶﾞｼｶｼﾔｼｷ
12652 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東カジヤシキ ﾋｶﾞｼｶｼﾞﾔｼｷ
12594 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東クデン ﾋｶﾞｼｸﾃﾞﾝ
12556 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東澤 ﾋｶﾞｼｻﾞﾜ
12799 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東谷ハナ ﾋｶﾞｼﾀﾆﾊﾅ
12769 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東ナルザキ ﾋｶﾞｼﾅﾙｻﾞｷ
12611 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東白皇 ﾋｶﾞｼﾊｸｵｳ
12596 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東本デン ﾋｶﾞｼﾎﾝﾃﾞﾝ
12597 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東本田 ﾋｶﾞｼﾎﾝﾃﾞﾝ
12511 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東ミソタ ﾋｶﾞｼﾐｿﾀ
12589 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 東道広 ﾋｶﾞｼﾐﾁﾋﾛ
12681 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ビシャビ谷 ﾋﾞｼﾔﾋﾞﾀﾆ
12707 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヒラ谷奥 ﾋﾗﾀﾆｵｸ
12822 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヒラ谷ヲク ﾋﾗﾀﾆｵｸ
12785 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 平山 ﾋﾗﾔﾏ
12551 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 広岡 ﾋﾛｵｶ
12664 東山01 古津賀 ｺﾂｶ フキカ谷 ﾌｷｶﾀﾆ
12796 東山01 古津賀 ｺﾂｶ フキカ谷 ﾌｷｶﾀﾆ
12665 東山01 古津賀 ｺﾂｶ フキガ谷 ﾌｷｶﾞﾀﾆ
12513 東山01 古津賀 ｺﾂｶ フダグロ ﾌﾀﾞｸﾞﾛ
12600 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 古川谷 ﾌﾙｶﾜﾀﾆ
12599 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 古川谷口 ﾌﾙｶﾜﾀﾆｸﾞﾁ
12532 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 古船戸 ﾌﾙﾌﾅﾄ
12578 東山01 古津賀 ｺﾂｶ フロカ谷 ﾌﾛｶﾀﾆ
12674 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 兵武士 ﾍｲﾌﾞｼ
12675 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 兵ブシ ﾍｲﾌﾞｼ
12768 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヘシロ ﾍｼﾛ
12541 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ホウシボウ ﾎｳｼﾎﾞｳ
12483 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 佛崎 ﾎﾄｹｻﾞｷ
12756 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 佛ノ本 ﾎﾄｹﾉﾓﾄ
12504 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ホリ川 ﾎﾘｶﾜ
12712 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 本谷口 ﾎﾝﾀﾆｸﾁ
12595 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 本デン ﾎﾝﾃﾞﾝ
12463 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 松ヶ沖 ﾏﾂｶﾞｵｷ
12544 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 松崎 ﾏﾂｻﾞｷ
12742 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 松谷 ﾏﾂﾀﾆ
12743 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 松谷口 ﾏﾂﾀﾆｸﾁ
12745 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 松谷ノ畝 ﾏﾂﾀﾆﾉｳﾈ
12865 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 松谷ハナ ﾏﾂﾀﾆﾊﾅ
12688 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 丸谷 ﾏﾙﾀﾆ
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12812 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 丸谷平 ﾏﾙﾀﾆﾋﾗ
12811 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 丸ハナ ﾏﾙﾊﾅ
12617 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ミキサダ ﾐｷｻﾀﾞ
12616 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ミサキダ ﾐｻｷﾀﾞ
12810 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 水クレバ ﾐｽﾞｸﾚﾊﾞ
12854 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 水クレバ下 ﾐｽﾞｸﾚﾊﾞｼﾓ
12853 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 水クレバハナ ﾐｽﾞｸﾚﾊﾞﾊﾅ
12461 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 水越 ﾐｽﾞｺﾞｴ
12519 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ミソクリ ﾐｿｸﾘ
12510 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ミソタ ﾐｿﾀ
12840 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 道ナシ谷 ﾐﾁﾅｼﾀﾆ
12588 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 道広 ﾐﾁﾋﾛ
12808 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 見付カ谷 ﾐﾂｶﾀﾆ
12680 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 見付ヶ谷 ﾐﾂｶﾞﾀﾆ
12666 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 見付山 ﾐﾂｹﾔﾏ
12496 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南アミダ ﾐﾅﾐｱﾐﾀﾞ
12645 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南姥ヶ谷 ﾐﾅﾐｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
12478 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南馬詰 ﾐﾅﾐｳﾏﾂﾞﾒ
12662 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南エボシ ﾐﾅﾐｴﾎﾞｼ
12562 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南春日田 ﾐﾅﾐｶｽｶﾞﾃﾞﾝ
12470 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南黒石駄場 ﾐﾅﾐｸﾛｲｼﾀﾞﾊﾞ
12583 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南戸板タ ﾐﾅﾐﾄｲﾀﾀ
12733 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南ドウトコ ﾐﾅﾐﾄﾞｳﾄｺ
12852 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南堂床 ﾐﾅﾐﾄﾞｳﾄｺ
12635 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南仁王丸 ﾐﾅﾐﾆｵｳﾏﾙ
12498 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 南和田 ﾐﾅﾐﾜﾀﾞ
12545 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 峯ノ後口 ﾐﾈﾉｱﾄｸﾞﾁ
12547 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 峯ノ森 ﾐﾈﾉﾓﾘ
12548 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 峰ノ森 ﾐﾈﾉﾓﾘ
12838 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 耳切畝 ﾐﾐｷﾚｳﾈ
12722 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 耳切谷 ﾐﾐｷﾚﾀﾆ
12723 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 耳切ナダ ﾐﾐｷﾚﾅﾀﾞ
12839 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 耳切ナダ ﾐﾐｷﾚﾅﾀﾞ
12500 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 宮田城 ﾐﾔﾀｼﾛ
12540 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
12872 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 明神西カケ山 ﾐﾖｳｼﾞﾝｶｹﾔﾏ
12762 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 明神谷 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾀﾆ
12869 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 明神日ビラ山 ﾐﾖｳｼﾞﾝﾆﾁﾋﾞﾗﾔﾏ
12764 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 明神ノハナ ﾐﾖｳｼﾞﾝﾉﾊﾅ
12873 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 明神ハナ ﾐﾖｳｼﾞﾝﾊﾅ
12818 東山01 古津賀 ｺﾂｶ メイトカメ ﾒｲﾄｶﾒ
12663 東山01 古津賀 ｺﾂｶ モクダ ﾓｸﾀﾞ
12744 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 八面谷 ﾔﾂﾗﾀﾆ
12464 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヤナイタ ﾔﾅｲﾀ
12467 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヤナイダ ﾔﾅｲﾀﾞ
12720 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 柳カ谷 ﾔﾅｶﾞﾀﾆ
12787 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 横山 ﾖｺﾔﾏ
12699 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 横山上倉 ﾖｺﾔﾏｶﾐｸﾗ
12524 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ヨナガリデン ﾖﾅｶﾞﾘﾃﾞﾝ
12527 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 四反タ ﾖﾝﾀﾝﾀ
12528 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 四反ダ ﾖﾝﾀﾝﾀﾞ
12884 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 四丁目 ﾖﾝﾁｮｳﾒ
12570 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 四本松 ﾖﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
12476 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ワカサ ﾜｶｻ
12497 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 和田ノ谷 ﾜﾀﾞﾉﾀﾆ
12607 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ワラヒ谷口 ﾜﾗﾋﾀﾆｸﾞﾁ
12843 東山01 古津賀 ｺﾂｶ 蕨谷ハナ ﾜﾗﾋﾞﾀﾆﾊﾅ
12783 東山01 古津賀 ｺﾂｶ ワラヒナダ ﾜﾗﾋﾅﾀﾞ
13116 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 赤松子山 ｱｶﾏﾂﾈﾔﾏ
12973 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 秋森 ｱｷﾓﾘ
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13040 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ アワヂ谷 ｱﾜﾁﾞﾀﾞﾆ
12920 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 池尻 ｲｹｼﾞﾘ
12911 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 池田 ｲｹﾀﾞ
12991 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 池ノ内山 ｲｹﾉｳﾁﾔﾏ
13057 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
12974 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 石神山 ｲｼｶﾞﾐﾔﾏ
13010 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 石キリガ谷 ｲｼｷﾘｶﾞﾀﾆ
13011 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 石切谷口 ｲｼｷﾘﾀﾆｸﾞﾁ
13188 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 石坪山 ｲｼﾂﾎﾞﾔﾏ
13048 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 石ノ坪 ｲｼﾉﾂﾎﾞ
13047 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 石ノ坪山 ｲｼﾉﾂﾎﾞﾔﾏ
13014 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 井デダバ ｲﾃﾞﾀﾞﾊﾞ
13115 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ イデダバ ｲﾃﾞﾀﾞﾊﾞ
13222 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 井出タハ山 ｲﾃﾞﾀﾊﾔﾏ
12968 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ イバノモト ｲﾊﾞﾉﾓﾄ
13049 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 岩ノ下 ｲﾜﾉｼﾀ
12904 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 岩本 ｲﾜﾓﾄ
13205 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 岩本山 ｲﾜﾓﾄﾔﾏ
13030 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 植松ヶ谷 ｳｴﾏﾂｶﾞﾀﾆ
13017 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ウシガ谷 ｳｼｶﾞﾀﾆ
13168 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 牛カ谷山 ｳｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13076 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ウシロダ ｳｼﾛﾀﾞ
13120 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 内子クビ山 ｳﾁﾈﾉｸﾋﾞﾔﾏ
12950 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ウツケ添 ｳﾂｹｿﾞｴ
13158 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 姥ヶヲトコロ山 ｳﾊﾞｶﾞｵﾄｺﾛﾔﾏ
12972 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 梅松院 ｳﾒﾏﾂｲﾝ
12952 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エビタ ｴﾋﾞﾀ
13118 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エビ田 ｴﾋﾞﾀ
13126 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エヒタ奥東受山 ｴﾋﾀｵｸﾋｶﾞｼｳｹﾔﾏ
12979 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エヒタ奥東平山 ｴﾋﾀｵｸﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ
13127 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エヒタ奥山 ｴﾋﾀｵｸﾔﾏ
12965 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エビタ坂 ｴﾋﾞﾀｻﾞｶ
13129 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エヒタセイ元山 ｴﾋﾀｾｲﾓﾄﾔﾏ
13123 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エヒタ冨吉山 ｴﾋﾀﾄﾐｷﾁﾔﾏ
12980 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エヒタノ奥 ｴﾋﾀﾉｵｸ
12981 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エビタノ奥 ｴﾋﾞﾀﾉｵｸ
13055 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ エンハナ ｴﾝﾊﾅ
13083 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 大岩山 ｵｵｲﾜﾔﾏ
13070 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 狼谷 ｵｵｶﾐﾀﾞﾆ
12928 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 大田 ｵｵﾀ
13072 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 大ダバ ｵｵﾀﾞﾊﾞ
12946 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 大畑ケ ｵｵﾊﾞﾀｹ
13095 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 大平見山 ｵｵﾋﾗﾐﾔﾏ
13202 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲカメ谷山 ｵｶﾒﾀﾆﾔﾏ
13006 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 奥石井手 ｵｸｲｼｲﾃﾞ
13160 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 奥砥山 ｵｸﾄｲｼﾔﾏ
12971 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 奥ノ前 ｵｸﾉﾏｴ
12995 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 奥ノ三日月 ｵｸﾉﾐｶﾂﾞｷ
13190 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 奥フマセ山 ｵｸﾌﾏｾﾔﾏ
13019 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 奥平次方 ｵｸﾍｲｼﾞｶﾞﾀ
13140 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 奥三日月 ｵｸﾐｶﾂﾞｷ
13186 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 奥屋式ヶ谷山 ｵｸﾔｼｷｶﾞﾀﾆﾔﾏ
12964 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲサキ ｵｻｷ
13102 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲソ越寺ノ段 ｵｿｺﾞｴﾃﾗﾉﾀﾞﾝ
13111 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲソ越本谷 ｵｿｺﾞｴﾎﾝﾀﾆ
13110 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲソゴエ水出ル谷 ｵｿｺﾞｴﾐｽﾞﾃﾞﾙﾀﾆ
12953 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲムキノ前 ｵﾑｷﾉﾏｴ
12905 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲムソギ ｵﾑｿｷﾞ
13028 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲンバ ｵﾝﾊﾞ
13178 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヲンバ山 ｵﾝﾊﾞﾔﾏ
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13147 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柿木谷山 ｶｷｷﾀﾆﾔﾏ
12983 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カキ谷 ｶｷﾀﾆ
12984 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カキ谷山 ｶｷﾀﾆﾔﾏ
13131 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柿谷山 ｶｷﾀﾆﾔﾏ
12918 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柿ノ木本 ｶｷﾉｷﾓﾄ
13103 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カクレダニ ｶｸﾚﾀﾞﾆ
13214 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カクレ谷山 ｶｸﾚﾀﾆﾔﾏ
13029 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 樫ノ木 ｶｼﾉｷ
13100 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 樫ノ木山 ｶｼﾉｷﾔﾏ
13211 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カシノ木山 ｶｼﾉｷﾔﾏ
12895 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柏木 ｶｼﾜｷﾞ
13142 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柏越山 ｶｼﾜｺﾞｴﾔﾏ
12999 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柏コシ ｶｼﾜｺｼ
13217 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カノキ山 ｶﾉｷﾔﾏ
12888 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 上ミデキ ｶﾐﾃﾞｷ
12887 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 上堀 ｶﾐﾎﾘ
13089 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カミヤンタニ ｶﾐﾔﾝﾀﾆ
12998 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カリヤノ下 ｶﾘﾔﾉｼﾀ
12896 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 川イエ ｶﾜｲｴ
12900 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ カワクボ ｶﾜｸﾎﾞ
12892 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ガンギ ｶﾞﾝｷﾞ
13005 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北石井手 ｷﾀｲｼｲﾃﾞ
13230 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北石見寺山 ｷﾀｲｼﾐｼﾞﾔﾏ
13161 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北奥砥山 ｷﾀｵｸﾄｲｼﾔﾏ
13109 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北ヲソゴエ ｷﾀｵｿｺﾞｴ
13219 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北ヲソ越山 ｷﾀｵｿｺﾞｴﾔﾏ
13144 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北柏越山 ｷﾀｶｼﾜｺﾞｴﾔﾏ
13054 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北カ谷 ｷﾀｶﾀﾞﾆ
13050 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北ス子コギ ｷﾀｽﾈｺｷﾞ
13189 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北ス子コギ山 ｷﾀｽﾈｺｷﾞﾔﾏ
13204 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北谷山 ｷﾀﾀﾆﾔﾏ
13086 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北谷山 ｷﾀﾀﾞﾆﾔﾏ
13162 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北砥山 ｷﾀﾄｲｼﾔﾏ
13051 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北フマセ ｷﾀﾌﾏｾ
13043 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北道ヶ谷 ｷﾀﾐﾁｶﾞﾀﾆ
13157 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北山 ｷﾀﾔﾏ
13032 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北横山谷 ｷﾀﾔﾏﾀﾞﾆ
13180 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北横山 ｷﾀﾖｺﾔﾏ
13128 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北横ン坊山 ｷﾀﾖｺﾝﾎﾞｳﾔﾏ
13136 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北ヨリナガ山 ｷﾀﾖﾘﾅｶﾞﾔﾏ
13173 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 北四反地山 ｷﾀﾖﾝﾀﾝﾁﾔﾏ
13094 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ キハチ山 ｷﾊﾁﾔﾏ
13182 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 楠木中畝山 ｸｽｷﾅｶｳﾈﾔﾏ
13228 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 楠木南ウチ ｸｽｷﾐﾅﾐｳﾁ
13038 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 楠ノ木 ｸｽﾉｷ
13035 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 楠ノ木谷 ｸｽﾉｷﾀﾞﾆ
13229 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 楠ノ木南ウチ ｸｽﾉｷﾐﾅﾐｳﾁ
12994 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 口ノ三日月 ｸﾁﾉﾐｶﾂﾞｷ
13139 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 口三日月 ｸﾁﾐｶﾂﾞｷ
13150 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ クチメヶ谷山 ｸﾁﾒｶﾞﾀﾆﾔﾏ
12903 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 久保田 ｸﾎﾞﾀ
12957 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ クホバタ ｸﾎﾊﾞﾀ
12940 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ クリ石 ｸﾘｲｼ
13098 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 栗ヶ谷 ｸﾘｶﾞﾀﾆ
12966 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ クリキド ｸﾘｷﾄﾞ
13024 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ クリキヤシキ ｸﾘｷﾔｼｷ
13025 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ クリノ木山 ｸﾘﾉｷﾔﾏ
13174 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 栗ノ木山 ｸﾘﾉｷﾔﾏ
12935 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ クロアイ ｸﾛｱｲ
12927 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
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12925 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 小ドウ ｺﾄﾞｳ
13080 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ サカイノ谷 ｻｶｲﾉﾀﾆ
12937 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ サカヲリ ｻｶｵﾘ
13073 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
13021 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 作式山 ｻｸｼｷﾔﾏ
12993 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ サコヤハナ ｻｺﾔﾊﾅ
13071 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ サデノ前 ｻﾃﾞﾉﾏｴ
13099 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 皿ヶ谷 ｻﾗｶﾞﾀﾆ
13209 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 皿ヶ谷山 ｻﾗｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13085 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ サルノボリ ｻﾙﾉﾎﾞﾘ
13203 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ サルノホリ山 ｻﾙﾉﾎﾘﾔﾏ
12902 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 三反地 ｻﾝﾀﾞﾝﾁﾞ
12926 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ シヲタ ｼｵﾀ
12907 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 四石地 ｼｾｷﾁ
13105 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 下タニセ ｼﾀﾆｾ
13106 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 下タニノ瀬 ｼﾀﾆﾉｾ
12945 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 下タヤシキ ｼﾀﾔｼｷ
12916 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ シモクダ ｼﾓｸﾀﾞ
12890 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 下モデキ ｼﾓﾃﾞｷ
12899 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 下モ社 ｼﾓﾔｼﾛ
13078 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 十五谷 ｼﾞﾕｳｺﾞﾀﾞﾆ
13077 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 十五谷山 ｼﾞﾕｳｺﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
13075 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ シュウリデン ｼﾕｳﾘﾃﾞﾝ
12988 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ショウヂ ｼﾖｳﾁﾞ
13152 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 尻ナシ山 ｼﾘﾅｼﾔﾏ
13093 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 次郎タゴ山 ｼﾞﾛｳﾀｺﾞﾔﾏ
13208 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ジロタゴ山 ｼﾞﾛﾀｺﾞﾔﾏ
13056 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ シロノヂウ ｼﾛﾉﾁﾞｳ
12986 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ シンシロ ｼﾝｼﾛ
13132 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 新城山 ｼﾝｼﾛﾔﾏ
12978 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 甚兵衛ヤシキ山 ｼﾞﾝﾍﾞｴﾔｼｷﾔﾏ
13125 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 甚兵衛屋敷山 ｼﾞﾝﾍﾞｴﾔｼｷﾔﾏ
13231 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 新社 ｼﾝﾔｼﾛ
13141 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ススノ木 ｽｽﾉｷ
12996 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ スンノ木山 ｽﾝﾉｷﾔﾏ
12924 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 瀬頭 ｾｶﾞｼﾗ
12913 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 瀬戸渕 ｾﾄﾌﾞﾁ
12975 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 染岡 ｾﾝｵｶ
13066 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 大門 ﾀﾞｲﾓﾝ
13065 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 大門山 ﾀﾞｲﾓﾝﾔﾏ
12915 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 高井 ﾀｶｲ
13215 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 高石見寺山 ﾀｶｲｼﾐﾃﾗﾔﾏ
12934 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ タカイノ前 ﾀｶｲﾉﾏｴ
12897 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 高社 ﾀｶﾔｼﾛ
13112 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ タキノカシラ ﾀｷﾉｶｼﾗ
13079 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 武久ノ川 ﾀｹﾋｻﾉｶﾜ
13096 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ タチハナ山 ﾀﾁﾊﾅﾔﾏ
13097 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ タチメ ﾀﾁﾒ
13210 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 立目山 ﾀﾁﾒﾔﾏ
12943 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 谷ノ坊 ﾀﾆﾉﾎﾞｳ
12970 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 谷ノモト ﾀﾆﾉﾓﾄ
13009 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ダンゴ石 ﾀﾞﾝｺﾞｲｼ
13159 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ダンゴ石山 ﾀﾞﾝｺﾞｲｼﾔﾏ
13114 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ チョウエ ﾁﾖｳｴ
12906 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 銚子ノ口 ﾁﾖｳｼﾉｸﾁ
13220 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ チヨエ ﾁﾖｴ
12944 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ツノエ ﾂﾉｴ
13087 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ツルホウ ﾂﾙﾎｳ
12939 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 定スワリ ﾃｲｽﾜﾘ
13027 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ デキサカ ﾃﾞｷｻｶ
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13177 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 出来坂山 ﾃﾞｷｻﾞｶﾔﾏ
13015 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ デグチ ﾃﾞｸﾞﾁ
13101 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 寺ノ段 ﾃﾗﾉﾀﾞﾝ
13212 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 寺ノ段山 ﾃﾗﾉﾀﾞﾝﾔﾏ
12947 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ドイ ﾄﾞｲ
13012 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ トイシバ ﾄｲｼﾊﾞ
12894 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ トイダ ﾄｲﾀﾞ
13001 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板牛ヶ谷 ﾄｲﾀｳｼｶﾞﾀﾆ
13145 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板牛ヶ谷山 ﾄｲﾀｳｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13151 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板奥山 ﾄｲﾀｵｸﾔﾏ
13143 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板口 ﾄｲﾀｸﾞﾁ
12997 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板ススキ ﾄｲﾀｽｽｷ
13154 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板セイ元山 ﾄｲﾀｾｲﾓﾄﾔﾏ
13002 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板鶴ヶ谷山 ﾄｲﾀﾂﾙｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13138 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板出来坂山 ﾄｲﾀﾃﾞｷｻｶﾔﾏ
13148 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 戸板中畝山 ﾄｲﾀﾅｶｳﾈﾔﾏ
13016 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ トウガ谷 ﾄｳｶﾞﾀﾆ
13130 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ トウ吉谷山 ﾄｳｷﾁﾀﾆﾔﾏ
13068 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ドウケ谷 ﾄﾞｳｹﾀﾞﾆ
13059 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ドウホン澤 ﾄﾞｳﾎﾝｻﾞﾜ
12938 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ トウンマ ﾄｳﾝﾏ
13107 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ドヲトコ ﾄﾞｵﾄｺ
13155 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ トカリ山 ﾄｶﾘﾔﾏ
13061 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ トモドウ ﾄﾓﾄﾞｳ
13004 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 中石井手 ﾅｶｲｼｲﾃﾞ
12992 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ナカヲキ ﾅｶｵｷ
13084 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 中車 ﾅｶｸﾞﾙﾏ
13026 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ナガシタ ﾅｶﾞｼﾀ
12929 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 長田 ﾅｶﾞﾀ
12954 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 長町 ﾅｶﾞﾏﾁ
13149 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 中ン谷山 ﾅｶﾝﾀﾆﾔﾏ
13062 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ナダ ﾅﾀﾞ
13020 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 成川 ﾅﾙｶﾜ
13223 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ナル谷山 ﾅﾙﾀﾆﾔﾏ
13191 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西石見寺山 ﾆｼｲｼﾐｼﾞﾔﾏ
13064 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西石見山 ﾆｼｲｼﾐﾔﾏ
13122 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西ウケエビタ山 ﾆｼｳｹｴﾋﾞﾀﾔﾏ
13195 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西大谷山 ﾆｼｵｵﾀﾆﾔﾏ
13213 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西ヲソ越山 ﾆｼｵｿｺﾞｴﾔﾏ
12917 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
13166 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西トウガ谷山 ﾆｼﾄｳｶﾞﾀﾆﾔﾏ
12942 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西樋ノ口 ﾆｼﾋﾉｸﾁ
12933 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西丸 ﾆｼﾏﾙ
13133 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西宮岡山 ﾆｼﾐﾔｵｶﾔﾏ
13183 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 西屋式谷山 ﾆｼﾔｼｷﾀﾆﾔﾏ
13039 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 弐俵田 ﾆﾀﾜﾗﾀﾞ
13216 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 二ノ瀬 ﾆﾉｾ
13074 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 子コ神 ﾈｺｶﾞﾐ
12963 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 子クビ ﾈﾉｸﾋﾞ
13119 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 子クビ山 ﾈﾉｸﾋﾞﾔﾏ
13201 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 走リ川山 ﾊｼﾘｶﾜﾔﾏ
13221 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 八ヶ森 ﾊﾁｶﾞﾓﾘ
13193 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東石見寺山 ﾋｶﾞｼｲｼﾐｼﾞﾔﾏ
13069 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東石見山 ﾋｶﾞｼｲｼﾐﾔﾏ
13169 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東牛カ谷山 ﾋｶﾞｼｳｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13196 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東大谷山 ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾆﾔﾏ
13090 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東ス子コキ山 ﾋｶﾞｼｽﾈｺｷﾔﾏ
12914 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東瀬戸渕 ﾋｶﾞｼｾﾄﾌﾞﾁ
12989 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
12990 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東谷奥 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆｵｸ
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13137 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東谷南受山 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾐﾅﾐｳｹﾔﾏ
13135 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東谷山 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾔﾏ
13226 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東ダンゴ石山 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾝｺﾞｲｼﾔﾏ
13167 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東トウカ谷山 ﾋｶﾞｼﾄｳｶﾀﾆﾔﾏ
13165 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東トガリ山 ﾋｶﾞｼﾄｶﾞﾘﾔﾏ
12941 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東ヒノ口 ﾋｶﾞｼﾋﾉｸﾁ
12955 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東ホキノ下タ ﾋｶﾞｼﾎｷﾉｼﾀ
12932 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東丸 ﾋｶﾞｼﾏﾙ
12919 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東ムロツ ﾋｶﾞｼﾑﾛﾂ
13184 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東屋式ヶ谷山 ﾋｶﾞｼﾔｼｷｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13163 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 東柳山 ﾋｶﾞｼﾔﾅｷﾞﾔﾏ
12958 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヒキコミ ﾋｷｺﾐ
12923 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヒダカ ﾋﾀﾞｶ
13007 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 左ヶ谷 ﾋﾀﾞﾘｶﾞﾀﾆ
12910 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 一ツ橋 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ
12885 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 兵吾 ﾋﾖｳｺﾞ
13000 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヒョウタンダ ﾋﾖｳﾀﾝﾀﾞ
13146 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヒヨタン谷山 ﾋﾖﾀﾝﾀﾆﾔﾏ
12962 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 福井谷 ﾌｸｲﾀﾞﾆ
12936 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 藤田 ﾌｼﾞﾀ
12891 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 藤吉谷 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞﾆ
13153 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 二ツ森山 ﾌﾀﾂﾓﾘ
13225 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 船ヶ谷山 ﾌﾅｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13053 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ フマセ ﾌﾏｾ
13052 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ フマセ山 ﾌﾏｾﾔﾏ
13088 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ フルボヲ ﾌﾙﾎﾞｵ
13018 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 平次岩ガラ ﾍｲｼﾞｲﾜｶﾞﾗ
13170 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 平次岩カラ山 ﾍｲｼﾞｲﾜｶﾗﾔﾏ
13022 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 平次ヶ方 ﾍｲｼﾞｶﾞｶﾀ
13171 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 平次山 ﾍｲｼﾞﾔﾏ
12956 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ホキノ下タ ﾎｷﾉｼﾀ
13067 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ホタル屋式 ﾎﾀﾙﾔｼｷ
13194 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ホタル山 ﾎﾀﾙﾔﾏ
12931 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ホテ原 ﾎﾃﾊﾞﾗ
12951 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ホリ田 ﾎﾘﾃﾞﾝ
13113 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ホンタキ ﾎﾝﾀｷ
13091 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 又タノスソ ﾏﾀﾉｽｿ
13206 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 又タノスソ山 ﾏﾀﾉｽｿﾔﾏ
13058 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 町崎 ﾏﾁｻﾞｷ
12889 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 松井 ﾏﾂｲ
13036 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 松ノ木谷 ﾏﾂﾉｷﾀﾞﾆ
13060 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ マメ沢 ﾏﾒｻﾞﾜ
12948 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ミキ ﾐｷ
13197 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ミクミ山 ﾐｸﾐﾔﾏ
13198 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 水ヶ峠 ﾐｽﾞｶﾞﾄｳｹﾞ
12898 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 水コシ ﾐｽﾞｺｼ
12949 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 溝田 ﾐｿﾞﾀ
12976 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ミチヲモテ ﾐﾁｵﾓﾃ
13187 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 道ヶ谷中畝山 ﾐﾁｶﾞﾀﾆﾅｶｳﾈﾔﾏ
13046 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 道ヶ谷口 ﾐﾁｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13181 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 道ヶ谷山 ﾐﾁｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13003 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南石井手 ﾐﾅﾐｲｼｲﾃﾞ
13192 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南石見寺山 ﾐﾅﾐｲｼﾐｼﾞﾔﾏ
13164 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南磯山 ﾐﾅﾐｲｿﾔﾏ
13172 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南牛ヶ谷山 ﾐﾅﾐｳｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13042 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南楠ノ木 ﾐﾅﾐｸｽﾉｷ
13224 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南ナル谷山 ﾐﾅﾐﾅﾙﾀﾆﾔﾏ
13104 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南ニノ瀬 ﾐﾅﾐﾆﾉｾ
12893 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南松井 ﾐﾅﾐﾏﾂｲ
13044 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南道ヶ谷 ﾐﾅﾐﾐﾁｶﾞﾀﾆ
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13045 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南道ヶ谷山 ﾐﾅﾐﾐﾁｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13034 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南横山 ﾐﾅﾐﾖｺﾔﾏ
13033 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南横山谷ノ奥 ﾐﾅﾐﾖｺﾔﾏﾀﾆﾉｵｸ
13175 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 南四反地山 ﾐﾅﾐﾖﾝﾀﾝﾁﾔﾏ
13108 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ミノ越シ ﾐﾉｺｼ
13218 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ミノコシ山 ﾐﾉｺｼﾔﾏ
13081 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ミミキレ ﾐﾐｷﾚ
13200 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 耳切山 ﾐﾐｷﾚﾔﾏ
12886 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 宮岡 ﾐﾔｵｶ
12982 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 宮岡奥 ﾐﾔｵｶｵｸ
12985 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 宮岡谷 ﾐﾔｵｶﾀﾆ
12921 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 宮地ノ下（タ） ﾐﾔｼﾞﾉｼﾀ
12922 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 宮地ノ下 ﾐﾔｼﾞﾉｼﾀ
13199 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ムクノ川山 ﾑｸﾉｶﾜﾔﾏ
13092 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 武藏山 ﾑｻｼﾔﾏ
13207 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ムサシ山 ﾑｻｼﾔﾏ
12912 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 宗藤 ﾑﾈﾌｼﾞ
12909 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ムロツ ﾑﾛﾂ
12908 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ムロヅ ﾑﾛﾂﾞ
13031 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ モミヂ ﾓﾐﾁﾞ
13179 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ モミヂ ﾓﾐﾁﾞ
13037 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヤシキカ谷 ﾔｼｷｶﾀﾞﾆ
13185 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 屋式ヶ谷山 ﾔｼｷｶﾞﾀﾆﾔﾏ
12901 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 社 ﾔｼﾛ
13082 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヤスゴ山 ﾔｽｺﾞﾔﾏ
13227 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 安並団地 ﾔｽﾅﾐﾀﾞﾝﾁ
12930 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柳 ﾔﾅｷﾞ
13013 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
13156 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 柳山 ﾔﾅｷﾞﾔﾏ
13041 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
13063 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 山中 ﾔﾏﾅｶ
12959 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 横田上峰 ﾖｺﾀｶﾐﾐﾈ
12961 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 横田下ノ峰 ﾖｺﾀｼﾓﾉﾐﾈ
13117 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 横田下峰 ﾖｺﾀｼﾓﾐﾈ
12960 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 横田谷 ﾖｺﾀﾀﾞﾆ
13124 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 横ン坊山 ﾖｺﾝﾎﾞｳﾔﾏ
12977 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヨコンボヲ ﾖｺﾝﾎﾞｵ
13176 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヨソ谷山 ﾖｿﾀﾆﾔﾏ
13134 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヨリナカ ﾖﾘﾅｶ
12987 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ヨリナガ ﾖﾘﾅｶﾞ
13023 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 四反地 ﾖﾝﾀﾝﾁ
12969 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ リエン ﾘｴﾝ
12967 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 和田 ﾜﾀﾞ
13121 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ 和田山 ﾜﾀﾞﾔﾏ
13008 東山02 安並 ﾔｽﾅﾐ ンバカ木トコロ ﾝﾊﾞｶｷﾄｺﾛ
13255 東山03 佐岡 ｻｵｶ 赤谷 ｱｶﾀﾆ
13289 東山03 佐岡 ｻｵｶ 赤谷山 ｱｶﾀﾞﾆﾔﾏ
13257 東山03 佐岡 ｻｵｶ イイナデン ｲｲﾅﾃﾞﾝ
13256 東山03 佐岡 ｻｵｶ イゲ谷山ノ畝 ｲｹﾞﾀﾆﾔﾏﾉｳﾈ
13272 東山03 佐岡 ｻｵｶ イゲ山 ｲｹﾞﾔﾏ
13261 東山03 佐岡 ｻｵｶ イヤカ谷奥 ｲﾔｶﾀﾞﾆｵｸ
13262 東山03 佐岡 ｻｵｶ イヤノ谷口 ｲﾔﾉﾀﾆｸﾞﾁ
13242 東山03 佐岡 ｻｵｶ 大境 ｵｵｻﾞｶｲ
13267 東山03 佐岡 ｻｵｶ 大坂山 ｵｵｻｶﾔﾏ
13259 東山03 佐岡 ｻｵｶ カドタ ｶﾄﾞﾀ
13250 東山03 佐岡 ｻｵｶ 上ハヲソ川 ｶﾐﾊｵｿｶﾞﾜ
13258 東山03 佐岡 ｻｵｶ カリヤノ前 ｶﾘﾔﾉﾏｴ
13239 東山03 佐岡 ｻｵｶ 川成 ｶﾜﾅﾘ
13268 東山03 佐岡 ｻｵｶ 北イヤガ谷山 ｷﾀｲﾔｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13284 東山03 佐岡 ｻｵｶ 北イヤゲ谷山 ｷﾀｲﾔｹﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
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13291 東山03 佐岡 ｻｵｶ 北利平山 ｷﾀﾄｼﾋﾗﾔﾏ
13274 東山03 佐岡 ｻｵｶ 口イヤガ谷山 ｸﾁｲﾔｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13236 東山03 佐岡 ｻｵｶ 公文名 ｸﾓﾝﾅ
13266 東山03 佐岡 ｻｵｶ コメガ坂 ｺﾒｶﾞｻﾞｶ
13280 東山03 佐岡 ｻｵｶ 米ゲ坂山 ｺﾒｶﾞｻｶﾔﾏ
13265 東山03 佐岡 ｻｵｶ 佐岡城 ｻｵｶｼﾛ
13276 東山03 佐岡 ｻｵｶ 佐岡城山 ｻｵｶｼﾛﾔﾏ
13283 東山03 佐岡 ｻｵｶ サブサ山 ｻﾌﾞｻﾔﾏ
13241 東山03 佐岡 ｻｵｶ 三反畑 ｻﾝﾀﾝﾊﾞﾀ
13244 東山03 佐岡 ｻｵｶ 芝田 ｼﾊﾞﾀ
13245 東山03 佐岡 ｻｵｶ 芝田谷 ｼﾊﾞﾀﾀﾞﾆ
13293 東山03 佐岡 ｻｵｶ 芝田谷山 ｼﾊﾞﾀﾀﾞﾆﾔﾏ
13251 東山03 佐岡 ｻｵｶ 下ヲソ川 ｼﾓｵｿｶﾞﾜ
13260 東山03 佐岡 ｻｵｶ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
13273 東山03 佐岡 ｻｵｶ 下モ谷山 ｼﾓﾀﾆﾔﾏ
13234 東山03 佐岡 ｻｵｶ セイトフ ｾｲﾄﾌ
13240 東山03 佐岡 ｻｵｶ 高原田 ﾀｶﾊﾗﾀﾞ
13249 東山03 佐岡 ｻｵｶ 高原畑 ﾀｶﾊﾗﾊﾞﾀ
13264 東山03 佐岡 ｻｵｶ 谷ノ前 ﾀﾆﾉﾏｴ
13275 東山03 佐岡 ｻｵｶ 谷ノ前 ﾀﾆﾉﾏｴ
13263 東山03 佐岡 ｻｵｶ 土居 ﾄﾞｲ
13271 東山03 佐岡 ｻｵｶ 利平谷 ﾄｼﾋﾗﾀﾞﾆ
13235 東山03 佐岡 ｻｵｶ 仲瀬 ﾅｶｾ
13277 東山03 佐岡 ｻｵｶ 中ノ谷山 ﾅｶﾉﾀﾆﾔﾏ
13237 東山03 佐岡 ｻｵｶ 長畑 ﾅｶﾞﾊﾀ
13243 東山03 佐岡 ｻｵｶ ナリカト ﾅﾘｶﾄ
13278 東山03 佐岡 ｻｵｶ 西イヤゲ谷山 ﾆｼｲﾔｹﾞﾀﾆﾔﾏ
13252 東山03 佐岡 ｻｵｶ 西仲澤 ﾆｼﾅｶｻﾞﾜ
13287 東山03 佐岡 ｻｵｶ 西二本松山 ﾆｼﾆﾎﾝﾏﾂﾔﾏ
13288 東山03 佐岡 ｻｵｶ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
13279 東山03 佐岡 ｻｵｶ 西古大坂山 ﾆｼﾌﾙｵｵｻｶﾔﾏ
13270 東山03 佐岡 ｻｵｶ 二本松山 ﾆﾎﾝﾏﾂﾔﾏ
13238 東山03 佐岡 ｻｵｶ 長谷川 ﾊｾｶﾞﾜ
13294 東山03 佐岡 ｻｵｶ 八反原 ﾊﾂﾀﾝﾊﾞﾗ
13286 東山03 佐岡 ｻｵｶ 東下モ谷山 ﾋｶﾞｼｼﾓﾀﾆﾔﾏ
13253 東山03 佐岡 ｻｵｶ 東仲澤 ﾋｶﾞｼﾅｶｻﾞﾜ
13282 東山03 佐岡 ｻｵｶ 東古大坂山 ﾋｶﾞｼﾌﾙｵｵｻｶﾔﾏ
13232 東山03 佐岡 ｻｵｶ 船戸 ﾌﾅﾄﾞ
13247 東山03 佐岡 ｻｵｶ フマセ ﾌﾏｾ
13248 東山03 佐岡 ｻｵｶ フマセノ沖 ﾌﾏｾﾉｵｷ
13281 東山03 佐岡 ｻｵｶ 古大坂山 ﾌﾙｵｵｻｶﾔﾏ
13233 東山03 佐岡 ｻｵｶ 坊ノ下タ ﾎﾞｳﾉｼﾀ
13254 東山03 佐岡 ｻｵｶ 正利ヶ谷 ﾏｻﾄｼｶﾞ
13296 東山03 佐岡 ｻｵｶ 正利ヶ谷山 ﾏｻﾄｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13246 東山03 佐岡 ｻｵｶ マトバ谷 ﾏﾄﾊﾞﾀﾞﾆ
13290 東山03 佐岡 ｻｵｶ マトバ谷山 ﾏﾄﾊﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
13269 東山03 佐岡 ｻｵｶ 南イヤカ谷山 ﾐﾅﾐｲﾔｶﾀﾆﾔﾏ
13285 東山03 佐岡 ｻｵｶ 南イヤゲ谷 ﾐﾅﾐｲﾔｹﾞﾀﾞﾆ
13295 東山03 佐岡 ｻｵｶ 南公文名 ﾐﾅﾐｸﾓﾝﾅ
13292 東山03 佐岡 ｻｵｶ 南利平山 ﾐﾅﾐﾄｼﾋﾗﾔﾏ
13323 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 秋田山 ｱｷﾀﾔﾏ
13311 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 畦田 ｱｾﾞﾀ
13301 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 越通寺谷 ｴﾂﾂｳｼﾞﾀﾞﾆ
13325 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 越通寺山 ｴﾂﾂｳｼﾞﾔﾏ
13302 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 越通寺山畝 ｴﾂﾂｳｼﾞﾔﾏｳﾈ
13312 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 上畦田 ｶﾐｱｾﾞﾀ
13321 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 上長面 ｶﾐﾁﾖｳﾒﾝ
13320 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 上水越 ｶﾐﾐｽﾞｺﾞｼ
13316 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 小島前 ｺｼﾞﾏﾏｴ
13318 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ
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13310 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 下畦田 ｼﾓｱｾﾞﾀ
13303 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 神畑 ｼﾝﾊﾞﾀ
13307 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 曾我ノサコ ｿｶﾞﾉｻｺ
13327 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 曾我平山 ｿｶﾞﾋﾗﾔﾏ
13305 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ
13322 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 茶屋奥 ﾁﾔﾔｵｸ
13298 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 茶屋谷口 ﾁﾔﾔﾀﾆｸﾞﾁ
13299 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 茶屋ノ奥 ﾁﾔﾔﾉｵｸ
13317 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 帳面 ﾁﾖｳﾒﾝ
13304 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ ツ子キヨ ﾂﾈｷﾖ
13313 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 天神原 ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾗ
13309 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 戸板谷 ﾄｲﾀﾀﾞﾆ
13308 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 戸板山 ﾄｲﾀﾔﾏ
13314 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 西下田 ﾆｼｼﾓﾀﾞ
13328 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
13315 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 古川 ﾌﾙｶﾜ
13300 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 坊ノハナ ﾎﾞｳﾉﾊﾅ
13324 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 坊ノハナ山 ﾎﾞｳﾉﾊﾅﾔﾏ
13319 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 松本 ﾏﾂﾓﾄ
13326 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 南越通寺山 ﾐﾅﾐｴﾂﾂｳｼﾞ
13306 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 南竹ノ下 ﾐﾅﾐﾀｹﾉｼﾀ
13297 東山04 秋田 ｱｲﾀﾞ 吉竹 ﾖｼﾀｹ
13329 東山05 麻生 ｱｿｳ 麻生谷性元二ツ森 ｱｿｳﾀﾞﾆｾｲﾓﾄﾌﾀﾂﾓﾘ
13336 東山05 麻生 ｱｿｳ 麻生谷松尾口 ｱｿｳﾀﾞﾆﾏﾂｵｸﾞﾁ
13363 東山05 麻生 ｱｿｳ 井屋ヶ谷山 ｲﾔｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13332 東山05 麻生 ｱｿｳ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ
13356 東山05 麻生 ｱｿｳ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
13338 東山05 麻生 ｱｿｳ 上土居ノ前 ｶﾐﾄﾞｲﾉﾏｴ
13362 東山05 麻生 ｱｿｳ 北保キ山 ｷﾀﾎｷﾔﾏ
13346 東山05 麻生 ｱｿｳ 北松田山 ｷﾀﾏﾂﾀﾞﾔﾏ
13349 東山05 麻生 ｱｿｳ 小袖ノスケ谷 ｺｿﾃﾞﾉｽｹﾀﾞﾆ
13333 東山05 麻生 ｱｿｳ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾞﾁ
13359 東山05 麻生 ｱｿｳ 小谷山 ｺﾀﾆﾔﾏ
13348 東山05 麻生 ｱｿｳ ジョウカ谷 ｼﾞﾖｳｶﾀﾞﾆ
13357 東山05 麻生 ｱｿｳ ススダマリ ｽｽﾀﾞﾏﾘ
13358 東山05 麻生 ｱｿｳ ソダシカ谷山 ｿﾀﾞｼｶﾀﾆﾔﾏ
13364 東山05 麻生 ｱｿｳ 七夕山 ﾀﾅﾊﾞﾀﾔﾏ
13353 東山05 麻生 ｱｿｳ タニシカ谷 ﾀﾆｼｶﾀﾞﾆ
13347 東山05 麻生 ｱｿｳ 樋ノ谷山 ﾄｲﾉﾀﾆﾔﾏ
13339 東山05 麻生 ｱｿｳ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
13337 東山05 麻生 ｱｿｳ 西ウラ ﾆｼｳﾗ
13350 東山05 麻生 ｱｿｳ 西白岩山 ﾆｼｼﾛｲﾜﾔﾏ
13342 東山05 麻生 ｱｿｳ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
13340 東山05 麻生 ｱｿｳ 日正谷 ﾆﾁｼﾖｳﾀﾞﾆ
13331 東山05 麻生 ｱｿｳ 登リ尾谷 ﾉﾎﾞﾘｵﾀﾞﾆ
13355 東山05 麻生 ｱｿｳ 登リ尾谷山 ﾉﾎﾞﾘｵﾀﾞﾆﾔﾏ
13351 東山05 麻生 ｱｿｳ 東白岩山 ﾋｶﾞｼｼﾛｲﾜﾔﾏ
13334 東山05 麻生 ｱｿｳ 日ノ平口 ﾋﾉﾋﾗｸﾞﾁ
13360 東山05 麻生 ｱｿｳ 日ノ平山 ﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
13352 東山05 麻生 ｱｿｳ 二ツ森 ﾌﾀﾂﾓﾘ
13361 東山05 麻生 ｱｿｳ 保キ上エ ﾎｷｳｴ
13344 東山05 麻生 ｱｿｳ 松尾 ﾏﾂｵ
13335 東山05 麻生 ｱｿｳ 松田口 ﾏﾂﾀﾞｸﾞﾁ
13345 東山05 麻生 ｱｿｳ 南松田山 ﾐﾅﾐﾏﾂﾀﾞﾔﾏ
13354 東山05 麻生 ｱｿｳ 森屋ヶ谷 ﾓﾘﾔｶﾞﾀﾆ
13330 東山05 麻生 ｱｿｳ 守屋谷 ﾓﾘﾔﾀﾞﾆ
13341 東山05 麻生 ｱｿｳ 吉竹口 ﾖｼﾀｹｸﾞﾁ
13343 東山05 麻生 ｱｿｳ 吉竹山 ﾖｼﾀｹﾔﾏ
13365 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 青木森 ｱｵｷﾓﾘ
13444 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 赤松山 ｱｶﾏﾂﾔﾏ
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13456 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 畦田 ｱｾﾞﾀ
13426 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 畦田山 ｱｾﾞﾀﾔﾏ
13415 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 幾蔵山 ｲｸｿﾞｳﾔﾏ
13403 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 石神本 ｲｼｶﾐﾓﾄ
13439 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 石場山 ｲｼﾊﾞﾔﾏ
13452 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 板屋谷 ｲﾀﾔﾀﾆ
13427 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 板屋山 ｲﾀﾔﾔﾏ
13380 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 岩崎山 ｲﾜｻｷﾔﾏ
13385 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 岩瀬谷 ｲﾜｾﾀﾞﾆ
13390 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 上島畑 ｳｴｼﾏﾊﾞﾀ
13437 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 永権林山 ｴｲｹﾝﾘﾝﾔﾏ
13398 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 扇丁 ｵｵｷﾞﾃｲ
13442 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大境山 ｵｵｻﾞｶｲﾔﾏ
13379 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大杉谷 ｵｵｽｷﾞﾀﾆ
13407 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大杉谷山 ｵｵｽｷﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
13378 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大杉東畝 ｵｵｽｷﾞﾋｶﾞｼｳﾈ
13412 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
13416 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大駄場山 ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
13389 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大和田 ｵｵﾜﾀﾞ
13417 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 奥御前山 ｵｸｺﾞｾﾞﾝﾔﾏ
13434 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大人山 ｵﾋﾄﾔﾏ
13383 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 妙華寺谷 ｵﾝｶｼﾞﾀﾞﾆ
13441 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ カツラ山 ｶﾂﾗﾔﾏ
13382 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 鐘撞山 ｶﾈﾂｷﾔﾏ
13401 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 上鬼ケホキ ｶﾐｵﾆｹﾎｷ
13388 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 上谷 ｶﾐﾀﾆ
13428 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 上谷峠 ｶﾐﾀﾆﾄｳｹﾞ
13387 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 上谷山 ｶﾐﾀﾆﾔﾏ
13414 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 観音山 ｶﾝﾉﾝﾔﾏ
13381 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 北奥澤 ｷﾀｵｸｻﾞﾜ
13422 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 北天守谷山 ｷﾀﾃﾝｼﾕﾀﾆﾔﾏ
13394 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 北古屋式山 ｷﾀﾌﾙﾔｼｷﾔﾏ
13425 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 北古屋敷山 ｷﾀﾌﾙﾔｼｷﾔﾏ
13393 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 久山 ｷﾕｳｻﾞﾝ
13421 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 桐ノ木山 ｷﾘﾉｷﾔﾏ
13396 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 口鴻ノ巣 ｸﾁｺｳﾉｽ
13449 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 九斗ヶ谷山 ｸﾄｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13443 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 小砂山 ｺｽﾅﾔﾏ
13369 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 紺屋町 ｺﾝﾔﾏﾁ
13392 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ サイ開 ｻｲｶｲ
13420 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 坂ノ下山 ｻｶﾉｼﾀﾔﾏ
13448 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ ササ山 ｻｻﾔﾏ
13419 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 差出山 ｻｼﾀﾞｼﾔﾏ
13440 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 佐田越山 ｻﾀﾞｺﾞｴﾔﾏ
13397 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 三反地 ｻﾝﾀﾝﾁ
13450 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 三反地山 ｻﾝﾀﾝﾁﾔﾏ
13368 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 三段山 ｻﾝﾀﾞﾝﾔﾏ
13453 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ シカヲミ ｼｶｵﾐ
13402 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 下鬼ケホキ ｼﾓｵﾆｹﾎｷ
13391 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 十王堂 ｼﾞﾕｳｵｳﾄﾞｳ
13430 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 十王堂山 ｼﾞﾕｳﾄﾞｳﾔﾏ
13408 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 正持院山 ｼﾖｳｼﾞｲﾝﾔﾏ
13410 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 正福寺山 ｼﾖｳﾌｸｼﾞﾔﾏ
13432 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 大用寺山 ﾀﾞｲｵｳｼﾞﾔﾏ
13446 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 立碆山 ﾀﾁﾊﾞﾔﾏ
13370 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 立町 ﾀﾃﾁﾖｳ
13366 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 築池 ﾁｸｲｹ
13400 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 築地 ﾁｸｼﾞ
13376 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 茶畑 ﾁﾔﾊﾞﾀ
13423 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 天守谷山 ﾃﾝｼﾕﾀﾆﾔﾏ
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13413 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 土居山 ﾄﾞｲﾔﾏ
13435 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 登畝山 ﾄｳｳﾈﾔﾏ
13438 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ トマケ谷山 ﾄﾏｹﾀﾞﾆﾔﾏ
13377 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 中畝 ﾅｶｳﾈ
13454 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 中切 ﾅｶｷﾞﾘ
13404 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 中小芝 ﾅｶｺｼﾊﾞ
13455 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 中畑 ﾅｶﾊﾞﾀｹ
13374 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 中ヒノ木ダバ ﾅｶﾋﾉｷﾀﾞﾊﾞ
13405 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 中桧駄場 ﾅｶﾋﾉｷﾀﾞﾊﾞ
13431 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 西十王堂畝山 ﾆｼｼﾞﾕｳﾄﾞｳﾔﾏ
13372 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 西土生 ﾆｼﾊﾌﾞ
13373 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 西ハブ ﾆｼﾊﾌﾞ
13433 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 入道峠 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾄｳｹﾞ
13429 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 入道山 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾔﾏ
13451 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 亘山 ﾉﾌﾞﾔﾏ
13367 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 土生山 ﾊﾌﾞﾔﾏ
13371 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 桧駄場 ﾋﾉｷﾀﾞﾊﾞ
13386 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 百間倉 ﾋﾔｸﾏｸﾞﾗ
13445 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 日吉峠山 ﾋﾖｼﾄｳｹﾞﾔﾏ
13436 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 日吉山 ﾋﾖｼﾔﾏ
13399 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 吹越 ﾌｷｺﾞｴ
13395 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 吹越山 ﾌｷｺﾞｴﾔﾏ
13424 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 古屋敷山 ﾌﾙﾔｼｷﾔﾏ
13457 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 堀田 ﾎﾂﾀ
13418 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 松本山 ﾏﾂﾓﾄﾔﾏ
13375 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 南桧ダバ ﾐﾅﾐﾋﾉｷﾀﾞﾊﾞ
13406 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 南桧駄場 ﾐﾅﾐﾋﾉｷﾀﾞﾊﾞ
13384 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 耳切田 ﾐﾐｷﾚﾃﾞﾝ
13411 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 妙因寺山 ﾐﾖｳｲﾝｼﾞﾔﾏ
13447 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 八斗ヶ谷山 ﾔﾄｶﾞﾀﾆﾔﾏ
13409 中村01 中村 ﾅｶﾑﾗ 山際山 ﾔﾏｷﾞﾜﾔﾏ
13458 中村03 中村一条通 ﾅｶﾑﾗｲﾁｼﾞﾖｳﾄﾞｳﾘ 一丁目 ｲﾂﾁﾖｳﾒ
13462 中村03 中村一条通 ﾅｶﾑﾗｲﾁｼﾞﾖｳﾄﾞｳﾘ 五丁目 ｺﾞﾁﾖｳﾒ
13460 中村03 中村一条通 ﾅｶﾑﾗｲﾁｼﾞﾖｳﾄﾞｳﾘ 三丁目 ｻﾝﾁﾖｳﾒ
13459 中村03 中村一条通 ﾅｶﾑﾗｲﾁｼﾞﾖｳﾄﾞｳﾘ 二丁目 ﾆﾁﾖｳﾒ
13461 中村03 中村一条通 ﾅｶﾑﾗｲﾁｼﾞﾖｳﾄﾞｳﾘ 四丁目 ﾖﾝﾁﾖｳﾒ
13463 中村06 右山元町 ｳﾔﾏﾓﾄﾏﾁ 一丁目 ｲﾂﾁﾖｳﾒ
13465 中村06 右山元町 ｳﾔﾏﾓﾄﾏﾁ 三丁目 ｻﾝﾁﾖｳﾒ
13464 中村06 右山元町 ｳﾔﾏﾓﾄﾏﾁ 二丁目 ﾆﾁﾖｳﾒ
13466 中村08 中村大橋通 ﾅｶﾑﾗｵｵﾊｼﾄﾞｳﾘ 一丁目 ｲﾂﾁﾖｳﾒ
13470 中村08 中村大橋通 ﾅｶﾑﾗｵｵﾊｼﾄﾞｳﾘ 五丁目 ｺﾞﾁﾖｳﾒ
13468 中村08 中村大橋通 ﾅｶﾑﾗｵｵﾊｼﾄﾞｳﾘ 三丁目 ｻﾝﾁﾖｳﾒ
13472 中村08 中村大橋通 ﾅｶﾑﾗｵｵﾊｼﾄﾞｳﾘ 七丁目 ﾅﾅﾁﾖｳﾒ
13467 中村08 中村大橋通 ﾅｶﾑﾗｵｵﾊｼﾄﾞｳﾘ 二丁目 ﾆﾁﾖｳﾒ
13469 中村08 中村大橋通 ﾅｶﾑﾗｵｵﾊｼﾄﾞｳﾘ 四丁目 ﾖﾝﾁﾖｳﾒ
13471 中村08 中村大橋通 ﾅｶﾑﾗｵｵﾊｼﾄﾞｳﾘ 六丁目 ﾛｸﾁﾖｳﾒ
13473 中村10 中村京町 ﾅｶﾑﾗｷﾖｳﾏﾁ 一丁目 ｲﾂﾁﾖｳﾒ
13477 中村10 中村京町 ﾅｶﾑﾗｷﾖｳﾏﾁ 五丁目 ｺﾞﾁﾖｳﾒ
13475 中村10 中村京町 ﾅｶﾑﾗｷﾖｳﾏﾁ 三丁目 ｻﾝﾁﾖｳﾒ
13474 中村10 中村京町 ﾅｶﾑﾗｷﾖｳﾏﾁ 二丁目 ﾆﾁﾖｳﾒ
13476 中村10 中村京町 ﾅｶﾑﾗｷﾖｳﾏﾁ 四丁目 ﾖﾝﾁﾖｳﾒ
13478 中村16 中村新町 ﾅｶﾑﾗｼﾝﾏﾁ 一丁目 ｲﾂﾁﾖｳﾒ
13482 中村16 中村新町 ﾅｶﾑﾗｼﾝﾏﾁ 五丁目 ｺﾞﾁﾖｳﾒ
13480 中村16 中村新町 ﾅｶﾑﾗｼﾝﾏﾁ 三丁目 ｻﾝﾁﾖｳﾒ
13479 中村16 中村新町 ﾅｶﾑﾗｼﾝﾏﾁ 二丁目 ﾆﾁﾖｳﾒ
13481 中村16 中村新町 ﾅｶﾑﾗｼﾝﾏﾁ 四丁目 ﾖﾝﾁﾖｳﾒ
13483 中村21 中村東町 ﾅｶﾑﾗﾋｶﾞｼﾏﾁ 一丁目 ｲﾂﾁﾖｳﾒ
13485 中村21 中村東町 ﾅｶﾑﾗﾋｶﾞｼﾏﾁ 三丁目 ｻﾝﾁﾖｳﾒ
13484 中村21 中村東町 ﾅｶﾑﾗﾋｶﾞｼﾏﾁ 二丁目 ﾆﾁﾖｳﾒ
13486 中村22 中村本町 ﾅｶﾑﾗﾎﾝﾏﾁ 一丁目 ｲﾂﾁﾖｳﾒ
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13490 中村22 中村本町 ﾅｶﾑﾗﾎﾝﾏﾁ 五丁目 ｺﾞﾁﾖｳﾒ
13488 中村22 中村本町 ﾅｶﾑﾗﾎﾝﾏﾁ 三丁目 ｻﾝﾁﾖｳﾒ
13487 中村22 中村本町 ﾅｶﾑﾗﾎﾝﾏﾁ 二丁目 ﾆﾁﾖｳﾒ
13489 中村22 中村本町 ﾅｶﾑﾗﾎﾝﾏﾁ 四丁目 ﾖﾝﾁﾖｳﾒ
13522 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 畔田 ｱｾﾞﾀ
13530 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
13529 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 大境 ｵｵｻﾞｶｲ
13520 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 沖本結 ｵｷﾓﾄﾕｲ
13502 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 奥御前 ｵｸｺﾞｾﾞﾝ
13538 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 観音寺谷 ｶﾝﾉﾝﾃﾞﾗﾀﾆ
13507 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 観福寺ノ谷 ｶﾝﾌﾟｸﾃﾗﾉﾀﾆ
13536 中村26 不破 ﾌﾊﾞ キセイ山 ｷｾｲﾔﾏ
13534 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 巾着島 ｷﾝﾁﾔｸｼﾞﾏ
13516 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 藏ノ段 ｸﾗﾉﾀﾞﾝ
13501 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 小池 ｺｲｹ
13493 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 五代割 ｺﾞﾀﾞｲﾜﾚ
13499 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 才渕 ｻｲﾌﾞﾁ
13524 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 坂折 ｻｶｵﾘ
13517 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 坂折山 ｻｶｵﾚﾔﾏ
13494 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 櫻畑 ｻｸﾗﾊﾞﾀ
13523 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 申田 ｻﾙﾀ
13525 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 申田山 ｻﾙﾀﾔﾏ
13527 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 三代割 ｻﾝﾀﾞｲﾜﾚ
13500 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 三反畠 ｻﾝﾀﾝﾊﾞﾀ
13514 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 地獄谷 ｼﾞｺﾞｸﾀﾞﾆ
13496 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
13497 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 杉谷 ｽｷﾞﾀﾆ
13505 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 栴檀ノ木 ｾﾝﾀﾞﾝﾉｷ
13532 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 大門 ﾀﾞｲﾓﾝ
13510 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
13491 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
13492 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 谷田口 ﾀﾆﾀﾞｸﾞﾁ
13498 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 谷田山 ﾀﾆﾀﾞﾔﾏ
13535 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 出来島 ﾃﾞｷｼﾞﾏ
13519 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 土居ノ下 ﾄﾞｲﾉｼﾀ
13503 中村26 不破 ﾌﾊﾞ トヲシリ ﾄｵｼﾘ
13513 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 長池廻 ﾅｶﾞｲｹﾏﾜﾘ
13531 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 中山 ﾅｶﾔﾏ
13495 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 中割 ﾅｶﾜﾚ
13506 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 橋本 ﾊｼﾓﾄ
13539 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 畠島 ﾊﾀｼﾞﾏ
13515 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 東屋敷 ﾋｶﾞｼ
13504 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 弘畑 ﾋﾛﾊﾀ
13508 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 平口 ﾍｲｸﾞﾁ
13528 中村26 不破 ﾌﾊﾞ ホリタヤシキ ﾎﾘﾀﾔｼｷ
13509 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
13533 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 南大芝 ﾐﾅﾐｵｵｼﾊﾞ
13537 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 南中山 ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏ
13521 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 本結 ﾓﾄﾕｲ
13518 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 門屋敷 ﾓﾝﾔｼｷ
13526 中村26 不破 ﾌﾊﾞ ヤカシロヲ ﾔｶｼﾛｵ
13511 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 八幡澤 ﾔﾊﾀｻﾞﾜ
13512 中村26 不破 ﾌﾊﾞ 八幡ノ下 ﾔﾊﾀﾉｼﾀ
13564 中村27 右山 ｳﾔﾏ 朝日 ｱｻﾋ
13547 中村27 右山 ｳﾔﾏ 足摺分 ｱｼｽﾞﾘﾜｹ
13546 中村27 右山 ｳﾔﾏ ウツケ花 ｳﾂｹﾊﾞﾅ
13562 中村27 右山 ｳﾔﾏ 馬渡 ｳﾏﾜﾀﾘ
13548 中村27 右山 ｳﾔﾏ 榎ノ木町 ｴﾉｷﾁﾖｳ
13574 中村27 右山 ｳﾔﾏ 榎ノ町 ｴﾉｷﾉﾁﾖｳ
13570 中村27 右山 ｳﾔﾏ 大谷 ｵｵﾀﾆ
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13573 中村27 右山 ｳﾔﾏ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
13541 中村27 右山 ｳﾔﾏ 大割 ｵｵﾜﾚ
13544 中村27 右山 ｳﾔﾏ カギタ ｶｷﾞﾀ
13553 中村27 右山 ｳﾔﾏ 北島崎 ｷﾀｼﾏｻﾞｷ
13563 中村27 右山 ｳﾔﾏ ケイシアン ｹｲｼｱﾝ
13542 中村27 右山 ｳﾔﾏ 小船堀 ｺﾌﾞﾈﾎﾞﾘ
13567 中村27 右山 ｳﾔﾏ 坂折山 ｻｶｵﾚﾔﾏ
13572 中村27 右山 ｳﾔﾏ 櫻内 ｻｸﾗﾔﾏ
13552 中村27 右山 ｳﾔﾏ 島崎 ｼﾏｻﾞｷ
13543 中村27 右山 ｳﾔﾏ 下モ沢 ｼﾓｻﾜ
13571 中村27 右山 ｳﾔﾏ 城段 ｼﾞﾖｳﾀﾞﾝ
13551 中村27 右山 ｳﾔﾏ 大正 ﾀｲｼﾖｳ
13555 中村27 右山 ｳﾔﾏ タブノ本 ﾀﾌﾞﾉﾓﾄ
13569 中村27 右山 ｳﾔﾏ ツエカ谷山 ﾂｴｶﾀﾆﾔﾏ
13556 中村27 右山 ｳﾔﾏ ツエ谷 ﾂｴﾀﾞﾆ
13559 中村27 右山 ｳﾔﾏ 寺ノ前 ﾃﾗﾉﾏｴ
13557 中村27 右山 ｳﾔﾏ 天神 ﾃﾝｼﾞﾝ
13558 中村27 右山 ｳﾔﾏ 長池 ﾅｶﾞｲｹ
13565 中村27 右山 ｳﾔﾏ 中山 ﾅｶﾔﾏ
13545 中村27 右山 ｳﾔﾏ ハゲワリ ﾊｹﾞﾜﾘ
13566 中村27 右山 ｳﾔﾏ 蓮池山 ﾊｽｲｹﾔﾏ
13550 中村27 右山 ｳﾔﾏ ハバキ ﾊﾊﾞｷ
13549 中村27 右山 ｳﾔﾏ ハンド ﾊﾝﾄﾞ
13561 中村27 右山 ｳﾔﾏ 東ムクノ澤 ﾋｶﾞｼﾑｸﾉｻﾜ
13568 中村27 右山 ｳﾔﾏ 南中山 ﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏ
13560 中村27 右山 ｳﾔﾏ ムクノ澤 ﾑｸﾉｻﾜ
13540 中村27 右山 ｳﾔﾏ 明治 ﾒｲｼﾞ
13554 中村27 右山 ｳﾔﾏ ヤナイダ ﾔﾅｲﾀﾞ
13581 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 魚釣場 ｳｵﾂﾘﾊﾞ
13583 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 後田 ｳｼﾛﾀﾞ
13579 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 踊場ノ沖 ｵﾄﾞﾘﾊﾞﾉｵｷ
13577 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ ヲノ芝 ｵﾉｼﾊﾞ
13592 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 葛城山 ｶﾂｼﾛﾔﾏ
13584 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 小路口 ｺﾐﾁｸﾞﾁ
13578 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 桜畠 ｻｸﾗﾊﾞﾀ
13587 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 頓喜菴 ﾄﾝｷｱﾝ
13576 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 中島 ﾅｶｼﾞﾏ
13593 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 中山 ﾅｶﾔﾏ
13585 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
13582 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 橋小舟 ﾊｼｺﾌﾞﾈ
13586 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 畑ノ下 ﾊﾀｹﾉｼﾀ
13580 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
13575 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 引舟表 ﾋｷﾌﾈｵﾓﾃ
13591 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ フロノダン ﾌﾛﾉﾀﾞﾝ
13589 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 門屋敷 ﾓﾝﾔｼｷ
13590 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ モンヤシキ ﾓﾝﾔｼｷ
13588 中村29 角崎 ﾂﾉｻｷ 山本屋敷 ﾔﾏﾓﾄﾔｼｷ
13594 中村31 渡川 ﾜﾀﾘｶﾞﾜ 一丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
13596 中村31 渡川 ﾜﾀﾘｶﾞﾜ 三丁目 ｻﾝﾁｮｳﾒ
13595 中村31 渡川 ﾜﾀﾘｶﾞﾜ 二丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
13597 中村32 具同田黒 ｸﾞﾄﾞｳﾀｸﾞﾛ 一丁目 ｲｯﾁｮｳﾒ
13599 中村32 具同田黒 ｸﾞﾄﾞｳﾀｸﾞﾛ 三丁目 ｻﾝﾁｮｳﾒ
13598 中村32 具同田黒 ｸﾞﾄﾞｳﾀｸﾞﾛ 二丁目 ﾆﾁｮｳﾒ
1681 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ イケノナロ ｲｹﾉﾅﾛ
1680 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 壱分屋敷 ｲﾁﾌﾞﾔｼｷ
1731 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
1703 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 後屋敷 ｳｼﾛﾔｼｷ
1699 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 尾崎 ｵｻｷ
1759 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ カギノ谷 ｶｷﾞﾉﾀﾆ
1739 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ カキヤブ ｶｷﾔﾌﾞ
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1705 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 鍛治屋林 ｶｼﾞﾔﾊﾞﾔｼ
1749 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ カタキ峠 ｶﾀｷﾄｳｹﾞ
1727 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ カツマ ｶﾂﾏ
1686 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ カミカゲ ｶﾐｶｹﾞ
1737 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 上力石 ｶﾐﾁｶﾗｲｼ
1717 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ カミヒラ ｶﾐﾋﾗ
1697 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
1747 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 唐谷 ｶﾗﾀﾆ
1708 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ キソウ ｷｿｳ
1745 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ キタイキ ｷﾀｲｷ
1757 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 口出ル川 ｸﾁｲｽﾞﾙｶﾜ
1695 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 栗林 ｸﾘﾊﾞﾔｼ
1674 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 黒尊 ｸﾛｿﾝ
1687 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 小押川 ｺｵｼｶﾞﾜ
1761 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 小串 ｺｸﾞｼ
1713 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ コヅミ ｺﾂﾞﾐ
1692 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ コヤノサコ ｺﾔﾉｻｺ
1691 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ コヤノダバ ｺﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
1719 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 坂引地 ｻｶﾋｷﾁ
1720 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ サテ ｻﾃ
1718 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ サルヲイ ｻﾙｦｲ
1690 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 下カゲ ｼﾓｶｹﾞ
1736 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 下ダバ ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
1709 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 下平 ｼﾓﾋﾗ
1735 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ シモヤ ｼﾓﾔ
1685 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 庄司屋敷 ｼｮｳｼﾞﾔｼｷ
1756 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
1733 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 新ヤ ｼﾝﾔ
1679 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ スゲ ｽｹﾞ
1722 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ スゲサワ ｽｹﾞｻﾜ
1728 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ スミガマ ｽﾐｶﾞﾏ
1764 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ セリ ｾﾘ
1707 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 僧津 ｿｳﾂﾞ
1730 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 高樋 ﾀｶﾄﾞｲ
1751 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 高焼 ﾀｶﾔｷ
1721 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ タ゛バ ﾀﾞﾊﾞ
1710 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ タバタ ﾀﾊﾞﾀ
1673 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ タユガノ ﾀﾕｶﾞﾉ
1698 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ チウナイセ ﾁｳﾅｲｾ
1738 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 力石 ﾁｶﾗｲｼ
1744 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 杖ケサコ ﾂｴｶﾞｻｺ
1752 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 杖平 ﾂｴﾋﾗ
1754 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ トヤガモリ ﾄﾔｶﾞﾓﾘ
1740 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
1743 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 長尾 ﾅｶﾞｵ
1729 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 中瀬 ﾅｶｾ
1726 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ナガタ ﾅｶﾞﾀ
1677 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
1701 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
1760 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 西ケ峰 ﾆｼｶﾞﾐﾈ
1675 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ニニケダバ ﾆﾆｹﾀﾞﾊﾞ
1734 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
1694 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ヌタツボ ﾇﾀﾂﾎﾞ
1715 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 子ンガダバ ﾈﾝｶﾞﾀﾞﾊﾞ
1732 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ノヂ ﾉﾁﾞ
1678 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ハイノシガキ ﾊｲﾉｼｶﾞｷ
1682 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 花作り ﾊﾅﾂｸﾘ
1762 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 払川 ﾊﾗｲｶﾞﾜ
1696 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ヒナロ ﾋﾅﾛ
1689 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 桧尾 ﾋﾉｷｵ
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1711 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ヒノキダバ ﾋﾉｷﾀﾞﾊﾞ
1700 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 平野 ﾋﾗﾉ
1758 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 藤 ﾌｼﾞ
1704 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 舞台 ﾌﾞﾀｲ
1716 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ フルコンヤ ﾌﾙｺﾝﾔ
1683 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 古股 ﾌﾙﾏﾀ
1676 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
1723 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ホキ ﾎｷ
1706 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ホリ ﾎﾘ
1741 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 槙尾 ﾏｷｵ
1688 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ マキノフチ ﾏｷﾉﾌﾁ
1712 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 道下 ﾐﾁｼﾀ
1748 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
1742 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 向山 ﾑｺｳﾔﾏ
1763 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 女郎 ﾒﾛｳ
1746 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 毛チ切 ﾓﾁｷﾞﾘ
1684 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 森 ﾓﾘ
1750 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
1755 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 檮ケ野 ﾕｽﾞｶﾞﾉ
1702 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
1714 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ヲイ ｦｲ
1724 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ヲカタ ｦｶﾀ
1753 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ 押淵 ｦｼﾌﾞﾁ
1693 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ヲチイデ ｦﾁｲﾃﾞ
1725 津大01 西土佐奥屋内 ﾆｼﾄｻｵｸﾔﾅｲ ヲンチ ｦﾝﾁ
1819 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 赤杖 ｱｶﾂｴ
1797 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ アカラキ ｱｶﾗｷ
1838 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 足谷 ｱｼﾀﾆ
1807 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 足谷口 ｱｼﾀﾆｸﾞﾁ
1785 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 穴ノ元 ｱﾅﾉﾓﾄ
1795 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 荒神平 ｱﾗｼﾝﾋﾞｮｳ
1818 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 一ノ又 ｲﾁﾉﾏﾀ
1835 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 井出ケ谷 ｲﾃﾞｶﾞﾀﾆ
1786 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 犬打 ｲﾇｳﾁ
1844 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 猪子郷 ｲﾉｺｺﾞｳ
1820 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 馬駄場 ｳﾏﾀﾞﾊﾞ
1839 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 大多尾 ｵｵﾀｵ
1770 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 大成川 ｵｵﾅﾘｶﾜ
1843 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 大尾山 ｵｵﾋﾞﾔﾏ
1846 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 奥畑 ｵｸﾊﾞﾀｹ
1831 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ カイテ ｶｲﾃ
1788 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 笠松 ｶｻﾏﾂ
1789 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 笠松山 ｶｻﾏﾂﾔﾏ
1773 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ カツラノセ ｶﾂﾗﾉｾ
1814 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 上井出 ｶﾐｲﾃﾞ
1766 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 上ミダバ山 ｶﾐﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
1811 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
1810 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 上山 ｶﾐﾔﾏ
1845 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 玖木山 ｸｷﾔﾏ
1791 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 久保 ｸﾎﾞ
1833 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 黒澤山 ｸﾛｻﾜﾔﾏ
1805 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 黒田 ｸﾛﾀﾞ
1829 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 桑ゲ谷 ｸﾜｶﾞﾀﾆ
1809 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 小井デ ｺｲﾃﾞ
1803 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ コクゼ ｺｸｾﾞ
1842 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ コクロ ｺｸﾛ
1826 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 小黒 ｺｸﾞﾛ
1787 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 小林 ｺﾊﾞﾔｼ
1790 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ コブガ谷 ｺﾌﾞｶﾞﾀﾆ
1793 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ コンチ ｺﾝﾁ
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1796 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ シウタンホキ ｼｳﾀﾝﾎｷ
1812 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 鹿場 ｼｶﾊﾞ
1840 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 下猪ノ子 ｼﾓｲﾉｺ
1802 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 下モ久保 ｼﾓｸﾎﾞ
1822 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 下峠 ｼﾓﾄｳｹﾞ
1792 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 下屋式 ｼﾓﾔｼｷ
1794 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ スゲサワ ｽｹﾞｻﾜ
1798 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ソガノ西 ｿｶﾞﾉﾆｼ
1816 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 高モリ ﾀｶﾓﾘ
1772 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
1779 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 竹ノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ
1775 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 竹平向山 ﾀｹﾋﾗﾑｺｳﾔﾏ
1834 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ タテガキ ﾀﾃｶﾞｷ
1782 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 力 ﾁｶﾗ
1784 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 力石 ﾁｶﾗｲｼ
1836 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 地吉 ﾁﾞﾖｼ
1774 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ テドノ ﾃﾄﾞﾉ
1823 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
1783 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ドヲガ ﾄﾞｦｶﾞ
1804 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ トヲソク ﾄｦｿｸ
1824 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 長崎山 ﾅｶﾞｻｷﾔﾏ
1813 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 中ノナル ﾅｶﾉﾅﾙ
1768 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 中前城 ﾅｶﾏｴｼﾛ
1769 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ナガレタ ﾅｶﾞﾚﾀ
1808 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 中ワタゼ山 ﾅｶﾜﾀｾﾞﾔﾏ
1817 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 成川 ﾅﾘｶﾜ
1825 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ナロノ ﾅﾛﾉ
1799 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ニタ子松 ﾆﾀｺﾏﾂ
1837 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 日差 ﾆﾁｻ
1830 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 昇尾山 ﾉﾎﾞﾘｵﾔﾏ
1821 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 萩原 ﾊｷﾞﾜﾗ
1801 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 白皇 ﾊｸｵｳ
1765 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 芭蕉谷 ﾊﾞｼｮｳﾀﾞﾆ
1777 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 蜂ノ巣 ﾊﾁﾉｽ
1832 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ヒシヒラ ﾋｼﾋﾗ
1841 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 一ツ葉山 ﾋﾄﾂﾊﾔﾏ
1800 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 藤ノ元 ﾌｼﾞﾉﾓﾄ
1776 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ
1778 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 舟戸 ﾌﾅﾄ
1815 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 古家 ﾌﾙﾔ
1828 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 松ノ谷 ﾏﾂﾉﾀﾆ
1806 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 道下 ﾐﾁｼﾀ
1827 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ 向山 ﾑｶｲﾔﾏ
1781 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ モトルセ ﾓﾄﾙｾ
1780 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ヲトナシ ｦﾄﾅｼ
1767 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ヲナギレ ｦﾅｷﾞﾚ
1771 津大02 西土佐玖木 ﾆｼﾄｻｸｷ ヲリツキ ｦﾘﾂｷ
1864 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ エンジュウ谷 ｴﾝｼﾞｭｳﾀﾆ
1894 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 扇山 ｵｵｷﾞﾔﾏ
1849 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 大越 ｵｵｺﾞｴ
1862 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 奥姥ケ谷 ｵｸｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
1902 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 奥中和田 ｵｸﾅｶﾜﾀﾞ
1903 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 上栗木サコ ｶﾐｸﾘｷｻｺ
1878 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 上小熊神山 ｶﾐｺｸﾞﾏｶﾞﾐﾔﾏ
1898 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 上ミ利助 ｶﾐﾘｽｹ
1886 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 上ミ和田口 ｶﾐﾜﾀﾞｸﾞﾁ
1871 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
1847 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 楠木ヤブ ｸｽﾉｷﾔﾌﾞ
1859 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 口姥ケ谷 ｸﾁｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
1876 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 口熊神 ｸﾁｸﾏｶﾞﾐ
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1892 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ クマガナロ ｸﾏｶﾞﾅﾛ
1874 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 熊神 ｸﾏｶﾞﾐ
1867 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 車田 ｸﾙﾏﾀﾞ
1896 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 猴ケ峠山 ｻﾙｶﾞﾄｳｹﾞﾔﾏ
1848 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ シデノ木 ｼﾃﾞﾉｷ
1854 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 下モ馬木 ｼﾓｳﾏｷ
1901 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 下表山 ｼﾓｵﾓﾃﾔﾏ
1879 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 下栗ノ木サコ ｼﾓｸﾘﾉｷｻｺ
1877 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 下小熊神山 ｼﾓｺｸﾞﾏｶﾞﾐﾔﾏ
1872 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 下モ澤 ｼﾓｻﾜ
1873 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 下モホリ田 ｼﾓﾎﾘﾀ
1899 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 下モ利助 ｼﾓﾘｽｹ
1856 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ セキゼ ｾｷｾﾞ
1885 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ セノウエ ｾﾉｳｴ
1890 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ セリタニ ｾﾘﾀﾆ
1904 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ セリ谷 ｾﾘﾀﾆ
1884 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 竹ノ久保 ﾀｹﾉｸﾎﾞ
1897 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 津風呂 ﾂﾌﾞﾛ
1851 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ デキ ﾃﾞｷ
1866 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 天皇 ﾃﾝﾉｳ
1900 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 天王山 ﾃﾝﾉｳｻﾞﾝ
1888 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ トイシ谷北路 ﾄｲｼﾀﾆｷﾀｼﾞ
1889 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ トイシ谷南路 ﾄｲｼﾀﾆﾐﾅﾐｼﾞ
1860 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
1875 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 中熊神山 ﾅｶｸﾏｶﾞﾐﾔﾏ
1881 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
1850 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ ナガレガイチ ﾅｶﾞﾚｶﾞｲﾁ
1887 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 中和田口 ﾅｶﾜﾀﾞｸﾞﾁ
1891 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 鍋割 ﾅﾍﾞﾜﾘ
1893 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 新立山 ﾆｲﾀﾞﾃﾔﾏ
1880 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 西小高瀬 ﾆｼｵﾀﾞｶｾ
1861 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 西ノ後ロ ﾆｼﾉｳｼｸﾞﾁ
1855 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 白王 ﾊｸｵｳ
1882 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 白皇谷 ﾊｸｵｳﾀﾞﾆ
1895 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 東津風呂山 ﾋｶﾞｼﾂﾌﾞﾛﾔﾏ
1870 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ ヒジリ ﾋｼﾞﾘ
1857 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ ヒノヒラ ﾋﾉﾋﾗ
1852 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 深瀬 ﾌｶｾ
1858 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 佛ノ尾 ﾎﾄｹﾉｵ
1853 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 又ケ谷 ﾏﾀｶﾞﾀﾆ
1865 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 宮ノハナ ﾐﾔﾉﾊﾅ
1868 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 向ヒ小川 ﾑｶｲｵｶﾞﾜ
1869 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ モリ谷 ﾓﾘﾀﾆ
1863 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 柳カサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
1883 津大03 西土佐口屋内 ﾆｼﾄｻｸﾁﾔﾅｲ 横畠 ﾖｺﾊﾀ
1919 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ イゲ谷 ｲｹﾞﾀﾆ
1928 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 石ケ谷 ｲｼｶﾞﾀﾆ
1953 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
1910 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 猪尻打 ｲｼﾘｳﾁ
1921 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 市良兵衛屋敷 ｲﾁﾗﾍﾞｴﾔｼｷ
1908 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 芋畦 ｲﾓｱｾﾞ
1923 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 岩川 ｲﾜｶﾜ
1924 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 岩川山 ｲﾜｶﾜﾔﾏ
1918 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 江崎 ｴｻﾞｷ
1960 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 界尾 ｶｲｵ
1916 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 貝谷 ｶｲﾀﾆ
1942 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 柿ノ上 ｶｷﾉｳｴ
1940 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 上畝 ｶﾐｳﾈ
1938 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 上ミ又 ｶﾐﾏﾀ
1926 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 上ミ屋ノ前 ｶﾐﾔﾉﾏｴ
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1957 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 唐谷 ｶﾗﾀﾆ
1931 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 北ノ川 ｷﾀﾉｶﾜ
1949 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ クク付 ｸｸﾂﾞｷ
1922 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 古苗代 ｺﾅｼﾛ
1955 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 小浜 ｺﾊﾏ
1937 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 猴押 ｻﾙｵｼ
1948 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 猴峠 ｻﾙｶﾞﾄｳｹﾞ
1930 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ サレ山 ｻﾚﾔﾏ
1946 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ サワバタ ｻﾜﾊﾞﾀ
1911 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 繁坂 ｼｹﾞｻｶ
1954 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 地蔵前 ｼﾞｿﾞｳﾏｴ
1943 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
1909 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 下東 ｼﾓﾋｶﾞｼ
1934 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 下モ又 ｼﾓﾏﾀ
1912 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 白尾谷 ｼﾗｵﾀﾆ
1914 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 甚助屋式 ｼﾞﾝｽｹﾔｼｷ
1939 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 瀧原 ﾀｷﾊﾗ
1950 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
1959 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 津風呂 ﾂﾌﾞﾛ
1935 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 中尾 ﾅｶｵ
1917 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 仲谷山 ﾅｶﾀﾆﾔﾏ
1920 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 中屋ノ前 ﾅｶﾔﾉﾏｴ
1941 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ ナリコ ﾅﾘｺ
1927 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ ニイ田 ﾆｲﾀﾞ
1907 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
1925 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 日水口 ﾋｽｲｸﾞﾁ
1958 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 稗持 ﾋﾓﾁ
1905 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 便谷 ﾋﾞﾝﾀﾆ
1906 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 便谷山 ﾋﾞﾝﾀﾆﾔﾏ
1956 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 御子ケ谷 ﾐｺｶﾞﾀﾆ
1936 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ ミツカ尾 ﾐﾂｶｵ
1915 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 南路 ﾐﾅﾐｼﾞ
1952 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 宮地 ﾐﾔｼﾞ
1945 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 宮ノ首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
1913 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ モミ藪 ﾓﾐﾔﾌﾞ
1933 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 百ケ谷 ﾓﾓｶﾞﾀﾆ
1944 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ モリサキ ﾓﾘｻｷ
1932 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ モリバタ ﾓﾘﾊﾞﾀ
1929 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ ヨイシ ﾖｲｼ
1951 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 蓮成寺前 ﾚﾝｼﾞｮｳｼﾞﾏｴ
1947 津大04 西土佐中半 ﾆｼﾄｻﾅｶﾊﾞ 若平 ﾜｶﾋﾗ
1971 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 後ロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
1977 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 榎ノ窪 ｴﾉｸﾎﾞ
1972 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 太田 ｵｵﾀ
1961 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
1983 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 落山 ｵﾁﾔﾏ
1963 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 下畦山 ｼﾓｱｾﾞﾔﾏ
1964 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 下谷 ｼﾓﾀﾆ
1962 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 下谷山 ｼﾓﾀﾆﾔﾏ
1969 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 四郎屋式 ｼﾛｳﾔｼｷ
1979 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
1970 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 土居ノ山 ﾄﾞｲﾉﾔﾏ
1967 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 中之山 ﾅｶﾉﾔﾏ
1965 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1966 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 中山谷 ﾅｶﾔﾏﾀﾞﾆ
1981 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 鷂山 ﾊｲﾀｶﾔﾏ
1978 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 聖畷 ﾋｼﾞﾘﾅﾜﾃ
1984 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 聖り前 ﾋｼﾞﾘﾏｴ
1982 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 船戸ノ上 ﾌﾅﾄﾉｶﾐ
1975 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 風呂ケ谷 ﾌﾛｶﾞﾀﾆ
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1974 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 風呂谷山 ﾌﾛﾀﾆﾔﾏ
1968 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 松ノ久保 ﾏﾂﾉｸﾎﾞ
1980 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 向山 ﾑｶｲﾔﾏ
1973 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 横山 ﾖｺﾔﾏ
1976 津大05 西土佐茅生 ﾆｼﾄｻｶﾖｳ 倭ヒ ﾜｻﾋﾞ
1993 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 荒神山 ｱﾗｶﾞﾐﾔﾏ
1998 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ イキカ谷ミサコ ｲｷｶﾀﾆﾐｻｺ
2014 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 石崎 ｲｼｻﾞｷ
2012 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 石崎山 ｲｼｻﾞｷﾔﾏ
2006 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 岩間川西附 ｲﾜﾏｶﾞﾜﾆｼﾂﾞｹ
2000 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 岩間川東附 ｲﾜﾏｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾂﾞｹ
2007 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 後ロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
2013 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 後呂山 ｳｼﾛﾔﾏ
1988 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 枝近 ｴﾀﾞﾁｶ
2021 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 大茁山 ｵｵｲﾃﾞﾔﾏ
2011 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 小川谷 ｵｶﾞﾜﾀﾞﾆ
2015 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 概坂 ｶﾞｲｻｶ
1992 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 陰平山 ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
1987 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 仮名岩 ｶﾅｲﾜ
2022 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 上甫喜山 ｶﾐﾎｷﾔﾏ
1991 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 楠下タ ｸｽﾉｼﾀ
1989 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 古比山 ｺﾋﾔﾏ
1986 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 笹ケ谷 ｻｻｶﾞﾀﾆ
2001 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 椎尾山 ｼｲｵﾔﾏ
1994 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 椎谷山 ｼｲﾀﾆﾔﾏ
1985 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 下甫喜山 ｼﾓﾎｷﾔﾏ
2023 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 芹谷山 ｾﾘﾀﾆﾔﾏ
2003 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 高引地 ﾀｶﾋｷﾁ
2017 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 竹原 ﾀｹﾊﾗ
2009 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 田代 ﾀｼﾛ
2019 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 近谷山 ﾁｶﾀﾆﾔﾏ
2004 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 粒呂 ﾂﾌﾞﾛ
2018 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 土居ノ上 ﾄﾞｲﾉｳｴ
2020 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 土居ノ谷 ﾄﾞｲﾉﾀﾆ
1990 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 鳥首 ﾄﾘｸﾋﾞ
2002 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 中才子 ﾅｶｻｲｺ
2016 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 中平 ﾅｶﾋﾗ
1995 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
2008 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 比ノ平 ﾋﾉﾋﾗ
1999 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 南平山 ﾐﾅﾐﾋﾗﾔﾏ
2010 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
1996 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 明星田 ﾐｮｳｼﾞｮｳﾃﾞﾝ
1997 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 木綿尻 ﾓﾒﾝｼﾞﾘ
2005 津大06 西土佐岩間 ﾆｼﾄｻｲﾜﾏ 横平 ﾖｺﾋﾗ
2086 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 池ケ谷山 ｲｹｶﾞﾀﾆﾔﾏ
2099 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 石木戸 ｲｼｷﾄﾞ
2034 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 石サシ ｲｼｻｼ
2058 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ イヅノ川 ｲﾂﾞﾉｶﾜ
2059 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ イヅノ川山 ｲﾂﾞﾉｶﾜﾔﾏ
2046 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 稲谷ケ均 ｲﾅﾔｶﾞｷﾝ
2035 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 入宇 ｲﾘｭｳ
2065 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 牛ノ爪 ｳｼﾉﾂﾒ
2025 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 大平見山 ｵｵﾋﾗﾐﾔﾏ
2082 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 大向山 ｵｵﾑｶｲﾔﾏ
2080 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 大向ヒ ｵｵﾑｶﾋ
2039 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 尾崎 ｵｻｷ
2056 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 落合 ｵﾁｱｲ
2060 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 柏ノ木 ｶｼﾜﾉｷ
2076 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
2100 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 唐谷 ｶﾗﾀﾆ
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2024 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ カロヲト ｶﾛｦﾄ
2081 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 胡麻田 ｺﾞﾏﾀ
2077 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 坂本 ｻｶﾓﾄ
2045 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 皿ノ峯山 ｻﾗﾉﾐﾈﾔﾏ
2042 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 三ノ俟 ｻﾝﾉﾏﾀ
2044 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 三ノ俟日平山 ｻﾝﾉﾏﾀﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
2038 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 三ノ俟山 ｻﾝﾉﾏﾀﾔﾏ
2075 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ シタヲ山 ｼﾀｦﾔﾏ
2092 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 島ノ上 ｼﾏﾉｶﾐ
2037 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 下土居山 ｼﾓﾄﾞｲﾔﾏ
2101 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 白髪山 ｼﾗｶﾞﾐﾔﾏ
2031 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 白木畑 ｼﾗｷﾊﾞﾀ
2055 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 白髭 ｼﾗﾋｹﾞ
2052 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 白髭山 ｼﾗﾋｹﾞﾔﾏ
2106 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 新ニノ又 ｼﾝﾆﾉﾏﾀ
2096 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 新ニノ又山 ｼﾝﾆﾉﾏﾀﾔﾏ
2069 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 杉ノ丸 ｽｷﾞﾉﾏﾙ
2088 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 管ケ谷 ｽｹｶﾞﾀﾆ
2073 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ セリ山 ｾﾘﾔﾏ
2040 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 賤女ケ谷 ｾﾝﾆｮｶﾞﾀﾆ
2072 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 大政山 ﾀｲｾｲﾔﾏ
2064 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 竹ケ谷 ﾀｹｶﾞﾀﾆ
2063 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 竹ケ谷山 ﾀｹｶﾞﾀﾆﾔﾏ
2049 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
2083 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ ダバ山 ﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
2033 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 長司ハタ ﾁｮｳｼﾞﾊﾀ
2102 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 杖ケ尾 ﾂｴｶﾞｵ
2067 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 屯田 ﾂｸﾀﾞ
2078 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
2032 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 天狗瀧 ﾃﾝｸﾞﾀﾞｷ
2068 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 天神ノ後 ﾃﾝｼﾞﾝﾉｱﾄ
2036 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 堂ケ市 ﾄﾞｳｶﾞｲﾁ
2079 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 堂ケ谷山 ﾄﾞｳｶﾞﾀﾆﾔﾏ
2061 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 藤九郎均 ﾄｳｸﾛｳｷﾝ
2066 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 中井 ﾅｶｲ
2089 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 中ケ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
2043 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
2048 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 鉛松山 ﾅﾏﾘﾏﾂﾔﾏ
2084 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
2030 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 二ノ又 ﾆﾉﾏﾀ
2095 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 畑仮尾 ﾊﾀｶﾘｵ
2051 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 曵地 ﾋｷﾁﾞ
2050 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 曵地山 ﾋｷﾁﾞﾔﾏ
2057 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ ヒノヒラ ﾋﾉﾋﾗ
2026 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 藤ノ井 ﾌｼﾞﾉｲ
2094 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 藤ノ居場 ﾌｼﾞﾉｲﾊﾞ
2098 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 藤山 ﾌｼﾞﾔﾏ
2091 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 藤原 ﾌｼﾞﾜﾗ
2027 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 古井手 ﾌﾙｲﾃﾞ
2029 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 古井手山 ﾌﾙｲﾃﾞﾔﾏ
2093 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 程内 ﾎﾄﾞｳﾁ
2053 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 堀ノ本 ﾎﾘﾉﾓﾄ
2071 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 槙ノ畝山 ﾏｷﾉｳﾈﾔﾏ
2105 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 松尾山 ﾏﾂｵﾔﾏ
2047 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 松ノ駄場 ﾏﾂﾉﾀﾞﾊﾞ
2054 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ
2062 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 丸ノ山 ﾏﾙﾉﾔﾏ
2085 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 宮谷 ﾐﾔﾀﾆ
2104 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 虫木山 ﾑｼｷﾞﾔﾏ
2041 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 棟ヤシキ ﾑﾈﾔｼｷ
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2087 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 室谷 ﾑﾛﾔ
2103 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 山父 ﾔﾏﾃﾃ
2097 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 山の子山 ﾔﾏﾉｺﾔﾏ
2090 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 山ノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ
2070 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 横道山 ﾖｺﾐﾁﾔﾏ
2074 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ 竜篠山 ﾘｭｳｼﾉﾔﾏ
2028 津大07 西土佐藤ノ川 ﾆｼﾄｻﾌｼﾞﾉｶﾜ ヲンヂ ｦﾝﾁﾞ
2148 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 網代 ｱｼﾞﾛ
2122 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 石神ノ下モ ｲｼｶﾐﾉｼﾓ
2121 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 石神ノ本 ｲｼｶﾐﾉﾓﾄ
2149 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 今渡瀬 ｲﾏﾜﾀｾ
2139 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ イラタ ｲﾗﾀ
2125 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 牛ケ谷 ｳｼｶﾞﾀﾆ
2109 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 馬ハイノ上 ｳﾏﾊｲﾉｶﾐ
2113 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ エバガトウ ｴﾊﾞｶﾞﾄｳ
2170 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 大畦 ｵｵｱｾﾞ
2177 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 大畝 ｵｵｳﾈ
2176 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 大川平山 ｵｵｶﾜﾋﾗﾔﾏ
2168 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 大野地 ｵｵﾉｼﾞ
2131 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 大バイケ谷 ｵｵﾊﾞｲｹﾀﾆ
2108 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 大ハタケ ｵｵﾊﾀｹ
2154 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 大船渡 ｵｵﾌﾅﾄ
2174 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 小川平山 ｵｶﾞﾜﾋﾗﾔﾏ
2155 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 鬼ケ岩 ｵﾆｶﾞｲﾜ
2150 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 笠松山 ｶｻﾏﾂﾔﾏ
2130 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ カチンタ ｶﾁﾝﾀ
2123 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 上ヅイ ｶﾐﾂﾞｲ
2156 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 上ヅイ仲畦山 ｶﾐﾂﾞｲﾅｶｳﾈﾞﾔﾏ
2118 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 神主屋敷 ｶﾐﾇｼﾔｼｷ
2160 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ キワタ藪 ｷﾜﾀﾔﾌﾞ
2165 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ クサイタヲ ｸｻｲﾀｦ
2133 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 口ホリタ ｸﾁﾎﾘﾀ
2126 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 小井出口 ｺｲﾃﾞｸﾞﾁ
2146 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 男牛川奥 ｺｯﾄｲｶﾞﾜｵｸ
2141 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 男牛川口 ｺｯﾄｲｶﾞﾜｸﾞﾁ
2145 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ コミコ ｺﾐｺ
2107 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
2163 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 境谷口山 ｻｶｲﾀﾆｸﾞﾁﾔﾏ
2162 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 境谷瀧ノ下 ｻｶｲﾀﾞﾆﾀｷﾉｼﾓ
2127 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 地蔵ケ谷 ｼﾞｿﾞｳｶﾞﾀﾞﾆ
2137 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 下久保 ｼﾓｸﾎﾞ
2157 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 下深田 ｼﾓﾌｶﾀ
2138 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 下ヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
2134 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 庄次カ谷 ｼｮｳｼﾞｶﾞﾀﾆ
2169 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 城山 ｼﾛﾔﾏ
2136 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 新開 ｼﾝｶｲ
2116 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 神田 ｼﾝﾃﾞﾝ
2117 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 神畑 ｼﾝﾊﾞﾀ
2166 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ ススキサコ ｽｽｷｻｺ
2132 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ セリケ下 ｾﾘｹｼﾓ
2173 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ セリ谷 ｾﾘﾀﾆ
2172 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 竹カサコ ﾀｹｶｻｺ
2120 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ タナソリ ﾀﾅｿﾘ
2115 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 谷ヤシキ ﾀﾆﾔｼｷ
2152 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 土居ノ奥山 ﾄﾞｲﾉｵｸﾔﾏ
2142 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ トビス ﾄﾋﾞｽ
2161 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 仲畦 ﾅｶｱｾﾞ
2124 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 永タ ﾅｶﾞﾀ
2119 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 仲ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
2175 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 名尻山 ﾅｼﾞﾘﾔﾏ
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2135 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 人カラメ谷 ﾋﾄｶﾗﾒﾀﾆ
2164 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 人カラメ山 ﾋﾄｶﾗﾒﾔﾏ
2111 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 平本 ﾋﾗﾓﾄ
2128 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 又口 ﾏﾀｸﾞﾁ
2140 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 女牛川 ﾐｮｳｼﾞｶﾞﾜ
2167 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 女男山 ﾐｮｳｼﾞﾔﾏ
2153 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ ムロヅミ山 ﾑﾛﾂﾞﾐﾔﾏ
2112 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ メウカ゛谷 ﾒｳｶﾞﾀﾆ
2143 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 本モヤシキ ﾓﾄﾓﾔｼｷ
2129 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 本山 ﾓﾄﾔﾏ
2159 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 戻高畝 ﾓﾄﾞﾘﾀｶｳﾈ
2144 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 屋敷田 ﾔｼｷﾃﾞﾝ
2171 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
2158 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ 若宮越 ﾜｶﾐﾔｺｼ
2110 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ ヲニカ岩ノ上 ｦﾆｶｲﾜﾉｶﾐ
2147 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ ヲモメ ｦﾓﾒ
2114 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ ヲンチウ子 ｦﾝﾁｳﾈ
2151 津大08 西土佐橘 ﾆｼﾄｻﾀﾁﾊﾞﾅ ヲンチ畝山 ｦﾝﾁｳﾈﾔﾏ
2195 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 一ノ又 ｲﾁﾉﾏﾀ
2227 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 一ノ又山 ｲﾁﾉﾏﾀﾔﾏ
2201 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ イナヤシキ ｲﾅﾔｼｷ
2202 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ イナヤダ ｲﾅﾔﾀﾞ
2204 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 後ロヤシキ ｳｼﾛﾔｼｷ
2221 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ウリウ子 ｳﾘｳｺ
2241 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 大川平 ｵｵｶﾜﾋﾗ
2184 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 大サコ ｵｵｻｺ
2212 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 大柱山 ｵｵﾊﾞｼﾗﾔﾏ
2218 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 大番 ｵｵﾊﾞﾝ
2238 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 小川平山 ｵｶﾞﾜﾋﾗﾔﾏ
2187 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 柿ノ木サコ ｶｷﾉｷｻｺ
2233 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ カケヤブ山 ｶｹﾔﾌﾞﾔﾏ
2210 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ カシツケ ｶｼﾂｹ
2232 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 片山 ｶﾀﾔﾏ
2181 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ カヂ在家 ｶﾁﾞｱﾘｹ
2197 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ カツ子ヤブ ｶﾂｺﾔﾌﾞ
2194 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ カドケ谷 ｶﾄﾞｹﾀﾆ
2229 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ カマガタキ ｶﾏｶﾞﾀｷ
2192 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 上川原サコ ｶﾐｶﾜﾗｻｺ
2215 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 上ミ坂本 ｶﾐﾐｻｶﾓﾄ
2205 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 烏坂本 ｶﾗｽｻｶﾓﾄ
2178 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
2198 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 川原田 ｶﾜﾗﾃﾞﾝ
2199 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ クボタ ｸﾎﾞﾀ
2207 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ケンギウ谷 ｹﾝｷﾞｳﾀﾆ
2217 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ コゼ ｺｾﾞ
2237 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 小長尾山 ｺﾅｶﾞｵﾔﾏ
2213 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 小柱山 ｺﾊﾞｼﾗﾔﾏ
2206 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ コヲシノクボ ｺｦｼﾉｸﾎﾞ
2231 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 坂本山 ｻｶﾓﾄﾔﾏ
2203 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 四角田 ｼｶｸﾃﾞﾝ
2235 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 下郷山 ｼﾓｺﾞｳﾔﾏ
2224 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 下高尾 ｼﾓﾀｶｵ
2214 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 下モ坂本 ｼﾓﾓｻｶﾓﾄ
2243 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ジャバタ ｼﾞｬﾊﾞﾀ
2226 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 城下平 ｼﾞｮｳｶﾋﾗ
2179 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 城平 ｼﾛﾀｲﾗ
2244 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ スボツキ山 ｽﾎﾞﾂｷﾔﾏ
2223 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 高尾 ﾀｶｵ
2242 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 高尾山 ﾀｶｵﾔﾏ
2180 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 竹ケサコ ﾀｹｹｻｺ
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2236 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 駄場棟山 ﾀﾞﾊﾞﾑﾈﾔﾏ
2182 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ツエノサコ ﾂｴﾉｻｺ
2191 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ツヅラガサコ ﾂﾂﾞﾗｶﾞｻｺ
2228 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ツルイ谷 ﾂﾙｲﾀﾆ
2211 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ トイクラ ﾄｲｸﾗ
2219 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 鳥ケ瀬 ﾄﾘｶﾞｾ
2240 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 鳥ケ瀬山 ﾄﾘｶﾞｾﾔﾏ
2220 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 長サコロ ﾅｶﾞｻｺﾛ
2193 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 二ノ又口 ﾆﾉﾏﾀｸﾞﾁ
2185 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ノボリヲ ﾉﾎﾞﾘｦ
2183 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ヒウチゾリ ﾋｳﾁｿﾞﾘ
2216 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ヒナタゼ ﾋﾅﾀｾﾞ
2186 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ フタゴ松 ﾌﾀｺﾞﾏﾂ
2239 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ フタマタ山 ﾌﾀﾏﾀﾔﾏ
2225 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ホキ ﾎｷ
2234 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ホケノ山 ﾎｹﾉﾔﾏ
2196 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ホドヲチ ﾎﾄﾞｦﾁ
2222 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ
2200 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
2188 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 芍薬ケサコ ﾔｸｼｶﾞｻｺ
2209 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 梁瀬 ﾔﾅｾ
2230 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 梁瀬山 ﾔﾅｾﾔﾏ
2190 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 藪ケサコ ﾔﾌﾞｶﾞｻｺ
2189 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ 藪ケ峠 ﾔﾌﾞｶﾞﾄｳｹﾞ
2208 津大09 西土佐津野川 ﾆｼﾄｻﾂﾉｶﾜ ヲバス ｦﾊﾞｽ
2391 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 石神ノ前 ｲｼｶﾐﾉﾏｴ
2371 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 石仏 ｲｼﾎﾞﾄｹ
2403 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 一本椎 ｲｯﾎﾟﾝｼｲ
2396 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ウシガダバ ｳｼｶﾞﾀﾞﾊﾞ
2372 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 馬太郎駄場 ｳﾏﾀﾛｳﾀﾞﾊﾞ
2382 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ウワダバ ｳﾜﾀﾞﾊﾞ
2370 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 大谷 ｵｵﾀﾆ
2387 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 大平 ｵｵﾋﾗ
2400 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 奥畑 ｵｸﾊﾞﾀｹ
2401 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 奥畑山 ｵｸﾊﾞﾀｹﾔﾏ
2411 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ オモヤ ｵﾓﾔ
2394 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ カサマツ谷 ｶｻﾏﾂﾀﾆ
2376 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ カタタ山 ｶﾀﾀﾔﾏ
2378 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 上ミエジリ ｶﾐｴｼﾞﾘ
2397 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 上谷 ｶﾐﾀﾆ
2392 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 上谷山 ｶﾐﾀﾆﾔﾏ
2363 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ カミダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
2386 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 楠ノ木谷 ｸｽﾉｷﾀﾆ
2410 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ クロタキ ｸﾛﾀｷ
2367 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ クロタキ山 ｸﾛﾀｷﾔﾏ
2409 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 小津賀 ｺﾂｶﾞ
2375 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ コブキ ｺﾌﾞｷ
2402 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 三角 ｻﾝｶｸ
2377 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 下エジリ ｼﾓｴｼﾞﾘ
2406 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 下畑 ｼﾓﾊﾞﾀｹ
2379 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 下モ谷 ｼﾓﾓﾀﾆ
2395 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ シントク谷 ｼﾝﾄｸﾀﾆ
2388 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 谷屋式 ﾀﾆﾔｼｷ
2390 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ツルイノモト ﾂﾙｲﾉﾓﾄ
2399 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 泊り己家 ﾄﾏﾘﾐﾔ
2385 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ トリゴエ ﾄﾘｺﾞｴ
2408 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 長瀬 ﾅｶﾞｾ
2380 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ナカダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
2368 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 中ノ前 ﾅｶﾉﾏｴ
2398 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 中野山 ﾅｶﾉﾔﾏ
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2405 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 中畑 ﾅｶﾊﾞﾀｹ
2384 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ニイヤ ﾆｲﾔ
2383 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 野中 ﾉﾅｶ
2365 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 白皇山 ﾊｸｵｳﾔﾏ
2404 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ハリギ山 ﾊﾘｷﾞﾔﾏ
2412 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 日平 ﾋﾋﾞﾗ
2369 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ブデン ﾌﾞﾃﾞﾝ
2374 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ホケノ山 ﾎｹﾉﾔﾏ
2381 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 松カナロ ﾏﾂｶﾅﾛ
2407 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ マル山 ﾏﾙﾔﾏ
2364 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 柳ケクボ ﾔﾅｶﾞｸﾎﾞ
2373 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 柳ケ谷 ﾔﾅｷﾞｶﾞﾀﾞﾆ
2393 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ 山神ノ前 ﾔﾏｶﾐﾉﾏｴ
2366 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ワテ ﾜﾃ
2389 津大10 西土佐津賀 ﾆｼﾄｻﾂｶﾞ ヲモヤ ｦﾓﾔ
2435 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ イツチンギ ｲﾂﾁﾝｷﾞ
2440 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
2425 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 沖長崎 ｵｷﾅｶﾞｻｷ
2439 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 奥ノ谷 ｵｸﾉﾀﾆ
2429 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 奥廻リ ｵｸﾏﾜﾘ
2431 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
2432 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ カヂヤダ ｶﾁﾞﾔﾀﾞ
2458 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 上長生 ｶﾐﾅｶﾞｵｲ
2415 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 神ノ前 ｶﾐﾉﾏｴ
2426 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 上ミ長崎 ｶﾐﾐﾅｶﾞｻｷ
2419 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 小畑山 ｺﾊﾞﾀﾔﾏ
2436 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 小森 ｺﾓﾘ
2438 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 小森谷 ｺﾓﾘﾀﾆ
2437 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 小森山 ｺﾓﾘﾔﾏ
2445 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 櫻ケ谷山 ｻｸﾗｶﾞﾀﾆﾔﾏ
2447 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 地神畑 ｼﾞｶﾐﾊﾞﾀｹ
2459 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 島ノ宮 ｼﾏﾉﾐﾔ
2433 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
2430 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 下谷山 ｼﾓﾀﾆﾔﾏ
2456 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 下長生 ｼﾓﾅｶﾞｵｲ
2421 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 下モ林ノ前 ｼﾓﾓﾊﾔｼﾉﾏｴ
2444 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 瀬ノ上 ｾﾉｶﾐ
2451 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 高瀬 ﾀｶｾ
2453 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 高瀬口 ﾀｶｾｸﾞﾁ
2452 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 高瀬谷 ﾀｶｾﾀﾆ
2450 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 高瀬山 ﾀｶｾﾔﾏ
2441 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ タチワキ ﾀﾁﾜｷ
2414 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ ツルイノヲキ ﾂﾙｲﾉｦｷ
2455 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ ドウシ゛リ ﾄﾞｳｼﾞﾘ
2423 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 堂ノ上山 ﾄﾞｳﾉｶﾐﾔﾏ
2434 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
2454 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 長生山 ﾅｶﾞｵｲﾔﾏ
2424 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 長崎 ﾅｶﾞｻｷ
2413 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 中嶋 ﾅｶｼﾞﾏ
2457 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 中長生 ﾅｶﾅｶﾞｵｲ
2420 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 林ノ上山 ﾊﾔｼﾉｶﾐﾔﾏ
2418 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 林ノ前 ﾊﾔｼﾉﾏｴ
2448 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 平田 ﾋﾗﾀ
2449 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ ヒラバイ ﾋﾗﾊﾞｲ
2446 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 平畑 ﾋﾗﾊﾞﾀｹ
2443 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 弘渡り ﾋﾛﾜﾀﾘ
2427 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｶﾐ
2428 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ マワリ ﾏﾜﾘ
2442 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 道平山 ﾐﾁﾋﾗﾔﾏ
2417 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ 山首 ﾔﾏｸﾋﾞ
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2422 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ ヲモヤシキ ｦﾓﾔｼｷ
2416 津大11 西土佐藪ケ市 ﾆｼﾄｻﾔﾌﾞｶﾞｲﾁ ヲモヤダ ｦﾓﾔﾀﾞ
2516 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 青木ダバ ｱｵｷﾀﾞﾊﾞ
2527 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 石ケ谷 ｲｼｶﾞﾀﾆ
2505 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ イチノ又 ｲﾁﾉﾏﾀ
2497 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 榎谷 ｴﾉｷﾀﾆ
2509 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ エンザコ ｴﾝｻﾞｺ
2465 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 大竹 ｵｵﾀｹ
2467 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 大竹ナロ ｵｵﾀｹﾅﾛ
2506 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 大平 ｵｵﾋﾗ
2517 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 大ホゲ ｵｵﾎｹﾞ
2528 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 奥石ケ谷 ｵｸｲｼｶﾞﾀﾆ
2518 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ カゲヒラ ｶｹﾞﾋﾗ
2521 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 上黒造 ｶﾐｸﾛｿﾞｳ
2470 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 上ミコサキ ｶﾐｺｻｷ
2476 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 上崎 ｶﾐｻﾞｷ
2503 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 上ミ地吉 ｶﾐｼﾞﾖｼ
2463 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 上ミダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
2488 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 上長瀬 ｶﾐﾅｶﾞｾ
2479 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 神ノ前 ｶﾐﾉﾏｴ
2486 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 川ソヱ ｶﾜｿｴ
2474 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 川平 ｶﾜﾋﾗ
2484 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ クボヤシキ ｸﾎﾞﾔｼｷ
2504 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ クマケサコ ｸﾏｶﾞｻｺ
2482 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 九代松 ｸﾖﾏﾂ
2511 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
2513 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 幸次郎谷 ｺｳｼﾞﾛｳﾀﾆ
2468 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 小崎 ｺｻﾞｷ
2469 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 小森 ｺﾓﾘ
2493 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 坂本 ｻｶﾓﾄ
2524 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ サコヤシキ ｻｺﾔｼｷ
2489 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 山神坊 ｻﾝｼﾞﾝﾎﾞｳ
2519 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ シウガ ｼｳｶﾞ
2514 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ シウケサコ ｼｳｹｻｺ
2461 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ シマガナロ ｼﾏｶﾞﾅﾛ
2473 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 島ノ御前 ｼﾏﾉｺﾞｾﾞﾝ
2520 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 下黒造 ｼﾓｸﾛｿﾞｳ
2471 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 下コサキ ｼﾓｺｻｷ
2472 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 下ゴミ ｼﾓｺﾞﾐ
2475 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 下崎 ｼﾓｻﾞｷ
2502 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 下地吉 ｼﾓｼﾞﾖｼ
2464 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 下ダバ ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
2487 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 下長瀬 ｼﾓﾅｶﾞｾ
2507 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
2495 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ シュシュ谷 ｼｭｼｭﾀﾞﾆ
2483 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ ショヲジダ ｼｮｦｼﾞﾀﾞ
2480 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ スゲダ ｽｹﾞﾀﾞ
2526 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 高ソリ ﾀｶｿﾘ
2499 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 高ヲライサコ ﾀｶｦﾗｲｻｺ
2498 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 狸穴 ﾀﾇｷｱﾅ
2491 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 堤ケ内 ﾂﾂﾐｶﾞｳﾁ
2494 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 角ケ谷 ﾂﾉｶﾞﾀﾆ
2477 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ トモブチ ﾄﾓﾌﾞﾁ
2466 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ ドヲシ゛リ ﾄﾞｦｼﾞﾘ
2501 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 中尾 ﾅｶｵ
2529 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 長瀬 ﾅｶﾞｾ
2492 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
2462 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ ニガホキ ﾆｶﾞﾎｷ
2500 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 鳩ガス ﾊﾄｶﾞｽ
2496 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 鼻ソゲバイ ﾊﾅｿｹﾞﾊﾞｲ



四万十市の大字・字一覧

2016/8/13 204/227 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ
地区
コード

大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

2508 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 林ノ前 ﾊﾔｼﾉﾏｴ
2490 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 坂東 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ
2481 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 樋谷 ﾋﾀﾞﾆ
2525 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
2460 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 古井テ ﾌﾙｲﾃ
2485 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 平元 ﾍｲﾓﾄ
2510 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ ホバシラ ﾎﾊﾞｼﾗ
2515 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 道ケ谷 ﾐﾁｶﾞﾀﾆ
2522 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 虫喰サコ ﾑｼｸｲｻｺ
2512 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 柳ケサコ ﾔﾅｶﾞｻｺ
2523 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 横畑 ﾖｺﾊﾞﾀｹ
2478 津大12 西土佐須崎 ﾆｼﾄｻｽｻｷ 和田 ﾜﾀﾞ
2676 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ アイノキ ｱｲﾉｷ
2623 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 赤地山 ｱｶﾁﾞﾔﾏ
2645 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ アカヤブ ｱｶﾔﾌﾞ
2540 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 味山 ｱｼﾞﾔﾏ
2548 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ アライバ ｱﾗｲﾊﾞ
2695 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 石ケ谷 ｲｼｶﾞﾀﾆ
2558 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ イチビ駄場 ｲﾁﾋﾞﾀﾞﾊﾞ
2589 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ イツカ谷 ｲﾂｶﾀﾞﾆ
2661 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 井デノウエ ｲﾃﾞﾉｳｴ
2537 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 稲ケ尾 ｲﾅｶﾞｵ
2530 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 猪ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
2559 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 牛ケ谷 ｳｼｶﾞﾀﾆ
2575 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 牛房サコ ｳｼﾌｻｻｺ
2702 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
2533 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 馬ノ峠 ｳﾏﾉﾄｳｹﾞ
2555 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 梅ノ木 ｳﾒﾉｷ
2554 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 大田 ｵｵﾀ
2642 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 大峠山 ｵｵﾄｳｹﾞﾔﾏ
2629 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 大ハシノ上 ｵｵﾊｼﾉｶﾐ
2637 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 大畑 ｵｵﾊﾀ
2697 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 大平 ｵｵﾋﾗ
2606 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ヲヲミヤ ｵｵﾐﾔ
2663 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 岡ケナロ ｵｶｶﾞﾅﾛ
2605 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 岡原 ｵｶﾊﾗ
2626 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 沖ギョウジダ ｵｷｷﾞｮｳｼﾞﾀﾞ
2609 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 奥犬ケ谷 ｵｸｲﾇｶﾞﾀﾆ
2618 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ヲクギョヲシダ ｵｸｷﾞｮｵｼﾀﾞ
2590 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 奥二ノマタ ｵｸﾆﾉﾏﾀ
2641 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 奥畑山 ｵｸﾊﾀﾔﾏ
2669 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 奥法師ケ谷 ｵｸﾎｳｼｶﾞﾀﾆ
2622 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 奥屋敷 ｵｸﾔｼｷ
2532 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 垣ノ内 ｶｷﾉｳﾁ
2536 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 影平山 ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
2553 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 影藪山 ｶｹﾞﾔﾌﾞﾔﾏ
2651 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
2639 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ カツラ谷 ｶﾂﾗﾀﾞﾆ
2640 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上足川 ｶﾐｱｼｶﾜ
2647 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上足川 ｶﾐｱｼｶﾜ
2620 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上足川宮ノ川山 ｶﾐｱｼｶﾜﾐﾔﾉｶﾜﾔﾏ
2706 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上足川山 ｶﾐｱｼｶﾜﾔﾏ
2542 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上足谷山 ｶﾐｱｼﾀﾞﾆﾔﾏ
2564 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上ミ市ノ又 ｶﾐｲﾁﾉﾏﾀ
2674 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上ミオオタニ ｶﾐｵｵﾀﾆ
2552 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上川詰 ｶﾐｶﾜﾂﾞﾒ
2577 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上ミキツヤ ｶﾐｷﾂﾔ
2587 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上ミコヲヤケ ｶﾐｺｦﾔｹ
2630 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上シロヤシキ ｶﾐｼﾛﾔｼｷ
2602 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上ミシムカ゛井 ｶﾐｼﾝｶﾞｲ
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2688 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上ミソガナロ ｶﾐｿｶﾞﾅﾛ
2580 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上ミゾリ ｶﾐｿﾞﾘ
2685 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上ミ深田 ｶﾐﾌｶﾀ
2656 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上船ギ ｶﾐﾌﾅｷﾞ
2667 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上法師 ｶﾐﾎｳｼ
2668 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 上法師谷山 ｶﾐﾎｳｼﾀﾆﾔﾏ
2583 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 唐谷 ｶﾗﾀﾆ
2707 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 川詰 ｶﾜﾂﾞﾒ
2595 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 岸ノ上 ｷｼﾉｳｴ
2560 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 北イチビ駄場 ｷﾀｲﾁﾋﾞﾀﾞﾊﾞ
2617 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ギョヲジタ゛ ｷﾞｮｵｼﾞﾀﾞ
2616 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ギョヲジタロ ｷﾞｮｵｼﾞﾀﾛ
2592 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ クイノナロ ｸｲﾉﾅﾛ
2621 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 楠谷山 ｸｽﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
2601 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ クヅワラ ｸﾂﾞﾜﾗ
2561 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ケンカ谷 ｹﾝｶﾀﾞﾆ
2551 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 川詰山 ｺｳﾂﾞﾒﾔﾏ
2679 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ゴヲラ ｺﾞｵﾗ
2680 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ゴヲラ谷 ｺﾞｵﾗﾀﾞﾆ
2662 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 小串谷 ｺｸﾞｼﾀﾞﾆ
2573 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 極楽寺 ｺﾞｸﾗｸｼﾞ
2576 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ コバウザコ ｺﾊﾞｳｻﾞｺ
2633 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 小畠 ｺﾊﾞﾀ
2547 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 小平山 ｺﾋﾗﾔﾏ
2693 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ゴマシリ ｺﾞﾏｼﾘ
2692 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 胡麻尻山 ｺﾞﾏｼﾞﾘﾔﾏ
2643 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ コロヲシン ｺﾛｵｼﾝ
2678 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 紺屋谷 ｺﾝﾔﾀﾆ
2703 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 權六フチ ｺﾞﾝﾛｸﾌﾁ
2658 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
2545 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 崎畑 ｻｷﾊﾞﾀｹ
2546 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 先平山 ｻｷﾋﾗﾔﾏ
2531 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ サフバタケ ｻﾌﾊﾞﾀｹ
2652 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ サルヤ ｻﾙﾔ
2704 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 山神坊 ｻﾝｼﾞﾝﾎﾞｳ
2632 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ シウシ谷 ｼｳｼﾀﾞﾆ
2568 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 鹿ケ谷 ｼｶｶﾞﾀﾆ
2543 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 歯朶尾山 ｼﾀﾞｵﾔﾏ
2565 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下モ市ノ又 ｼﾓｲﾁﾉﾏﾀ
2612 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下犬ケ谷 ｼﾓｲﾇｶﾞﾀﾆ
2677 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下大谷 ｼﾓｵｵﾀﾆ
2604 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下モヲカハラ ｼﾓｵｶﾊﾗ
2549 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下川詰 ｼﾓｶﾜﾂﾞﾒ
2578 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下モキツヤ ｼﾓｷﾂﾔ
2586 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下モコヲヤケ ｼﾓｺｦﾔｹ
2603 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下シンカイ ｼﾓｼﾝｶｲ
2689 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下ソガナロ ｼﾓｿｶﾞﾅﾛ
2582 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下鳥坂 ｼﾓﾄﾘｻｶ
2625 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下中ノ川 ｼﾓﾅｶﾉｶﾜ
2687 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下深田 ｼﾓﾌｶﾀ
2653 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ シモフナギ ｼﾓﾌﾅｷﾞ
2670 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 下法師谷 ｼﾓﾎｳｼﾉﾀﾆ
2646 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ シモヤブ ｼﾓﾔﾌﾞ
2659 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 城ケ平 ｼﾞｮｳｶﾞﾋﾗ
2660 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 城ケ平山 ｼﾞｮｳｶﾞﾋﾗﾔﾏ
2683 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 庄寿山 ｼｮｳｼﾞｭｳﾔﾏ
2613 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ショウフン ｼｮｳﾌﾝ
2631 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 城林山 ｼﾞｮｳﾘﾝｻﾝ
2684 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ショヲジウ口 ｼｮｵｼﾞｳｸﾞﾁ
2682 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ショヲジウ ｼｮｦｼﾞｳ
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2644 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 白岩 ｼﾗｲﾜ
2534 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 白目 ｼﾛﾒ
2627 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 城ヤシキ ｼﾛﾔｼｷ
2708 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ シンカイ ｼﾝｶｲ
2594 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 新谷 ｼﾝﾀﾆ
2562 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
2569 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ シンデン ｼﾝﾃﾞﾝ
2672 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ スヂカイゼ ｽﾁﾞｶｲｾﾞ
2700 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 宗吾谷 ｿｳｺﾞﾀﾆ
2710 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ソガナロ ｿｶﾞﾅﾛ
2648 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 滝本 ﾀｷﾓﾄ
2681 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 滝山 ﾀｷﾔﾏ
2638 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ タクミ畑 ﾀｸﾐﾊﾞﾀ
2673 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ タニガミ ﾀﾆｶﾞﾐ
2675 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 駄場屋敷 ﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
2657 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ チャウヤシキ ﾁｬｳﾔｼｷ
2563 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ツヱダ ﾂｴﾀﾞ
2538 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 鶴井谷 ﾂﾙｲﾀﾞﾆ
2556 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 鶴田 ﾂﾙﾀﾞ
2655 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ドウカサ ﾄﾞｳｶｻ
2539 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ トウサン ﾄｳｻﾝ
2664 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 留メガナロ ﾄﾒｶﾞﾅﾛ
2666 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 留カナロ ﾄﾒｶﾞﾅﾛ
2634 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 中ケ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
2636 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 中ケ市山 ﾅｶｶﾞｲﾁﾔﾏ
2550 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 中川詰 ﾅｶｶﾜﾂﾞﾒ
2557 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 長田 ﾅｶﾞﾀ
2624 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 中ノ川 ﾅｶﾉｶﾜ
2701 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 中ノ前 ﾅｶﾉﾏｴ
2686 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 中深田 ﾅｶﾌｶﾀ
2654 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 中舟木 ﾅｶﾌﾅｷﾞ
2698 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 中堀田 ﾅｶﾎﾘﾀ
2598 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 流田 ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
2535 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 西白目 ﾆｼｼﾛﾒ
2585 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 西ナラ谷 ﾆｼﾅﾗﾀﾆ
2614 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 西ノ沖 ﾆｼﾉｵｷ
2615 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 西林山 ﾆｼﾊﾔｼﾔﾏ
2581 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 二ノ又口 ﾆﾉﾏﾀｸﾞﾁ
2593 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 二ノマタジリ ﾆﾉﾏﾀｼﾞﾘ
2591 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 二ノ又山 ﾆﾉﾏﾀﾔﾏ
2619 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ネブリ谷 ﾈﾌﾞﾘﾀﾞﾆ
2671 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ バラカセ ﾊﾞﾗｶｾ
2584 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 東ナラタニ ﾋｶﾞｼﾅﾗﾀﾆ
2541 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 日見須山 ﾋﾐｽﾞﾔﾏ
2709 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 深田 ﾌｶﾀ
2690 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 深田山 ﾌｶﾀﾔﾏ
2694 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 船岩 ﾌﾅｲﾜ
2705 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 舟木 ﾌﾅｷﾞ
2649 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 船木山 ﾌﾅｷﾞﾔﾏ
2699 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ヘ井ノクチ ﾍｲﾉｸﾁ
2665 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ホウシケ谷口 ﾎｳｼｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
2628 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 方ノキウ ﾎｳﾉｷｳ
2691 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ホキガタニ ﾎｷｶﾞﾀﾆ
2635 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ホキクチ ﾎｷｸﾁ
2611 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ホクソ谷 ﾎｸｿﾀﾆ
2610 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ホクソ谷山 ﾎｸｿﾀﾆﾔﾏ
2574 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 槙林 ﾏｷﾊﾞﾔｼ
2650 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ マツガナロ ﾏﾂｶﾞﾅﾛ
2544 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 道ケ谷 ﾐﾁｶﾞﾀﾆ
2571 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 三ノ俣 ﾐﾂﾉﾏﾀ
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2570 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 三ノ又口 ﾐﾂﾉﾏﾀｸﾁ
2600 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 南宮ノ下 ﾐﾅﾐﾐﾔﾉｼﾀ
2588 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 三森駄場 ﾐﾓﾘﾀﾞﾊﾞ
2599 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ミヤサキ ﾐﾔｻｷ
2596 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
2597 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ミヤバタ ﾐﾔﾊﾞﾀ
2607 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 向犬ケ谷 ﾑｶｲｲﾇｶﾞﾀﾆ
2566 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 向久保 ﾑｶｲｸﾎﾞ
2608 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 向三ツ森 ﾑｶｲﾐﾂﾓﾘ
2696 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 向船岩 ﾑｺｳﾌﾅｲﾜ
2567 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ムロヤ ﾑﾛﾔ
2572 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ 横畑 ﾖｺﾊﾞﾀｹ
2579 津大13 西土佐大宮 ﾆｼﾄｻｵｵﾐﾔ ロンテ゛ン ﾛﾝﾃﾞﾝ
2781 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ アカバイ ｱｶﾊﾞｲ
2780 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ アカハイノヒラ ｱｶﾊｲﾉﾋﾗ
2715 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ アハサコ ｱﾊｻｺ
2773 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 石ケ谷 ｲｼｶﾞﾀﾆ
2803 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 石ノ上リ ｲｼﾉｱｶﾞﾘ
2766 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ イタギ山 ｲﾀｷﾞﾔﾏ
2778 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ イツリカハサ ｲﾂﾘｶﾊｻ
2816 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ イドノヲク ｲﾄﾞﾉｵｸ
2716 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
2769 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ウエカナロ ｳｴｶﾅﾛ
2847 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上エ水ケ谷 ｳｴﾐｽﾞｶﾞﾀﾞﾆ
2737 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 黄幡 ｵｳﾊﾞﾝ
2724 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヲヲトヲモリ ｵｵﾄｦﾓﾘ
2752 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ オオベガ谷 ｵｵﾍﾞｶﾀﾆ
2718 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヲクイノ谷 ｵｸｲﾉﾀﾆ
2835 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 奥小押尾山 ｵｸｺｵｼﾋﾞﾔﾏ
2836 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 奥谷シタヲ山 ｵｸﾀﾆｼﾀｦﾔﾏ
2764 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヲソゴイ山 ｵｿｺﾞｲﾔﾏ
2762 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヲソゴエ ｵｿｺﾞｴ
2767 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヲソフキ ｵｿﾌｷ
2812 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヲバナ ｵﾊﾞﾅ
2725 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヲンヂトヲ ｵﾝﾁﾞﾄｳ
2842 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カキノキサコ ｶｷﾉｷｻｺ
2848 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カゲヒラ ｶｹﾞﾋﾗ
2790 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カゴ山ダハ ｶｺﾞﾔﾏﾀﾞﾊ
2819 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カツ子サコ口 ｶﾂﾈｻｺｸﾞﾁ
2821 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カドン谷 ｶﾄﾞﾝﾀﾆ
2723 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カ子マツカヲラ ｶﾈﾏﾂｶｦﾗ
2739 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上コガノキ ｶﾐｺｶﾞﾉｷ
2745 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上サルワタリ ｶﾐｻﾙﾜﾀﾘ
2840 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上チイカ谷 ｶﾐﾁｲｶﾀﾞﾆ
2805 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上ミヂヨシ ｶﾐﾁﾞﾖｼ
2722 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上坪平 ｶﾐﾂﾎﾞﾋﾗ
2734 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上札松 ｶﾐﾌﾀﾞﾏﾂ
2742 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上松カハサ ｶﾐﾏﾂｶﾊｻ
2713 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
2714 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カラ谷口 ｶﾗﾀﾆｸﾞﾁ
2807 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カワラサキ ｶﾜﾗｻｷ
2813 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ カワラサキ西 ｶﾜﾗｻｷﾆｼ
2729 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ キタバヤシ山 ｷﾀﾊﾞﾔｼﾔﾏ
2786 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ キリノキ谷 ｷﾘﾉｷﾀﾞﾆ
2826 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 口屋敷 ｸﾁﾔｼｷ
2831 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 口ヤシキヒラ山 ｸﾁﾔｼｷﾋﾗﾔﾏ
2791 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ クリノキノダバ ｸﾘﾉｷﾉﾀﾞﾊﾞ
2789 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ クリノキノナロ ｸﾘﾉｷﾉﾅﾛ
2712 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ クルマキダバ ｸﾙﾏｷﾀﾞﾊﾞ
2802 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ケヤキカ谷 ｹﾔｷｶﾀﾆ
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2825 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 幸次郎 ｺｳｼﾞﾛｳ
2824 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 幸次郎山 ｺｳｼﾞﾛｳﾔﾏ
2717 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ コエト ｺｴﾄ
2837 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 小押尾山 ｺｵｼﾋﾞﾔﾏ
2740 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ コガノキ ｺｶﾞﾉｷ
2774 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ コソサコ ｺｿｻｺ
2747 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ コタ゛ ｺﾀﾞ
2746 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ コタ山 ｺﾀﾔﾏ
2795 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 五反三歩 ｺﾞﾀﾝｻﾝﾎﾟ
2783 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ コバタ ｺﾊﾞﾀ
2757 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ コモイケ ｺﾓｲｹ
2792 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ サカイノウ子 ｻｶｲﾉｳﾈ
2823 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 三郎ヂ ｻﾌﾞﾛｳﾁﾞ
2744 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ サルワタリ ｻﾙﾜﾀﾘ
2776 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ シイサコ ｼｲｻｺ
2751 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ シシバカ子 ｼｼﾊﾞｶﾈ
2770 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 下ウイカナロ ｼﾓｳｲｶﾅﾛ
2765 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 下ヲソゴイ ｼﾓｵｿｺﾞｲ
2849 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 下カゲヒラ ｼﾓｶｹﾞﾋﾗ
2731 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 下北林 ｼﾓｷﾀﾊﾞﾔｼ
2736 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 下新田 ｼﾓｼﾝﾃﾞﾝ
2796 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 下山 ｼﾓﾔﾏ
2852 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 下ヲンヂ ｼﾓｦﾝﾁﾞ
2785 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ シリタカ ｼﾘﾀｶ
2728 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ シルヤシキウ子 ｼﾙﾔｼｷｳﾈ
2818 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ シロサコ ｼﾛｻｺ
2753 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 新カイ ｼﾝｶｲ
2735 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ シンデン ｼﾝﾃﾞﾝ
2794 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 新道平 ｼﾝﾐﾁﾋﾞﾗ
2748 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 新ヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
2749 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ シンヤシキ山 ｼﾝﾔｼｷﾔﾏ
2850 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ スナダ ｽﾅﾀﾞ
2833 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 大師茶 ﾀｲｼﾁｬ
2772 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ダイボヲ ﾀﾞｲﾎﾞｦ
2760 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ タカテ ﾀｶﾃ
2841 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ タカヒラ ﾀｶﾋﾗ
2834 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ タカヒラヨコ ﾀｶﾋﾗﾖｺ
2817 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 瀧藏屋敷 ﾀｷｿﾞｳﾔｼｷ
2768 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
2732 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
2844 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ タヅ原 ﾀﾂﾞﾊﾗ
2756 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 田中山 ﾀﾅｶﾔﾏ
2832 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 太郎作り ﾀﾛｳﾂﾞｸﾘ
2839 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ チイカ谷 ﾁｲｶﾀﾞﾆ
2806 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヂヨシ ﾁﾞﾖｼ
2800 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヂヨシ谷 ﾁﾞﾖｼﾀﾞﾆ
2741 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ツエハタ ﾂｴﾊﾀ
2822 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ツボサコ ﾂﾎﾞｻｺ
2721 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 坪平 ﾂﾎﾞﾋﾗ
2808 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ トイノキ ﾄｲﾉｷ
2815 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ トイノハナ ﾄｲﾉﾊﾅ
2754 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 堂野 ﾄﾞｳﾉ
2755 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 堂ノヲク ﾄﾞｳﾉｵｸ
2777 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ナシノキ山 ﾅｼﾉｷﾔﾏ
2771 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 夏ワラビ ﾅﾂﾜﾗﾋﾞ
2811 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ナモトヤシキ ﾅﾓﾄﾔｼｷ
2814 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 西ガミ子 ﾆｼｶﾞﾐﾈ
2809 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ノヂ ﾉﾁﾞ
2750 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ノ中 ﾉﾅｶ
2784 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ノノウ子 ﾉﾉｳﾈ
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2758 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ハイタカ ﾊｲﾀｶ
2788 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ハイトコノマエ ﾊｲﾄｺﾉﾏｴ
2798 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ハコノセ ﾊｺﾉｾ
2763 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ハトヲカ゛サコ ﾊﾄｵｶﾞｻｺ
2820 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ハバレ ﾊﾊﾞﾚ
2797 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヒノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
2782 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヒヤマ ﾋﾔﾏ
2801 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヒラバタ ﾋﾗﾊﾞﾀ
2810 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ブクデン ﾌﾞｸﾃﾞﾝ
2779 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 二ツ岩 ﾌﾀﾂｲﾜ
2733 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 札松 ﾌﾀﾞﾏﾂ
2727 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ フナガサコ ﾌﾅｶﾞｻｺ
2838 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 舟ガサコ ﾌﾈｶﾞｻｺ
2726 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ホホノ木ノサコ ﾎﾎﾉｷﾉｻｺ
2799 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ホリガリ ﾎﾘｶﾞﾘ
2730 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ マエ北林 ﾏｴｷﾀﾊﾞﾔｼ
2787 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ マキノウチ ﾏｷﾉｳﾁ
2829 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ マチキウワ谷 ﾏﾁｷｳﾜﾀﾆ
2830 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ マチキ口 ﾏﾁｷｸﾞﾁ
2828 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ マチキ谷 ﾏﾁｷﾀﾞﾆ
2827 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ マチキナカ谷 ﾏﾁｷﾅｶﾀﾞﾆ
2711 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 松カナロ ﾏﾂｶﾅﾛ
2743 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 松カハサ ﾏﾂｶﾊｻ
2846 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 水カ谷 ﾐｽﾞｶﾞﾀﾞﾆ
2843 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
2761 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヤクシマエ ﾔｸｼﾏｴ
2775 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヤケカ谷 ﾔｹｶﾞﾀﾆ
2719 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 屋シキサコ ﾔｼｷｻｺ
2720 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヤシキ谷 ﾔｼｷﾀﾆ
2793 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヤマカコ゛ ﾔﾏｶｺﾞ
2804 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ
2759 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 山窪 ﾔﾏｸﾎﾞ
2738 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 横畠ケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ
2845 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ 六ツイ ﾛｸﾂｲ
2851 津大14 西土佐下家地 ﾆｼﾄｻｼﾓｲｴｼﾞ ヲンヂ ｦﾝﾁﾞ
2885 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ アセセ ｱｾｾ
2915 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ アセセ山 ｱｾｾﾔﾏ
2900 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ イカダデン ｲｶﾀﾞﾃﾞﾝ
2858 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 井口 ｲｸﾞﾁ
2855 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 石田 ｲｼﾀﾞ
2902 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 石ノ元 ｲｼﾉﾓﾄ
2896 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ イツツイカハオ ｲﾂﾂｲｶﾊｵ
2921 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ イツ松城山 ｲﾂﾏﾂｼﾛﾔﾏ
2874 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ イナヤ ｲﾅﾔ
2907 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
2923 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 猪ノ谷蔭平山 ｲﾉﾀﾆｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
2917 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ウド道山 ｳﾄﾞﾐﾁﾔﾏ
2873 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ウ子ヤシキ ｳﾈﾔｼｷ
2853 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
2918 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
2878 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ カイマハリ ｶｲﾏﾊﾘ
2875 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 柿ノ木田 ｶｷﾉｷﾀﾞ
2891 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ カクレタ ｶｸﾚﾀ
2904 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 蔭地 ｶｹﾞﾁ
2865 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 蔭平 ｶｹﾞﾋﾗ
2909 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 蔭平 ｶｹﾞﾋﾗ
2895 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ カシカトウ ｶｼｶﾄｳ
2862 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 梶原 ｶｼﾞﾊﾗ
2897 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 上イツツカ゛ハサ ｶﾐｲﾂﾂｶﾞﾊｻ
2913 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 上ミヒルケ谷 ｶﾐﾋﾙｶﾞﾀﾞﾆ
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2899 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 上松城カ谷 ｶﾐﾏﾂｼﾛｶﾞﾀﾞﾆ
2922 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 上松城山 ｶﾐﾏﾂｼﾛﾔﾏ
2889 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ キバ ｷﾊﾞ
2868 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ クボ神田 ｸﾎﾞｶﾝﾀﾞ
2906 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ クルマキ ｸﾙﾏｷ
2908 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 郷サイケ ｺﾞｳｻｲｹ
2894 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ コチバサ ｺﾁﾊﾞｻ
2879 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 小山ノハナ ｺﾔﾏﾉﾊﾅ
2924 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ サキバサ ｻｷﾊﾞｻ
2916 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 三代山 ｻﾝﾀﾞｲﾔﾏ
2901 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 下イカダデン ｼﾓｲｶﾀﾞﾃﾞﾝ
2912 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 下モヒルケ谷 ｼﾓﾋﾙｶﾞﾀﾞﾆ
2857 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 下論田 ｼﾓﾛﾝﾀﾞ
2886 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ セガケテン ｾｶﾞｹﾃﾝ
2861 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ タルガ谷 ﾀﾙｶﾞﾀﾆ
2919 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ヅウカケ山 ﾂﾞｳｶｹﾔﾏ
2905 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ツルギ元 ﾂﾙｷﾞﾓﾄ
2869 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ドイノ木 ﾄﾞｲﾉｷ
2893 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ トウガス ﾄｳｶﾞｽ
2863 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 堂野 ﾄﾞｳﾉ
2920 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 土佐越 ﾄｻｺﾞｼ
2864 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ドヲノヲク ﾄﾞｦﾉｦｸ
2911 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 中畝山 ﾅｶｳﾈﾔﾏ
2890 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 中山 ﾅｶﾔﾏ
2903 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ナガレタ ﾅｶﾞﾚﾀ
2876 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ナハタ ﾅﾊﾀ
2881 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 西クイ原 ﾆｼｸｲﾊﾗ
2882 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 東クイ原 ﾋｶﾞｼｸｲﾊﾗ
2870 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ヒノキノクボ ﾋﾉｷﾉｸﾎﾞ
2880 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ヒルカ谷 ﾋﾙｶﾀﾞﾆ
2883 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 札松 ﾌﾀﾞﾏﾂ
2887 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 松カナロ ﾏﾂｶﾅﾛ
2884 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 松カハサ ﾏﾂｶﾊｻ
2898 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 松城カ谷 ﾏﾂｼﾛｶﾞﾀﾞﾆ
2871 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ マトヲバ ﾏﾄｦﾊﾞ
2914 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 御蔭山 ﾐｶｹﾞﾔﾏ
2877 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
2866 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 名元ヤシキ ﾒｲｹﾞﾝﾔｼｷ
2854 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ヤケソ川 ﾔｹｿｶﾞﾜ
2892 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ヤスミバノ下 ﾔｽﾐﾊﾞﾉｼﾓ
2859 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
2888 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 山クヒ ﾔﾏｸﾋ
2856 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 論田 ﾛﾝﾀﾞ
2910 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ 論田山 ﾛﾝﾀﾞﾔﾏ
2867 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ヲカタノマエ ｦｶﾀﾉﾏｴ
2872 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ヲカヤシキ ｦｶﾔｼｷ
2860 津大15 西土佐中家地 ﾆｼﾄｻﾅｶｲｴｼﾞ ヲンヂ ｦﾝﾁﾞ
2940 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ アカハダ ｱｶﾊﾀﾞ
2942 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ アカハダ山 ｱｶﾊﾀﾞﾔﾏ
2986 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ アカヤブ ｱｶﾔﾌﾞ
3002 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ アサタ ｱｻﾀ
3024 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 穴山 ｱﾅﾔﾏ
2944 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 市中平 ｲﾁﾅｶﾋﾗ
2943 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 市中平山 ｲﾁﾅｶﾋﾗﾔﾏ
2932 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ イノ子 ｲﾉｺ
2966 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
2969 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 馬引田 ｳﾏﾋｷﾀﾞ
2928 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ エノキゾリ ｴﾉｷｿﾞﾘ
2945 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 大ダキ ｵｵﾀﾞｷ
2977 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 大ヅイ ｵｵﾂﾞｲ
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2979 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 大ヅイ山 ｵｵﾂﾞｲﾔﾏ
3008 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
2993 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 押川 ｵｼｶﾜ
2990 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 押川谷 ｵｼｶﾜﾀﾞﾆ
2991 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 押川山 ｵｼｶﾜﾔﾏ
3036 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ カアラガサコ ｶｱﾗｶﾞｻｺ
2934 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ カゲガ谷 ｶｹﾞｶﾞﾀﾆ
2935 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ カゲガ谷山 ｶｹﾞｶﾞﾀﾆﾔﾏ
2933 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ カゲヒラ山 ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
2951 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 柏ケ谷 ｶｼｶﾞﾀﾞﾆ
2978 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ カジバタ ｶｼﾞﾊﾞﾀ
2949 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ カシワカ谷 ｶｼﾜｶﾀﾆ
3005 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上大平 ｶﾐｵｵﾋﾗ
2983 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上ミ唐岩 ｶﾐｶﾗｲﾜ
3038 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上唐岩藪 ｶﾐｶﾗｲﾜﾔﾌﾞ
3035 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上唐岩山 ｶﾐｶﾗｲﾜﾔﾏ
2999 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上ミコハタ ｶﾐｺﾊﾀ
3013 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上長山 ｶﾐﾅｶﾞﾔﾏ
2996 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上ナルコ ｶﾐﾅﾙｺ
3034 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上ミホヲノナロ ｶﾐﾎｦﾉﾅﾛ
2973 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上ミホヲノナロ山 ｶﾐﾎｦﾉﾅﾛﾔﾏ
3009 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 上山 ｶﾐﾔﾏ
2980 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 唐岩 ｶﾗｲﾜ
2981 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 唐岩谷 ｶﾗｲﾜﾀﾞﾆ
2984 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 唐岩藪 ｶﾗｲﾜﾔﾌﾞ
2982 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 唐岩山 ｶﾗｲﾜﾔﾏ
2925 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
3019 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 川崎田 ｶﾜｻｷﾀﾞ
2997 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ カハラガサコ山 ｶﾜﾗｶﾞｻｺﾔﾏ
2972 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 北マキ谷 ｷﾀﾏｷﾀﾞﾆ
3037 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 楠木山 ｸｽｷﾔﾏ
3006 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 楠ノ木山 ｸｽﾉｷﾔﾏ
2929 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 口ヲカ谷 ｸﾁｵｶﾀﾞﾆ
2930 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 口ヲカ谷口 ｸﾁｵｶﾀﾞﾆｸﾞﾁ
2931 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 口ヲカ゛谷山 ｸﾁｵｶﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
3012 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ クルミダバ ｸﾙﾐﾀﾊﾞ
2989 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ コシマエ ｺｼﾏｴ
3026 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ コタイノ山 ｺﾀｲﾉﾔﾏ
2998 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 小バタ ｺﾊﾞﾀ
3001 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ コヤシキ ｺﾔｼｷ
2956 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ コヲシカ谷 ｺｦｼｶﾀﾞﾆ
2955 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ コヲシカ谷山 ｺｦｼｶﾀﾞﾆﾔﾏ
3007 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
2988 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ サルヤ ｻﾙﾔ
3003 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 下大平 ｼﾓｵｵﾋﾗ
2948 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 下高畑山 ｼﾓﾀｶﾊﾀﾔﾏ
3017 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 下長田 ｼﾓﾅｶﾞﾀ
2953 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 下ハシ谷 ｼﾓﾊｼﾀﾞﾆ
2967 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 下ヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
3000 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ セト ｾﾄ
3028 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ソイド ｿｲﾄﾞ
3027 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 大防 ﾀﾞｲﾎﾞｳ
3025 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 大防山 ﾀﾞｲﾎﾞｳﾔﾏ
2947 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 高畑 ﾀｶﾊﾀ
2946 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 高畑山 ﾀｶﾊﾀﾔﾏ
3029 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 竹ノハサ ﾀｹﾉﾊｻ
2939 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 竹ノ前 ﾀｹﾉﾏｴ
2962 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
2974 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
2959 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ツフロ谷 ﾂﾌﾛﾀﾞﾆ
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2960 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ツフロ山 ﾂﾌﾛﾔﾏ
3031 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ツブロ山 ﾂﾌﾞﾛﾔﾏ
3030 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 出会薮 ﾃﾞｱｲﾔﾌﾞ
2927 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 寺田山 ﾃﾗﾀﾞﾔﾏ
2985 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ドウシン藪 ﾄﾞｳｼﾝﾔﾌﾞ
2976 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ドウダロ藪 ﾄﾞｳﾀﾞﾛﾔﾌﾞ
2987 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ドウミン ﾄﾞｳﾐﾝ
3020 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
3004 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ
3018 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 長田 ﾅｶﾞﾀ
3014 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ナカボリ ﾅｶﾎﾞﾘ
2968 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ
2995 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ナルコ ﾅﾙｺ
3039 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 奈路 ﾅﾛ
3023 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 西大防山 ﾆｼﾀﾞｲﾎﾞｳﾔﾏ
2975 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 野中 ﾉﾅｶ
2952 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ハシ谷 ﾊｼﾀﾞﾆ
2994 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ハトノス ﾊﾄﾉｽ
2992 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ハトノス山 ﾊﾄﾉｽﾔﾏ
2964 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 東川口 ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁ
2926 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヒグリサコ ﾋｸﾞﾘｻｺ
2963 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヒノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
2958 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヒノヂ ﾋﾉﾁﾞ
2957 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヒノヂ山 ﾋﾉﾁﾞﾔﾏ
2961 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ フシサコ山 ﾌｼｻｺﾔﾏ
3032 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ フジサコ山 ﾌｼﾞｻｺﾔﾏ
2965 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ホヲノナロ山 ﾎｦﾉﾅﾛﾔﾏ
3033 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ホヲノナロ山 ﾎｦﾉﾅﾛﾔﾏ
3011 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 本村藪 ﾎﾝﾑﾗﾔﾌﾞ
3021 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 本村山 ﾎﾝﾑﾗﾔﾏ
2970 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ マキ ﾏｷ
2937 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ マケカ谷 ﾏｹｶﾀﾞﾆ
3016 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 丸田 ﾏﾙﾀ
2941 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 南アカハダ ﾐﾅﾐｱｶﾊﾀﾞ
2971 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 南マキ谷 ﾐﾅﾐﾏｷﾀﾆ
2950 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
3015 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヤマノシリ ﾔﾏﾉｼﾘ
3010 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヲカタ ｦｶﾀ
3022 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヲホヲ谷 ｦﾎｦﾀﾞﾆ
2936 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヲリツキ ｦﾘﾂｷ
2938 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヲリツキ山 ｦﾘﾂｷﾔﾏ
2954 江川崎01 西土佐西ケ方 ﾆｼﾄｻﾆｼｶﾞﾎｳ ヲンヂ ｦﾝﾁﾞ
3091 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 赤ハタ ｱｶﾊﾀ
3127 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 赤松尾 ｱｶﾏﾂｵ
3121 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 足川谷 ｱｼｶﾜﾀﾞﾆ
3120 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 足川山 ｱｼｶﾜﾔﾏ
3164 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 粟ケ谷 ｱﾜｶﾞﾀﾞﾆ
3095 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 池ケ谷 ｲｹﾀﾞﾆ
3116 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 石崎 ｲｼｻﾞｷ
3059 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 伊豆ケ谷 ｲｽﾞｹﾞﾀﾆ
3058 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 伊豆ケ谷奥 ｲｽﾞｹﾞﾀﾞﾆｵｸ
3050 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ウシロ山 ｳｼﾛﾔﾏ
3131 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾞﾆ
3069 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 狼谷 ｵｵｶﾐﾀﾞﾆ
3173 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 狼谷山 ｵｵｶﾐﾀﾞﾆﾔﾏ
3092 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 大サコ ｵｵｻｺ
3094 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 大サコノ向イ ｵｵｻｺﾉﾑｶｲ
3143 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 大畑山 ｵｵﾊﾞﾀｹﾔﾏ
3118 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 大平谷 ｵｵﾋﾗﾀﾆ
3119 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
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3165 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
3098 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 奥ソマメシリ ｵｸｿﾏﾒｼﾘ
3124 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 奥太四郎 ｵｸﾀﾞｲｼﾛｳ
3183 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 奥妙正田 ｵｸﾐｮｳｼｮｳﾃﾞﾝ
3141 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 音城 ｵﾄｼﾛ
3077 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ カイタ ｶｲﾀ
3075 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ カイノ木 ｶｲﾉｷ
3073 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ カイノキ山 ｶｲﾉｷﾔﾏ
3176 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ カイノキ山 ｶｲﾉｷﾔﾏ
3102 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ カゲヒラ ｶｹﾞﾋﾗ
3140 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ カケヤブ ｶｹﾔﾌﾞ
3157 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 鍛治ケ谷 ｶｼﾞｶﾞﾀﾞﾆ
3045 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ カシツケ ｶｼﾂｹ
3115 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 鍛治屋敷 ｶｼﾞﾔｼｷ
3132 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 梶原 ｶｼﾞﾜﾗ
3099 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 上ソマメジリ ｶﾐｿﾏﾒｼﾞﾘ
3166 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 上高 ｶﾐﾀﾞｶ
3107 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 上平迫 ｶﾐﾋﾗｻｺ
3146 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 上朴 ｶﾐﾎﾞｸ
3046 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 上宮地 ｶﾐﾐﾔｼﾞ
3063 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 上宮ノ前 ｶﾐﾐﾔﾉﾏｴ
3168 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
3085 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 口台ケ森 ｸﾁﾀﾞｲｶﾞﾓﾘ
3177 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 口台ケ森山 ｸﾁﾀﾞｲｶﾞﾓﾘﾔﾏ
3051 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 男牛谷 ｺｯﾄｲﾀﾞﾆ
3053 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 子ハクロ ｺﾊｸﾛ
3052 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 子ハクロ奥 ｺﾊｸﾛｵｸ
3074 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 小美川 ｺﾋﾞｶﾜ
3072 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ コビ川西平山 ｺﾋﾞｶﾜﾆｼﾋﾗﾔﾏ
3071 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ コビ川山 ｺﾋﾞｶﾜﾔﾏ
3175 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 小美川西平山 ｺﾐｶﾜﾆｼﾋﾗﾔﾏ
3174 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 小美川山 ｺﾐｶﾜﾔﾏ
3182 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 里山 ｻﾄﾔﾏ
3057 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 地蔵ケ谷 ｼﾞｿﾞｳｹﾞﾀﾞﾆ
3056 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 地蔵谷奥 ｼﾞｿﾞｳﾀﾞﾆｵｸ
3167 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 清水カ窪 ｼﾐｽﾞｶﾞｸﾎﾞ
3105 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下穴カ谷 ｼﾓｱﾅｶﾀﾞﾆ
3100 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下ソマメジリ ｼﾓｿﾏﾒｼﾞﾘ
3156 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ シモゾリ ｼﾓｿﾞﾘ
3170 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下高 ｼﾓﾀﾞｶ
3055 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下谷 ｼﾓﾀﾆ
3054 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下谷奥 ｼﾓﾀﾆｵｸ
3043 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下野稲尻 ｼﾓﾉｲﾈｼﾞﾘ
3147 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下朴 ｼﾓﾎﾞｸ
3047 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下宮地 ｼﾓﾐﾔｼﾞ
3137 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 下モヲソ越 ｼﾓｦｿｺﾞｼ
3130 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 丈八田 ｼﾞｮｳﾊｯﾀ
3150 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 四郎太夫 ｼﾛｳﾀﾞﾕｳ
3152 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 城山 ｼﾛﾔﾏ
3158 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ
3061 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 杉山谷 ｽｷﾞﾔﾏﾀﾞﾆ
3117 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ スゲガ谷 ｽｹﾞｶﾞﾀﾞﾆ
3153 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 千度田 ｾﾝﾄﾞﾃﾞﾝ
3097 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 惣奥ケ谷 ｿｳｵｸｶﾞﾀﾆ
3104 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ソマメシリ山 ｿﾏﾒｼﾘﾔﾏ
3179 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ソマメシリ山 ｿﾏﾒｼﾘﾔﾏ
3093 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 台ケ森山 ﾀﾞｲｶﾞﾓﾘﾔﾏ
3178 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 台ケ森山 ﾀﾞｲｶﾞﾓﾘﾔﾏ
3122 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 第四郎西附 ﾀﾞｲｼﾛｳﾆｼﾂﾞｷ
3142 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 第四郎山 ﾀﾞｲｼﾛｳﾔﾏ
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3070 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ タキノ前 ﾀｷﾉﾏｴ
3076 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
3082 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ
3064 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 竹ノハサ ﾀｹﾉﾊｻ
3181 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 谷奥山 ﾀﾆｵｸﾔﾏ
3171 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ
3163 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
3155 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 茶屋ケ駄場 ﾁｬﾔｶﾞﾀﾞﾊﾞ
3109 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ツヅラ川 ﾂﾂﾞﾗｶﾜ
3108 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ツツラ川山 ﾂﾂﾗｶﾜﾔﾏ
3159 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ツルイノ前 ﾂﾙｲﾉﾏｴ
3160 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 天神社 ﾃﾝｼﾞﾝｼｬ
3049 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 樋谷山 ﾄｲﾀﾞﾆﾔﾏ
3129 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ トイチカ谷 ﾄｲﾁｶﾀﾆ
3172 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ トイノ谷口西平山 ﾄｲﾉﾀﾆｸﾞﾁﾆｼﾋﾗﾔﾏ
3161 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 土居ノ前 ﾄﾞｲﾉﾏｴ
3162 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 中畝 ﾅｶｳﾈ
3110 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
3123 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 中第四郎 ﾅｶﾀﾞｲｼﾛｳ
3042 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 中野稲尻 ﾅｶﾉｲﾈｼﾞﾘ
3090 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 中ヒジリタ ﾅｶﾋｼﾞﾘﾀ
3086 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 中屋奥 ﾅｶﾔｵｸ
3087 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
3128 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 西尾マキ ﾆｼｵﾏｷ
3144 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 西朴谷 ﾆｼﾎﾞｸﾀﾞﾆ
3048 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 西宮地 ﾆｼﾐﾔｼﾞ
3113 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ヌタウ子山 ﾇﾀｳﾈﾔﾏ
3041 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 野稲尻 ﾉｲﾈｼﾞﾘ
3040 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 野稲尻山 ﾉｲﾈｼﾞﾘﾔﾏ
3154 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 野中 ﾉﾅｶ
3066 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 橋谷 ﾊｼﾀﾞﾆ
3084 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 林ノ前 ﾊﾔｼﾉﾏｴ
3139 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 番所ノ下モ ﾊﾞﾝｼｮﾉｼﾓ
3138 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 番所ノ前 ﾊﾞﾝｼｮﾉﾏｴ
3145 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 東朴谷 ﾋｶﾞｼﾎﾞｸﾀﾞﾆ
3067 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 檜ノ前 ﾋﾉｷﾉﾏｴ
3106 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 平迫 ﾋﾗｻｺ
3088 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ フキアゲ ﾌｷｱｹﾞ
3114 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 太場 ﾌﾄﾊﾞ
3060 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 本山谷 ﾎﾝﾔﾏﾀﾞﾆ
3111 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 前ノ地 ﾏｴﾉﾁﾞ
3080 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 槙ノ谷 ﾏｷﾉﾀﾆ
3044 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 槙ノ谷口 ﾏｷﾉﾀﾆｸﾞﾁ
3169 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 松木ノ本 ﾏﾂｷﾞﾉﾓﾄ
3081 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
3089 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 道又口 ﾐﾁﾏﾀｸﾞﾁ
3096 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 道又口西附 ﾐﾁﾏﾀｸﾞﾁﾆｼﾂｷ
3079 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 道満 ﾐﾁﾏﾝ
3078 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 道満口 ﾐﾁﾏﾝｸﾞﾁ
3149 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 蓑掛 ﾐﾉｶｹ
3151 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 蓑掛山 ﾐﾉｶｹﾔﾏ
3083 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
3112 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 宮野奥山 ﾐﾔﾉｵｸﾔﾏ
3135 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 宮ノ川谷 ﾐﾔﾉｶﾜﾀﾞﾆ
3062 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
3068 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 妙ケ谷 ﾐｮｳｶﾞﾀﾆ
3101 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 妙正田 ﾐｮｳｼｮｳﾃﾞﾝ
3184 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 館 ﾔｶﾀ
3148 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 館ノ川 ﾔｶﾀﾉｶﾜ
3126 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
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3125 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 山ノ神ノ奥 ﾔﾏﾉｶﾐﾉｵｸ
3180 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ルトウチ山 ﾙﾄｳﾁﾔﾏ
3133 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁ
3065 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ヲヂケ谷 ｦｼﾞｹﾀﾞﾆ
3136 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ヲソ越 ｦｿｺﾞｼ
3103 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ヲモ田 ｦﾓﾀ
3134 江川崎02 西土佐江川崎 ﾆｼﾄｻｴｶﾜｻｷ ヲンヂ田 ｦﾝﾁﾞﾃﾞﾝ
3196 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 赤ヌタ ｱｶﾇﾀ
3219 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 赤ヌ田山 ｱｶﾇﾀﾔﾏ
3188 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 穴ントヲ ｱﾅﾝﾄｦ
3267 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 有尾サコ ｱﾘｵｻｺ
3197 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ イカナ谷 ｲｶﾅﾀﾞﾆ
3208 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 石神ノ本 ｲｼｶﾐﾉﾓﾄ
3204 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 一ノ又口 ｲﾁﾉﾏﾀｸﾞﾁ
3210 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 井デ口 ｲﾃﾞｸﾞﾁ
3258 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ インチウジ ｲﾝﾁｳｼﾞ
3260 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 榎森 ｴﾉｷﾉﾓﾘ
3265 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 大畝 ｵｵｳﾈ
3191 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 大川平 ｵｵｶﾜﾋﾗ
3214 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 大川平山 ｵｵｶﾜﾋﾗﾔﾏ
3212 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 大久保山 ｵｵｸﾎﾞﾔﾏ
3187 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
3211 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 大ダバ山 ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
3249 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 岡畝 ｵｶｳﾈ
3269 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 小川平 ｵｶﾞﾜﾋﾗ
3237 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 小川平山 ｵｶﾞﾜﾋﾗﾔﾏ
3245 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 沖神田 ｵｷｺｳﾀﾞ
3226 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 押コロバシ山 ｵｼｺﾛﾊﾞｼﾔﾏ
3207 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 押谷奥 ｵｼﾀﾞﾆｵｸ
3202 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 押谷口 ｵｼﾀﾞﾆｸﾞﾁ
3271 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 川田代口 ｶﾜﾀﾞｼﾛｸﾞﾁ
3190 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 川田代口陰平 ｶﾜﾀﾞｼﾛｸﾞﾁｶｹﾞﾋﾗ
3189 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 川田代口日平 ｶﾜﾀﾞｼﾛｸﾞﾁﾆﾁﾋﾗ
3218 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 川田城山 ｶﾜﾀﾞｼﾛﾔﾏ
3192 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 喜八ヤシキ ｷﾊﾁﾔｼｷ
3193 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 行司谷 ｷﾞｮｳｼﾞﾀﾞﾆ
3194 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 行司谷口 ｷﾞｮｳｼﾞﾀﾞﾆｸﾞﾁ
3215 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 行司谷山 ｷﾞｮｳｼﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
3238 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 車田山 ｸﾙﾏﾀﾔﾏ
3255 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ コヤノウ子 ｺﾔﾉｳﾈ
3263 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 才東谷 ｻｲﾄｳﾀﾞﾆ
3186 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 佐右衛門谷 ｻｳｴﾓﾝﾀﾞﾆ
3234 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 三平野地山 ｻﾝﾋﾗﾉｼﾞﾔﾏ
3264 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 三平野地 ｻﾝﾍｲﾉｼﾞ
3216 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 四本木山 ｼﾎﾝｷﾞﾔﾏ
3266 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
3259 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ショガ畝 ｼｮｶﾞｳﾈ
3254 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ シヨブン ｼﾖﾌﾞﾝ
3206 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 城ノ畝 ｼﾛﾉｳﾈ
3228 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 城ノ畝山 ｼﾛﾉｳﾈﾔﾏ
3209 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ シロノクビ ｼﾛﾉｸﾋﾞ
3229 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 城ノ首山 ｼﾛﾉｸﾋﾞﾔﾏ
3205 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 新右衛門谷 ｼﾝｳｴﾓﾝﾀﾆ
3224 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 新右衛門谷山 ｼﾝｳｴﾓﾝﾀﾆﾔﾏ
3251 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ セイ本 ｾｲﾎﾝ
3252 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ セドヤ ｾﾄﾞﾔ
3235 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 専蔵坊 ｾﾝｿﾞｳﾎﾞｳ
3241 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 高岸 ﾀｶｷﾞｼ
3201 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ タヂウ ﾀﾁﾞｳ
3240 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 橘田 ﾀﾁﾊﾞﾅﾃﾞﾝ
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3253 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 田中 ﾀﾅｶ
3243 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
3239 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ツイチ山 ﾂｲﾁﾔﾏ
3222 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 寺ハス山 ﾃﾗﾊｽﾔﾏ
3256 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 殿ノ奥 ﾄﾉﾉｵｸ
3262 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ドヲロ ﾄﾞｦﾛ
3270 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 長瀬 ﾅｶﾞｾ
3250 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
3268 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ヌタノ森 ﾇﾀﾉﾓﾘ
3236 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ヌタノ森山 ﾇﾀﾉﾓﾘﾔﾏ
3198 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 羽ノ本 ﾊﾈﾉﾓﾄ
3225 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 引チ畝山 ﾋｷﾁｳﾈﾔﾏ
3248 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 平口 ﾋﾗｸﾞﾁ
3223 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 平サコ山 ﾋﾗｻｺﾔﾏ
3217 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 平バタ山 ﾋﾗﾊﾞﾀﾔﾏ
3242 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 弘岡 ﾋﾛｵｶ
3230 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ フケキウ山 ﾌｹｷｳﾔﾏ
3261 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 太田 ﾌﾄﾀﾞ
3257 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ フント゛シダバ ﾌﾝﾄﾞｼﾀﾞﾊﾞ
3231 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ フンドシダバ山 ﾌﾝﾄﾞｼﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
3227 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 朴ノ木山 ﾎﾞｸﾉｷﾔﾏ
3247 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ホリノスソ ﾎﾘﾉｽｿ
3200 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ マコモ田 ﾏｺﾓﾀ
3221 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ マコモ田山 ﾏｺﾓﾀﾔﾏ
3199 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 松カサコ ﾏﾂｶｻｺ
3220 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 松ノサコ山 ﾏﾂﾉｻｺﾔﾏ
3244 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 丸田 ﾏﾙﾀ
3185 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ミカノ谷 ﾐｶﾉﾀﾆ
3203 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
3195 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ モクコク口 ﾓｸｺｸｸﾞﾁ
3233 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 森ノウ子山 ﾓﾘﾉｳﾈﾔﾏ
3232 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ヤクシンダバ山 ﾔｸｼﾝﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
3213 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ 山神峠 ﾔﾏｶﾞﾐﾄｳｹﾞ
3246 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾓﾁｲ ヲキショウヂ ｦｷｼｮｳﾁﾞ
3299 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 臼木 ｳｽｷﾞ
3279 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 大家 ｵｵｲｴ
3283 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
3289 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 大平 ｵｵﾋﾗ
3294 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 鍵ケ森 ｶｷﾞｶﾞﾓﾘ
3274 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 上新田 ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝ
3282 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 楠谷 ｸｽﾀﾞﾆ
3298 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 源作 ｹﾞﾝｻｸ
3278 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 笹田 ｻｻﾀﾞ
3297 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 地コク ｼﾞｺｸ
3292 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 城ケ平 ｼﾞｮｳｶﾞﾋﾗ
3281 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 城宮 ｼﾛﾐﾔ
3287 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 峠ノ越 ﾄｳﾉｺｴ
3290 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 長迫 ﾅｶﾞｻｺ
3285 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 長田 ﾅｶﾞﾀ
3277 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
3275 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 西ケ窪 ﾆｼｶﾞｸﾎﾞ
3295 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 挽地 ﾋｷﾁﾞ
3273 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ
3286 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 孫屋敷 ﾏｺﾞﾔｼｷ
3296 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 宮ノ尾 ﾐﾔﾉｵ
3288 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
3280 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 用井田 ﾓﾁｲﾀﾞ
3276 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 森カ市 ﾓﾘｶﾞｲﾁ
3272 江川崎03 西土佐用井 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
3284 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 横畠 ﾖｺﾊﾞﾀ
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3293 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 横山 ﾖｺﾔﾏ
3291 江川崎04 西土佐長生 ﾆｼﾄｻﾅｶﾞｵｲ 楼ノ木 ﾛｳﾉｷ
3687 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 赤バタ ｱｶﾊﾞﾀ
3618 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ アキ切 ｱｷｷﾘ
3497 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 麻田屋式 ｱｻﾀﾞﾔｼｷ
3445 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 足谷 ｱｼﾀﾆ
3413 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ アラ谷 ｱﾗﾀﾆ
3454 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ アヲリ越 ｱｦﾘｺﾞｼ
3437 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 池田 ｲｹﾀﾞ
3432 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 池ノ奥 ｲｹﾉｵｸ
3436 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
3595 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 石ウチ ｲｼｳﾁ
3644 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ イシキドウ ｲｼｷﾄﾞｳ
3695 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 石木戸 ｲｼｷﾄﾞｳ
3696 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 石木ノ山 ｲｼｷﾉﾔﾏ
3480 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 石ノ休場 ｲｼﾉｷｭｳﾊﾞ
3517 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 石畑 ｲｼﾊﾞﾀ
3412 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 一本松 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
3533 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 井手ノ奈路 ｲﾃﾞﾉﾅﾛ
3688 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 犬ククリ場 ｲﾇｸｸﾘﾊﾞ
3608 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ イヌマキ ｲﾇﾏｷ
3572 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 稲サコ ｲﾈｻｺ
3654 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ イノスクボ ｲﾉｽｸﾎﾞ
3667 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ イノタケホリ ｲﾉﾀｹﾎﾘ
3451 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
3452 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 伊野谷口 ｲﾉﾀﾆｸﾞﾁ
3500 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 岩駄場 ｲﾜﾀﾞﾊﾞ
3646 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ウサギハタ ｳｻｷﾞﾊﾀ
3503 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 畝崎 ｳﾈｻﾞｷ
3402 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 姥カ口 ｳﾊﾞｶｸﾞﾁ
3401 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 姥カ谷 ｳﾊﾞｶﾀﾞﾆ
3408 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 姥越 ｳﾊﾞｺﾞｼ
3484 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾆ
3546 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 梅ノ宮 ｳﾒﾉﾐﾔ
3620 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ウルシガクボ ｳﾙｼｶﾞｸﾎﾞ
3486 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 悦蔵林 ｴﾂｿﾞｳﾊﾔｼ
3555 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ エノキカダバ ｴﾉｷｶﾀﾞﾊﾞ
3657 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ エノ木サコ ｴﾉｷｻｺ
3478 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 榎畑 ｴﾉｷﾊﾞﾀ
3574 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ エバサコ ｴﾊﾞｻｺ
3651 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大石 ｵｵｲｼ
3652 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大石上 ｵｵｲｼｶﾐ
3593 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大ウヅ ｵｵｳﾂﾞ
3606 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大川平 ｵｵｶﾜﾋﾗ
3477 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大岸 ｵｵｷﾞｼ
3665 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大瀬戸ノ上 ｵｵｾﾄﾉｶﾐ
3548 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
3441 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大道 ｵｵﾄﾞｳ
3587 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大道下 ｵｵﾄﾞｳｼﾓ
3582 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大梨 ｵｵﾅｼ
3682 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大野地 ｵｵﾉｼﾞ
3623 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 大モリ ｵｵﾓﾘ
3495 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 沖屋敷 ｵｷﾔｼｷ
3523 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 奥カラ谷 ｵｸｶﾗﾀﾞﾆ
3514 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 奥中尾 ｵｸﾅｶｵ
3585 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 男山谷 ｵﾄｺﾔﾏﾀﾞﾆ
3474 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ カギヤブ ｶｷﾞﾔﾌﾞ
3676 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 篭リ ｶｺﾞﾘ
3692 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 篭リ山 ｶｺﾞﾘﾔﾏ
3547 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ カシツケ ｶｼﾂｹ
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3563 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 嘉蔵林 ｶｿﾞｳﾊﾞﾔｼ
3459 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ カヂノ谷 ｶﾁﾞﾉﾀﾆ
3457 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
3462 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 門田 ｶﾄﾞﾀ
3450 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 上イノ谷 ｶﾐｲﾉﾀﾆ
3540 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 上切 ｶﾐｷﾘ
3559 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 上シウ ｶﾐｼｳ
3439 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 上新田 ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝ
3468 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 上立川 ｶﾐﾀﾃｶﾜ
3466 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 上駄場 ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
3505 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 上奈路 ｶﾐﾅﾛ
3440 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
3580 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ カラスノト山 ｶﾗｽﾉﾄﾔﾏ
3407 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 唐谷 ｶﾗﾀﾞﾆ
3597 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 川ゾエ ｶﾜｿﾞｴ
3590 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 川ノ上 ｶﾜﾉｶﾐ
3577 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 川良崎 ｶﾜﾗｻﾞｷ
3473 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ギシチカマ ｷﾞｼﾁｶﾏ
3649 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 木戸ノ山 ｷﾄﾞﾉﾔﾏ
3524 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 銀道 ｷﾞﾝﾄﾞｳ
3414 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ クサイトウ ｸｻｲﾄｳ
3686 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 楠ノ森 ｸｽﾉｷﾉﾓﾘ
3475 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ クリノ木谷 ｸﾘﾉｷﾀﾆ
3410 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 九郎畑 ｸﾛｳﾊﾞﾀｹ
3673 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 黒キク ｸﾛｷｸ
3487 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 黒瀧 ｸﾛﾀｷ
3659 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 黒瀧下タ ｸﾛﾀｷｼﾀ
3619 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ゲバタノ久保 ｹﾞﾊﾞﾀﾉｸﾎﾞ
3670 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小石谷 ｺｲｼﾀﾞﾆ
3677 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 黄太郎 ｺｳﾀﾛｳ
3488 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小畝 ｺｳﾈ
3666 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小畝崎 ｺｳﾈｻﾞｷ
3638 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ コガシ ｺｶﾞｼ
3693 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ コガシ瀧 ｺｶﾞｼﾀｷ
3448 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ コクサバ ｺｸｻﾊﾞ
3579 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小串山 ｺｸﾞｼﾔﾏ
3645 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小サコ口 ｺｻｺｸﾞﾁ
3662 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 古城ケ瀧 ｺｼﾛｶﾞﾀｷ
3571 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 五寸マワリ ｺﾞｽﾝﾏﾊﾘ
3403 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小瀬 ｺｾ
3643 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小谷口 ｺﾀﾆｸﾞﾁ
3425 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小畑 ｺﾊﾞﾀ
3568 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 小林 ｺﾊﾞﾔｼ
3422 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ コミノ畝 ｺﾐﾉｳﾈ
3636 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ コヤシキ ｺﾔｼｷ
3639 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ コヤノタキ ｺﾔﾉﾀｷ
3679 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 境ケ谷 ｻｶｲｶﾞﾀﾆ
3680 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ サカイ田 ｻｶｲﾃﾞﾝ
3653 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 榊ノ木谷 ｻｶﾉｷﾀﾞﾆ
3535 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 坂本 ｻｶﾓﾄ
3520 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 櫻ノ木ノ久保 ｻｸﾗﾉｷﾉｸﾎﾞ
3589 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 酒呑森 ｻｹﾉﾐﾓﾘ
3510 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ サデハノクボ ｻﾃﾞﾊﾉｸﾎﾞ
3493 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ サルウチ ｻﾙｳﾁ
3658 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 申ケ瀧 ｻﾙｶﾞﾀｷ
3641 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
3689 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ シカウチバ ｼｶｳﾁﾊﾞ
3537 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 鹿コモリ ｼｶｺﾓﾘ
3506 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下タ奈路 ｼﾀﾅﾛ
3594 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ シダノ谷 ｼﾀﾞﾉﾀﾆ
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3508 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下タ山見 ｼﾀﾔﾏﾐ
3483 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 七間木 ｼﾁｹﾝｷﾞ
3502 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 清水ノ上 ｼﾐｽﾞﾉｶﾐ
3538 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下モ稲屋 ｼﾓｲﾅﾔ
3417 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下モ久保 ｼﾓｸﾎﾞ
3449 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下小瀧 ｼﾓｺﾀﾞｷ
3420 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下モ込 ｼﾓｺﾐ
3567 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下駄場 ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
3611 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下タ堀切 ｼﾓﾀﾎﾘｷﾘ
3490 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下モツルイ ｼﾓﾂﾙｲ
3554 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下執谷 ｼﾓﾄﾘﾀﾞﾆ
3565 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下林 ｼﾓﾊﾞﾔｼ
3581 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下平野 ｼﾓﾋﾗﾉ
3421 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 下モヨド川 ｼﾓﾖﾄﾞｶﾞﾜ
3411 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 十郎畑 ｼﾞｭｳﾛｳﾊﾞﾀｹ
3501 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 所傳谷 ｼｮﾃﾞﾝﾀﾞﾆ
3431 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 白皇谷 ｼﾗｵｳﾀﾞﾆ
3532 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 白女瀧 ｼﾗﾒﾀﾞｷ
3463 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 尻ナシ ｼﾘﾅｼ
3588 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 次郎ノ畝 ｼﾞﾛｳﾉｳﾈ
3671 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
3443 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 城山 ｼﾛﾔﾏ
3456 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 新谷 ｼﾝﾀﾆ
3455 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 新谷上 ｼﾝﾀﾆｶﾐ
3596 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 新トメ ｼﾝﾄﾒ
3557 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 新畑 ｼﾝﾊﾞﾀ
3610 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀬戸ノ上 ｾﾄﾉｶﾐ
3605 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀬戸ノ前 ｾﾄﾉﾏｴ
3586 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ センダノ谷 ｾﾝﾀﾞﾉﾀﾆ
3434 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 高野 ﾀｶﾉ
3530 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ タカノス ﾀｶﾉｽ
3515 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀧内 ﾀｷｳﾁ
3405 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀧音 ﾀｷｵﾄ
3516 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
3694 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ タキノ上 ﾀｷﾉｳｴ
3633 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀧ノ畝 ﾀｷﾉｳﾈ
3630 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｶﾐ
3612 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀧ノ切 ﾀｷﾉｷﾘ
3518 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀧下 ﾀｷﾉｼﾀ
3629 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 瀧ノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
3460 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 竹ノサコ ﾀｹﾉｻｺ
3631 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ
3512 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 立花谷 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾞﾆ
3469 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 立川 ﾀﾃｶﾜ
3655 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 立松 ﾀﾃﾏﾂ
3438 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
3566 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 谷脇 ﾀﾆﾜｷ
3635 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 狸ケ穴 ﾀﾇｷｶﾞｱﾅ
3424 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 狸ククリ ﾀﾇｷｸｸﾘ
3492 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 駄場沖 ﾀﾞﾊﾞｵｷ
3491 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 駄場ノ下タ ﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
3683 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ タラヒガ森 ﾀﾗﾋｶﾞﾓﾘ
3526 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 炭道 ﾀﾝﾄﾞｳ
3442 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 地下渡 ﾁｶﾜﾀﾘ
3534 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 地佐ケ谷 ﾁﾞｻｶﾞﾀﾞﾆ
3669 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ツエノ駄場 ﾂｴﾉﾀﾞﾊﾞ
3521 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ツグロ石 ﾂｸﾞﾛｲｼ
3489 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 椿岡 ﾂﾊﾞｷｵｶ
3529 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 坪尾 ﾂﾎﾞｵ
3553 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ツルギ ﾂﾙｷﾞ
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3458 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 寺林 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ
3426 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 傳三畑 ﾃﾞﾝｻﾝﾊﾞﾀ
3541 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 樋ノサコ ﾄｲﾉｻｺ
3429 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
3467 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ トビス ﾄﾋﾞｽ
3624 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 舞ノ坂 ﾄﾞﾝｽﾉｻｶ
3661 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 長畝 ﾅｶﾞｳﾈ
3513 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 中尾 ﾅｶｵ
3406 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 長生渡 ﾅｶﾞｵｲﾜﾀｼ
3539 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ナカクボ ﾅｶｸﾎﾞ
3409 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 長サデ ﾅｶﾞｻﾃﾞ
3675 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 長瀧 ﾅｶﾞﾀｷ
3519 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 長竹 ﾅｶﾞﾀｹ
3556 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 中執 ﾅｶﾄﾘ
3416 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 中野々 ﾅｶﾉﾉ
3642 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 長走下舟渡 ﾅｶﾞﾊﾞｼﾘｼﾓﾌﾈﾜﾀｼ
3663 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 中舟渡 ﾅｶﾌﾈﾜﾀﾘ
3616 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 中堀切 ﾅｶﾎﾘｷﾘ
3494 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 中道 ﾅｶﾐﾁ
3549 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 長山 ﾅｶﾞﾔﾏ
3637 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 名シヨ瀧 ﾅｼﾖﾀｷ
3527 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ナヘクボ ﾅﾍｸﾎﾞ
3461 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 二月ダバ ﾆｶﾞﾂﾀﾞﾊﾞ
3552 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 西久保山 ﾆｼｸﾎﾞﾔﾏ
3660 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 西ゴシ ﾆｼｺﾞｼ
3479 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
3528 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 根場谷 ﾈﾊﾞﾀﾞﾆ
3428 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 野地 ﾉｼﾞ
3427 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 野地谷 ﾉｼﾞﾀﾆ
3632 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ノソキノクボ ﾉｿｷﾉｸﾎﾞ
3447 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ノマズ水 ﾉﾏｽﾞﾐｽﾞ
3481 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 半家駄場 ﾊｹﾞﾀﾞﾊﾞ
3634 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 枦ガクホ ﾊｾﾞｶﾞｸﾎ
3674 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
3465 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 花山 ﾊﾅﾔﾏ
3550 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 濱口 ﾊﾏｸﾞﾁ
3592 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ハマコタキ ﾊﾏｺﾀｷ
3628 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ハリギ谷口 ﾊﾘｷﾞﾀﾆｸﾞﾁ
3640 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ハルゲタキ ﾊﾙｹﾞﾀｷ
3647 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 春ヤキ ﾊﾙﾔｷ
3648 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 春ヤキノ奥 ﾊﾙﾔｷﾉｵｸ
3569 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヒノ瀧 ﾋﾉﾀｷ
3621 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヒビノ木 ﾋﾋﾞﾉｷ
3471 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ビヤノキ ﾋﾞﾔﾉｷ
3614 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 平野山 ﾋﾗﾉﾔﾏ
3613 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヒラバイ ﾋﾗﾊﾞｲ
3622 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヒラバイノ畝 ﾋﾗﾊﾞｲﾉｳﾈ
3583 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 平見 ﾋﾗﾐ
3418 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 廣田 ﾋﾛﾀ
3578 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 藤ノ石 ﾌｼﾞﾉｲｼ
3576 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 藤ノ下モ ﾌｼﾞﾉｼﾓ
3615 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 藤ノ瀬 ﾌｼﾞﾉｾ
3472 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 藤ノ瀧 ﾌｼﾞﾉﾀｷ
3498 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 札打松 ﾌﾀﾞｳﾁﾏﾂ
3601 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 弐ツ畑 ﾌﾀﾂﾊﾞﾀｹ
3598 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ フデヒテバ ﾌﾃﾞﾋﾃﾊﾞ
3444 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 不動 ﾌﾄﾞｳ
3433 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 古池 ﾌﾙｲｹ
3496 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 古井ノ ﾌﾙｲﾉ
3560 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 古子上 ﾌﾙｺﾞｶﾐ
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3464 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 古子ズミ ﾌﾙｺｽﾞﾐ
3561 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 古子本 ﾌﾙｺﾞﾓﾄ
3509 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ
3542 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 平四郎小場 ﾍｲｼﾛｳｺﾊﾞ
3591 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヘタノサコ ﾍﾀﾉｻｺ
3551 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 保木山 ﾎｷﾞﾔﾏ
3446 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ボササデ ﾎﾞｻｻﾃﾞ
3435 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 本村山 ﾎﾝﾑﾗﾔﾏ
3476 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 松岡 ﾏﾂｵｶ
3522 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 松カ峠 ﾏﾂｶﾞﾄｳｹﾞ
3617 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 松ケ堀 ﾏﾂｶﾞﾎﾘ
3485 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
3656 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 三ケ谷口 ﾐｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
3678 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 道畝 ﾐﾁｳﾈ
3604 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 道ケ瀧 ﾐﾁｶﾞﾀｷ
3599 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 道ケ谷 ﾐﾁｶﾞﾀﾆ
3603 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 道ケ谷越 ﾐﾁｶﾞﾀﾆｺｼ
3668 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 三ッ石 ﾐｯｲｼ
3650 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 三ツ川 ﾐﾂｶﾜ
3602 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 南路五畝 ﾐﾅﾐｼﾞｺﾞｳﾈ
3562 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 宮岡 ﾐﾔｵｶ
3545 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 宮ノ尾 ﾐﾔﾉｵ
3543 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 宮ノ川 ﾐﾔﾉｶﾜ
3544 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 宮ノ川北平 ﾐﾔﾉｶﾜｷﾀﾋﾗ
3570 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 宮ノサコ ﾐﾔﾉｻｺ
3564 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
3573 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 宮ノ駄場 ﾐﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
3511 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 麦野地 ﾑｷﾞﾉﾁﾞ
3536 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 向奈路 ﾑｺｳﾅﾛ
3600 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 女夫谷 ﾒﾌﾀﾞﾆ
3684 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 女夫渕 ﾒﾌﾌﾞﾁ
3584 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ メメ谷 ﾒﾒﾀﾆ
3507 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 免地 ﾒﾝﾁ
3681 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ モミヂハタ ﾓﾐﾁﾞﾊﾀ
3672 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ モメンジリ ﾓﾒﾝｼﾞﾘ
3558 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ モモノ木ノ下 ﾓﾓﾉｷﾉｼﾓ
3531 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 矢倉 ﾔｸﾞﾗ
3525 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 弥十郎 ﾔｼﾞｭｳﾛｳ
3415 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 柳セ戸 ﾔﾅｷﾞｾﾄ
3691 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 籔篭 ﾔﾌﾞｶﾞｶｺﾞ
3609 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 薮ケ谷 ﾔﾌﾞｶﾞﾀﾆ
3690 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 籔ケ谷口 ﾔﾌﾞｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
3625 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヤブコモリ ﾔﾌﾞｺﾓﾘ
3470 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 藪ノ上 ﾔﾌﾞﾉｶﾐ
3626 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヤブノ上 ﾔﾌﾞﾉｶﾐ
3430 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 山神 ﾔﾏｶﾞﾐ
3453 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
3607 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾆ
3504 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 山見畝 ﾔﾏﾐｳﾈ
3499 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 山見迫 ﾔﾏﾐｻｺ
3627 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 横山 ﾖｺﾔﾏ
3482 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 芳蔵畑 ﾖｼｿﾞｳﾊﾞﾀ
3419 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ 両谷 ﾘｮｳﾀﾆ
3664 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヲウゼト ｦｳｾﾞﾄ
3685 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヲク田 ｦｸﾀ
3575 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヲリツキ ｦﾘﾂｷ
3423 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヲヲキノ谷 ｦｦｷﾉﾀﾆ
3404 江川崎05 西土佐半家 ﾆｼﾄｻﾊｹﾞ ヲヲシイ（大椎） ｦｦｼｲ
3848 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ アカヘエ山 ｱｶﾍｴﾔﾏ
3858 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ アライハ山 ｱﾗｲﾊﾔﾏ
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3745 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 荒谷山 ｱﾗﾀﾞﾆﾔﾏ
3961 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 粟尻 ｱﾜｼﾞﾘ
3927 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
3928 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 石神山 ｲｼｶﾞﾐﾔﾏ
3769 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 石ケ森山 ｲｼｶﾞﾓﾘﾔﾏ
3979 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 板ノ谷 ｲﾀﾉﾀﾆ
3744 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 以手尾山 ｲﾃﾞｵﾔﾏ
3956 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 犬畝 ｲﾇｳﾈ
3960 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 犬畝山 ｲﾇｳﾈﾔﾏ
3887 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ イノ谷 ｲﾉﾀﾆ
3886 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ イノ谷奥 ｲﾉﾀﾆｵｸ
3951 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 伊ノ谷奥 ｲﾉﾀﾆｵｸ
3952 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 伊ノ谷口 ｲﾉﾀﾆｸﾞﾁ
3889 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ イノ谷山 ｲﾉﾀﾆﾔﾏ
3792 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 岩ガラ ｲﾜｶﾞﾗ
3855 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ウシロタ ｳｼﾛﾀ
3797 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ エノキガサコ ｴﾉｷｶﾞｻｺ
3974 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 徃々 ｵｳｵｳ
3901 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 大芋尻 ｵｵｲﾓｼﾞﾘ
3718 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 大野平山 ｵｵﾉﾋﾗﾔﾏ
3781 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 大畑 ｵｵﾊﾀｹ
3814 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 大林 ｵｵﾊﾞﾔｼ
3837 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 黄番 ｵｵﾊﾞﾝ
3753 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
3857 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 大薮ケ谷 ｵｵﾔﾌﾞｶﾞﾀﾆ
3729 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 岡本 ｵｶﾓﾄ
3730 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 岡本山 ｵｶﾓﾄﾔﾏ
3743 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小川 ｵｶﾞﾜ
3784 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 奥炭床 ｵｸｽﾐﾄﾞｺ
3907 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 奥橘谷 ｵｸﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ
3790 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 奥平畑 ｵｸﾋﾗﾊﾞﾀｹ
3764 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 奥山ノ神 ｵｸﾔﾏﾉｶﾐ
3908 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 奥六郎谷 ｵｸﾛｸﾛｳﾀﾞﾆ
3899 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 本モ屋敷 ｵﾓﾔｼｷ
3772 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 柿ノ木サコ ｶｷﾉｷｻｺ
3771 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 柿ノ木サコ奥 ｶｷﾉｷｻｺｵｸ
3888 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 柿ノ木ソ子 ｶｷﾉｷｿｺ
3918 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 柿ノ木谷 ｶｷﾉｷﾀﾞﾆ
3808 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ カケヂ ｶｹﾁﾞ
3759 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ カゲヂ ｶｹﾞﾁﾞ
3854 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 陰地 ｶｹﾞﾁﾞ
3852 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ カケチ山 ｶｹﾁﾔﾏ
3746 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 笠松山 ｶｻﾏﾂﾔﾏ
3955 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 鍛治ノ前 ｶｼﾞﾉﾏｴ
3947 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 鍛治屋畑 ｶｼﾞﾔﾊﾞﾀ
3878 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ カチケサコ山 ｶﾁｹｻｺﾔﾏ
3875 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
3780 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上石ケ森山 ｶﾐｲｼｶﾞﾓﾘﾔﾏ
3869 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上石ノ谷上山 ｶﾐｲｼﾉﾀﾆｶﾐﾔﾏ
3868 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上石ノ谷下ノ切 ｶﾐｲｼﾉﾀﾆｼﾓﾉｷﾞﾚ
3870 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上石ノ谷中切 ｶﾐｲｼﾉﾀﾆﾅｶｷﾞﾚ
3867 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上石ノ谷山 ｶﾐｲｼﾉﾀﾆﾔﾏ
3811 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上ウチカ平 ｶﾐｳﾁｶﾋﾗ
3708 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上エンヂ藪 ｶﾐｴﾝﾁﾞﾔﾌﾞ
3705 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上大畝山 ｶﾐｵｵｳﾈﾔﾏ
3714 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上大野平 ｶﾐｵｵﾉﾋﾗ
3959 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上ミ遅カ谷 ｶﾐｵｿｶﾞﾀﾆ
3800 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上サクシキ山 ｶﾐｻｸｼｷﾔﾏ
3785 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上炭床 ｶﾐｽﾐﾄﾞｺ
3700 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上立川 ｶﾐﾀﾃｶﾜ
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3877 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上ミ谷 ｶﾐﾀﾆ
3721 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上中ノ前 ｶﾐﾅｶﾉﾏｴ
3820 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上ハセクボ ｶﾐﾊｾｸﾎﾞ
3748 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上平野 ｶﾐﾋﾗﾉ
3751 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上平野山 ｶﾐﾋﾗﾉﾔﾏ
3720 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上ホキヤシキ ｶﾐﾎｷﾔｼｷ
3895 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上松ノ木山 ｶﾐﾏﾂﾉｷﾔﾏ
3911 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 上ミ向イ ｶﾐﾑｶｲ
3711 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ カモン谷 ｶﾓﾝﾀﾆ
3727 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 川口 ｶﾜｸﾞﾁ
3836 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 川成 ｶﾜﾅﾘ
3939 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ カワラサコ ｶﾜﾗｻｺ
3944 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 杭原山 ｸｲﾊﾗﾔﾏ
3740 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 葛原 ｸｽﾞﾊﾗ
3741 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 栗ノ木 ｸﾘﾉｷ
3758 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ケゴヤシキ ｹｺﾞﾔｼｷ
3932 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 神田ナロ ｺｳﾀﾞﾅﾛ
3931 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 神田山 ｺｳﾀﾞﾔﾏ
3734 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 高野山 ｺｳﾔｻﾝ
3819 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ コエノ山 ｺｴﾉﾔﾏ
3702 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小串上駄場 ｺｸﾞｼｶﾐﾀﾞﾊﾞ
3703 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小串下駄場 ｺｸﾞｼｼﾓﾀﾞﾊﾞ
3704 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小串山 ｺｸﾞｼﾔﾏ
3722 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小島 ｺｼﾞﾏ
3957 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 古新城 ｺｼﾝｼﾞｮｳ
3804 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小積口 ｺｾｷｸﾞﾃ
3842 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ コゼコゼ ｺｾﾞｺｾﾞ
3847 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ コバサ ｺﾊﾞｻ
3924 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小吹 ｺﾌﾞｷ
3782 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小ヤガ谷 ｺﾔｶﾞﾀﾆ
3845 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
3859 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小薮ケ谷 ｺﾔﾌﾞｶﾞﾀﾆ
3826 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小山 ｺﾔﾏ
3812 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小山谷 ｺﾔﾏﾀﾞﾆ
3809 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 小山ノハナ ｺﾔﾏﾉﾊﾅ
3971 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 昆沙子 ｺﾝｻｺ
3923 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 坂ノ堀 ｻｶﾉﾎﾘ
3860 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 坂本山 ｻｶﾓﾄﾔﾏ
3861 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ サカモト山 ｻｶﾓﾄﾔﾏ
3801 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 作敷 ｻｸｼｷ
3942 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ サレサコ山 ｻﾚｻｺﾔﾏ
3761 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
3807 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ シイノヲ山 ｼｲﾉｦﾔﾏ
3968 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ シガキ山 ｼｶﾞｷﾔﾏ
3873 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ シヤタイ山 ｼﾂﾔﾀｲﾔﾏ
3796 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ シマタ口 ｼﾏﾀｸﾞﾁ
3839 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下石ノ谷 ｼﾓｲｼﾉﾀﾆ
3709 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下エンヂ藪 ｼﾓｴﾝﾁﾞﾔﾌﾞ
3707 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下大畝山 ｼﾓｵｵｳﾈﾔﾏ
3716 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下大野平 ｼﾓｵｵﾉﾋﾗ
3958 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下モ遅カ谷 ｼﾓｵｿｶﾞﾀﾆ
3802 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下切レ ｼﾓｷﾞﾚ
3698 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下立川 ｼﾓﾀﾃｶﾜ
3755 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下谷 ｼﾓﾀﾆ
3817 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下谷 ｼﾓﾀﾆ
3962 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
3737 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下轟 ｼﾓﾄﾄﾞﾛｷ
3723 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下中ノ前 ｼﾓﾅｶﾉﾏｴ
3749 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下平野 ｼﾓﾋﾗﾉ
3750 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下平野山 ｼﾓﾋﾗﾉﾔﾏ
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3724 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下ホキヤシキ ｼﾓﾎｷﾔｼｷ
3775 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下麦原 ｼﾓﾑｷﾞﾊﾗ
3838 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 下屋敷上山 ｼﾓﾔｼｷｶﾐﾔﾏ
3805 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 城ノ前 ｼﾞｮｳﾉﾏｴ
3896 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 白王山 ｼﾗｵｳﾔﾏ
3853 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 四郎太郎 ｼﾛｳﾀﾛｳ
3757 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 城カシ山 ｼﾛｶｼﾔﾏ
3937 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 城ノ崎 ｼﾛﾉｻｷ
3823 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ シンカイ ｼﾝｶｲ
3843 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 仁センセ ｼﾞﾝｾﾝｾ
3710 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 新太夫 ｼﾝﾀﾕｳ
3833 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
3752 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ スカノ森 ｽｶﾉﾓﾘ
3864 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ スクノ谷 ｽｸﾉﾀﾆ
3765 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 鈴井坂 ｽｽﾞｲｻﾞｶ
3766 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ススイ平山 ｽｽｲﾋﾗﾔﾏ
3936 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ スタノホリ ｽﾀﾉﾎﾘ
3777 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 炭床 ｽﾐﾄﾞｺ
3982 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ スミノ山 ｽﾐﾉﾔﾏ
3966 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 瀬越 ｾｺﾞｴ
3929 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ セリ谷 ｾﾘﾀﾆ
3930 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ セリ谷口 ｾﾘﾀﾆｸﾞﾁ
3803 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 底田平山 ｿｺﾀﾞﾋﾗﾔﾏ
3948 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 瀧ノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
3726 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
3844 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ タコウラ山 ﾀｺｳﾗﾔﾏ
3906 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆ
3909 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 橘谷山 ﾀﾁﾊﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
3701 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 立川 ﾀﾃｶﾜ
3813 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 立川坂 ﾀﾃｶﾜｻｶ
3697 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 立川山 ﾀﾃｶﾜﾔﾏ
3818 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
3827 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 駄場屋敷 ﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
3905 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 駄場屋敷 ﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
3967 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ チヨヲナ切 ﾁﾖｦﾅｷﾞﾚ
3872 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ツエウチ ﾂｴｳﾁ
3866 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ツエウチ上 ﾂｴｳﾁｶﾐ
3871 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ツエウチ上山 ﾂｴｳﾁｶﾐﾔﾏ
3980 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 杖峠 ﾂｴﾄｳｹﾞ
3914 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ツエノウ子山 ﾂｴﾉｳﾈﾔﾏ
3849 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 杖ノ堀 ﾂｴﾉﾎﾘ
3739 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 坪尾山 ﾂﾎﾞｵﾔﾏ
3946 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 坪ノ田 ﾂﾎﾞﾉﾀ
3977 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ テドリ ﾃﾄﾞﾘ
3760 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 天寿寺 ﾃﾝｼﾞｭｼﾞ
3756 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 天寿寺山 ﾃﾝｼﾞｭｼﾞﾔﾏ
3799 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 堂ケ谷 ﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
3970 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 道カ谷 ﾄﾞｳｶﾞﾀﾆ
3969 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 道カ谷奥 ﾄﾞｳｶﾞﾀﾆｵｸ
3846 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 堂ノ谷 ﾄﾞｳﾉﾀﾆ
3925 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 十川谷口 ﾄｶﾞﾜﾀﾆｸﾞﾁ
3882 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ トキ屋敷 ﾄｷﾔｼｷ
3881 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ トキヤシキ上山 ﾄｷﾔｼｷｶﾐﾔﾏ
3981 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 兔キ弥奈 ﾄｷﾔﾅ
3984 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 轟 ﾄﾄﾞﾛｷ
3736 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 轟山 ﾄﾄﾞﾛｷﾔﾏ
3825 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ トヨカイチ ﾄﾖｶｲﾁ
3876 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ トヲノモト ﾄｦﾉﾓﾄ
3725 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中畝 ﾅｶｳﾈ
3879 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中畝 ﾅｶｳﾈ
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3742 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中畝山 ﾅｶｳﾈﾔﾏ
3706 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中大畝山 ﾅｶｵｵｳﾈﾔﾏ
3715 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中大野平 ﾅｶｵｵﾉﾋﾗ
3904 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中奥山 ﾅｶｵｸﾔﾏ
3892 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中切 ﾅｶｷﾞﾚ
3973 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中串 ﾅｶｸﾞｼ
3699 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中立川 ﾅｶﾀﾃｶﾜ
3738 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中轟 ﾅｶﾄﾄﾞﾛｷ
3902 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中ノ前 ﾅｶﾉﾏｴ
3793 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中平畑 ﾅｶﾋﾗﾊﾞﾀｹ
3841 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中間 ﾅｶﾏ
3874 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
3940 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 鍋谷 ﾅﾍﾞﾀﾆ
3754 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 庭田口 ﾆﾜﾀﾞｸﾞﾁ
3985 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヌタノホリ ﾇﾀﾉﾎﾘ
3733 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 根場谷 ﾈﾊﾞﾀﾞﾆ
3732 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 根場谷口 ﾈﾊﾞﾀﾞﾆﾞｸﾞﾁ
3735 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 根場谷山 ﾈﾊﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
3945 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 野稲多尾 ﾉｲﾈﾀｵ
3856 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 野キノサコ ﾉｷﾉｻｺ
3884 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 野中 ﾉﾅｶ
3885 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 野中奥 ﾉﾅｶｵｸ
3828 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 登尾 ﾉﾎﾞﾘｵ
3778 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ハイ原 ﾊｲﾊﾗ
3865 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ハカヲ山 ﾊｶｦﾔﾏ
3728 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 半家境 ﾊｹﾞｻｶｲ
3821 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ハセクボ ﾊｾｸﾎﾞ
3921 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ハトカサコ ﾊﾄｶｻｺ
3964 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 日裏屋敷 ﾋｳﾗﾔｼｷ
3963 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 日裏山 ﾋｳﾗﾔﾏ
3926 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヒケヂ ﾋｹﾁﾞ
3880 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 桧ノモト ﾋﾉｷﾉﾓﾄ
3773 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 日ノ地 ﾋﾉﾁ
3883 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヒヤクコンシ山 ﾋｬｸｺﾝｼﾔﾏ
3912 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 平野口 ﾋﾗﾉｸﾞﾁ
3791 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 平ノ地 ﾋﾗﾉﾁ
3794 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 平ノ山 ﾋﾗﾉﾔﾏ
3913 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 平野山 ﾋﾗﾉﾔﾏ
3795 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 平畑口 ﾋﾗﾊﾞﾀｹｸﾞﾁ
3789 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 平林山 ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾔﾏ
3788 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 平横通 ﾋﾗﾖｺﾐﾁ
3835 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 笛ノ尻 ﾌｴﾉｼﾘ
3831 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ フキノタニ ﾌｷﾉﾀﾆ
3834 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ フキノ峯 ﾌｷﾉﾐﾈ
3890 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ フキノミ子 ﾌｷﾉﾐﾈ
3830 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ フキノヲ山 ﾌｷﾉｦﾔﾏ
3832 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ フキモリ山 ﾌｷﾓﾘﾔﾏ
3762 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ フクデン ﾌｸﾃﾞﾝ
3900 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ フケノマキ ﾌｹﾉﾏｷ
3949 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 雙子松 ﾌﾀｺﾞﾏﾂ
3712 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 船戸ヤシキ ﾌﾅﾄﾞﾔｼｷ
3713 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 船戸山 ﾌﾅﾄﾞﾔﾏ
3840 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ フルアン山 ﾌﾙｱﾝﾔﾏ
3719 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ホキヤシキ山 ﾎｷﾔｼｷﾔﾏ
3938 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 細リ谷 ﾎｿﾘﾀﾞﾆ
3747 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 帆柱山 ﾎﾊﾞｼﾗﾔﾏ
3810 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 本田 ﾎﾝﾃﾞﾝ
3862 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 本モ谷 ﾎﾝﾓﾀﾞﾆ
3851 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ マサノキ ﾏｻﾉｷ
3933 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 松尾谷 ﾏﾂｵﾀﾞﾆ
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3916 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 松カ駄場 ﾏﾂｶﾞﾀﾞﾊﾞ
3917 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 松カ原 ﾏﾂｶﾞﾊﾗ
3891 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 松ノ木 ﾏﾂﾉｷ
3935 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 松ノハナ ﾏﾂﾉﾊﾅ
3941 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 松平山 ﾏﾂﾋﾗﾔﾏ
3776 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
3893 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 廻リ廉 ﾏﾜﾘｶﾄﾞ
3903 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 廻リ角山 ﾏﾜﾘｶﾄﾞﾔﾏ
3717 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 末大野平 ﾐｵｵﾉﾋﾗ
3731 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 水神谷口 ﾐｽﾞｶﾐﾀﾆｸﾞﾁ
3806 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 溝手 ﾐｿﾞﾃ
3798 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ミマタ山 ﾐﾏﾀﾔﾏ
3897 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 宮ノ奥山 ﾐﾔﾉｵｸﾔﾏ
3934 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ミヤリ山 ﾐﾔﾘﾔﾏ
3774 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 麦原 ﾑｷﾞﾊﾗ
3894 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ムクロヲジ ﾑｸﾛｦｼﾞ
3950 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 室屋 ﾑﾛﾔ
3965 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 元屋敷 ﾓﾄﾔｼｷ
3863 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ モモノ木山 ﾓﾓﾉｷﾔﾏ
3787 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 森崎山 ﾓﾘｻｷﾔﾏ
3779 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヤ子谷 ﾔｺﾀﾆ
3943 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 屋敷 ﾔｼｷ
3824 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヤシキダ ﾔｼｷﾀﾞ
3954 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 社谷山 ﾔｼﾛﾀﾞﾆﾔﾏ
3972 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
3975 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 山ノ奥 ﾔﾏﾉｵｸ
3976 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 山ノ奥谷 ﾔﾏﾉｵｸﾀﾞﾆ
3763 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
3822 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヨロイ谷 ﾖﾛｲﾀﾞﾆ
3786 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ リンカ平山 ﾘﾝｶﾋﾗﾔﾏ
3910 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 六郎口 ﾛｸﾛｳｸﾞﾁ
3815 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ 渡上り ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
3978 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ワレハイ ﾜﾚﾊｲ
3953 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲカタ ｦｶﾀ
3783 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲクノヂ ｦｸﾉﾁﾞ
3922 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲダ藪 ｦﾀﾞﾔﾌﾞ
3768 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲビカサコ ｦﾋﾞｶｻｺ
3770 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲビガサコ奥 ｦﾋﾞｶﾞｻｺｵｸ
3767 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲビカサコグチ ｦﾋﾞｶｻｺｸﾞﾁ
3898 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲモヤシキ ｦﾓﾔｼｷ
3983 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲモヤシキ山 ｦﾓﾔｼｷﾔﾏ
3850 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲヲシナリ子山 ｦｦｼﾅﾘｺﾔﾏ
3829 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲヲツエ ｦｦﾂｴ
3920 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲヲツエ谷 ｦｦﾂｴﾀﾆ
3915 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲンチ畝 ｦﾝﾁｳﾈ
3816 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲンヂウ子 ｦﾝﾁﾞｳﾈ
3919 江川崎06 西土佐江川 ﾆｼﾄｻｴｶﾜ ヲンハ山 ｦﾝﾊﾔﾏ
3986 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 畔ノ向 ｱｾﾞﾉﾑｶｲ
3987 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 後口山 ｱﾄｸﾁﾔﾏ
3988 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 磯ノ上 ｲｿﾉｶﾐ
3989 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 磯ノ上山 ｲｿﾉｶﾐﾔﾏ
3990 下田06 平野 ﾋﾗﾉ ウ子コシ山 ｳﾈｺｼﾔﾏ
3991 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 畝訳 ｳﾈﾜｹ
3992 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 江見立 ｴﾐﾀﾃ
3993 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
3994 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 大人 ｵｵﾋﾄ
3995 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 大道越 ｵｵﾐﾁｺﾞｴ
3996 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 踊場 ｵﾄﾞﾘﾊﾞ
3997 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 笠松 ｶｻﾏﾂ
3998 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 金ヶ浜 ｶﾈｶﾞﾊﾏ
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3999 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 上駄場 ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
4000 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 神山 ｶﾐﾔﾏ
4001 下田06 平野 ﾋﾗﾉ クロ ｸﾛ
4002 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 清水山 ｼﾐｽﾞﾔﾏ
4003 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 十五代谷 ｼﾞﾕｳｺﾞﾀﾞｲﾀﾆ
4004 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 新浦 ｼﾝｳﾗ
4005 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 新浦山 ｼﾝｳﾗﾔﾏ
4006 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 新畑 ｼﾝﾊﾞﾀｹ
4007 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 駄場芝 ﾀﾞﾊﾞｼﾊﾞ
4008 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 駄場山 ﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
4009 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 茶圓 ﾁﾔｴﾝ
4010 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 茶畑 ﾁﾔﾊﾞﾀ
4011 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 溶越 ﾄｹｺﾞｴ
4012 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 兎楽原 ﾄﾗｸﾊﾗ
4013 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
4014 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 中ノ森山 ﾅｶﾉﾓﾘﾔﾏ
4015 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 西笠松 ﾆｼｶｻﾏﾂ
4016 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 西神山 ﾆｼｶﾐﾔﾏ
4017 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 西駄場 ﾆｼﾀﾞﾊﾞ
4018 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 馬場 ﾊﾞﾊﾞ
4019 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 濱割 ﾊﾏﾜﾘ
4020 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 東釣井 ﾋｶﾞｼﾂﾘｴ
4021 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
4022 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 東横山 ﾋｶﾞｼﾖｺﾔﾏ
4023 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 日和山 ﾋﾖﾘﾔﾏ
4024 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 平床 ﾋﾗﾄｺ
4025 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 飛渡リ ﾋﾜﾀﾘ
4026 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 蛇ヶ谷 ﾍﾋﾞｶﾞﾀﾆ
4027 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 坊主鼻 ﾎﾞｳｽﾞﾊﾅ
4028 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 松見駄場 ﾏﾂﾐﾀﾞﾊﾞ
4029 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 南笠松 ﾐﾅﾐｶｻﾏﾂ
4030 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 南中ノ森山 ﾐﾅﾐﾅｶﾉﾓﾘﾔﾏ
4031 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 耳切山 ﾐﾐｷﾘﾔﾏ
4032 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 耳切 ﾐﾐｷﾚ
4033 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 夕谷 ﾕｳﾀﾞﾆ
4034 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 横山 ﾖｺﾔﾏ
4035 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 與助作式 ﾖｽｹｻｸｼｷ
4037 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 煉瓦 ﾚﾝｶﾞ
4036 下田06 平野 ﾋﾗﾉ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁ
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