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34 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 葭ノ谷 ｱｼﾉﾀﾆ               
22 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 穴ノサコ ｱﾅﾉｻｺ               
35 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 有ノサコ ｱﾘﾉｻｺ               
40 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 家ノ上下 ｲｴﾉｳｴｼﾀ             
31 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 井口 ｲｸﾞﾁ                
53 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 一ノ瀬 ｲﾁﾉｾ                
67 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 猪ノ荒 ｲﾉｱﾚ                
1 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 上ノ窪 ｳｴﾉｸﾎﾞ              
60 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 丑渡リ ｳｼﾜﾀﾘ               
43 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 大石 ｵｵｲｼ                
42 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 大石ノ窪 ｵｵｲｼﾉｸﾎﾞ            
61 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 大内 ｵｵｳﾁ                
26 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 大田 ｵｵﾀ                 
10 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 岡田 ｵｶﾀﾞ                
74 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ カイケ ｶｲｹ                 
6 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ カイケノサコ ｶｲｹﾉｻｺ              
45 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 蔭 ｶｹﾞ                 
28 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 蔭野 ｶｹﾞﾉ                
30 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 笠松 ｶｻﾏﾂ                
69 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ カツラ ｶﾂﾗ                 
17 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 神ノ元 ｶﾐﾉﾓﾄ               
58 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 上樋ノ谷 ｶﾐﾋﾉﾀﾆ              
62 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 川平 ｶﾜﾀﾞｲﾗ              
46 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 川ノ上 ｶﾜﾉｶﾐ               
55 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 甘場ノ元 ｶﾝﾊﾞﾉﾓﾄ             
20 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 北浦 ｷﾀｳﾗ                
47 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ クサイ ｸｻｲ                 
71 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ コブレ谷 ｺﾌﾞﾚﾀﾞﾆ             
75 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ ゴミ ｺﾞﾐ                 
70 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 古味 ｺﾐ                  
12 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 椎ノ前 ｼｲﾉﾏｴ               
50 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 紫君 ｼｸﾝ                 
68 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 尻無 ｼﾘﾅｼ                
37 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 新五郎荒 ｼﾝｺﾞﾛｳｱﾚ            
7 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ スエダノ上 ｽｴﾀﾞﾉｳｴ             
44 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 杉ヶ瀬 ｽｷﾞｶﾞｾ              
21 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ タカノス ﾀｶﾉｽ                
29 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 滝下 ﾀｷｼﾀ                
59 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 立石 ﾀﾃｲｼ                
65 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 立道 ﾀﾃﾐﾁ                
48 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 谷合 ﾀﾆｱｲ                
32 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 茶ガサコ ﾁｬｶﾞｻｺ              
19 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 杖ノサコ ﾂｴﾉｻｺ               
33 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 葛籠谷 ﾂﾂﾞﾗﾀﾞﾆ             
41 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 鶴ノ元 ﾂﾙﾉﾓﾄ               
36 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 堂ノ奈路 ﾄﾞｵﾉﾅﾛ              
39 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 長田ノ上 ﾅｶﾞﾀﾉｳｴ             
72 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 長田ノ下 ﾅｶﾞﾀﾉｼﾀ             
15 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 中ノ窪 ﾅｶﾉｸﾎﾞ              
52 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 中前 ﾅｶﾏｴ                
18 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 中屋 ﾅｶﾔ                 
54 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ               
3 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 西ノ奥 ﾆｼﾉｵｸ               
9 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ               
5 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 西ノ向イ ﾆｼﾉﾑｶｲ              
14 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ ノギノサコ ﾉｷﾞﾉｻｺ              
16 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 野々神 ﾉﾉｶﾞﾐ               
8 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 橋床 ﾊｼﾄｺ                
25 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 花ノ木 ﾊﾅﾉｷ                
73 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 樋ノ下 ﾋﾉｼﾀ                
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56 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 樋谷 ﾋﾉﾀﾆ                
63 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 船石 ﾌﾅｲｼ                
57 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 堀切 ﾎﾘｷﾘ                
2 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 松ガナロ ﾏﾂｶﾞﾅﾛ              
13 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 松山 ﾏﾂﾔﾏ                
11 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 的場 ﾏﾄﾊﾞ                
24 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 美濃越 ﾐﾉｺﾞｼ               
4 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 屋地 ﾔｼﾞ                 
51 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 柳元 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
64 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ               
38 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 山ノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ               
27 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 横磯 ﾖｺｲｿ                
66 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 龍王 ﾘｭｳｵｳ               
23 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 渡瀬 ﾜﾀｾﾞ                
49 101天坪 戸手野 ﾄﾃﾞﾉ 渡リ上リ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ             
89 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ アカツチ ｱｶﾂﾁ                
222 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ アサギリ ｱｻｷﾞﾘ               
225 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ アサノヲカ ｱｻﾉｵｶ               
169 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 芦谷 ｱｼﾀﾆ                
111 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ アリミヤ ｱﾘﾐﾔ                
112 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ アリミヤ谷 ｱﾘﾐﾔﾀﾞﾆ             
175 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ イケノナロ ｲｹﾉﾅﾛ               
119 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ イゲバヤシ ｲｹﾞﾊﾞﾔｼ             
80 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 石傍 ｲｼﾎﾞｳ               
151 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 板五徳 ｲﾀｺﾞﾄｸ              
85 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 井ノ上 ｲﾉｳｴ                
264 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 猪ノ谷 ｲﾉﾀﾆ                
134 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ イヨノ内 ｲﾖﾉｳﾁ               
135 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ イヨノウ子 ｲﾖﾉｳﾈ               
254 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上板抗イ ｳｴｲﾀｸｲ              
102 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上竹ヤシキ ｳｴﾀｹﾔｼｷ             
168 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上長荒 ｳｴﾅｶｱﾚ              
191 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上中野 ｳｴﾅｶﾉ               
292 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 牛渡場 ｳｼﾜﾀｼﾊﾞ             
148 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 牛渡瀬 ｳｼﾜﾀｾﾞ              
278 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ウド ｳﾄﾞ                 
108 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ウドノロ ｳﾄﾞﾉﾛ               
233 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 畝ノ東 ｳﾈﾉﾋｶﾞｼ             
156 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ヘ板五徳 ｳﾍｲﾀｺﾞﾄｸ            
140 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ヘカキノサコ ｳﾍｶｷﾉｻｺ             
217 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 梅ノ岡 ｳﾒﾉｵｶ               
197 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 梅ノ田平 ｳﾒﾉﾀﾀｲﾗ             
198 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 梅ノ田屋式 ｳﾒﾉﾀﾔｼｷ             
143 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ウリウノ ｳﾘｳﾉ                
276 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 大ウド ｵｵｳﾄﾞ               
179 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 大上ミ山 ｵｵｶﾐﾔﾏ              
177 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ヲヲキリ ｵｵｷﾘ                
238 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 大津エ ｵｵﾂｴ                
237 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 大ツエノ下タ ｵｵﾂｴﾉｼﾀ             
97 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ヲゝナロ ｵｵﾅﾛ                
171 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 大樋ノ元 ｵｵﾋﾉﾓﾄ              
172 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 大元 ｵｵﾓﾄ                
224 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 奥朝キリ ｵｸｱｻｷﾘ              
167 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 奥正巌堂 ｵｸｾｲｶﾞﾝﾄﾞｵ          
255 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 奥瀧下 ｵｸﾀｷﾉｼﾀ             
107 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ヲケサ岩 ｵｹｻｲﾜ               
129 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 蛙ノノド ｶｴﾙﾉﾉﾄﾞ             
141 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ カキノヲカ ｶｷﾉｵｶ               
110 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ カキノサコ ｶｷﾉｻｺ               
76 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 桂カサコ ｶﾂﾗｶｻｺ              
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93 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ カハサキ ｶﾊｻｷ                
266 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上猪ノ谷 ｶﾐｲﾉﾀﾆ              
77 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ カミカゲ ｶﾐｶｹﾞ               
245 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上野地 ｶﾐﾉｼﾞ               
186 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ノ宮 ｶﾐﾉﾐﾔ               
249 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ カミノムカイ ｶﾐﾉﾑｶｲ              
208 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上日裏 ｶﾐﾋｳﾗ               
228 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上ヒロサワ ｶﾐﾋﾛｻﾜ              
109 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ               
183 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 上山口 ｶﾐﾔﾏｸﾞﾁ             
92 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ カリソロエ ｶﾘｿﾛｴ               
248 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ カワブチ ｶﾜﾌﾞﾁ               
280 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ キレカゝリ ｷﾚｶｶﾘ               
256 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 杭ノ畝 ｸｲﾉｳﾈ               
190 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 桑ノ岡 ｸﾜﾉｵｶ               
193 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 桑ノサコ ｸﾜﾉｻｺ               
218 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ コイ ｺｲ                  
221 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ コイノアイ ｺｲﾉｱｲ               
220 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ コイノ北 ｺｲﾉｷﾀ               
219 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ コイノシタ ｺｲﾉｼﾀ               
235 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ コヲナロ ｺｵﾅﾛ                
170 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ゴトゴト石 ｺﾞﾄｺﾞﾄｲｼ            
174 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ コノ ｺﾉ                  
146 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ コブレ谷 ｺﾌﾞﾚﾀﾞﾆ             
216 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ コヤガサコ ｺﾔｶﾞｻｺ              
118 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 五郎屋式 ｺﾞﾛﾔｼｷ              
128 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ サカイ谷 ｻｶｲﾀﾆ               
253 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 坂杭イ ｻｶｸｲ                
91 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ サコグチ ｻｺｸﾞﾁ               
130 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ サルノ内谷 ｻﾙﾉｳﾁﾀﾞﾆ            
131 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ サルノウ子 ｻﾙﾉｳﾈ               
133 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ サルノタニ ｻﾙﾉﾀﾆ               
132 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ サルノ子バ ｻﾙﾉﾈﾊﾞ              
181 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 三宝ノモリ ｻﾝﾎﾟｳﾉﾓﾘ            
258 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下タ杭 ｼﾀｸﾞｲ               
195 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下桑佐古 ｼﾀｸﾜｻｺ              
230 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下タ古屋ガサコ ｼﾀｺﾔｶﾞｻｺ            
271 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ シタセト ｼﾀｾﾄ                
189 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下タ立石 ｼﾀﾀﾃｲｼ              
192 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下中野 ｼﾀﾅｶﾉ               
137 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ シタ入道 ｼﾀﾆｭｳﾄﾞｳ            
247 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下タ野地 ｼﾀﾉｼﾞ               
184 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ シタノミヤ ｼﾀﾉﾐﾔ               
203 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下山口 ｼﾀﾔﾏｸﾞﾁ             
78 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ               
160 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下正巖堂 ｼﾓｾｲｶﾞﾝﾄﾞｵ          
211 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下中野 ｼﾓﾅｶﾉ               
291 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 下ヒロサワ ｼﾓﾋﾛｻﾜ              
250 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 白瀧 ｼﾗﾀｷ                
282 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ スギアゼ ｽｷﾞｱｾﾞ              
242 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 杉ノ内 ｽｷﾞﾉｳﾁ              
161 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 杉ノ平 ｽｷﾞﾉﾀｲﾗ             
212 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ スゝノ岡 ｽｽﾉｵｶ               
121 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ スゝノサコ ｽｽﾉｻｺ               
123 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ スゝノ谷 ｽｽﾉﾀﾆ               
231 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ スゝノヒラ ｽｽﾉﾋﾗ               
272 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ セト ｾﾄ                  
270 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ セトノ畝 ｾﾄﾉｳﾈ               
273 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ セトノオク ｾﾄﾉｵｸ               
274 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ セトノミ子 ｾﾄﾉﾐｺ               
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165 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 大東正巌堂 ﾀﾞｲﾄｵｾｲｶﾞﾝﾄﾞｵ       
279 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 宝林 ﾀｶﾗﾊﾞﾔｼ             
178 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ タキノ上ヘ ﾀｷﾉｳﾍ               
84 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ               
252 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ               
101 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 竹ヤシキ ﾀｹﾔｼｷ               
81 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 立石 ﾀﾃｲｼ                
79 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ タニノヘリ ﾀﾆﾉﾍﾘ               
180 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ タビノ口 ﾀﾋﾞﾉｸﾁ              
98 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ チガヤノ ﾁｶﾞﾔﾉ               
188 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ツキアイ ﾂｷｱｲ                
236 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ツチノ向イ ﾂﾁﾉﾑｶｲ              
90 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ツリヲトシ ﾂﾘｵﾄｼ               
263 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ツリヒ ﾂﾘﾋ                 
262 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 釣樋ノ上 ﾂﾘﾋﾉｳｴ              
239 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ツルイノモト ﾂﾙｲﾉﾓﾄ              
104 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ                
209 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 土居 ﾄﾞｲ                 
106 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ドイヤシキ ﾄﾞｲﾔｼｷ              
94 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ドヲノナロ ﾄﾞｵﾉﾅﾛ              
95 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ドヲノモリ ﾄﾞｵﾉﾓﾘ              
138 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ トヲミガ石 ﾄｵﾐｶﾞｲｼ             
96 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ トチ ﾄﾁ                  
99 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ トチノセ ﾄﾁﾉｾ                
287 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ トデノカゲ ﾄﾃﾞﾉｶｹﾞ             
162 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 飛ヒ渡リ ﾄﾋﾜﾀﾘ               
87 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ トンバ ﾄﾝﾊﾞ                
223 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中朝キリ ﾅｶｱｻｷﾘ              
293 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ               
157 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中板五徳 ﾅｶｲﾀｺﾞﾄｸ            
257 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中杭 ﾅｶｸﾞｲ               
166 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中正巌堂 ﾅｶｾｲｶﾞﾝﾄﾞｵ          
126 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中津ノモリ ﾅｶﾂﾉﾓﾘ              
215 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ               
82 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中ノ間イ ﾅｶﾉﾏｲ               
232 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中東 ﾅｶﾋｶﾞｼ              
226 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 中ヒロサワ ﾅｶﾋﾛﾅﾜ              
290 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ナンバ ﾅﾝﾊﾞ                
136 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ニウドヲ ﾆｳﾄﾞｵ               
105 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ニシ ﾆｼ                  
127 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ウラ ﾆｼｳﾗ                
194 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西桑佐古 ﾆｼｸﾜｻｺ              
214 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西コヤガサコ ﾆｼｺﾔｶﾞｻｺ            
163 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西正巌堂 ﾆｼｾｲｶﾞﾝﾄﾞｵ          
261 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西セト ﾆｼｾﾄ                
103 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ノ畝 ﾆｼﾉｳﾈ               
142 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ノクボ ﾆｼﾉｸﾎﾞ              
125 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ノサコ ﾆｼﾉｻｺ               
122 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ノ山 ﾆｼﾉﾔﾏ               
124 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西ノヲク ﾆｼﾉｦｸ               
182 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 西山口 ﾆｼﾔﾏｸﾞﾁ             
173 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ  ﾇﾀ
144 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ノクボ ﾉｸﾎﾞ                
246 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 野地 ﾉｼﾞ                 
289 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ハシ床 ﾊｼﾄｺ                
288 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 橋ノ上エ ﾊｼﾉｳｴ               
207 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 日裏 ﾋｳﾗ                 
164 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 東正巌堂 ﾋｶﾞｼｾｲｶﾞﾝﾄﾞｵ        
120 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ             
244 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 東ノ畝 ﾋｶﾞｼﾉｳﾈ             
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83 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 덼ノ上 ﾋﾉｳｴ                
234 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ヒノキノ畝 ﾋﾉｷﾉｳﾈ              
227 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 弘澤 ﾋﾛｻﾜ                
251 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ フヂノ元 ﾌﾁﾞﾉﾓﾄ              
113 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 古神 ﾌﾙｶﾞﾐ               
88 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 古ノヲトコ ﾌﾙﾉｵﾄｺ              
147 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ホヲノトウ ﾎｵﾉﾄｳ               
145 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ホヲノトヲ ﾎｵﾉﾄｵ               
187 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 星ノ下 ﾎｼﾉｼﾀ               
243 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 松 ﾏﾂ                  
154 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 松岩 ﾏﾂｲﾜ                
241 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 松ノ上ヘ ﾏﾂﾉｳｴ               
240 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 松ノウシロ ﾏﾂﾉｳｼﾛ              
205 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 松ノ久保 ﾏﾂﾉｸﾎﾞ              
100 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ マツノシタ ﾏﾂﾉｼﾀ               
286 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ マツノシモ ﾏﾂﾉｼﾓ               
283 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ マツノ西 ﾏﾂﾉﾆｼ               
281 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 松ノ東 ﾏﾂﾉﾋｶﾞｼ             
285 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 松ノ前 ﾏﾂﾉﾏｴ               
206 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 松ノ向イ ﾏﾂﾉﾑｶｲ              
86 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ               
213 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 狸穴 ﾏﾐｱﾅ                
153 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 丸岩 ﾏﾙｲﾜ                
152 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 丸岩谷 ﾏﾙｲﾜﾀﾞﾆ             
260 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 溝ノ上 ﾐｿﾞﾉｳｴ              
269 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 三ツ辻 ﾐﾂﾂｼﾞ               
277 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 南ウド ﾐﾅﾐｳﾄﾞ              
201 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮西 ﾐﾔﾆｼ                
158 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ岡 ﾐﾔﾉｵｶ               
150 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ下モ ﾐﾔﾉｼﾓ               
200 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ             
199 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
159 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ丸 ﾐﾔﾉﾏﾙ               
284 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ               
267 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ムギアレ ﾑｷﾞｱﾚ               
268 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 麦ノ岡 ﾑｷﾞﾉｵｶ              
202 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 村上 ﾑﾗｶﾐ                
176 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ                
265 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
196 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ               
185 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 山口ノ西 ﾔﾏｸﾞﾁﾉﾆｼ            
139 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 山中田 ﾔﾏﾅｶﾀﾞ              
229 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 山ノ神ノ上 ﾔﾏﾉｶﾐﾉｳｴ            
155 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 山ノ中 ﾔﾏﾉﾅｶ               
259 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ユノ下タ ﾕﾉｼﾀ                
275 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ユミ木谷 ﾕﾐｷﾀﾞﾆ              
116 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ ユルノクチ ﾕﾙﾉｸﾁ               
117 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 領知ノケタ ﾘｮｳﾁﾉｹﾀ             
115 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 領知ノナロ ﾘｮｳﾁﾉﾅﾛ             
149 102天坪 角茂谷 ｶｸﾓﾀﾞﾆ 渡リ上リ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ             
393 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 穴ガサコ ｱﾅｶﾞｻｺ              
443 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 石家 ｲｼｲｴ                
334 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ              
354 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 石屋元 ｲｼﾔﾓﾄ               
374 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 市サコ ｲﾁｻｺ                
385 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 一本樫 ｲﾂﾎﾟﾝｶｼ             
416 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 犬ヨセノナロ ｲﾇﾖｾﾉﾅﾛ             
320 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 井ノ口 ｲﾉｸﾁ                
336 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 猪ノ谷 ｲﾉﾀﾆ                
335 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 猪ノ谷カゲ ｲﾉﾀﾆｶｹﾞ             
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390 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 岩屋元 ｲﾜﾔﾓﾄ               
467 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大秦 ｳｽﾞﾏｻ               
297 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ウツギヤブ ｳﾂｷﾞﾔﾌﾞ             
329 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 宇土 ｳﾄﾞ                 
338 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 上ハ北浦 ｳﾊｷﾀｳﾗ              
366 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 上久保 ｳﾊｸﾎﾞ               
330 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 上ハナロ ｳﾊﾅﾛ                
475 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 瓜生野 ｳﾘｭｳﾉ               
461 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 夷石 ｴｿﾞｲｼ               
427 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 榎ノ木ノ佐古 ｴﾉｷﾉｻｺ              
331 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ エブ子 ｴﾌﾞﾈ                
332 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大石ノクボ ｵｵｲｼﾉｸﾎﾞ            
327 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大木戸 ｵｵｷﾄﾞ               
382 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ               
319 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大城 ｵｵｼﾛ                
440 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大ナロ ｵｵﾅﾛ                
389 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大ハシ ｵｵﾊｼ                
304 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大水口 ｵｵﾐﾅｸﾞﾁ             
352 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大山 ｵｵﾔﾏ                
370 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 大山首 ｵｵﾔﾏｸﾋﾞ             
326 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 岡 ｵｶ                  
333 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 音ヶ渕 ｵﾄｶﾞﾌﾞﾁ             
381 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ヲンバガサコ ｵﾝﾊﾞｶﾞｻｺ            
484 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ヲンバノサコ ｵﾝﾊﾞﾉｻｺ             
295 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 飼食ノ佐古 ｶｲｹﾉｻｺ              
318 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 懸 ｶｶﾘ                 
483 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 柿ノナロ ｶｷﾉﾅﾛ               
317 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 陰 ｶｹﾞ                 
345 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ カサマズ ｶｻﾏｽﾞ               
364 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 加治屋 ｶｼﾞﾔ                
447 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 角岩 ｶﾄﾞｲﾜ               
437 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 兜石 ｶﾌﾞﾄｲｼ              
383 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 釜ノクビ ｶﾏﾉｸﾋﾞ              
460 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 神影 ｶﾐｶｹﾞ               
435 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ                
432 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ カリソロイ ｶﾘｿﾛｲ               
476 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 川田衝 ｶﾜﾀﾞｴ               
360 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 北イミガウ子 ｷﾀｲﾐｶﾞｳﾈ            
452 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 北浦 ｷﾀｳﾗ                
369 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 北川口 ｷﾀｶﾞﾜｸﾞﾁ            
410 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 北高磯 ｷﾀﾀｶｲｿ              
408 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 北高ノ城 ｷﾀﾀｶﾉｼﾛ             
442 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 北ナンバ山 ｷﾀﾅﾝﾊﾞﾔﾏ            
353 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 北山 ｷﾀﾔﾏ                
445 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 草イコミ ｸｻｲｺﾐ               
355 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 久保岡 ｸﾎﾞｵｶ               
399 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 車道 ｸﾙﾏﾐﾁ               
450 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 黒磯 ｸﾛｲｿ                
436 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 黒ヒラゝ ｸﾛﾋﾗﾗ               
307 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ コエタワ ｺｴﾀﾜ                
474 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 小鹿ノ元（児鹿ノ元） ｺｼﾞｶﾉﾓﾄ             
337 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ コナシノ畝 ｺﾅｼﾉｳﾈ              
341 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 爰ノ畝子 ｺﾅｼﾉﾉｳﾈ             
362 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 小屋 ｺﾔ                  
418 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ              
322 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ サゲ石 ｻｹﾞｲｼ               
375 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ サコ口 ｻｺｸﾞﾁ               
395 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 笹ガナロ ｻｻｶﾞﾅﾛ              
428 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ササレ ｻｻﾚ                 
413 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 猿ヶ瀧 ｻﾙｶﾞﾀｷ              
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415 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 鹿合セ ｼｶｱﾜｾ               
409 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 自堺 ｼﾞｶｲ                
421 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 地界 ｼﾞｶｲ                
462 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 鹿場ガ谷 ｼｶﾊﾞｶﾞﾀﾆ            
343 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ シダ ｼﾀﾞ                 
346 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 枝朶ノタワ ｼﾀﾞﾉﾀﾜ              
328 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 下道 ｼﾀﾐﾁ                
313 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 芝田 ｼﾊﾞﾀ                
367 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 下久保 ｼﾓｸﾎﾞ               
349 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ シモシダ ｼﾓｼﾀﾞ               
372 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 下ヨケ ｼﾓﾖｹ                
380 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 下ワタセ ｼﾓﾜﾀｾﾞ              
398 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ シラカヤ ｼﾗｶﾔ                
306 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 知リ木 ｼﾘｷ                 
299 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ シリキノ ｼﾘｷﾉ                
302 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 四良が岩屋 ｼﾛｳｶﾞｲﾜﾔ            
448 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 白苔石 ｼﾛｺｹｲｼ              
465 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 秦山 ｼﾞﾝｻﾞﾝ              
459 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 杉アゼ ｽｷﾞｱｾﾞ              
315 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 杉ノ岡 ｽｷﾞﾉｵｶ              
384 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ スサキ ｽｻｷ                 
403 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ スサキ谷 ｽｻｷﾀﾞﾆ              
419 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ スズガウ子 ｽｽﾞｶﾞｳﾈ             
303 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 砂田 ｽﾅﾀﾞ                
321 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 瀬戸 ｾﾄ                  
394 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 高磯 ﾀｶｲｿ                
368 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 高森 ﾀｶﾓﾘ                
412 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 瀧ガサコ ﾀｷｶﾞｻｺ              
455 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｳｴ               
464 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 滝山 ﾀｷﾔﾏ                
342 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 瀧脇 ﾀｷﾜｷ                
340 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 嶽（岳） ﾀｹ                  
387 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 竹ノ本 ﾀｹﾉﾓﾄ               
301 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 立石 ﾀﾃｲｼ                
358 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 立山 ﾀﾃﾔﾏ                
363 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 谷 ﾀﾆ                  
305 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 谷渕 ﾀﾆﾌﾞﾁ               
391 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ タヤトコ ﾀﾔﾄｺ                
386 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 樽ノ首 ﾀﾙﾉｸﾋﾞ              
468 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 樽ノサコ ﾀﾙﾉｻｺ               
473 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ツエノサコ ﾂｴﾉｻｺ               
308 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 葛籠カサコ ﾂﾂﾞﾗｶﾞｻｺ            
414 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 天狗ヶ瀧 ﾃﾝｸﾞｶﾞﾀﾞｷ           
487 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 堂ノウネ ﾄﾞｳﾉｳﾈ              
430 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 堂ガ畝子 ﾄﾞｵｶﾞｳﾈ             
480 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 堂ナロ ﾄﾞｵﾅﾛ               
400 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ドクボ ﾄﾞｸﾎﾞ               
300 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 長ウネ ﾅｶﾞｳﾈ               
365 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 中ウ子 ﾅｶｳﾈ                
453 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 中切レ ﾅｶｷﾞﾚ               
482 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 中ウネ ﾅｶﾉｳﾈ               
479 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 中カ道 ﾅｶﾐﾁ                
324 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 中邸 ﾅｶﾔｼｷ               
478 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 中山 ﾅｶﾔﾏ                
339 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ナロヤシキ ﾅﾛﾔｼｷ               
446 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 難波大川東 ﾅﾝﾊﾞｵｵｶﾜﾋｶﾞｼ        
441 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ナンバ山 ﾅﾝﾊﾞﾔﾏ              
325 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 仁井江 ﾆｲｴ                 
377 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 仁井田 ﾆｲﾀﾞ                
426 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
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357 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 西柿ノナロ ﾆｼｶｷﾉﾅﾛ             
376 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 西サコ口 ﾆｼｻｺｸﾞﾁ             
359 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 西立山 ﾆｼﾀﾃﾔﾏ              
411 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 西谷ウ子 ﾆｼﾀﾞﾆｳﾈ             
378 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 西長ウ子 ﾆｼﾅｶﾞｳﾈ             
309 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 西ノ畝 ﾆｼﾉｳﾈ               
356 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 西ヨケ ﾆｼﾖｹ                
404 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 布瀧 ﾇﾉﾀﾞｷ               
417 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 子ズガモト ﾈｽﾞｶﾞﾓﾄ             
323 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 野竹 ﾉﾀﾞｹ                
344 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 野々川 ﾉﾉｶﾞﾜ               
451 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 蜂ス ﾊﾁﾉｽ                
458 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 梁ノ上ヘ ﾊﾘﾉｳｴ               
397 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ヒイラノ石 ﾋｲﾗﾉｲﾜ              
296 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 東飼食ノ佐古 ﾋｶﾞｼｶｲｹﾉｻｺ          
449 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 東白苔石 ﾋｶﾞｼｼﾛｺｹｲｼ          
466 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 東秦山 ﾋｶﾞｼｼﾞﾝｻﾞﾝ          
311 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 東ノ畝 ﾋｶﾞｼﾉｳﾈ             
351 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 東蓑荷ノ本 ﾋｶﾞｼﾐﾖｳｶﾞﾉﾓﾄ        
423 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ヒキノ石 ﾋｷﾉｲｼ               
348 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 秘蔵ノサコ ﾋｿﾞｳﾉｻｺ             
407 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ヒノサコ ﾋﾉｻｺ                
472 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 樋ノ絶 ﾋﾉﾀｴ                
486 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 開き ﾋﾗｷ                 
439 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 平等 ﾋﾗﾄ-                
454 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ               
314 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 船床 ﾌﾅﾄﾞｺ               
425 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 船場 ﾌﾅﾊﾞ                
424 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 蛇ガ石 ﾍﾋﾞｶﾞｲｼ             
405 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 程ガナロ ﾎﾄﾞｶﾞﾅﾛ             
470 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ               
312 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 豆ガ畝 ﾏﾒｶﾞｳﾈ              
392 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ                
406 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 三郷ヶ森 ﾐｻﾄｶﾞﾓﾘ             
469 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 水ノ元 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
316 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 南 ﾐﾅﾐ                 
471 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 南浦 ﾐﾅﾐｳﾗ               
388 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 南ヲンバ ﾐﾅﾐｵﾝﾊﾞ             
438 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 南ノウラ ﾐﾅﾐﾉｳﾗ              
310 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 南ノ谷 ﾐﾅﾐﾉﾀﾆ              
350 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 蓑荷ノ本 ﾐﾖｳｶﾞﾉﾓﾄ            
477 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 向ヒ難波 ﾑｶｲﾅﾝﾊﾞ             
456 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 六ツ峠 ﾑﾂﾄｳｹﾞ              
347 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 召ノタワ ﾒｼﾉﾀﾜ               
463 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ モクモ ﾓｸﾓ                 
429 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ モミノウ子 ﾓﾐﾉｳﾈ               
361 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 休場 ﾔｽﾊﾞ                
457 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 八ツ峠 ﾔﾂﾄｳｹﾞ              
373 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 柳場ノ上ヘ ﾔﾅﾊﾞﾉｳｴ             
420 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ユスノウ子 ﾕｽﾉｳﾈ               
490 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ユスノサコ ﾕｽﾉｻｺ               
294 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 横磯 ﾖｺｲｿ                
422 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 横バレ ﾖｺﾊﾞﾚ               
444 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 領知ノサコ ﾘﾖｳﾁﾉｻｺ             
431 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 六反 ﾛｸﾀﾝ                
401 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ ワタゼ ﾜﾀｾﾞ                
379 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 渉り ﾜﾀﾘ                 
433 103天坪 馬瀬 ｳﾏｾ 渉リ上リ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ             
588 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 赤坂 ｱｶｻｶ                
538 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ アサギリ ｱｻｷﾞﾘ               
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573 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ アレ ｱﾚ                  
534 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 池田 ｲｹﾀﾞ                
560 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 池ノ上 ｲｹﾉｳｴ               
578 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 石ノ本 ｲｼﾉﾓﾄ               
631 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ イダノヲ ｲﾀﾞﾉｵ               
632 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ イダノヲ子 ｲﾀﾞﾉｵﾈ              
508 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ イデグチ ｲﾃﾞｸﾞﾁ              
509 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ イデノヲク ｲﾃﾞﾉｵｸ              
615 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ イノシリ ｲﾉｼﾘ                
511 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ イヨノ内 ｲﾖﾉｳﾁ               
630 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上イタノヲ ｳｴｲﾀﾉｵ              
584 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上カシノ本 ｳｴｶｼﾉﾓﾄ             
542 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上川原ノ向 ｳｴｶﾜﾊﾗﾉﾑｶｲ          
565 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上小屋床 ｳｴｺﾔﾄｺ              
619 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上スヤマ ｳｴｽﾔﾏ               
536 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上トドロ ｳｴﾄﾄﾞﾛ              
493 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上西浦 ｳｴﾆｼｳﾗ              
571 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上萩ノサコ ｳｴﾊｷﾞﾉｻｺ            
527 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上八王子 ｳｴﾊﾁｵｳｼﾞ            
623 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上日浦 ｳｴﾋｳﾗ               
554 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上ヘフタマタ ｳｴﾌﾀﾏﾀ              
637 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 牛ノ回リ ｳｼﾉﾏﾜﾘ              
548 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 梅ノ佐古 ｳﾒﾉｻｺ               
563 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 大ケタ ｵｵｹﾀ                
598 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 大下モ ｵｵｼﾓ                
618 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 大西 ｵｵﾆｼ                
621 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 大休場 ｵｵﾔｽﾊﾞ              
601 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヲモヤ ｵﾓﾔ                 
592 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カイヤ ｶｲﾔ                 
507 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カゲ ｶｹﾞ                 
501 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カゲ川崎 ｶｹﾞｶﾜｻｷ             
600 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カゲツチ ｶｹﾞﾂﾁ               
503 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カケノ上ヘ ｶｹﾉｳﾍ               
585 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カシノ本 ｶｼﾉﾓﾄ               
517 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上イヨノ内 ｶﾐｲﾖﾉｳﾁ             
522 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 上瀬戸 ｶﾐｾﾄ                
577 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カヤノ本 ｶﾔﾉﾓﾄ               
555 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カリマタ石 ｶﾘﾏﾀｲｼ              
574 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ カレビ畝 ｶﾚﾋﾞｳﾈ              
639 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 川崎 ｶﾜｻｷ                
515 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 川シモ ｶﾜｼﾓ                
557 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ キグロ床 ｷｸﾞﾛﾄﾞｺ             
597 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 岸ノ前 ｷｼﾉﾏｴ               
547 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 北屋敷 ｷﾀﾔｼｷ               
582 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 久次屋敷 ｷｭｳｼﾞﾔｼｷ            
545 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ キリカ渕 ｷﾘｶﾌﾞﾁ              
629 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 茱萸ノタハ ｸﾞｲﾐﾉﾀﾊ             
518 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ クスノ畝 ｸｽﾉｳﾈ               
513 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ クラゝカサコ ｸﾗﾗｶｻｺ              
559 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ クロヒラゝ ｸﾛﾋﾗﾗ               
558 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ クロヒラゝノ下タ ｸﾛﾋﾗﾗﾉｼﾀ            
519 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ コイ谷 ｺｲﾀﾞﾆ               
528 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ コイノサコ ｺｲﾉｻｺ               
628 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ コエタハ ｺｴﾀﾊ                
531 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ コヲノ首 ｺｵﾉｸﾋﾞ              
634 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ コシロカ瀬 ｺｼﾛｶｾ               
520 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 小谷口 ｺﾀﾞﾆｸﾞﾁ             
576 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ コミ ｺﾐ                  
539 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 古味ノ向 ｺﾐﾉﾑｶｲ              
566 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 小屋床 ｺﾔﾄｺ                
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624 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ               
546 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ              
589 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ サコ ｻｺ                  
607 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ サコクチ ｻｺｸﾁ                
608 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ サデ ｻﾃﾞ                 
496 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ サルノ内谷 ｻﾙﾉｳﾁﾀﾞﾆ            
556 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ サワノナル ｻﾜﾉﾅﾙ               
535 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 山椒ノサコ ｻﾝｼｮﾉｻｺ             
599 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ シイノシタ ｼｲﾉｼﾀ               
596 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 椎ノ本 ｼｲﾉﾓﾄ               
575 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ シタダニ ｼﾀﾀﾞﾆ               
636 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 下タ水ノ元 ｼﾀﾐｽﾞﾉﾓﾄ            
537 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 下モ朝ギリ ｼﾓｱｻｷﾞﾘ             
506 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ シモカケ ｼﾓｶｹ                
617 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 城ノ森 ｼﾞｮｳﾉﾓﾘ             
529 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 菖蒲ノサコ ｼﾖｳﾌﾞﾉｻｺ            
614 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 城ノ畝 ｼﾛﾉｳﾈ               
620 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ スヤマ ｽﾔﾏ                 
521 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 瀬戸 ｾﾄ                  
633 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ               
610 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ                
593 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ タケウラ ﾀｹｳﾗ                
594 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ タケヤシキ ﾀｹﾔｼｷ               
579 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 立石 ﾀﾃｲｼ                
562 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 立石瀬戸 ﾀﾃｲｼｾﾄ              
541 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ タニヲク ﾀﾆｵｸ                
638 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ タビノ口 ﾀﾋﾞﾉｸﾁ              
525 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ タルノ奥 ﾀﾙﾉｵｸ               
524 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ タルノクチ ﾀﾙﾉｸﾁ               
583 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 茶畑ケ ﾁｬﾊﾞﾀｹ              
498 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 茶畑ノ口 ﾁｬﾊﾞﾀﾉｸﾁ            
544 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ツエノロ ﾂｴﾉｸﾁ               
497 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ツチノ畝 ﾂﾁﾉｳﾈ               
627 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ツルイ田 ﾂﾙｲﾀﾞ               
499 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ドヲトコ ﾄﾞｵﾄｺ               
642 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 堂床道裏 ﾄﾞｵﾄｺﾐﾁﾉｳﾗ          
540 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ トヲミノ石 ﾄｵﾐﾉｲｼ              
543 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ トドロ ﾄﾄﾞﾛ                
530 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 長磯 ﾅｶﾞｲｿ               
586 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 長瀬 ﾅｶﾞｾ                
495 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ナカゾ ﾅｶｿﾞ                
523 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ナロ ﾅﾛ                  
492 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
567 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 西小屋床 ﾆｼｺﾔﾄｺ              
602 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 西サコ ﾆｼｻｺ                
568 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 西谷 ﾆｼﾀﾆ                
569 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 西谷口 ﾆｼﾀﾆｸﾞﾁ             
616 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ               
613 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 西野地 ﾆｼﾉﾁﾞ               
626 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 西野々 ﾆｼﾉﾉ                
611 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 怒田 ﾇﾀ                  
609 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 根笹 ﾈｻﾞｻ                
595 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ノクボ ﾉｸﾎﾞ                
612 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ノヂ ﾉﾁﾞ                 
622 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 呑マ谷 ﾉﾏｽﾀﾆ               
550 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 萩ノ畝 ﾊｷﾞﾉｳﾈ              
572 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ハギノサコ ﾊｷﾞﾉｻｺ              
514 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 橋詰 ﾊｼﾂﾞﾒ               
526 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 八王子 ﾊﾁｵｳｼﾞ              
625 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 日浦 ﾋｳﾗ                 
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570 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 東立石 ﾋｶﾞｼﾀﾃｲｼ            
510 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヒダカノス ﾋﾀﾞｶﾉｽ              
640 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 檜休場 ﾋﾉｷﾔｽﾊﾞ             
551 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヒラキ ﾋﾗｷ                 
549 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヒラキノマエ ﾋﾗｷﾉﾏｴ              
533 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヒロセ ﾋﾛｾ                 
502 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 福野 ﾌｸﾉ                 
553 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ フタマタ ﾌﾀﾏﾀ                
532 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 渕ノ首 ﾌﾁﾉｸﾋﾞ              
604 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 船ノ窪 ﾌﾅﾉｸﾎﾞ              
552 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 古タ ﾌﾙﾀ                 
587 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ホセリ ﾎｾﾘ                 
516 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 前川 ﾏｴｶﾜ                
504 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ マツカブ畝 ﾏﾂｶﾌﾞｳﾈ             
580 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 水コナ ﾐｽﾞｺﾅ               
635 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 水ノ元 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
581 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 水除ケ ﾐｽﾞﾖｹ               
605 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 宮ノ後ロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
603 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ               
590 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ             
591 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ               
606 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 休場ノ本 ﾔｽﾊﾞﾉﾓﾄ             
500 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
512 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヤハス石 ﾔﾊｽｲｼ               
564 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヤブタ ﾔﾌﾞﾀ                
561 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヤブタノ下タ ﾔﾌﾞﾀﾞﾉｼﾀ            
494 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ ヨコアレ ﾖｺｱﾚ                
641 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 渡瀬 ﾜﾀｾ                 
505 104天坪 久寿軒 ｸｽﾉｷ 渡瀬向 ﾜﾀｾﾉﾑｶｲ             
723 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 飯ガ山 ｲｲｶﾞﾔﾏ              
670 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 伊与木 ｲﾖｷ                 
688 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 岩瀧 ｲﾜﾀｷ                
736 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 岩瀧山 ｲﾜﾀｷﾔﾏ              
702 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 宇土ノ佐古 ｳﾄﾞﾉｻｺ              
703 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 宇土ノ向イ ｳﾄﾞﾉﾑｶｲ             
679 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ウ子 ｳﾈ                  
692 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ウ子崎 ｳﾈｻｷ                
680 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 戎ノ上ミ ｴﾋﾞｽﾉｶﾐ             
719 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 大内ノ向イ ｵｵｳﾁﾉﾑｶｲ            
729 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 大笠山 ｵｵｶｻﾔﾏ              
718 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 大本 ｵｵﾓﾄ                
704 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 岡屋式 ｵｶﾔｼｷ               
648 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 躍リ穴 ｵﾄﾞﾘｱﾅ              
693 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ヲモ佐古 ｵﾓｻｺ                
696 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カウノ下タ ｶｳﾉｼﾀ               
689 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 柿苗 ｶｷﾅｴ                
713 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カゲ ｶｹﾞ                 
712 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 影瀬戸 ｶｹﾞｾﾄ               
743 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 影千束山 ｶｹﾞｾﾝｿﾞｸﾔﾏ          
683 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ カゲツチ ｶｹﾞﾂﾁ               
685 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 樫平 ｶｼﾋﾗ                
675 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 加治屋 ｶｼﾞﾔ                
678 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 加治屋谷 ｶｼﾞﾔﾀﾞﾆ             
674 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 桂ガサコ ｶﾂﾗｶﾞｻｺ             
735 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 金床石 ｶﾈﾄｺｲｼ              
651 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 釜カ谷 ｶﾏｶﾞﾀﾆ              
708 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 上ミ木地屋 ｶﾐｷﾁﾞﾔ              
706 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 上ミ千束 ｶﾐｾﾝｿﾞｸ             
720 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 木戸 ｷﾄﾞ                 
686 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 栗カ久保 ｸﾘｶｸﾎﾞ              
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738 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 栗枯火山 ｸﾘｺｵｶｻﾞﾝ            
745 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 黒磯山 ｸﾛｲｿﾔﾏ              
649 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ コウヤ谷 ｺｳﾔﾀﾞﾆ              
741 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 小兀山 ｺｺﾞﾂﾔﾏ              
698 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 小庭 ｺﾆﾜ                 
644 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 澤 ｻﾜ                  
645 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 澤ノナロ ｻﾜﾉﾅﾛ               
647 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 沢山 ｻﾜﾔﾏ                
665 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ シガキ谷 ｼｶﾞｷﾀﾞﾆ             
699 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ シガキノクボ ｼｶﾞｷﾉｸﾎﾞ            
700 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 下モ木地屋 ｼﾓｷﾁﾞﾔ              
705 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 下モ千束 ｼﾓｾﾝｿﾞｸ             
661 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 下モ田 ｼﾓﾀﾞ                
739 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 尻荒山 ｼﾘｱﾚﾔﾏ              
730 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 城岸山 ｼﾛｷｼﾔﾏ              
728 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ スズノ森 ｽｽﾞﾉﾓﾘ              
737 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 瀬合山 ｾｺﾞｳﾔﾏ              
742 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 千束山 ｾﾝｿﾞｸﾔﾏ             
727 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 高岩山 ﾀｶｲﾜﾔﾏ              
724 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 瀧ノ向イ ﾀｷﾉﾑｶｲ              
653 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ                
721 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 뎓ノ口 ﾀﾙﾉｸﾁ               
734 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 杖立山 ﾂｴﾀﾃﾔﾏ              
687 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 潰ノ口 ﾂｹﾉｸﾁ               
733 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 潰ノ口山 ﾂｹﾉｸﾁﾔﾏ             
662 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 藤次谷 ﾄｳｼﾞﾀﾞﾆ             
663 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ トウジノハエ ﾄｳｼﾞﾉﾊｴ             
656 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 通リバエ ﾄｵﾘﾊﾞｴ              
732 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 戸家森 ﾄﾔﾉﾓﾘ               
690 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 中野 ﾅｶﾉ                 
669 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 中ノ休場 ﾅｶﾉﾔｽﾊﾞ             
694 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 中野山 ﾅｶﾉﾔﾏ               
671 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 中畑ケ ﾅｶﾊﾞﾀｹ              
677 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 中屋 ﾅｶﾔ                 
681 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナギノ ﾅｷﾞﾉ                
682 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナギノ影 ﾅｷﾞﾉｶｹﾞ             
709 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ                
746 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ナベラ山 ﾅﾍﾞﾗﾔﾏ              
726 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 新山 ﾆｲﾔﾏ                
716 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 西ウ子 ﾆｼｳﾈ                
667 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 西ヲリツキ谷 ﾆｼｵﾘﾂｷﾀﾞﾆ           
715 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 西影山 ﾆｼｶｹﾞﾔﾏ             
684 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 西瀬合 ﾆｼｾｺﾞｳ              
658 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ              
660 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 西ノナロ ﾆｼﾉﾅﾛ               
725 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 奴田野山 ﾇﾀﾉﾔﾏ               
731 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 奴田山 ﾇﾀﾔﾏ                
652 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 野地ノ北ウラ ﾉﾁﾞﾉｷﾀｳﾗ            
664 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 野地ノ下タ ﾉﾁﾞﾉｼﾀ              
722 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 野中 ﾉﾅｶ                 
701 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 八王子 ﾊﾁｵｳｼﾞ              
668 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 東オリツキ谷 ﾋｶﾞｼｵﾘﾂｷﾀﾞﾆ         
714 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 東影山 ﾋｶﾞｼｶｹﾞﾔﾏ           
697 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 東瀬合 ﾋｶﾞｼｾｺﾞｳ            
659 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 東ノ久保 ﾋｶﾞｼﾉｸﾎﾞ            
666 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ ヒギ山 ﾋｷﾞﾔﾏ               
695 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 秘蔵山 ﾋｿﾞｳﾔﾏ              
673 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 火ノ見口 ﾋﾉﾐｸﾞﾁ              
747 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 火ノ見口 ﾋﾉﾐﾉｸﾞﾁ             
707 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 弘庭 ﾋﾛﾆﾜ                
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740 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 吹越山 ﾌｷｺﾞｼﾔﾏ             
646 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 二タ股 ﾌﾀﾏﾀ                
654 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 堀切 ﾎﾘｷﾘ                
717 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 豆有谷 ﾏﾒｱﾘﾀﾞﾆ             
744 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 三ツ傍示山 ﾐﾂﾎﾞｳｼﾔﾏ            
672 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 宮ノ後ロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
676 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
711 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 冥加ノアレ ﾐｮｳｶﾞﾉｱﾚ            
710 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 茗荷ノアレ ﾐﾖｳｶﾞﾉｱﾚ            
691 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 山子崎 ﾔﾏﾈｻｷ               
655 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 吉岡 ﾖｼｵｶ                
650 105天坪 北川 ｷﾀｶﾞﾜ 六本松 ﾛﾂﾎﾟﾝﾏﾂ             
1401 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ アカヅエ ｱｶﾂﾞｴ               
1252 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ アカヤブ ｱｶﾔﾌﾞ               
1038 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ アキヤセ ｱｷﾔｾ                
1387 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ アテチ ｱﾃﾁ                 
1277 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ アドウラ ｱﾄﾞｳﾗ               
1351 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ アドノセ ｱﾄﾞﾉｾ               
1316 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ アリノモト ｱﾘﾉﾓﾄ               
1330 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ アレタ ｱﾚﾀ                 
1306 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イケノナル ｲｹﾉﾅﾙ               
1411 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 石ジリキ ｲｼｼﾞﾘｷ              
1065 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 石ノ古ミ ｲｼﾉｺﾐ               
1289 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 石ボトケ ｲｼﾎﾞﾄｹ              
1083 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イシ山 ｲｼﾔﾏ                
1299 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イソヤジ ｲｿﾔｼﾞ               
1042 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 板ノ上 ｲﾀﾉｳｴ               
1371 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イチザコ ｲﾁｻﾞｺ               
1341 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イデグチ ｲﾃﾞｸﾞﾁ              
1349 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イヌブチ ｲﾇﾌﾞﾁ               
1376 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イノクボ ｲﾉｸﾎﾞ               
1131 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イマゼ ｲﾏｾﾞ                
1179 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ イレロ ｲﾚﾛ                 
1034 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 岩坂 ｲﾜｻｶ                
1261 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 岩ヅカ ｲﾜﾂﾞｶ               
1255 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上アカヤブ ｳｴｱｶﾔﾌﾞ             
1307 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エイケノナル ｳｴｲｹﾉﾅﾙ             
1395 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上イノクボ ｳｴｲﾉｸﾎﾞ             
1247 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エヲゝスラ ｳｴｵｵｽﾗ              
1097 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エヲオノ ｳｴｵｵﾉ               
1216 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エカゲ ｳｴｶｹﾞ               
1329 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エカゲウラ ｳｴｶｹﾞｳﾗ             
1214 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エカシノ本 ｳｴｶｼﾉﾓﾄ             
1416 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エ上ミノ郡 ｳｴｶﾐﾉｺﾞｵﾘ           
1079 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上カンバ ｳｴｶﾝﾊﾞ              
1284 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エシシバノ谷 ｳｴｼｼﾊﾞﾉﾀﾆ           
1390 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上シチホンガキ ｳｴｼﾁﾎﾝｶﾞｷ           
1165 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エタカタビ ｳｴﾀｶﾀﾋﾞ             
1369 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エタキシタ ｳｴﾀｷｼﾀ              
1238 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エタケヤシキ ｳｴﾀｹﾔｼｷ             
1211 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ツツミ ｳｴﾂﾂﾐ               
1150 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ナガブチ ｳｴﾅｶﾞﾌﾞﾁ            
1245 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エ中ミ子 ｳｴﾅｶﾐﾈ              
1248 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エ中ヤ ｳｴﾅｶﾔ               
1378 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エヌタ ｳｴﾇﾀ                
1209 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上子ズ ｳｴﾈｽﾞ               
1170 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘノヤシキ ｳｴﾉﾔｼｷ              
1312 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘハゲ ｳｴﾊｹﾞ               
1220 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ハデトコ ｳｴﾊﾃﾞﾄｺ             
1379 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ハルノキウ ｳｴﾊﾙﾉｷｳ             
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1237 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エヒノヂ ｳｴﾋﾉﾁﾞ              
1187 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エ前田 ｳｴﾏｴﾀﾞ              
1103 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エムギアレ ｳｴﾑｷﾞｱﾚ             
1166 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エヤスバ ｳｴﾔｽﾊﾞ              
1288 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘヤナギノモト ｳｴﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ           
1276 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エ柳ノ本ノ北 ｳｴﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄﾉｷﾀ        
1394 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上エ横道 ｳｴﾖｺﾐﾁ              
1318 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ウシロヤ ｳｼﾛﾔ                
1089 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘカゲ山 ｳﾍｶｹﾞﾔﾏ             
1206 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘコノ ｳﾍｺﾉ                
1373 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘタテイシ ｳﾍﾀﾃｲｼ              
1205 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘハエ ｳﾍﾊｴ                
1335 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘハチ ｳﾍﾊﾁ                
1391 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヘハチノナル ｳﾍﾊﾁﾉﾅﾙ             
1315 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ウワクボ ｳﾜｸﾎﾞ               
1201 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ウワナル ｳﾜﾅﾙ                
1322 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ エノキ ｴﾉｷ                 
1041 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲ々上 ｵｵｳｴ                
1404 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲゝジリキ ｵｵｼﾞｷﾘ              
1249 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲヲスラ ｵｵｽﾗ                
1408 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 大ヲタア ｵｵﾀｱ                
1427 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 大タア ｵｵﾀｱ                
1311 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲゝチノナル ｵｵﾁﾉﾅﾙ              
1149 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 大ナロ ｵｵﾅﾛ                
1095 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲオノ ｵｵﾉ                 
1374 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲゝムカイ ｵｵﾑｶｲ               
1343 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲゝワレ ｵｵﾜﾚ                
1196 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲカタ ｵｶﾀ                 
1160 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲカタヂ ｵｶﾀﾁﾞ               
1123 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲク ｵｸ                  
1397 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲクイデクチ ｵｸｲﾃﾞｸﾁ             
1383 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲクタキシタ ｵｸﾀｷｼﾀ              
1055 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲクナル ｵｸﾅﾙ                
1325 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲクノタ ｵｸﾉﾀ                
1124 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲクノ前 ｵｸﾉﾏｴ               
1398 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲクハゲ ｵｸﾊｹﾞ               
1235 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲクヒノヂ ｵｸﾋﾉﾁﾞ              
1240 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲソヂ ｵｿﾁﾞ                
1136 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲソバノタニ ｵｿﾊﾞﾉﾀﾆ             
1428 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲタア ｵﾀｱ                 
1234 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲノセ ｵﾉｾ                 
1266 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヲリミチ ｵﾘﾐﾁ                
1094 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カイケ ｶｲｹ                 
1239 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カイケノ本 ｶｲｹﾉﾓﾄ              
1365 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カイヤマ ｶｲﾔﾏ                
1244 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カキナル ｶｷﾅﾙ                
1175 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 柿ノサコ ｶｷﾉｻｺ               
1191 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 柿ノセ ｶｷﾉｾ                
1310 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カキノタア ｶｷﾉﾀｱ               
1084 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 陰浦 ｶｹﾞｳﾗ               
1327 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カゲウラ ｶｹﾞｳﾗ               
1090 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カゲ山 ｶｹﾞﾔﾏ               
1057 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 笠瀧 ｶｻﾀﾞｷ               
1056 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カサダキノ下 ｶｻﾀﾞｷﾉｼﾀ            
1215 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カシノ本ワキ ｶｼﾉﾓﾄﾜｷ             
1294 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ                
1384 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カハナル ｶﾊﾅﾙ                
1126 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カマトコ ｶﾏﾄｺ                
1060 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 釜渕 ｶﾏﾌﾞﾁ               
1063 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 釜渕ノ上ミ ｶﾏﾌﾞﾁﾉｶﾐ            
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1039 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミアキヤセ ｶﾐｱｷﾔｾ              
1193 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミ市ノ内 ｶﾐｲﾁﾉｳﾁ             
1180 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミ入口 ｶﾐｲﾘｸﾞﾁ             
1096 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上カイケ ｶﾐｶｲｹ               
1192 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミ柿ノセ ｶﾐｶｷﾉｾ              
1139 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カミゴミ ｶﾐｺﾞﾐ               
1138 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミゴミ山 ｶﾐｺﾞﾐﾔﾏ             
1071 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミシヨコヲ ｶﾐｼﾖｺｵ              
1074 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上竹ノクビ ｶﾐﾀｹﾉｸﾋﾞ            
1353 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミナカドイワ ｶﾐﾅｶﾄﾞｲﾜ            
1054 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミナル ｶﾐﾅﾙ                
1053 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミナルザコ ｶﾐﾅﾙｻﾞｺ             
1101 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヌタノクボ ｶﾐﾇﾀﾉｸﾎﾞ            
1112 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ヒラキノマエ ｶﾐﾋﾗｷﾉﾏｴ            
1048 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミ細野 ｶﾐﾎｿﾉ               
1259 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミマツヲ ｶﾐﾏﾂｵ               
1273 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミヤナバ ｶﾐﾔﾅﾊﾞ              
1267 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 上ミヨコイシ ｶﾐﾖｺｲｼ              
1278 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ガヤノサコ ｶﾞﾔﾉｻｺ              
1270 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カヤノサコ西 ｶﾔﾉｻｺﾆｼ             
1324 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カンスブチ ｶﾝｽﾌﾞﾁ              
1080 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カンバ ｶﾝﾊﾞ                
1119 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カンバノウチ ｶﾝﾊﾞﾉｳﾁ             
1421 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ カンバノウ子 ｶﾝﾊﾞﾉｳﾈ             
1227 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北ヲヲタア ｷﾀｵｵﾀｱ              
1313 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北大チノナル ｷﾀｵｵﾁﾉﾅﾙ            
1242 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北カキナル ｷﾀｶｷﾅﾙ              
1231 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北カシ ｷﾀｶｼ                
1382 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ キタサザレ ｷﾀｻｻﾞﾚ              
1233 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北チガヤノ ｷﾀﾁｶﾞﾔﾉ             
1172 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北トヲミノ石 ｷﾀﾄｵﾐﾉｲｼ            
1282 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北中ヲカ ｷﾀﾅｶｵｶ              
1362 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北ナガサコ ｷﾀﾅｶﾞｻｺ             
1182 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北根笹 ｷﾀﾈｻﾞｻ              
1198 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北ハエ ｷﾀﾊｴ                
1346 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北鉢 ｷﾀﾊﾞﾁ               
1337 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北ヒガシウラ ｷﾀﾋｶﾞｼｳﾗ            
1174 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北古田ノ本 ｷﾀﾌﾙﾀﾉﾓﾄ            
1256 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北マツヲ ｷﾀﾏﾂｵ               
1419 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 北ヨケノサコ ｷﾀﾖｹﾉｻｺ             
1271 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ キリノサコ ｷﾘﾉｻｺ               
1355 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ククリバ ｸｸﾘﾊﾞ               
1133 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ クセギ ｸｾｷﾞ                
1184 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 窪 ｸﾎﾞ                 
1257 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ クリノクボ ｸﾘﾉｸﾎﾞ              
1229 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ クレ石 ｸﾚｲｼ                
1300 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ クロイワ ｸﾛｲﾜ                
1185 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 鴻ノ口 ｺｳﾉｸﾁ               
1155 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ コヲベノウチ ｺｳﾍﾞﾉｳﾁ             
1323 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ コヲモ ｺｵﾓ                 
1092 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ゴヲロヲ山 ｺﾞｵﾛｵﾔﾏ             
1203 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ コノ ｺﾉ                  
1279 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ コバチ ｺﾊﾞﾁ                
1308 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ コマツブソ ｺﾏﾂﾌﾞｿ              
1298 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ コヤノモト ｺﾔﾉﾓﾄ               
1157 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ザア ｻﾞｱ                 
1415 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 境ダキ ｻｶｲﾀﾞｷ              
1292 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ サコ ｻｺ                  
1340 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ サゝノモト ｻｻﾉﾓﾄ               
1370 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ サザレ ｻｻﾞﾚ                
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1283 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ シシバノ谷 ｼｼﾊﾞﾉﾀﾆ             
1400 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タアカヅエ ｼﾀｱｶﾂﾞｴ             
1253 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下アカヤブ ｼﾀｱｶﾔﾌﾞ             
1317 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タアリノモト ｼﾀｱﾘﾉﾓﾄ             
1350 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タイヌブチ ｼﾀｲﾇﾌﾞﾁ             
1375 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タイノクボ ｼﾀｲﾉｸﾎﾞ             
1102 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下ヲオノ ｼﾀｵｵﾉ               
1100 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タヲオノウ子 ｼﾀｵｵﾉｳﾈ             
1326 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タヲクノ田 ｼﾀｵｸﾉﾀ              
1217 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タカゲ ｼﾀｶｹﾞ               
1085 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ陰山 ｼﾀｶｹﾞﾔﾏ             
1213 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タカシノ本 ｼﾀｶｼﾉﾓﾄ             
1265 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タカヂヤ ｼﾀｶﾁﾞﾔ              
1116 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ上ノ郡 ｼﾀｶﾐﾉｺﾞｵﾘ           
1078 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下カンバ ｼﾀｶﾝﾊﾞ              
1230 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下クレ石 ｼﾀｸﾚｲｼ              
1241 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タケヤシキ ｼﾀｹﾔｼｷ              
1186 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ鴻ノ口 ｼﾀｺｳﾉｸﾁ             
1202 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下コノ ｼﾀｺﾉ                
1287 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下コバチ ｼﾀｺﾊﾞﾁ              
1418 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タコバチ西 ｼﾀｺﾊﾞﾁﾆｼ            
1309 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タコマツブソ ｼﾀｺﾏﾂﾌﾞｿ            
1147 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タゴミ ｼﾀｺﾞﾐ               
1224 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下ザア ｼﾀｻﾞｱ               
1402 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タサンボンマツ ｼﾀｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ           
1388 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タシチホンガキ ｼﾀｼﾁﾎﾝｶﾞｷ           
1036 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タシノベ ｼﾀｼﾉﾍﾞ              
1066 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タジョコヲ ｼﾀｼﾞｮｺｵ             
1359 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タタニウラ ｼﾀﾀﾆｳﾗ              
1305 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ谷ヲク ｼﾀﾀﾆｵｸ              
1070 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ田ノ上 ｼﾀﾀﾉｳｴ              
1181 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ包 ｼﾀﾂﾂﾐ               
1148 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タトチノキ ｼﾀﾄﾁﾉｷ              
1264 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ中岡 ｼﾀﾅｶｵｶ              
1190 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下中ゾ ｼﾀﾅｶｿﾞ              
1052 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タナル ｼﾀﾅﾙ                
1104 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タヌタノクボ ｼﾀﾇﾀﾉｸﾎﾞ            
1210 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下子ズ ｼﾀﾈｽﾞ               
1195 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タノヂ ｼﾀﾉﾃﾞ               
1393 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タハチノナル ｼﾀﾊﾁﾉﾅﾙ             
1226 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下ハナヤマ ｼﾀﾊﾅﾔﾏ              
1262 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タヒナロ ｼﾀﾋﾅﾛ               
1109 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タヒノヂサコ ｼﾀﾋﾉﾁﾞｻｺ            
1173 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ古田ノ本 ｼﾀﾌﾙﾀﾉﾓﾄ            
1251 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タマツヲ ｼﾀﾏﾂｵ               
1178 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タ南ナル ｼﾀﾐﾅﾐﾉﾅﾙ            
1106 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タムギアレ ｼﾀﾑｷﾞｱﾚ             
1118 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タモミ山 ｼﾀﾓﾐﾔﾏ              
1162 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タヤスバ ｼﾀﾔｽﾊﾞ              
1286 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タヤナギノモト ｼﾀﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ           
1122 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下タワタゼ ｼﾀﾜﾀｾﾞ              
1389 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ シチホンガキ ｼﾁﾎﾝｶﾞｷ             
1037 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ シノベ ｼﾉﾍﾞ                
1141 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ シノベノクビ ｼﾉﾍﾞﾉｸﾋﾞ            
1352 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モアドノセ ｼﾓｱﾄﾞﾉｾ             
1132 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モイマゼ ｼﾓｲﾏｾﾞ              
1035 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モ岩坂 ｼﾓｲﾜｻｶ              
1064 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モ釜渕 ｼﾓｶﾏﾌﾞﾁ             
1367 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モタキシタ ｼﾓﾀｷｼﾀ              
1275 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モホソザキ ｼﾓﾎｿｻﾞｷ             
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1049 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モ細野 ｼﾓﾎｿﾉ               
1364 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モホドノセ ｼﾓﾎﾄﾞﾉｾ             
1051 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モヤナバ ｼﾓﾔﾅﾊﾞ              
1272 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 下モヨコイシ ｼﾓﾖｺｲｼ              
1360 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ シヤセブ ｼﾔｾﾌﾞ               
1167 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ シンタク ｼﾝﾀｸ                
1281 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ シンヤ ｼﾝﾔ                 
1254 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ スギノセ ｽｷﾞﾉｾ               
1061 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ゼンモヲ ｾﾞﾝﾓｵ               
1062 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ゼンモヲノ下 ｾﾞﾝﾓｵﾉｼﾀ            
1059 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ゼンモヲノ南 ｾﾞﾝﾓｵﾉﾐﾅﾐ           
1043 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ソヲダ ｿｵﾀﾞ                
1129 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タイラノ ﾀｲﾗﾉ                
1164 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タカタビ ﾀｶﾀﾋﾞ               
1347 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タカノス ﾀｶﾉｽ                
1368 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タキシタ ﾀｷｼﾀ                
1154 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タキ山 ﾀｷﾔﾏ                
1093 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タキワキ ﾀｷﾜｷ                
1127 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タケ ﾀｹ                  
1076 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 竹ノヲク ﾀｹﾉｵｸ               
1069 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 竹ノクビ ﾀｹﾉｸﾋﾞ              
1152 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タケノマエ ﾀｹﾉﾏｴ               
1068 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 竹ノ向イ ﾀｹﾉﾑｶｲ              
1246 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 竹ヤシキ ﾀｹﾔｼｷ               
1372 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タテイシ ﾀﾃｲｼ                
1342 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 谷浦 ﾀﾆｳﾗ                
1067 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
1358 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タニジリ ﾀﾆｼﾞﾘ               
1091 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タニナカゾ ﾀﾆﾅｶｿﾞ              
1040 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 谷ノ向イ ﾀﾆﾉﾑｶｲ              
1073 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 田ノ上 ﾀﾉｳｴ                
1121 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ タルダニ ﾀﾙﾀﾞﾆ               
1232 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ チガヤノ ﾁｶﾞﾔﾉ               
1223 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ツチノウネ ﾂﾁﾉｳﾈ               
1204 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ツツミ ﾂﾂﾐ                 
1269 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 天神 ﾃﾝｼﾞﾝ               
1319 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ドイ ﾄﾞｲ                 
1137 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ドヲノセ ﾄﾞｵﾉｾ               
1169 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ トヲミノ石 ﾄｵﾐﾉｲｼ              
1081 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ トゴエ ﾄｺﾞｴ                
1151 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ トチノキ ﾄﾁﾉｷ                
1077 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 飛渡ノ上エ ﾄﾋﾞﾜﾀﾘﾉｳｴ           
1159 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ トンバ ﾄﾝﾊﾞ                
1336 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ トンボヲ ﾄﾝﾎﾞｵ               
1321 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ナカ ﾅｶ                  
1263 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中岡 ﾅｶｵｶ                
1218 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中カゲ ﾅｶｶｹﾞ               
1087 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中陰山 ﾅｶｶｹﾞﾔﾏ             
1088 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中陰山タニゾエ ﾅｶｶｹﾞﾔﾏﾀﾆｿﾞｴ        
1140 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中ゴミ ﾅｶｺﾞﾐ               
1153 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中小屋 ﾅｶｺﾞﾔ               
1366 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ナガザコ ﾅｶﾞｻﾞｺ              
1033 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 長砂 ﾅｶﾞｽﾅ               
1189 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中ゾ ﾅｶｿﾞ                
1407 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中ゾアレ ﾅｶｿﾞｱﾚ              
1357 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ナカドイワ ﾅｶﾄﾞｲﾜ              
1125 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中ノハエ ﾅｶﾉﾊｴ               
1086 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中ノ町 ﾅｶﾉﾏﾁ               
1409 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 長橋 ﾅｶﾞﾊｼ               
1228 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中花山 ﾅｶﾊﾅﾔﾏ              
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1113 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中ヒラキ ﾅｶﾋﾗｷ               
1420 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中ヒラキノマエ ﾅｶﾋﾗｷﾉﾏｴ            
1280 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中平松 ﾅｶﾋﾗﾏﾂ              
1163 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 長渕ノ上ヘ ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾉｳﾍ           
1199 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中ミ子 ﾅｶﾐﾈ                
1134 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 中山 ﾅｶﾔﾏ                
1396 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ナカンゴヲ ﾅｶﾝｺﾞｵ              
1339 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ナル ﾅﾙ                  
1250 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 仁イヤ ﾆｲﾔ                 
1314 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ニシウラ ﾆｼｳﾗ                
1333 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 西大荒 ﾆｼｵｵｱﾚ              
1099 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 西ヲオノ ﾆｼｵｵﾉ               
1303 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 西ヲソヂ ﾆｼｵｿﾁﾞ              
1417 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 西カシ ﾆｼｶｼ                
1356 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 西シヤセブ ﾆｼｼﾔｾﾌﾞ             
1130 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 西タイラノ ﾆｼﾀｲﾗﾉ              
1361 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 西ナガサコ ﾆｼﾅｶﾞｻｺ             
1114 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 西ヌタノクボ ﾆｼﾇﾀﾉｸﾎﾞ            
1320 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ニシノヲカ ﾆｼﾉｵｶ               
1377 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヌタ ﾇﾀ                  
1115 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヌタノヲ ﾇﾀﾉｵ                
1158 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヌタノサコ ﾇﾀﾉｻｺ               
1302 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヌベノイシ ﾇﾍﾞﾉｲｼ              
1176 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 根笹 ﾈｻﾞｻ                
1208 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 子ズノモト ﾈｽﾞﾉﾓﾄ              
1161 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ノマズタニ ﾉﾏｽﾞﾀﾆ              
1183 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハエ ﾊｴ                  
1146 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハエクビ ﾊｴｸﾋﾞ               
1197 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハエシリ ﾊｴｼﾘ                
1098 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハシカケ ﾊｼｶｹ                
1075 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハシトコ ﾊｼﾄｺ                
1334 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハチ ﾊﾁ                  
1392 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハチノナロ ﾊﾁﾉﾅﾛ               
1219 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハデトコ ﾊﾃﾞﾄｺ               
1221 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 花山 ﾊﾅﾔﾏ                
1222 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハナヤマ西 ﾊﾅﾔﾏﾆｼ              
1295 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハヤシ ﾊﾔｼ                 
1380 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ハルノキウ ﾊﾙﾉｷｳ               
1413 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒウジアレ ﾋｳｼﾞｱﾚ              
1301 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒウラヤシキ ﾋｳﾗﾔｼｷ              
1156 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東コヲベ ﾋｶﾞｼｺｳﾍﾞ            
1142 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東ゴミ ﾋｶﾞｼｺﾞﾐ             
1381 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東サザレ ﾋｶﾞｼｻｻﾞﾚ            
1128 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東タイラノ ﾋｶﾞｼﾀｲﾗﾉ            
1345 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東タカノス ﾋｶﾞｼﾀｶﾉｽ            
1385 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東ハルノキウ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾉｷｳ           
1236 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東ヒノヂ ﾋｶﾞｼﾋﾉﾁﾞ            
1291 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東ヒラマツ ﾋｶﾞｼﾋﾗﾏﾂ            
1107 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東ムギアレ ﾋｶﾞｼﾑｷﾞｱﾚ           
1046 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ              
1332 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒキチダニ ﾋｷﾁﾀﾞﾆ              
1293 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒナル ﾋﾅﾙ                 
1243 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒノヂ ﾋﾉﾁﾞ                
1108 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒノヂカド ﾋﾉﾁﾞｶﾄﾞ             
1260 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒラキ ﾋﾗｷ                 
1111 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒラキノマエ ﾋﾗｷﾉﾏｴ              
1290 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヒラマツ ﾋﾗﾏﾂ                
1194 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ フカタ ﾌｶﾀ                 
1135 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ フタマタ ﾌﾀﾏﾀ                
1171 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 古田ノ本 ﾌﾙﾀﾉﾓﾄ              
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1354 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 蛇岩 ﾍﾋﾞｲﾜ               
1412 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ボヲダ ﾎﾞｵﾀﾞ               
1274 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ホソザキ ﾎｿｻﾞｷ               
1047 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ホソノ ﾎｿﾉ                 
1363 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ホドノセ ﾎﾄﾞﾉｾ               
1058 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ホリヌキ ﾎﾘﾇｷ                
1188 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 前田 ﾏｴﾀﾞ                
1258 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ マツヲ ﾏﾂｵ                 
1072 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 松山 ﾏﾂﾔﾏ                
1405 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 水ツチ ﾐｽﾞﾂﾁ               
1144 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ミナミ ﾐﾅﾐ                 
1212 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 南カシノ本 ﾐﾅﾐｶｼﾉﾓﾄ            
1207 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 南コノ ﾐﾅﾐｺﾉ               
1328 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 南ダンヂリアレ ﾐﾅﾐﾀﾞﾝﾁﾞﾘｱﾚ         
1045 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 南ノ下 ﾐﾅﾐﾉｼﾀ              
1177 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 南ナル ﾐﾅﾐﾉﾅﾙ              
1044 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 南ノ本 ﾐﾅﾐﾉﾓﾄ              
1414 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 南ヒウジアレ ﾐﾅﾐﾋｳｼﾞｱﾚ           
1338 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 南東浦 ﾐﾅﾐﾋｶﾞｼｳﾗ           
1143 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ              
1331 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ミヤノ下タ ﾐﾔﾉｼﾀ               
1200 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ミヤノマエ ﾐﾔﾉﾏｴ               
1105 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ムギアレ ﾑｷﾞｱﾚ               
1406 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ モミノ本 ﾓﾐﾉﾓﾄ               
1117 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ モミ山 ﾓﾐﾔﾏ                
1344 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヤスバノウネ ﾔｽﾊﾞﾉｳﾈ             
1285 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヤナギノモト ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
1110 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヤナギノワタゼ ﾔﾅｷﾞﾉﾜﾀｾﾞ           
1050 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヤナバ ﾔﾅﾊﾞ                
1297 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 山ノマエ ﾔﾏﾉﾏｴ               
1410 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 弓トリ ﾕﾐﾄﾘ                
1082 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ 弓ヤガホテ ﾕﾐﾔｶﾞﾎﾃ             
1168 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヨケヤノサコ ﾖｹﾔﾉｻｺ              
1268 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヨコイシ ﾖｺｲｼ                
1386 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ヨコミチ ﾖｺﾐﾁ                
1348 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ロクヤシキ ﾛｸﾔｼｷ               
1403 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ロッポヲダニ ﾛﾂﾎﾟｵﾀﾞﾆ            
1120 106天坪 中村大王 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｲｵｳ ワタゼ ﾜﾀｾﾞ                
769 201東本山 杉 スギ 井上 ｲﾉｳｴ                
799 201東本山 杉 スギ ウ子ダ ｳﾈﾀﾞ                
810 201東本山 杉 スギ カキサコ ｶｷｻｺ                
803 201東本山 杉 スギ カマゲタ ｶﾏｹﾞﾀ               
767 201東本山 杉 スギ 上泉 ｶﾐｲｽﾞﾐ              
813 201東本山 杉 スギ 上川成 ｶﾐｶﾜﾅﾙ              
795 201東本山 杉 スギ 上久保 ｶﾐｸﾎﾞ               
806 201東本山 杉 スギ 上堺谷 ｶﾐｻｶｲﾀﾞﾆ            
759 201東本山 杉 スギ 上セト ｶﾐｾﾄ                
760 201東本山 杉 スギ 上成 ｶﾐﾅﾙ                
752 201東本山 杉 スギ 川下 ｶﾜｼﾓ                
798 201東本山 杉 スギ 北洗場 ｷﾀｱﾗｲﾊﾞ             
775 201東本山 杉 スギ 北井口 ｷﾀｲｸﾞﾁ              
817 201東本山 杉 スギ 北押ノ谷 ｷﾀｵｼﾉﾀﾆ             
772 201東本山 杉 スギ 北押ノ谷 ｷﾀｵｽﾉﾀﾆ             
773 201東本山 杉 スギ 北カシノ内 ｷﾀｶｼﾉｳﾁ             
757 201東本山 杉 スギ 北タキ ｷﾀﾀｷ                
754 201東本山 杉 スギ 北竹ノ本 ｷﾀﾀｹﾉﾓﾄ             
792 201東本山 杉 スギ 北立目 ｷﾀﾀﾁﾒ               
753 201東本山 杉 スギ 北畠 ｷﾀﾊﾞﾀｹ              
788 201東本山 杉 スギ キハダ ｷﾊﾀﾞ                
814 201東本山 杉 スギ 下川成 ｼﾓｶﾜﾅﾙ              
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811 201東本山 杉 スギ 下久保 ｼﾓｸﾎﾞ               
807 201東本山 杉 スギ 下堺谷 ｼﾓｻｶｲﾀﾞﾆ            
758 201東本山 杉 スギ 下瀬戸 ｼﾓｾﾄ                
812 201東本山 杉 スギ 下引地 ｼﾓﾋｷﾁ               
768 201東本山 杉 スギ 白尾 ｼﾗｵ                 
771 201東本山 杉 スギ スギミネ ｽｷﾞﾐﾈ               
809 201東本山 杉 スギ 高タビ ﾀｶﾀﾋﾞ               
761 201東本山 杉 スギ タキ ﾀｷ                  
764 201東本山 杉 スギ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ               
781 201東本山 杉 スギ 谷の南 ﾀﾆﾉﾐﾅﾐ              
808 201東本山 杉 スギ トチノ瀬 ﾄﾁﾉｾ                
778 201東本山 杉 スギ 永チダ ﾅｶﾞﾁﾀﾞ              
797 201東本山 杉 スギ 中山 ﾅｶﾔﾏ                
790 201東本山 杉 スギ ナヘラ ﾅﾍﾗ                 
762 201東本山 杉 スギ 西カト ﾆｼｶﾄ                
780 201東本山 杉 スギ 西川ノ谷 ﾆｼｶﾜﾉﾀﾆ             
787 201東本山 杉 スギ 西シノベ ﾆｼｼﾉﾍﾞ              
783 201東本山 杉 スギ 西ホウノ本 ﾆｼﾎｳﾉﾓﾄ             
801 201東本山 杉 スギ ヌタ ﾇﾀ                  
756 201東本山 杉 スギ ヌルイ ﾇﾙｲ                 
796 201東本山 杉 スギ 野久保 ﾉｸﾎﾞ                
791 201東本山 杉 スギ 野ダケ ﾉﾀﾞｹ                
765 201東本山 杉 スギ ハエ ﾊｴ                  
776 201東本山 杉 スギ 橋掛 ﾊｼｶｹ                
804 201東本山 杉 スギ 橋ヶ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾞﾆ             
789 201東本山 杉 スギ 橋床 ﾊｼﾄﾞｺ               
763 201東本山 杉 スギ 東カト ﾋｶﾞｼｶﾄ              
779 201東本山 杉 スギ 東川ノ谷 ﾋｶﾞｼｶﾜﾉﾀﾆ           
782 201東本山 杉 スギ 東ホウノ本 ﾋｶﾞｼﾎｳﾉﾓﾄ           
794 201東本山 杉 スギ 引地 ﾋｷﾁ                 
805 201東本山 杉 スギ 舟鳥 ﾌﾅﾄﾞﾘ               
777 201東本山 杉 スギ 妹地 ﾏｲﾁ                 
802 201東本山 杉 スギ 南洗場 ﾐﾅﾐｱﾗｲﾊﾞ            
784 201東本山 杉 スギ 南井口 ﾐﾅﾐｲｸﾞﾁ             
786 201東本山 杉 スギ 南押ノ谷 ﾐﾅﾐｵｼﾉﾀﾆ            
774 201東本山 杉 スギ 南カシノ内 ﾐﾅﾐｶｼﾉｳﾁ            
785 201東本山 杉 スギ 南シノベ ﾐﾅﾐｼﾉﾍﾞ             
770 201東本山 杉 スギ 南白尾 ﾐﾅﾐｼﾗｵ              
755 201東本山 杉 スギ 南竹ノ本 ﾐﾅﾐﾀｹﾉﾓﾄ            
793 201東本山 杉 スギ 南立目 ﾐﾅﾐﾀﾁﾒ              
766 201東本山 杉 スギ ミ子 ﾐﾈ                  
800 201東本山 杉 スギ ヨコ山 ﾖｺﾔﾏ                
873 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ イタキノ ｲﾀｷﾉ                
872 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ イタキノ道ノ下 ｲﾀｷﾉﾐﾁﾉｼﾀ           
866 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ イチノセ ｲﾁﾉｾ                
864 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ イチノセ西 ｲﾁﾉｾﾆｼ              
851 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 岩ガラ ｲﾜｶﾞﾗ               
827 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ウシカイノ ｳｼｶｲﾉ               
855 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ エノキ谷 ｴﾉｷﾀﾆ               
881 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ エビスアレ ｴﾋﾞｽｱﾚ              
859 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ヲゝナル ｵｵﾅﾙ                
882 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ヲク ｵｸ                  
871 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ヲサキ ｵｻｷ                 
849 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ カキナル ｶｷﾅﾙ                
867 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ カチヤセ ｶﾁﾔｾ                
843 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ カツラ荒 ｶﾂﾗｱﾚ               
844 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ カツラ本 ｶﾂﾗﾓﾄ               
880 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 枯谷 ｶﾚﾀﾞﾆ               
831 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 栗ノ本 ｸﾘﾉﾓﾄ               
832 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 栗ノ本ヲモ田 ｸﾘﾉﾓﾄｵﾓﾀﾞ           
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838 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ クロマツタ ｸﾛﾏﾂﾀ               
868 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ コヲモ ｺｵﾓ                 
842 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ コビ浦 ｺﾋﾞｳﾗ               
862 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 五味田 ｺﾞﾐﾀﾞ               
846 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ コヤトコ ｺﾔﾄｺ                
874 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 小ヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ               
822 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 堺谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ              
884 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 堺谷東 ｻｶｲﾀﾞﾆﾋｶﾞｼ          
823 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 堺谷南 ｻｶｲﾀﾞﾆﾐﾅﾐ           
857 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ サゝノウ子 ｻｻﾉｳﾈ               
835 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 澤 ｻﾜ                  
836 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 澤南 ｻﾜﾐﾅﾐ               
824 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ シイノ ｼｲﾉ                 
865 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ シイヤマ ｼｲﾔﾏ                
875 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ シバツカ ｼﾊﾞﾂｶ               
833 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 鷹場 ﾀｶﾊﾞ                
876 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 谷頭 ﾀﾆｶﾞｼﾗ              
840 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 地礒 ﾁﾞｲｿ                
883 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ツガ山 ﾂｶﾞﾔﾏ               
869 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ツチ山 ﾂﾁﾔﾏ                
847 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ナガヲ ﾅｶﾞｵ                
853 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ               
845 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ナカ山 ﾅｶﾔﾏ                
820 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 怒田久保 ﾇﾀｸﾎﾞ               
821 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 怒田久保東 ﾇﾀｸﾎﾞﾋｶﾞｼ           
877 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ヌタノモト ﾇﾀﾉﾓﾄ               
856 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 子ゝシリ ﾈﾈｼﾘ                
830 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 野窪 ﾉｸﾎﾞ                
829 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 野窪下 ﾉｸﾎﾞｼﾀ              
848 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ハギ ﾊｷﾞ                 
850 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 八王地 ﾊﾁｵｳﾁﾞ              
878 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ハバ ﾊﾊﾞ                 
863 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ              
888 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ヒソヲ ﾋｿｵ                 
834 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 廣澤 ﾋﾛｻﾜ                
889 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ フエバ ﾌｴﾊﾞ                
841 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ フジタキ ﾌｼﾞﾀｷ               
839 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ フタゴ ﾌﾀｺﾞ                
854 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ホヲキ山 ﾎｵｷﾔﾏ               
828 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 本村 ﾎﾝﾑﾗ                
837 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ マガリ ﾏｶﾞﾘ                
858 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ミチトヲ ﾐﾁﾄｵ                
860 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ミチトヲ東 ﾐﾁﾄｵﾋｶﾞｼ            
890 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ                
825 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ              
861 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
879 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ モゝガウ子 ﾓﾓｶﾞｳﾈ              
900 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ヤケダキ ﾔｹﾀﾞｷ               
852 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ヤケダケ ﾔｹﾀﾞｹ               
870 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ                
826 202東本山 小川 ｵｶﾞﾜ 柚山 ﾕｽﾔﾏ                
921 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 市ノ内 ｲﾁﾉｳﾁ               
915 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 井手ノ上 ｲﾃﾞﾉｳｴ              
910 203東本山 津家 ﾂｹﾞ イバ ｲﾊﾞ                 
909 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 畝田 ｳﾈﾀﾞ                
922 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ               
919 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 大野 ｵｵﾉ                 
918 203東本山 津家 ﾂｹﾞ カキナロ ｶｷﾅﾛ                
926 203東本山 津家 ﾂｹﾞ キヂヤ ｷﾁﾞﾔ                
901 203東本山 津家 ﾂｹﾞ サヤノカミ ｻﾔﾉｶﾐ               
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917 203東本山 津家 ﾂｹﾞ シダレガシ ｼﾀﾞﾚｶﾞｼ             
916 203東本山 津家 ﾂｹﾞ シレガサコ ｼﾚｶﾞｻｺ              
913 203東本山 津家 ﾂｹﾞ スゞミドヲ ｽｽﾞﾐﾄﾞｵ             
904 203東本山 津家 ﾂｹﾞ タキノマエ ﾀｷﾉﾏｴ               
927 203東本山 津家 ﾂｹﾞ タワ ﾀﾜ                  
914 203東本山 津家 ﾂｹﾞ チゝナロ ﾁﾁﾅﾛ                
920 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 徳吉 ﾄｸﾖｼ                
905 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 中嶋 ﾅｶｼﾞﾏ               
902 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 永田 ﾅｶﾞﾀ                
911 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 中松場 ﾅｶﾏﾂﾊﾞ              
928 203東本山 津家 ﾂｹﾞ ハチ ﾊﾁ                  
908 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 挽地 ﾋｷﾁ                 
930 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 檜生 ﾋﾉｷｵ                
931 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 古畑 ﾌﾙﾊﾀ                
923 203東本山 津家 ﾂｹﾞ ヘナ ﾍﾅ                  
906 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 松尾 ﾏﾂｵ                 
936 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 松ケ内 ﾏﾂｶﾞｳﾁ              
912 203東本山 津家 ﾂｹﾞ ミヤ ﾐﾔ                  
935 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
925 203東本山 津家 ﾂｹﾞ ヤサ井 ﾔｻｲ                 
929 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 柳窪 ﾔﾅｷﾞｸﾎﾞ             
937 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 柳ノ久保 ﾔﾅｷﾞﾉｸﾎﾞ            
907 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 柚ノ木 ﾕﾉｷ                 
903 203東本山 津家 ﾂｹﾞ 横須 ﾖｺｽ                 
932 203東本山 津家 ﾂｹﾞ ヨコ次 ﾖｺﾂｷﾞ               
964 204東本山 高須 ﾀｶｽ 大ウエ ｵｵｳｴ                
943 204東本山 高須 ﾀｶｽ 大ヒラ ｵｵﾋﾗ                
939 204東本山 高須 ﾀｶｽ 上エコノ本 ｶﾐｴｺﾉﾓﾄ             
944 204東本山 高須 ﾀｶｽ 上大ヒラ ｶﾐｵｵﾋﾗ              
950 204東本山 高須 ﾀｶｽ 上ミ子 ｶﾐﾐﾈ                
956 204東本山 高須 ﾀｶｽ 川端 ｶﾜﾊﾞﾀ               
941 204東本山 高須 ﾀｶｽ 北エゴノ本 ｷﾀｴｺﾞﾉﾓﾄ            
961 204東本山 高須 ﾀｶｽ クモン ｸﾓﾝ                 
972 204東本山 高須 ﾀｶｽ ケタ ｹﾀ                  
962 204東本山 高須 ﾀｶｽ サコ ｻｺ                  
955 204東本山 高須 ﾀｶｽ サコタ ｻｺﾀﾞ                
938 204東本山 高須 ﾀｶｽ 下エコノ本 ｼﾓｴｺﾉﾓﾄ             
959 204東本山 高須 ﾀｶｽ 下竹屋式 ｼﾓﾀｹﾔｼｷ             
967 204東本山 高須 ﾀｶｽ 下屋式 ｼﾓﾔｼｷ               
969 204東本山 高須 ﾀｶｽ 沙ノ本 ｽﾅﾉﾓﾄ               
960 204東本山 高須 ﾀｶｽ 竹屋式 ﾀｹﾔｼｷ               
958 204東本山 高須 ﾀｶｽ タノヲカ ﾀﾉｵｶ                
966 204東本山 高須 ﾀｶｽ タルノ本 ﾀﾙﾉﾓﾄ               
946 204東本山 高須 ﾀｶｽ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ               
947 204東本山 高須 ﾀｶｽ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
971 204東本山 高須 ﾀｶｽ 長タ ﾅｶﾞﾀ                
963 204東本山 高須 ﾀｶｽ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ               
952 204東本山 高須 ﾀｶｽ ニイヤ ﾆｲﾔ                 
940 204東本山 高須 ﾀｶｽ 西エコノ本 ﾆｼｴｺﾉﾓﾄ             
951 204東本山 高須 ﾀｶｽ 西ミ子 ﾆｼﾐﾈ                
954 204東本山 高須 ﾀｶｽ 野窪 ﾉｸﾎﾞ                
945 204東本山 高須 ﾀｶｽ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ               
968 204東本山 高須 ﾀｶｽ ヒラキタ ﾋﾗｷﾀﾞ               
957 204東本山 高須 ﾀｶｽ 弘瀬 ﾋﾛｾ                 
970 204東本山 高須 ﾀｶｽ フトウ ﾌﾄｳ                 
942 204東本山 高須 ﾀｶｽ 南エコノ本 ﾐﾅﾐｴｺﾉﾓﾄ            
953 204東本山 高須 ﾀｶｽ 南タ ﾐﾅﾐﾀﾞ               
965 204東本山 高須 ﾀｶｽ 南屋式 ﾐﾅﾐﾔｼｷ              
948 204東本山 高須 ﾀｶｽ ミ子タ ﾐﾈﾀ                 
949 204東本山 高須 ﾀｶｽ 柳ノ谷 ﾔﾅｷﾞﾉﾀﾆ             
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1003 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ アド ｱﾄﾞ                 
1024 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ アドノ ｱﾄﾞﾉ                
1000 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ アドノセ ｱﾄﾞﾉｾ               
1019 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ イチヤシキ ｲﾁﾔｼｷ               
978 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ イノシタ ｲﾉｼﾀ                
983 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ イノ本 ｲﾉﾓﾄ                
977 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 大谷 ｵｵﾀﾆ                
975 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ヲカタアレ ｵｶﾀｱﾚ               
992 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ヲクタ ｵｸﾀ                 
1023 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ カザアナ ｶｻﾞｱﾅ               
987 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ カサ松 ｶｻﾏﾂ                
1018 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ カナワノセ ｶﾅﾜﾉｾ               
1012 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 上センゾク ｶﾐｾﾝｿﾞｸ             
1010 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ カリヤナル ｶﾘﾔﾅﾙ               
1004 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ カンバノウチ ｶﾝﾊﾞﾉｳﾁ             
1011 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 北ヂノクボ ｷﾀﾁﾞﾉｸﾎﾞ            
986 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 北ヤシキ ｷﾀﾔｼｷ               
988 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ コヲコ岩 ｺｵｺｲﾜ               
974 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ コヲソヲ ｺｵｿｵ                
980 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ コビアナ ｺﾋﾞｱﾅ               
982 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ コヤシキ ｺﾔｼｷ                
993 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ               
991 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ サキウチ ｻｷｳﾁ                
973 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ シイ山 ｼｲﾔﾏ                
1008 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 下松トリ ｼﾓﾏﾂﾄﾘ              
1015 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 城中山 ｼﾛﾅｶﾔﾏ              
1013 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ センゾク ｾﾝｿﾞｸ               
981 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ソラ ｿﾗ                  
1025 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ タビノモト ﾀﾋﾞﾉﾓﾄ              
1016 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ タユウゴミ ﾀﾕｳｺﾞﾐ              
1007 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ タンナル ﾀﾝﾅﾙ                
998 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ トミノ石 ﾄﾐﾉｲｼ               
1021 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ トヤバ ﾄﾔﾊﾞ                
976 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ                
1002 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 中西 ﾅｶﾆｼ                
996 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 中山 ﾅｶﾔﾏ                
1020 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ニシ ﾆｼ                  
995 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 西ニイエ ﾆｼﾆｲｴ               
990 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ               
1014 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ノクボ ﾉｸﾎﾞ                
994 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ノ竹 ﾉﾀｹ                 
979 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ              
989 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 東コヲコ岩 ﾋｶﾞｼｺｵｺｲﾜ           
1005 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ビシャゴ ﾋﾞｼｬｺﾞ              
997 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 檜生 ﾋﾉｷｵ                
1009 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 檜ノ本 ﾋﾉﾓﾄ                
984 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ホドノセ ﾎﾄﾞﾉｾ               
985 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 松ヲカ ﾏﾂｵｶ                
1006 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 松トリ ﾏﾂﾄﾘ                
999 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ ミヤヲク ﾐﾔｵｸ                
1022 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 宮谷 ﾐﾔﾀﾆ                
1017 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
1001 205東本山 日浦 ﾋｳﾗ 村上 ﾑﾗｶﾐ                
1444 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ イカダギ ｲｶﾀﾞｷﾞ              
1452 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ イカダヅ ｲｶﾀﾞﾂﾞ              
1441 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ イカダバ ｲｶﾀﾞﾊﾞ              
1468 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ イシコロビ ｲｼｺﾛﾋﾞ              
1506 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ イタハシ ｲﾀﾊｼ                
1495 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ イノクホ ｲﾉｸﾎ                
1447 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ イノ子 ｲﾉﾈ                 
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1469 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ イモノタニ ｲﾓﾉﾀﾆ               
1496 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ウワイノクホ ｳﾜｲﾉｸﾎ              
1481 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ウワヒキチ ｳﾜﾋｷﾁ               
1485 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ウワヤシキ ｳﾜﾔｼｷ               
1456 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヲヲエ ｵｵｴ                 
1501 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヲヲスミ ｵｵｽﾐ                
1435 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヲヲタヲ ｵｵﾀｵ                
1448 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヲカダ ｵｶﾀﾞ                
1472 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヲカノハナ ｵｶﾉﾊﾅ               
1504 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヲクノジヨシ ｵｸﾉｼﾞﾖｼ             
1446 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ カシゴヤ ｶｼｺﾞﾔ               
1479 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ カシノモト ｶｼﾉﾓﾄ               
1487 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ カヅラセ ｶﾂﾞﾗｾ               
1467 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ カラタニ ｶﾗﾀﾆ                
1507 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ カラタニノオク ｶﾗﾀﾆﾉｵｸ             
1499 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ キタウラ ｷﾀｳﾗ                
1445 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ クサバラ ｸｻﾊﾞﾗ               
1465 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ クラノタニ ｸﾗﾉﾀﾆ               
1457 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ クリノシタ ｸﾘﾉｼﾀ               
1450 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ コウサキ ｺｳｻｷ                
1502 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ コヲスケ ｺｵｽｹ                
1433 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ コヲナル ｺｵﾅﾙ                
1436 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ コヲマタ ｺｵﾏﾀ                
1490 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ サコヲズ ｻｺｵｽﾞ               
1494 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ シタイノクボ ｼﾀｲﾉｸﾎﾞ             
1483 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ シタヒキチ ｼﾀﾋｷﾁ               
1489 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ シタホヲノキ ｼﾀﾎｵﾉｷ              
1464 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ シロヤマ ｼﾛﾔﾏ                
1500 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ                
1443 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ タニタ ﾀﾆﾀ                 
1434 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ タノナル ﾀﾉﾅﾙ                
1431 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ チノゝ ﾁﾉﾉ                 
1498 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ツエノ ﾂｴﾉ                 
1477 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ テンシンノモト ﾃﾝｼﾝﾉﾓﾄ             
1458 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ドヲノモト ﾄﾞｵﾉﾓﾄ              
1453 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ナカイヤ ﾅｶｲﾔ                
1455 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ナカウネ ﾅｶｳﾈ                
1503 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ナカノ ﾅｶﾉ                 
1454 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ナカノウエ ﾅｶﾉｳｴ               
1482 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ナカヒキチ ﾅｶﾋｷﾁ               
1505 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ナノウラ ﾅﾉｳﾗ                
1473 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ニイタノニシ ﾆｲﾀﾉﾆｼ              
1471 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ニイタノマヘ ﾆｲﾀﾉﾏﾍ              
1439 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ニシウラ ﾆｼｳﾗ                
1486 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ニシズミ ﾆｼｽﾞﾐ               
1461 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ニシノミヤ ﾆｼﾉﾐﾔ               
1491 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ニシホヲノキ ﾆｼﾎｵﾉｷ              
1484 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヌシヤ ﾇｼﾔ                 
1460 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヌルイゴミ ﾇﾙｲｺﾞﾐ              
1474 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ノジ ﾉｼﾞ                 
1478 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ハエクビ ﾊｴｸﾋﾞ               
1492 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ハヤシ ﾊﾔｼ                 
1497 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヒカシイノクホ ﾋｶｼｲﾉｸﾎ             
1440 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヒデノ ﾋﾃﾞﾉ                
1488 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ホヲノキ ﾎｵﾉｷ                
1437 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ホリコシ ﾎﾘｺｼ                
1459 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ホンムラ ﾎﾝﾑﾗ                
1442 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ マガリゼ ﾏｶﾞﾘｾﾞ              
1475 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ マトバ ﾏﾄﾊﾞ                
1451 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ミタキガモリ ﾐﾀｷｶﾞﾓﾘ             
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1480 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ミヅタニ ﾐﾂﾞﾀﾆ               
1463 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ミヤノタニ ﾐﾔﾉﾀﾆ               
1466 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ミヤノタニノヲク ﾐﾔﾉﾀﾆﾉｦｸ            
1432 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ミヤノモト ﾐﾔﾉﾓﾄ               
1438 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヤケヤマ ﾔｹﾔﾏ                
1470 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ユミソゲ ﾕﾐｿｹﾞ               
1449 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヨソドノゴミ ﾖｿﾄﾞﾉｺﾞﾐ            
1462 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ロヲシジヤ ﾛｵｼｼﾞﾔ              
1476 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ワリキ ﾜﾘｷ                 
1493 206東本山 葛原 ｶｽﾞﾗﾊﾗ ヲヲアル ｦｦｱﾙ                
1533 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ アサセ ｱｻｾ]                
1536 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ウチナシ ｳﾁﾅｼ                
1512 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ウデイハ ｳﾃﾞｲﾜ               
1526 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ウワクボ ｳﾜｸﾎﾞ               
1530 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ エノキウ子 ｴﾉｷｳﾈ               
1539 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ヲエビウラ ｵｴﾋﾞｳﾗ              
1535 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 大日浦 ｵｵﾋｳﾗ               
1522 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ カクレコヤ ｶｸﾚｺﾔ               
1511 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ カケヤマ ｶｹﾔﾏ                
1528 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 上カラタニ ｶﾐｶﾗﾀﾆ              
1531 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ カラタニ ｶﾗﾀﾆ                
1525 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ カレビ ｶﾚﾋﾞ                
1537 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ サゝノサコ ｻｻﾉｻｺ               
1524 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ シモカレビ ｼﾓｶﾚﾋﾞ              
1519 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ シモ山ヤシキ ｼﾓﾔﾏﾔｼｷ             
1529 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ タケノワリ ﾀｹﾉﾜﾘ               
1520 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ タニヨク ﾀﾆﾖｸ                
1510 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ トイヤシキ ﾄｲﾔｼｷ               
1516 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 中ウデイハ ﾅｶｳﾃﾞｲﾜ             
1518 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 仁井田 ﾆｲﾀﾞ                
1513 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 西ウデイハ ﾆｼｳﾃﾞｲﾜ             
1509 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 西ノナル ﾆｼﾉﾅﾙ               
1527 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ヌタ山 ﾇﾀﾔﾏ                
1514 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 東ウデイハ ﾋｶﾞｼｳﾃﾞｲﾜ           
1534 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ヒルノサコ ﾋﾙﾉｻｺ               
1521 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ マエダ ﾏｴﾀﾞ                
1532 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ミズノモト ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
1523 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ミセマチダ ﾐｾﾏﾁﾀﾞ              
1517 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 南ヨシノモト ﾐﾅﾐﾖｼﾉﾓﾄ            
1538 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ 向アサセ ﾑｶｲｱｻｾ              
1515 207東本山 式岩 ｼｷｲﾜ ヨシノモト ﾖｼﾉﾓﾄ               
1724 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 秋森 ｱｷﾓﾘ                
1664 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ アタゴ山 ｱﾀｺﾞﾔﾏ              
1560 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 池ノサコ ｲｹﾉｻｺ               
1625 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 池ノ元 ｲｹﾉﾓﾄ               
1598 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 石水山 ｲｼﾐｽﾞﾔﾏ             
1683 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ イノウエ ｲﾉｳｴ                
1676 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ イバ ｲﾊﾞ                 
1703 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ イマゼ ｲﾏｾﾞ                
1612 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上エ畝田 ｳｴｳﾈﾀﾞ              
1732 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ヘヲゝタア ｳｴｵｵﾀｱ              
1556 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ヲキナレ ｳｴｵｷﾅﾚ              
1665 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上栢ノ橋 ｳｴｶｼﾜﾉﾊﾞｼ           
1689 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上カレビ ｳｴｶﾚﾋﾞ              
1779 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上桐ノ本 ｳｴｷﾘﾉﾓﾄ             
1783 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ヘザアノモト ｳｴｻﾞｱﾉﾓﾄ            
1751 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上佐コダ ｳｴｻｺﾀﾞ              
1579 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上エ三本松 ｳｴｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ           
1767 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上高モリ ｳｴﾀｶﾓﾘ              
1649 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上タキバチヤ ｳｴﾀｷﾊﾞﾁﾔ            
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1655 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上竹ノ首 ｳｴﾀｹﾉｸﾋﾞ            
1821 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ヘタヤノモト ｳｴﾀﾔﾉﾓﾄ             
1738 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上トデガタイラ ｳｴﾄﾃﾞｶﾞﾀｲﾗ          
1660 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ハヲゝトヲ ｳｴﾊｵｵﾄｵ             
1702 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ウツギョヲ ｳﾂｷﾞﾖｦ              
1558 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ウ子 ｳﾈ                  
1768 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ヘ黒岩 ｳﾍｸﾛｲﾜ              
1759 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ヘタキノ上ヘ ｳﾍﾀｷﾉｳﾍ             
1634 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ヘタヤノモト ｳﾍﾀﾔﾉﾓﾄ             
1730 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 馬路 ｳﾏｼﾞ                
1621 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲゝ畝子 ｵｵｳﾈ                
1547 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 王子屋式 ｵｵｼﾞﾔｼｷ             
1716 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 大屋 ｵｵﾔ                 
1715 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 大屋畝子 ｵｵﾔｳﾈ               
1698 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲゝヤヂ ｵｵﾔﾁﾞ               
1829 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲヽヤノ畝子 ｵｵﾔﾉｳﾈ              
1680 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲカ ｵｶ                  
1589 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲク北ホリ田ノ畝子 ｵｸｷﾀﾎﾘﾀﾉｳﾈ          
1673 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 奥里根 ｵｸｻﾄﾈ               
1588 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲクホリ田ノ畝子 ｵｸﾎﾘﾀﾉｳﾈ            
1718 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲチアイ ｵﾁｱｲ                
1574 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲモ田 ｵﾓﾀﾞ                
1728 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヲヤシキ ｵﾔｼｷ                
1608 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カイケノモト ｶｲｹﾉﾓﾄ              
1597 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 柿ナル ｶｷﾅﾙ                
1726 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カゲ ｶｹﾞ                 
1719 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 梶ヶ久保 ｶｼﾞｶﾞｸﾎﾞ            
1546 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カシノキ渡瀬 ｶｼﾉｷﾜﾀｾﾞ            
1824 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カヂヤイ ｶｼﾞﾔｲ               
1639 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カヂヤイ ｶﾁﾞﾔｲ               
1789 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 鹿子ガモリ ｶﾉｺｶﾞﾓﾘ             
1576 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上赤土畝 ｶﾐｱｶﾂﾁｳﾈ            
1785 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上赤土畝 ｶﾐｱｶﾂﾁﾉｳﾈ           
1687 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上浅瀬 ｶﾐｱｻｾﾞ              
1747 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上池ノ内 ｶﾐｲｹﾉｳﾁ             
1754 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ミ池ノ久保 ｶﾐｲｹﾉｸﾎﾞ            
1721 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カミカゲ ｶﾐｶｹﾞ               
1744 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上桐ノ本 ｶﾐｷﾘﾉﾓﾄ             
1605 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上己家床 ｶﾐｺﾔﾄｺ              
1762 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上沢ノ元ト ｶﾐｻﾜﾉﾓﾄ             
1573 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上シリナシヲ ｶﾐｼﾘﾅｼｵ             
1616 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上土山 ｶﾐﾂﾁﾔﾏ              
1813 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ミ中畝子 ｶﾐﾅｶｳﾈ              
1693 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ミ中野 ｶﾐﾅｶﾉ               
1623 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ミニヤタ ｶﾐﾆﾔﾀ               
1695 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ミ野地 ｶﾐﾉﾁﾞ               
1633 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ミハナセ ｶﾐﾊﾅｾ               
1543 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上ミホドノセ ｶﾐﾎﾄﾞﾉｾ             
1587 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上横石 ｶﾐﾖｺｲｼ              
1618 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 上領知 ｶﾐﾘｮｳﾁ              
1570 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 亀渡瀬 ｶﾒﾜﾀｾ               
1611 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カラガトヲ ｶﾗｶﾞﾄｵ              
1736 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ                
1610 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カリヤガトヲ ｶﾘﾔｶﾞﾄｵ             
1688 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ カレビ ｶﾚﾋﾞ                
1717 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 川崎 ｶﾜｻｷ                
1643 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 岸シタ ｷｼｼﾀ                
1603 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 北谷奥 ｷﾀﾀﾆｵｸ              
1551 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 北戸屋森 ｷﾀﾄﾔﾓﾘ              
1661 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 北長佐古 ｷﾀﾅｶﾞｻｺ             
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1710 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ キタノヂ ｷﾀﾉﾁﾞ               
1562 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 北水持 ｷﾀﾐｽﾞﾓﾁ             
1741 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 北向キ ｷﾀﾑｷ                
1682 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 貴入道 ｷﾆｭｳﾄﾞ              
1776 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 栗リ田ノ畝子 ｸﾘﾀﾉｳﾈ              
1681 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ コヲナル ｺｵﾅﾙ                
1652 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ コヂヤシキ ｺﾁﾞﾔｼｷ              
1604 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 己家床 ｺﾔﾄｺ                
1672 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ サガノ ｻｶﾞﾉ                
1780 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ サコダ ｻｺﾀﾞ                
1671 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 笹山 ｻｻﾔﾏ                
1541 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ シイ山 ｼｲﾔﾏ                
1607 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ シガキ ｼｶﾞｷ                
1740 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下池ノ久保 ｼﾀｲｹﾉｸﾎﾞ            
1810 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モ畝田 ｼﾀｳﾈﾀﾞ              
1733 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下ヲゝタア ｼﾀｵｵﾀｱ              
1659 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下ヲゝトヲ ｼﾀｵｵﾄｵ              
1720 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下カゲ ｼﾀｶｹﾞ               
1666 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下栢ノ橋 ｼﾀｶｼﾜﾉﾊﾞｼ           
1742 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下桐ノ本 ｼﾀｷﾘﾉﾓﾄ             
1786 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ黒岩 ｼﾀｸﾛｲﾊ              
1765 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ黒岩 ｼﾀｸﾛｲﾜ              
1793 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ沢ノ本 ｼﾀｻｱﾉﾓﾄ             
1764 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ沢ノ本 ｼﾀｻﾜﾉﾓﾄ             
1578 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下三本松 ｼﾀｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ           
1766 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ高モリ ｼﾀﾀｶﾓﾘ              
1771 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タタキバチヤ ｼﾀﾀｷﾊﾞﾁﾔ            
1654 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下竹ノ首 ｼﾀﾀｹﾉｸﾋﾞ            
1758 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タタキノ上ヘ ｼﾀﾀﾀｷﾉｳｴ            
1615 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ土山 ｼﾀﾂﾁﾔﾏ              
1737 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タトデガタイラ ｼﾀﾄﾃﾞｶﾞﾀｲﾗ          
1569 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タトンバ ｼﾀﾄﾝﾊﾞ              
1624 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タニヤタ ｼﾀﾆﾔﾀ               
1548 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ平松 ｼﾀﾋﾗﾏﾂ              
1553 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下ホガ野 ｼﾀﾎｶﾞﾉ              
1647 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下堀田 ｼﾀﾎﾘﾀ               
1638 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ丸田 ｼﾀﾏﾙﾀ               
1685 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下タ水ノ元ト ｼﾀﾐｽﾞﾉﾓﾄ            
1563 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下水持 ｼﾀﾐｽﾞﾓﾁ             
1637 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モハナセ ｼﾀﾓﾊﾅｾ              
1620 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下領知 ｼﾀﾘｮｳﾁ              
1714 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 島田 ｼﾏﾀﾞ                
1650 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ シメヤシキ ｼﾒﾔｼｷ               
1575 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下赤土畝 ｼﾓｱｶﾂﾁｳﾈ            
1784 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下赤土畝 ｼﾓｱｶﾂﾁﾉｳﾈ           
1686 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モ浅セ ｼﾓｱｻｾ               
1748 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下池ノ内 ｼﾓｲｹﾉｳﾁ             
1613 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モ畝田 ｼﾓｳﾈﾀﾞ              
1555 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モヲキナレ ｼﾓｵｷﾅﾚ              
1750 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下佐古田 ｼﾓｻｺﾀﾞ              
1636 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モタヤノモト ｼﾓﾀﾔﾉﾓﾄ             
1692 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モ中野 ｼﾓﾅｶﾉ               
1614 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モ中ノ畝子 ｼﾓﾅｶﾉｳﾈ             
1823 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モハナセ ｼﾓﾊﾅｾ               
1542 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 下モホドノセ ｼﾓﾎﾄﾞﾉｾ             
1572 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ シリナシヲ ｼﾘﾅｼｵ               
1668 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 新宅 ｼﾝﾀｸ                
1657 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ シンベエトヲ ｼﾝﾍﾞｴﾄｵ             
1606 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ スゞガモト ｽｽﾞｶﾞﾓﾄ             
1713 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ソラ ｿﾗ                  
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1757 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ               
1648 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ タキバチヤ ﾀｷﾊﾞﾁﾔ              
1708 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 竹ノ前 ﾀｹﾉﾏｴ               
1602 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
1678 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ               
1627 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ツゝラ ﾂﾂﾞﾗ                
1709 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ツゝロ ﾂﾂﾛ                 
1772 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ツゞロノウ子 ﾂﾂﾞﾛﾉｳﾈ             
1644 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 椿谷 ﾂﾊﾞｷﾀﾞﾆ             
1706 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ デキヤ ﾃﾞｷﾔ                
1609 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ トカリ岩 ﾄｶﾘｲﾜ               
1711 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ トコナベ ﾄｺﾅﾍﾞ               
1749 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ トコナベ畝 ﾄｺﾅﾍﾞｳﾈ             
1554 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 戸屋森 ﾄﾔｶﾞﾓﾘ              
1727 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
1629 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 中ヲヲナロ ﾅｶｵｵﾅﾛ              
1743 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 中桐ノ本 ﾅｶｷﾘﾉﾓﾄ             
1662 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ               
1723 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 中シヤシキ ﾅｶｼﾔｼｷ              
1594 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 中トンバ ﾅｶﾄﾝﾊﾞ              
1691 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 中カノ西山 ﾅｶﾉﾆｼﾔﾏ             
1775 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ナカミ子 ﾅｶﾐﾈ                
1674 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 中ム子 ﾅｶﾑﾈ                
1599 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ナルタ ﾅﾙﾀ                 
1722 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 仁井ヤ ﾆｲﾔ                 
1795 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西上エ鹿子ガモリ ﾆｼｳｴｶﾉｶﾞﾓﾘ          
1590 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西上エ鹿子ガモリ ﾆｼｳｴｶﾉｺｶﾞﾓﾘ         
1631 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西大ナロ ﾆｼｵｵﾅﾛ              
1825 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西鹿子ガモリ ﾆｼｶﾉｺｶﾞﾓﾘ           
1641 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西コクソヲ ﾆｼｺｸｿｵ              
1653 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西コヂヤシキ ﾆｼｺﾁﾞﾔｼｷ            
1591 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西鹿子ガモリ ﾆｼｼｶﾉｺｶﾞﾓﾘ          
1600 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西谷奥 ﾆｼﾀﾆｵｸ              
1774 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西谷山 ﾆｼﾀﾆﾔﾏ              
1663 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西土山 ﾆｼﾂﾁﾔﾏ              
1593 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西トンバ ﾆｼﾄﾝﾊﾞ              
1697 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西中野 ﾆｼﾅｶﾉ               
1701 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西野 ﾆｼﾉ                 
1725 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西谷 ﾆｼﾉﾀﾆ               
1699 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西ノナロ ﾆｼﾉﾅﾛ               
1549 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西平松 ﾆｼﾋﾗﾏﾂ              
1582 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西堀田畝 ﾆｼﾎﾘﾀｳﾈ             
1564 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 西水持 ﾆｼﾐｽﾞﾓﾁ             
1817 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 廿代 ﾆｼﾞﾕｳﾀﾞｲ            
1619 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ニラグサ ﾆﾗｸﾞｻ               
1763 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヌタノヤスバ ﾇﾀﾉﾔｽﾊﾞ             
1753 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 野久保 ﾉｸﾎﾞ                
1756 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ノコシリ ﾉｺｼﾘ                
1645 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ノサデ ﾉｻﾃﾞ                
1705 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 野地 ﾉﾁﾞ                 
1700 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 野地ウラ ﾉﾁﾞｳﾗ               
1581 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ハエノナロ ﾊｴﾉﾅﾛ               
1592 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ハチクノサコ ﾊﾁｸﾉｻｺ              
1739 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ハナノ石 ﾊﾅﾉｲｼ               
1567 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ハナヤスメ ﾊﾅﾔｽﾒ               
1583 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ              
1545 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東王子屋敷 ﾋｶﾞｼｵｵｼﾞﾔｼｷ         
1760 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東ヲゝタラ ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾗ            
1628 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東ヲヲナロ ﾋｶﾞｼｵｵﾅﾛ            
1559 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東ヲク ﾋｶﾞｼｵｸ              
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1642 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東コクソヲ ﾋｶﾞｼｺｸｿｵ            
1577 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東三本松 ﾋｶﾞｼｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ         
1584 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東下タ堀田ノ畝 ﾋｶﾞｼｼﾓﾀﾎﾘﾀﾉｳﾈ       
1658 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東シンベエトヲ ﾋｶﾞｼｼﾝﾍﾞｴﾄｵ         
1769 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東高森 ﾋｶﾞｼﾀｶﾓﾘ            
1761 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東瀧ノ上 ﾋｶﾞｼﾀｷﾉｳｴ           
1601 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東谷奥 ﾋｶﾞｼﾀﾆｵｸ            
1561 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東野 ﾋｶﾞｼﾉ               
1568 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東ハナヤスメ ﾋｶﾞｼﾊﾅﾔｽﾒ           
1550 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東平松 ﾋｶﾞｼﾋﾗﾏﾂ            
1585 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東堀リ田 ﾋｶﾞｼﾎﾘﾀ             
1777 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東ホリタノ畝子 ﾋｶﾞｼﾎﾘﾀﾉｳﾈ          
1746 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東ヤスバ畝子 ﾋｶﾞｼﾔｽﾊﾞﾉｳﾈ         
1640 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 東山ノ神 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾉｶﾐ           
1667 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヒソガウチ ﾋｿｶﾞｳﾁ              
1696 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 開野 ﾋﾗｷﾉ                
1770 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヒロニハ ﾋﾛﾆﾊ                
1684 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ フキノナル ﾌｷﾉﾅﾙ               
1707 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 船窪 ﾌﾅｸﾎﾞ               
1729 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヘンロイシ ﾍﾝﾛｲｼ               
1704 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ホヲノコミ ﾎｵﾉｺﾐ               
1552 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ホガ野 ﾎｶﾞﾉ                
1646 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 堀田 ﾎﾘﾀ                 
1622 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ               
1656 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ マルタ畝子 ﾏﾙﾀｳﾈ               
1565 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 水持 ﾐｽﾞﾓﾁ               
1595 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 道アイ ﾐﾁｱｲ                
1755 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 御手渡瀬 ﾐﾃﾜﾀｾ               
1630 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 南ヲヲナロ ﾐﾅﾐｵｵﾅﾛ             
1557 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 南ヲキナレ ﾐﾅﾐｵｷﾅﾚ             
1571 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 南ヲク ﾐﾅﾐｵｸ               
1712 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 南ソラ ﾐﾅﾐｿﾗ               
1566 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 南花ヤスメ ﾐﾅﾐﾊﾅﾔｽﾒ            
1580 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ミノコシ ﾐﾉｺｼ                
1675 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 宮ノサコ ﾐﾔﾉｻｺ               
1694 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 宮ノナロ ﾐﾔﾉﾅﾛ               
1651 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 夫婦石 ﾐｮｳﾄｲｼ              
1690 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 向アサビ ﾑｶｲｱｻｾﾞ             
1632 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 元大ナロ ﾓﾄｵｵﾅﾛ              
1635 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 元丸田 ﾓﾄﾏﾙﾀ               
1731 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ モリイシ ﾓﾘｲｼ                
1734 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 役地 ﾔｸﾁ                 
1669 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 休場石 ﾔｽﾊﾞｲｼ              
1745 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 休場ノ畝 ﾔｽﾊﾞﾉｳﾈ             
1670 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヤスバノナロ ﾔｽﾊﾞﾉﾅﾛ             
1735 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ヤノキ子 ﾔﾉｷﾈ                
1586 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 横石 ﾖｺｲｼ                
1677 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 淀 ﾖﾄﾞ                 
1679 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ ロチ里根 ﾛﾁｻﾄﾈ               
1752 208東本山 穴内 ｱﾅﾅｲ 和久保 ﾜｸﾎﾞ                
1864 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 井下北屋 ｲﾉｼﾀｷﾀﾔ             
1859 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ                
1887 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 井ノホテ ｲﾉﾎﾃ                
1889 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 今宮 ｲﾏﾐﾔ                
1849 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 井ヤマ ｲﾔﾏ                 
1892 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ イラノ谷 ｲﾗﾉﾀﾆ               
1854 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ウシロ ｳｼﾛ                 
1900 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ウストコノ上 ｳｽﾄｺﾉｶﾐ             
1879 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ウチヲキ ｳﾁｵｷ                
1866 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ウ子 ｳﾈ                  
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1891 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 大コノ ｵｵｺﾉ                
1917 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 大隅 ｵｵｽﾐ                
1908 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 大滝 ｵｵﾀｷ                
1914 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 大田山 ｵｵﾀﾔﾏ               
1932 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 大捻梅 ｵｵﾈﾝﾊﾞｲ             
1850 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 大ヒラ ｵｵﾋﾗ                
1910 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ヲウマツサコ ｵｵﾏﾂｻｺ              
1915 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 大森司 ｵｵﾓﾘｼ               
1882 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 大和田 ｵｵﾜﾀﾞ               
1853 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ヲカタアレ ｵｶﾀｱﾚ               
1919 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ヲモ田 ｵﾓﾀ                 
1881 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 柿ノ向 ｶｷﾉﾑｺｳ              
1930 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 上大隅 ｶﾐｵｵｽﾐ              
1872 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 上サセブ ｶﾐｻｾﾌﾞ              
1867 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 上谷 ｶﾐﾀﾆ                
1933 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 上保場 ｶﾐﾔｽﾊﾞ              
1878 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ キシノシタ ｷｼﾉｼﾀ               
1846 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 北中屋 ｷﾀﾅｶﾔ               
1880 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 北屋田 ｷﾀﾔﾀﾞ               
1894 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ クツレイワ ｸﾂﾚｲﾜ               
1895 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 黄金山 ｺｶﾞﾈﾔﾏ              
1865 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 五反田 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ              
1884 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ コノ ｺﾉ                  
1863 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ゴマ ｺﾞﾏ                 
1860 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 古味 ｺﾐ                  
1858 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ コミアレ ｺﾐｱﾚ                
1862 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ コミノオク ｺﾐﾉｵｸ               
1922 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 古屋 ｺﾔ                  
1857 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ゴヤシキ ｺﾞﾔｼｷ               
1903 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ サセフ山 ｻｾﾌﾔﾏ               
1890 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 下今宮 ｼﾓｲﾏﾐﾔ              
1918 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 下大隅 ｼﾓｵｵｽﾐ              
1885 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 下コノ ｼﾓｺﾉ                
1856 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 下後屋敷 ｼﾓｺﾞﾔｼｷ             
1871 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 下サセブ ｼﾓｻｾﾌﾞ              
1898 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 図子 ｽﾞｼ                 
1852 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ タカヤナギ ﾀｶﾔﾅｷﾞ              
1907 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ タキノナル ﾀｷﾉﾅﾙ               
1911 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ チヤバタケ ﾁﾔﾊﾞﾀｹ              
1902 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 茶羅林 ﾁｬﾗﾘﾝ               
1926 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 堂切 ﾄﾞｳｷﾞﾘ              
1920 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 堂平 ﾄﾞｳﾋﾗ               
1901 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ トヲナル ﾄｵﾅﾙ                
1874 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ナカヲク ﾅｶｵｸ                
1904 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 中畑 ﾅｶﾊﾞﾀｹ              
1877 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ナカヤ ﾅｶﾔ                 
1934 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 中保場 ﾅｶﾔｽﾊﾞ              
1931 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 西大隅 ﾆｼｵｵｽﾐ              
1851 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ニシサコ ﾆｼｻｺ                
1923 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 西谷 ﾆｼﾀﾆ                
1929 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 西堂切 ﾆｼﾄﾞｳｷﾞﾘ            
1924 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 西深 ﾆｼﾌｶ                
1870 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 西松ガ野 ﾆｼﾏﾂｶﾞﾉ             
1855 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ヌメリ石 ﾇﾒﾘｲｼ               
1905 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 捻梅 ﾈﾝﾊﾞｲ               
1848 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ハヤクビ ﾊﾔｸﾋﾞ               
1861 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ヒラキ ﾋﾗｷ                 
1921 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 深田 ﾌｶﾀ                 
1913 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 富士見屋敷 ﾌｼﾞﾐﾔｼｷ             
1906 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ フヂガウチ ﾌﾁﾞｶﾞｳﾁ             
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1847 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ フデヤ ﾌﾃﾞﾔ                
1897 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 本図子 ﾎﾝｽﾞｼ               
1869 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 松ガ野 ﾏﾂｶﾞﾉ               
1888 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 的場 ﾏﾄﾊﾞ                
1896 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ マトバ山 ﾏﾄﾊﾞﾔﾏ              
1893 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 水ノ上 ﾐｽﾞﾉｳｴ              
1883 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
1936 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 溝ノ口 ﾐｿﾞﾉｸﾁ              
1886 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 向田 ﾑｺｳﾀ                
1845 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 目附 ﾒﾂｷ                 
1868 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 本上谷 ﾓﾄｶﾐﾀﾞﾆ             
1899 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ モミサコ ﾓﾐｻｺ                
1945 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ モヽサコ ﾓﾓｻｺ                
1912 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 森司 ﾓﾘｼ                 
1937 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ヤクチ ﾔｸﾁ                 
1928 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 休場 ﾔｽﾊﾞ                
1916 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 柳澤 ﾔﾅｷﾞｻﾜ              
1873 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ユグチ ﾕｸﾞﾁ                
1925 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ユヅリハ ﾕﾂﾞﾘﾊ               
1876 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 横野 ﾖｺﾉ                 
1875 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 横野山 ﾖｺﾉﾔﾏ               
1909 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ ヨコバタケ ﾖｺﾊﾞﾀｹ              
1935 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 和田奥 ﾜﾀﾞｵｸ               
1938 209東本山 和田 ﾜﾀﾞ 和田原 ﾜﾀﾞﾊﾗ               
1986 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ アゲバ ｱｹﾞﾊﾞ               
1975 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ アリノサコ ｱﾘﾉｻｺ               
1998 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 磯谷山 ｲｿﾀﾞﾆﾔﾏ             
1968 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 市荒 ｲﾁｱﾚ                
1965 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 市ノ内 ｲﾁﾉｳﾁ               
1982 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 井ツチガキ ｲﾂﾁｶﾞｷ              
1977 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 井デ口 ｲﾃﾞｸﾞﾁ              
1981 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ イノキヤシキ ｲﾉｷﾔｼｷ              
1967 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 大荒 ｵｵｱﾚ                
1958 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 岡田 ｵｶﾀﾞ                
1989 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ ヲスノタワ ｵｽﾉﾀﾜ               
1979 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ ヲモウチ ｵﾓｳﾁ                
1985 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ カシヂヤシキ ｶｼﾁﾞﾔｼｷ             
1978 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ カンバ山 ｶﾝﾊﾞﾔﾏ              
1973 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ ギヤシキ ｷﾞﾔｼｷ               
1972 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 栗ノ窪 ｸﾘﾉｸﾎﾞ              
1961 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 栗ノ下 ｸﾘﾉｼﾀ               
1954 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 栗ノ本地 ｸﾘﾉﾓﾄﾁ              
1949 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ クワノサコ ｸﾜﾉｻｺ               
1947 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ コヲナル ｺｵﾅﾙ                
1988 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ               
1962 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 下モ屋敷 ｼﾀﾓﾔｼｷ              
1957 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 下ノ地 ｼﾓﾉﾁ                
1960 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ              
1980 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 鈴ノ本 ｽｽﾞﾉﾓﾄ              
1987 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ スロヲガ滝 ｽﾛｵｶﾞﾀﾞｷ            
1956 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 瀬ノ上 ｾﾉｶﾐ                
1952 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 高須瀧 ﾀｶｽﾀｷ               
1971 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 竹ノ本 ﾀｹﾉﾓﾄ               
1955 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 竹ノ本地 ﾀｹﾉﾓﾄﾁ              
1991 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 立テ石 ﾀﾁｲｼ                
1948 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ               
1959 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ タワゴエ ﾀﾜｺﾞｴ               
1984 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ トヲノヤシキ ﾄｵﾉﾔｼｷ              
1953 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 仲ベヤ ﾅｶﾍﾞﾔ               
1970 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 西ヲコ ﾆｼｵｺ                



大豊町の大字・字一覧

2016/8/16 32/97 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字 大字読み 小字名 小字読み 摘要

1996 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ ニシコヤトコ ﾆｼｺﾔﾄｺ              
1963 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 西サコ ﾆｼｻｺ                
1950 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 西地ノサコ ﾆｼﾁﾉｻｺ              
1974 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ               
1976 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 二ツ石 ﾆﾂｲｼ                
1995 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ ヒエナル ﾋｴﾅﾙ                
1997 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 東ノ窪 ﾋｶﾞｼﾉｸﾎﾞ            
1951 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ ヒラキ ﾋﾗｷ                 
1983 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ ホヲシウ ﾎｵｼｳ                
1994 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ マイケ瀧 ﾏｲｹﾀﾞｷ              
1966 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ               
1992 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ マロヲノ ﾏﾛｵﾉ                
1964 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
1993 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 桃ノサコ ﾓﾓﾉｻｺ               
1969 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 弓木ノ瀧 ﾕｷﾞﾉﾀｷ              
1990 210東本山 磯谷 ｲｿﾀﾞﾆ 渡瀬 ﾜﾀｾ                 
2068 211東本山 尾生 ｵｵ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ               
2033 211東本山 尾生 ｵｵ 有ノタ ｱﾘﾉﾀ                
2055 211東本山 尾生 ｵｵ イチノ山口 ｲﾁﾉﾔﾏｸﾞﾁ            
2071 211東本山 尾生 ｵｵ イヅミガサコ ｲﾂﾞﾐｶﾞｻｺ            
2031 211東本山 尾生 ｵｵ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ                
2032 211東本山 尾生 ｵｵ 井ノ向イ ｲﾉﾑｶｲ               
2051 211東本山 尾生 ｵｵ イボダキ ｲﾎﾞﾀﾞｷ              
2001 211東本山 尾生 ｵｵ ウハナル ｳﾊﾅﾙ                
2052 211東本山 尾生 ｵｵ 馬木ノ本 ｳﾏｷﾉﾓﾄ              
2028 211東本山 尾生 ｵｵ 大アレ ｵｵｱﾚ                
2006 211東本山 尾生 ｵｵ 大井屋敷 ｵｵｲﾔｼｷ              
2013 211東本山 尾生 ｵｵ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ               
2044 211東本山 尾生 ｵｵ ヲヲタキ ｵｵﾀｷ                
1999 211東本山 尾生 ｵｵ 大モク ｵｵﾓｸ                
2007 211東本山 尾生 ｵｵ 岡 ｵｶ                  
2076 211東本山 尾生 ｵｵ 岡ヲ ｵｶｵ                 
2010 211東本山 尾生 ｵｵ 岡ノ前 ｵｶﾉﾏｴ               
2062 211東本山 尾生 ｵｵ カキノサコ ｶｷﾉｻｺ               
2037 211東本山 尾生 ｵｵ カゲノ ｶｹﾞﾉ                
2048 211東本山 尾生 ｵｵ 重岩 ｶｻﾈｲﾜ               
2026 211東本山 尾生 ｵｵ カマガタニ ｶﾏｶﾞﾀﾆ              
2043 211東本山 尾生 ｵｵ キヤケダニ ｷﾔｹﾀﾞﾆ              
2080 211東本山 尾生 ｵｵ クスウノヲ ｸｽｳﾉｵ               
2065 211東本山 尾生 ｵｵ 楠木 ｸｽﾉｷ                
2005 211東本山 尾生 ｵｵ クラツバ ｸﾗﾂﾊﾞ               
2067 211東本山 尾生 ｵｵ コオナル ｺｵﾅﾙ                
2059 211東本山 尾生 ｵｵ 小松荒 ｺﾏﾂｱﾚ               
2082 211東本山 尾生 ｵｵ コヤノアレ ｺﾔﾉｱﾚ               
2042 211東本山 尾生 ｵｵ ササノウ子 ｻｻﾉｳﾈ               
2074 211東本山 尾生 ｵｵ 三ノ山 ｻﾝﾉﾔﾏ               
2054 211東本山 尾生 ｵｵ シイノ休バ ｼｲﾉﾔｽﾊﾞ             
2025 211東本山 尾生 ｵｵ シタラカシ ｼﾀﾗｶｼ               
2057 211東本山 尾生 ｵｵ シモアレ ｼﾓｱﾚ                
2049 211東本山 尾生 ｵｵ 下休石 ｼﾓﾔｽﾐｲｼ             
2019 211東本山 尾生 ｵｵ 下ヨシノモト ｼﾓﾖｼﾉﾓﾄ             
2012 211東本山 尾生 ｵｵ シロ山 ｼﾛﾔﾏ                
2030 211東本山 尾生 ｵｵ スゲンゾヲ ｽｹﾞﾝｿﾞｵ             
2081 211東本山 尾生 ｵｵ スズ山 ｽｽﾞﾔﾏ               
2016 211東本山 尾生 ｵｵ セン丈ガナル ｾﾝｼﾞｮｳｶﾞﾅﾙ          
2023 211東本山 尾生 ｵｵ センボン ｾﾝﾎﾞﾝ               
2035 211東本山 尾生 ｵｵ タキジタ ﾀｷｼﾞﾀ               
2009 211東本山 尾生 ｵｵ 谷ノ内 ﾀﾆﾉｳﾁ               
2040 211東本山 尾生 ｵｵ ヅシノモト ﾂﾞｼﾉﾓﾄ              
2024 211東本山 尾生 ｵｵ トコロサコ ﾄｺﾛｻｺ               
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2061 211東本山 尾生 ｵｵ トヲシンジヤ ﾄｦｼﾝｼﾞﾔ             
2027 211東本山 尾生 ｵｵ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
2041 211東本山 尾生 ｵｵ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ               
2020 211東本山 尾生 ｵｵ ナガゼマチ ﾅｶﾞｾﾞﾏﾁ             
2045 211東本山 尾生 ｵｵ ナカノタ ﾅｶﾉﾀ                
2015 211東本山 尾生 ｵｵ ナスビトヲゲ ﾅｽﾋﾞﾄｵｹﾞ            
2069 211東本山 尾生 ｵｵ 西アレ ﾆｼｱﾚ                
2014 211東本山 尾生 ｵｵ 西大カゲ ﾆｼｵｵｶｹﾞ             
2011 211東本山 尾生 ｵｵ 西ノ岡 ﾆｼﾉｵｶ               
2004 211東本山 尾生 ｵｵ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ               
2070 211東本山 尾生 ｵｵ ネズミノタキ ﾈｽﾞﾐﾉﾀｷ             
2047 211東本山 尾生 ｵｵ ノギシ ﾉｷﾞｼ                
2003 211東本山 尾生 ｵｵ 野久保 ﾉｸﾎﾞ                
2066 211東本山 尾生 ｵｵ ノクボヂ ﾉｸﾎﾞﾁﾞ              
2053 211東本山 尾生 ｵｵ 野地岡荒 ﾉｼﾞｵｶｱﾚ             
2002 211東本山 尾生 ｵｵ 野地岡 ﾉﾁﾞｵｶ               
2064 211東本山 尾生 ｵｵ 野々畝 ﾉﾉｳﾈ                
2056 211東本山 尾生 ｵｵ ノボリタテ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ              
2036 211東本山 尾生 ｵｵ ハシガタニ ﾊｼｶﾞﾀﾆ              
2063 211東本山 尾生 ｵｵ ハナガノ ﾊﾅｶﾞﾉ               
2073 211東本山 尾生 ｵｵ 日浦山 ﾋｳﾗﾔﾏ               
2072 211東本山 尾生 ｵｵ 東ノ森 ﾋｶﾞｼﾉﾓﾘ             
2000 211東本山 尾生 ｵｵ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ             
2034 211東本山 尾生 ｵｵ ヒシヤゴ ﾋｼﾔｺﾞ               
2039 211東本山 尾生 ｵｵ 古岩屋 ﾌﾙｲﾜﾔ               
2021 211東本山 尾生 ｵｵ 松木ナル ﾏﾂｷﾅﾙ               
2046 211東本山 尾生 ｵｵ 松ノ休バ ﾏﾂﾉﾔｽﾊﾞ             
2038 211東本山 尾生 ｵｵ ミセマチダ ﾐｾﾏﾁﾀﾞ              
2058 211東本山 尾生 ｵｵ ム子ビヨゴ ﾑﾈﾋﾞﾖｺﾞ             
2008 211東本山 尾生 ｵｵ モンノシタ ﾓﾝﾉｼﾀ               
2050 211東本山 尾生 ｵｵ 休石 ﾔｽﾐｲｼ               
2017 211東本山 尾生 ｵｵ 柳ノサコ ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ             
2060 211東本山 尾生 ｵｵ 山ノ口 ﾔﾏﾉｸﾁ               
2029 211東本山 尾生 ｵｵ ヨコアレ ﾖｺｱﾚ                
2022 211東本山 尾生 ｵｵ ヨコウ子 ﾖｺｳﾈ                
2018 211東本山 尾生 ｵｵ ヨシノモト ﾖｼﾉﾓﾄ               
2087 212東本山 谷 ﾀﾆ 芦谷 ｱｼﾀﾞﾆ               
2098 212東本山 谷 ﾀﾆ アリノ谷 ｱﾘﾉﾀﾆ               
2097 212東本山 谷 ﾀﾆ ウシロヤ ｳｼﾛﾔ                
2101 212東本山 谷 ﾀﾆ 大西 ｵｵﾆｼ                
2094 212東本山 谷 ﾀﾆ ヲクビ ｵｸﾋﾞ                
2099 212東本山 谷 ﾀﾆ ヲメヤジ ｵﾒﾔｼﾞ               
2104 212東本山 谷 ﾀﾆ 柿ノサコ ｶｷﾉｻｺ               
2100 212東本山 谷 ﾀﾆ 木ノ下 ｷﾉｼﾀ                
2084 212東本山 谷 ﾀﾆ 黒岩 ｸﾛｲﾜ                
2088 212東本山 谷 ﾀﾆ サルガタキ ｻﾙｶﾞﾀｷ              
2096 212東本山 谷 ﾀﾆ セノウラ ｾﾉｳﾗ                
2095 212東本山 谷 ﾀﾆ タルウ子 ﾀﾙｳﾈ                
2083 212東本山 谷 ﾀﾆ 長岩 ﾅｶﾞｲﾜ               
2105 212東本山 谷 ﾀﾆ ナブラタニ ﾅﾌﾞﾗﾀﾆ              
2106 212東本山 谷 ﾀﾆ ナマタワラ ﾅﾏﾀﾜﾗ               
2089 212東本山 谷 ﾀﾆ 西クレ石 ﾆｼｸﾚｲｼ              
2091 212東本山 谷 ﾀﾆ 東カシヤ ﾋｶﾞｼｶｼﾔ             
2086 212東本山 谷 ﾀﾆ 東クレ石 ﾋｶﾞｼｸﾚｲｼ            
2090 212東本山 谷 ﾀﾆ 東込 ﾋｶﾞｼｺﾞﾐ             
2085 212東本山 谷 ﾀﾆ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ              
2092 212東本山 谷 ﾀﾆ 引地谷 ﾋｷﾁﾀﾞﾆ              
2102 212東本山 谷 ﾀﾆ 水船 ﾐｽﾞﾌﾞﾈ              
2093 212東本山 谷 ﾀﾆ モミカウチ ﾓﾐｶｳﾁ               
2107 212東本山 谷 ﾀﾆ モミガウ子 ﾓﾐｶﾞｳﾈ              
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2103 212東本山 谷 ﾀﾆ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ               
2110 213東本山 谷・古味 ﾀﾆ　ｺﾐ ゴミ地 ｺﾞﾐﾁ                
2113 213東本山 谷・古味 ﾀﾆ　ｺﾐ サコダ ｻｺﾀﾞ                
2108 213東本山 谷・古味 ﾀﾆ　ｺﾐ スサキ ｽｻｷ                 
2112 213東本山 谷・古味 ﾀﾆ　ｺﾐ 地榮 ﾁｻｶｴ                
2109 213東本山 谷・古味 ﾀﾆ　ｺﾐ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ              
2111 213東本山 谷・古味 ﾀﾆ　ｺﾐ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ              
2140 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ               
2248 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ アレタ ｱﾚﾀ                 
2249 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ アレタノサコ ｱﾚﾀﾉｻｺ              
2241 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イゝモリ ｲｲﾓﾘ                
2155 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イケナカ ｲｹﾅｶ                
2192 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イシゴミ ｲｼｺﾞﾐ               
2263 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イシノカワ ｲｼﾉｶﾜ               
2141 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イチザコ ｲﾁｻﾞｺ               
2125 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イヅミノタニ ｲﾂﾞﾐﾉﾀﾆ             
2171 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ イノタニ ｲﾉﾀﾆ                
2253 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘヲゝサコ ｳｴｵｵｻｺ              
2233 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウエカクレゴヤ ｳｴｶｸﾚｺﾞﾔ            
2251 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘスイドタ ｳｴｽｲﾄﾞﾀ             
2258 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘツゞラノサコ ｳｴﾂﾂﾞﾗﾉｻｺ           
2256 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウエハイトコ ｳｴﾊｲﾄｺ              
2209 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウエハンゾ ｳｴﾊﾝｿﾞ              
2221 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウエフグシボリ ｳｴﾌｸﾞｼﾎﾞﾘ           
2193 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘイシノコミ ｳﾍｲｼﾉｺﾐ             
2229 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘヲヲタニ ｳﾍｵｵﾀﾆ              
2244 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘサバイダ ｳﾍｻﾊﾞｲﾀﾞ            
2144 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘヒラセ ｳﾍﾋﾗｾ               
2134 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘフユノノ ｳﾍﾌﾕﾉﾉ              
2190 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウヘマツノモト ｳﾍﾏﾂﾉﾓﾄ             
2126 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウワイツミノ谷 ｳﾜｲﾂﾐﾉﾀﾆ            
2132 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウワイノナル ｳﾜｲﾉﾅﾙ              
2225 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウワガヤノサコ ｳﾜｶﾞﾔﾉｻｺ            
2220 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ウワマツトリ ｳﾜﾏﾂﾄﾘ              
2170 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ エドノイシ ｴﾄﾞﾉｲｼ              
2131 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ エビスタキ ｴﾋﾞｽﾀｷ              
2123 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲウサクラ ｵｳｻｸﾗ               
2236 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲゝケタ ｵｵｹﾀ                
2119 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲヲゴミ ｵｵｺﾞﾐ               
2252 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲゝサコ ｵｵｻｺ                
2130 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲヲシロ ｵｵｼﾛ                
2172 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲゝスミ ｵｵｽﾐ                
2228 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲゝタニ ｵｵﾀﾆ                
2197 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲカノマワリ ｵｶﾉﾏﾜﾘ              
2174 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲソダニ ｵｿﾀﾞﾆ               
2184 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヲチアイ ｵﾁｱｲ                
2167 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カイダテ ｶｲﾀﾞﾃ               
2226 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カキノタワ ｶｷﾉﾀﾜ               
2199 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カゲ ｶｹﾞ                 
2176 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カゲマサゴナ ｶｹﾞﾏｻｺﾞﾅ            
2201 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カゲヤシキ ｶｹﾞﾔｼｷ              
2166 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カジアゲ ｶｼﾞｱｹﾞ              
2146 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カミヤシキノミネ ｶﾐﾔｼｷﾉﾐﾈ            
2135 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カヤノキ ｶﾔﾉｷ                
2224 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ カヤノサコ ｶﾔﾉｻｺ               
2260 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ 川口南 ｶﾜｸﾞﾁﾐﾅﾐ            
2164 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ キシジタ ｷｼｼﾞﾀ               
2180 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ クボ ｸﾎﾞ                 
2133 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ クラカゼ ｸﾗｶｾﾞ               
2118 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ クリノウシロ ｸﾘﾉｳｼﾛ              
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2204 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ クリノタニ ｸﾘﾉﾀﾆ               
2195 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ クルマノタニ ｸﾙﾏﾉﾀﾆ              
2177 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ クワノタニ ｸﾜﾉﾀﾆ               
2189 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ケタダ ｹﾀﾀﾞ                
2198 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ コイケノモト ｺｲｹﾉﾓﾄ              
2194 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ゴヲガタキ ｺﾞｵｶﾞﾀｷ             
2136 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ コヲヤドヲ ｺｵﾔﾄﾞｵ              
2243 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ サバイダ ｻﾊﾞｲﾀﾞ              
2153 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シイノカワ ｼｲﾉｶﾜ               
2196 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタイシノコミ ｼﾀｲｼﾉｺﾐ             
2128 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタイノナル ｼﾀｲﾉﾅﾙ              
2232 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタヲゝタニ ｼﾀｵｵﾀﾆ              
2234 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタカクレゴヤ ｼﾀｶｸﾚｺﾞﾔ            
2227 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタガヤノサコ ｼﾀｶﾞﾔﾉｻｺ            
2208 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタハンゾラ ｼﾀﾊﾝｿﾞﾗ             
2242 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタヒノクチ ｼﾀﾋﾉｸﾁ              
2217 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタフグシボリ ｼﾀﾌｸﾞｼﾎﾞﾘ           
2152 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シタヤマノカミ ｼﾀﾔﾏﾉｶﾐ             
2212 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ               
2142 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シモゴミ ｼﾓｺﾞﾐ               
2215 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シモゼイ ｼﾓｾﾞｲ               
2181 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ シモノクボ ｼﾓﾉｸﾎﾞ              
2138 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ジヤシキ ｼﾞﾔｼｷ               
2235 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ジンガモリ ｼﾞﾝｶﾞﾓﾘ             
2250 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ スイドダ ｽｲﾄﾞﾀﾞ              
2127 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ スギノサコ ｽｷﾞﾉｻｺ              
2156 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ スナダ ｽﾅﾀﾞ                
2214 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ センダチ ｾﾝﾀﾞﾁ               
2213 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ センタチアレ ｾﾝﾀﾁｱﾚ              
2122 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タテイシ ﾀﾃｲｼ                
2159 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タナダ ﾀﾅﾀﾞ                
2158 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タノモト ﾀﾉﾓﾄ                
2173 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ タルガウエ ﾀﾙｶﾞｳｴ              
2259 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ツゞラノサコ ﾂﾂﾞﾗﾉｻｺ             
2168 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ トクゾヲ ﾄｸｿﾞｵ               
2254 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ トリゴヘ ﾄﾘｺﾞｴ               
2257 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ トリコエノサコ ﾄﾘｺｴﾉｻｺ             
2139 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ トリゴヘノタワ ﾄﾘｺﾞﾍﾉﾀﾜ            
2223 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナカアイ ﾅｶｱｲ                
2230 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナカヲゝタニ ﾅｶｵｵﾀﾆ              
2120 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナガクボ ﾅｶﾞｸﾎﾞ              
2185 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナカゾヲ ﾅｶｿﾞｵ               
2216 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナカノセ ﾅｶﾉｾ                
2238 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナカハンゾヲ ﾅｶﾊﾝｿﾞｵ             
2163 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナカンゴヲ ﾅｶﾝｺﾞｵ              
2148 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ナベラノタニ ﾅﾍﾞﾗﾉﾀﾆ             
2182 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ニイダ ﾆｲﾀﾞ                
2202 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ニシウラ ﾆｼｳﾗ                
2187 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ニシザコ ﾆｼｻﾞｺ               
2117 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ニシノビラ ﾆｼﾉﾋﾞﾗ              
2237 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ニシハンゾヲ ﾆｼﾊﾝｿﾞｵ             
2147 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ 子ツノタワ ﾈﾂﾉﾀﾜ               
2240 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ 子ンダイラ ﾈﾝﾀﾞｲﾗ              
2169 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ノダケ ﾉﾀﾞｹ                
2116 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ノビラ ﾉﾋﾞﾗ                
2255 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ハイトコ ﾊｲﾄｺ                
2246 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ハヘノモト ﾊﾍﾉﾓﾄ               
2207 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ハンゾヲ ﾊﾝｿﾞｵ               
2115 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒガシウラ ﾋｶﾞｼｳﾗ              
2200 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒガシカゲ ﾋｶﾞｼｶｹﾞ             
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2205 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒガシクリノタニ ﾋｶﾞｼｸﾘﾉﾀﾆ           
2191 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒヂヤ ﾋﾁﾞﾔ                
2206 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ                
2143 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒラセ ﾋﾗｾ                 
2239 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒラミ ﾋﾗﾐ                 
2186 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒラヤ ﾋﾗﾔ                 
2160 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヒロンゾヲ ﾋﾛﾝｿﾞｵ              
2218 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ フグシボリ ﾌｸﾞｼﾎﾞﾘ             
2178 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ フタマタ ﾌﾀﾏﾀ                
2211 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ フナバ ﾌﾅﾊﾞ                
2210 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ フナバノケタ ﾌﾅﾊﾞﾉｹﾀ             
2137 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ フユノノチ ﾌﾕﾉﾉﾁ               
2222 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ フルタノサコ ﾌﾙﾀﾉｻｺ              
2150 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヘンロユハヤ ﾍﾝﾛﾕﾊﾔ              
2129 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ボンナル ﾎﾞﾝﾅﾙ               
2175 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ マサゴナ ﾏｻｺﾞﾅ               
2219 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ マツトリ ﾏﾂﾄﾘ                
2188 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ               
2165 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ マミノイシ ﾏﾐﾉｲｼ               
2247 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ミナミヤマノカミ ﾐﾅﾐﾔﾏﾉｶﾐ            
2261 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ 宮ケ平 ﾐﾔｶﾞﾋﾗ              
2161 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ミヤノナル ﾐﾔﾉﾅﾙ               
2162 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ミヤノヒラ ﾐﾔﾉﾋﾗ               
2179 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ミヤノモト ﾐﾔﾉﾓﾄ               
2149 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ムマノヨケ ﾑﾏﾉﾖｹ               
2157 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ムメノモト ﾑﾒﾉﾓﾄ               
2183 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ モトドイ ﾓﾄﾄﾞｲ               
2121 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヤヲレ ﾔｵﾚ                 
2145 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヤシキノミネ ﾔｼｷﾉﾐﾈ              
2154 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヤバシラ ﾔﾊﾞｼﾗ               
2151 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヤマノカミ ﾔﾏﾉｶﾐ               
2203 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ユノコミ ﾕﾉｺﾐ                
2124 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ヨシノ ﾖｼﾉ                 
2114 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ロクロギ ﾛｸﾛｷﾞ               
2231 214東本山 川口 ｶﾜｸﾞﾁ ワラビノ ﾜﾗﾋﾞﾉ               
2350 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ アカメ ｱｶﾒ                 
2338 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ アテヤマ ｱﾃﾔﾏ                
2361 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ アリヲカ ｱﾘｵｶ                
2400 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ アレバノサコ ｱﾚﾊﾞﾉｻｺ             
2292 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ イシガマ ｲｼｶﾞﾏ               
2278 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ イシガマノカミ ｲｼｶﾞﾏﾉｶﾐ            
2277 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ イシガマノシモ ｲｼｶﾞﾏﾉｼﾓ            
2339 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ イヅミヤブノカミ ｲﾂﾞﾐﾔﾌﾞﾉｶﾐ          
2340 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ イヅミヤブノシモ ｲﾂﾞﾐﾔﾌﾞﾉｼﾓ          
2270 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ イバノシタ ｲﾊﾞﾉｼﾀ              
2396 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ イヤマ ｲﾔﾏ                 
2347 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ イワゴロ ｲﾜｺﾞﾛ               
2297 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ウチノ ｳﾁﾉ                 
2288 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ウトギヤマ ｳﾄｷﾞﾔﾏ              
2409 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ウマブネ ｳﾏﾌﾞﾈ               
2394 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ウメガタニ ｳﾒｶﾞﾀﾆ              
2359 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ウリウノシモ ｳﾘｳﾉｼﾓ              
2360 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ウリウノヤシキ ｳﾘｳﾉﾔｼｷ             
2357 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ウリウノヤマ ｳﾘｳﾉﾔﾏ              
2281 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲゝジ ｵｵｼﾞ                
2410 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲゝトヲ ｵｵﾄｵ                
2372 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲゝニシ ｵｵﾆｼ                
2303 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲカ ｵｶ                  
2386 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲキガタニ ｵｷｶﾞﾀﾆ              
2399 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲキノタニヒウラ ｵｷﾉﾀﾆﾋｳﾗ            
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2315 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲク ｵｸ                  
2322 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲクセリ ｵｸｾﾘ                
2316 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲクノサコ ｵｸﾉｻｺ               
2329 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲグルス ｵｸﾞﾙｽ               
2401 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヲリトヲ ｵﾘﾄｵ                
2351 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カイケノヤマ ｶｲｹﾉﾔﾏ              
2376 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カキノナル ｶｷﾉﾅﾙ               
2349 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カゲ ｶｹﾞ                 
2413 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カゲジヨン ｶｹﾞｼﾞﾖﾝ
2392 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カゲバタケ ｶｹﾞﾊﾞﾀｹ             
2331 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カゲム子 ｶｹﾞﾑﾈ               
2291 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カシズカ ｶｼｽﾞｶ               
2378 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カシノヤスバ ｶｼﾉﾔｽﾊﾞ             
2335 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カジヤ ｶｼﾞﾔ                
2328 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カシヤマグチ ｶｼﾔﾏｸﾞﾁ             
2398 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カミアレ ｶﾐｱﾚ                
2336 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カミカワ ｶﾐｶﾜ                
2365 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カミザイケ ｶﾐｻﾞｲｹ              
2285 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ カワヲク ｶﾜｵｸ                
2344 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ キタムキ ｷﾀﾑｷ                
2345 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ キタムキノシモ ｷﾀﾑｷﾉｼﾓ             
2319 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ クロ ｸﾛ                  
2355 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ケゴヤ ｹｺﾞﾔ                
2312 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ケタ ｹﾀ                  
2403 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コエトヲ ｺｴﾄｵ                
2408 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コヲナル ｺｵﾅﾙ                
2369 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コヲヤ ｺｵﾔ                 
2382 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コヲヤアレ ｺｵﾔｱﾚ               
2368 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コヲヤヒガシ ｺｵﾔﾋｶﾞｼ             
2391 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ゴヲロクビ ｺﾞｵﾛｸﾋﾞ             
2300 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コカシ ｺｶｼ                 
2301 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コカシノカミ ｺｶｼﾉｶﾐ              
2414 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ               
2309 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コヤノモト ｺﾔﾉﾓﾄ               
2381 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ コワナル ｺﾜﾅﾙ                
2327 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ サガイ ｻｶﾞｲ                
2356 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ サカブチ ｻｶﾌﾞﾁ               
2323 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ サカリ ｻｶﾘ                 
2287 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ サカリノヤマ ｻｶﾘﾉﾔﾏ              
2395 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ サキノクボ ｻｷﾉｸﾎﾞ              
2363 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ サキマツヲ ｻｷﾏﾂｵ               
2380 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ サシデ ｻｼﾃﾞ                
2321 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ サデ ｻﾃﾞ                 
2407 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ シモニイダ ｼﾓﾆｲﾀﾞ              
2358 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ジヤブチ ｼﾞﾔﾌﾞﾁ              
2333 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ シヨダニ ｼﾖﾀﾞﾆ               
2334 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ シヨダニシモ ｼﾖﾀﾞﾆｼﾓ             
2290 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ジンノ ｼﾞﾝﾉ                
2289 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ セリヤム ｾﾘﾔﾑ                
2320 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ タエンナル ﾀｴﾝﾅﾙ               
2305 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ タカガム ﾀｶｶﾞﾑ               
2404 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ タカハシダニ ﾀｶﾊｼﾀﾞﾆ             
2280 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ タニヲク ﾀﾆｵｸ                
2279 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ タニヲクノカミ ﾀﾆｵｸﾉｶﾐ             
2273 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ タニヲクシモ ﾀﾆｦｸｼﾓ              
2343 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ タラヤブ ﾀﾗﾔﾌﾞ               
2389 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ツクボ ﾂｸﾎﾞ                
2304 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ツボクリノイワ ﾂﾎﾞｸﾘｲﾜ             
2264 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ テラダノカミ ﾃﾗﾀﾞﾉｶﾐ             
2265 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ テラダノシモ ﾃﾗﾀﾞﾉｼﾓ             
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2267 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ドイキタ ﾄﾞｲｷﾀ               
2272 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ドイノヲシロ ﾄﾞｲﾉｵｼﾛ             
2268 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ドイヒガシシタ ﾄﾞｲﾋｶﾞｼｼﾀ           
2370 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ドヲノモト ﾄﾞｵﾉﾓﾄ              
2276 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ トコナベカミ ﾄｺﾅﾍﾞｶﾐ             
2275 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ トコナベシモ ﾄｺﾅﾍﾞｼﾓ             
2324 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ トチヲ ﾄﾁｵ                 
2314 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ トチノナル ﾄﾁﾉﾅﾙ               
2307 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ トヤバ ﾄﾔﾊﾞ                
2294 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ                
2416 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ナカゾー ﾅｶｿﾞｳ               
2379 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ナダニ ﾅﾀﾞﾆ                
2411 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ナゝウラヤマ ﾅﾅｳﾗﾔﾏ              
2295 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ナルフチ ﾅﾙﾌﾁ                
2405 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ニイダ ﾆｲﾀﾞ                
2330 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ニヲガウチヤマ ﾆｵｶﾞｳﾁﾔﾏ            
2298 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ニシ ﾆｼ                  
2274 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ニシダニ ﾆｼﾀﾞﾆ               
2302 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ニシノカワ ﾆｼﾉｶﾜ               
2308 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ 子ノシタ ﾈﾉｼﾀ                
2397 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ノクボ ﾉｸﾎﾞ                
2342 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ノダケ ﾉﾀﾞｹ                
2346 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ノダケヒガシ ﾉﾀﾞｹﾋｶﾞｼ            
2341 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ハエノウシロ ﾊｴﾉｳｼﾛ              
2348 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ハシカケ ﾊｼｶｹ                
2332 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ハシトコ ﾊｼﾄｺ                
2412 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ハッチヨヲ ﾊｯﾁｮｵ               
2366 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヒガシ ﾋｶﾞｼ                
2337 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヒガシサコ ﾋｶﾞｼｻｺ              
2271 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヒビワラ ﾋﾋﾞﾜﾗ               
2352 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヒラキ ﾋﾗｷ                 
2390 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヒラノ ﾋﾗﾉ                 
2377 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ビルダニ ﾋﾞﾙﾀﾞﾆ              
2293 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ フキダニ ﾌｷﾀﾞﾆ               
2266 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ フルボ ﾌﾙﾎﾞ                
2283 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ フルヤジ ﾌﾙﾔｼﾞ               
2371 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ボヲ ﾎﾞｵ                 
2387 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ホガザコ ﾎｶﾞｻﾞｺ              
2326 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ホソアレ ﾎｿｱﾚ                
2385 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ホソノ ﾎｿﾉ                 
2384 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ホソノヲモザコ ﾎｿﾉｵﾓｻﾞｺ            
2269 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ マエゴヤシ ﾏｴｺﾞﾔｼ              
2310 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ マエナカヤ ﾏｴﾅｶﾔ               
2311 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ マエナカヤシモ ﾏｴﾅｶﾔｼﾓ             
2367 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ マツヲ ﾏﾂｵ                 
2383 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ マツノサコ ﾏﾂﾉｻｺ               
2286 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ マツバイ ﾏﾂﾊﾞｲ               
2374 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ マツバウ子 ﾏﾂﾊﾞｳﾈ              
2317 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ マトイハ ﾏﾄｲﾊ                
2306 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ミツドダキ ﾐﾂﾄﾞﾀﾞｷ             
2373 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ミヤノナル ﾐﾔﾉﾅﾙ               
2406 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ミヤノモト ﾐﾔﾉﾓﾄ               
2299 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ミヨガ ﾐﾖｶﾞ                
2415 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ モミノウネ ﾓﾐﾉｳﾈ               
2388 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヤソバノウ子 ﾔｿﾊﾞﾉｳﾈ             
2393 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ               
2313 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ユノウラ ﾕﾉｳﾗ                
2325 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヨコアレ ﾖｺｱﾚ                
2318 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヨコト ﾖｺﾄ                 
2353 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヨシガタキ ﾖｼｶﾞﾀｷ              
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2296 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ヨシノモト ﾖｼﾉﾓﾄ               
2375 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ リウヲヤマ ﾘｳｵﾔﾏ               
2362 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ワサビ ﾜｻﾋﾞ                
2284 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ワダ ﾜﾀﾞ                 
2282 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ワダミナミ ﾜﾀﾞﾐﾅﾐ              
2402 215東本山 立川上名 ﾀﾁﾞｶﾜｶﾐﾐｮｳ ワラビヤマ ﾜﾗﾋﾞﾔﾏ              
2438 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ アワアレ ｱﾊｱﾚ                
2449 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イカノタニ ｲｶﾉﾀﾆ               
2600 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イチノセ ｲﾁﾉｾ                
2601 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イチノセシモ ｲﾁﾉｾｼﾓ              
2603 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イチノセヤマ ｲﾁﾉｾﾔﾏ              
2599 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イデノナロ ｲﾃﾞﾉﾅﾛ              
2485 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イマニシ ｲﾏﾆｼ                
2486 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イマニシタニ ｲﾏﾆｼﾀﾆ              
2487 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イマニシタニノシタ ｲﾏﾆｼﾀﾆﾉｼﾀ           
2466 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イミギ ｲﾐｷﾞ                
2471 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ イラタニ ｲﾗﾀﾆ                
2423 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ウエノヤマ ｳｴﾉﾔﾏ               
2448 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ウシゼキ ｳｼｾﾞｷ               
2455 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ウハヤナギノサコ ｳﾊﾔﾅｷﾞﾉｻｺ           
2555 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ウブヤノタニ ｳﾌﾞﾔﾉﾀﾆ             
2483 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ウルシノミゾ ｳﾙｼﾉﾐｿﾞ             
2569 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ウワトチノモト ｳﾜﾄﾁﾉﾓﾄ             
2435 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ウワマツガノ ｳﾜﾏﾂｶﾞﾉ             
2467 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ エノキ ｴﾉｷ                 
2469 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ エノキノウエ ｴﾉｷﾉｳｴ              
2468 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ エノキノマエ ｴﾉｷﾉﾏｴ              
2459 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ エンマノゝ ｴﾝﾏﾉﾉ               
2553 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲヲコノ ｵｵｺﾉ                
2444 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲゝノ ｵｵﾉ                 
2427 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲゝヤスバ ｵｵﾔｽﾊﾞ              
2542 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲカ ｵｶ                  
2529 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲカタアレ ｵｶﾀｱﾚ               
2531 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲカタレヒウラ ｵｶﾀﾚﾋｳﾗ             
2544 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲキ ｵｷ                  
2516 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲクノカミ ｵｸﾉｶﾐ               
2515 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲクヤシキ ｵｸﾔｼｷ               
2514 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲクヤシキノシタ ｵｸﾔｼｷﾉｼﾀ            
2576 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲチアイ ｵﾁｱｲ                
2492 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲヒウラ ｵﾋｳﾗ                
2479 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲモ ｵﾓ                  
2432 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲモウネ ｵﾓｳﾈ                
2480 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヲモヤシキ ｵﾓﾔｼｷ               
2558 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カガミヒラヤ ｶｶﾞﾐﾋﾗﾔ             
2562 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カキノサコ ｶｷﾉｻｺ               
2566 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カキノナロ ｶｷﾉﾅﾛ               
2521 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カキノモトカゲ ｶｷﾉﾓﾄｶｹﾞ            
2554 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カケイツミ ｶｹｲﾂﾐ               
2512 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カゲヲ ｶｹﾞｵ                
2598 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カゲノ ｶｹﾞﾉ                
2445 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カケノナル ｶｹﾉﾅﾙ               
2546 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カケヒ ｶｹﾋ                 
2426 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カサマツ ｶｻﾏﾂ                
2465 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カシハエ ｶｼﾊｴ                
2519 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カマノタニ ｶﾏﾉﾀﾆ               
2530 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カミヲカタレ ｶﾐｵｶﾀﾚ              
2557 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カミコヲナル ｶﾐｺｵﾅﾙ              
2526 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カミシテウ子 ｶﾐｼﾃｳﾈ              
2527 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カミワノタキ ｶﾐﾜﾉﾀｷ              
2428 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カヤノサコ ｶﾔﾉｻｺ               
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2528 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カヤノタキ ｶﾔﾉﾀｷ               
2420 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カリヤ ｶﾘﾔ                 
2430 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ カワヲク ｶﾜｵｸ                
2511 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ キクノミヤシモ ｷｸﾉﾐﾔｼﾓ             
2604 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ キクノミヤノシモ ｷｸﾉﾐﾔﾉｼﾓ            
2422 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ キタウラ ｷﾀｳﾗ                
2473 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ キタムキ ｷﾀﾑｷ                
2475 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ キタムキノシタ ｷﾀﾑｷﾉｼﾀ             
2587 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ キトウラ ｷﾄｳﾗ                
2547 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ クズノ ｸｽﾞﾉ                
2447 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ クニギ ｸﾆｷﾞ                
2431 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ クリノカワ ｸﾘﾉｶﾜ               
2524 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ クロイワ ｸﾛｲﾜ                
2504 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ゴヲガキカケ ｺﾞｵｶﾞｷｶｹ            
2506 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ゴヲガキサコ ｺﾞｵｶﾞｷｻｺ            
2419 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ コヲサキ ｺｵｻｷ                
2440 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ コヲマタ ｺｵﾏﾀ                
2442 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ゴゝジャヒウラ ｺﾞｺﾞｼﾞｬﾋｳﾗ          
2589 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ コノ ｺﾉ                  
2573 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ コバタケ ｺﾊﾞﾀｹ               
2456 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ サクラ ｻｸﾗ                 
2441 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ササガムネ ｻｻｶﾞﾑﾈ              
2581 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ サデ ｻﾃﾞ                 
2470 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ サルモリ ｻﾙﾓﾘ                
2517 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シシアソビ ｼｼｱｿﾋﾞ              
2425 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シタ ｼﾀ                  
2434 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シタマツガノ ｼﾀﾏﾂｶﾞﾉ             
2525 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シテウ子 ｼﾃｳﾈ                
2568 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シデナロ ｼﾃﾞﾅﾛ               
2451 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ジヌシ ｼﾞﾇｼ                
2450 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シノベ ｼﾉﾍﾞ                
2488 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シハンバウネ ｼﾊﾝﾊﾞｳﾈ             
2559 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シモコヲナル ｼﾓｺｵﾅﾙ              
2429 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シモトエ ｼﾓﾄｴ                
2579 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シモニシ ｼﾓﾆｼ                
2508 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シモヤイヅミタニ ｼﾓﾔｲﾂﾞﾐﾀﾆ           
2503 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ               
2482 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ショケンクビ ｼｮｹﾝｸﾋﾞ             
2570 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シヨジヤシキ ｼﾖｼﾞﾔｼｷ             
2484 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ジョノー ｼﾞｮﾉｰ               
2462 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ショブ ｼﾖﾌﾞ                
2464 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シヨフクチ ｼﾖﾌｸﾁ               
2596 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ジロカウチ ｼﾞﾛｶｳﾁ              
2476 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ シンタク ｼﾝﾀｸ                
2421 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ スギノシタ ｽｷﾞﾉｼﾀ              
2496 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ スズノキ ｽｽﾞﾉｷ               
2497 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ スズノキヤマ ｽｽﾞﾉｷﾔﾏ             
2458 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ スズノタワ ｽｽﾞﾉﾀﾜ              
2550 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ スマロキ ｽﾏﾛｷ                
2461 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ セトノウ子 ｾﾄﾉｳﾈ               
2520 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ センド ｾﾝﾄﾞ                
2424 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ               
2565 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ タケノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ               
2580 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ タケヤシキ ﾀｹﾔｼｷ               
2501 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ タテイソ ﾀﾃｲｿ                
2567 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ タテキ ﾀﾃｷ                 
2518 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ タルノウエ ﾀﾙﾉｳｴ               
2433 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ チガヤ ﾁｶﾞﾔ                
2502 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ チヤビラキ ﾁﾔﾋﾞﾗｷ              
2548 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヂヨシ ﾁﾞﾖｼ                
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2509 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ツクリミチ ﾂｸﾘﾐﾁ               
2439 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ツバキヤマ ﾂﾊﾞｷﾔﾏ              
2474 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ツヘ ﾂﾍ                  
2545 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ツヘノナル ﾂﾍﾉﾅﾙ               
2494 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ テラジ ﾃﾗｼﾞ                
2533 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ テングダキ ﾃﾝｸﾞﾀﾞｷ             
2588 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ トヲミイシ ﾄｵﾐｲｼ               
2556 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ トヲヤムカイ ﾄｵﾔﾑｶｲ              
2595 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ トキヤ ﾄｷﾔ                 
2571 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ トチタニ ﾄﾁﾀﾆ                
2460 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ トチノタニ ﾄﾁﾉﾀﾆ               
2572 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ トチノモト ﾄﾁﾉﾓﾄ               
2535 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ トドロ ﾄﾄﾞﾛ                
2498 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナカイヅミ ﾅｶｲﾂﾞﾐ              
2536 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナガセ ﾅｶﾞｾ                
2500 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナカソヲ ﾅｶｿｵ                
2574 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナカタニ ﾅｶﾀﾆ                
2577 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナカノ ﾅｶﾉ                 
2523 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナカノカワ ﾅｶﾉｶﾜ               
2522 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナカノコシ ﾅｶﾉｺｼ               
2537 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナカヤウラ ﾅｶﾔｳﾗ               
2507 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ナカヤシキウラ ﾅｶﾔｼｷｳﾗ             
2478 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ニシ ﾆｼ                  
2549 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ニシノクボ ﾆｼﾉｸﾎﾞ              
2541 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ニシヤシキ ﾆｼﾔｼｷ               
2584 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヌタノクボ ﾇﾀﾉｸﾎﾞ              
2446 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ノクビ ﾉｸﾋﾞ                
2538 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ノヂヤシキ ﾉﾁﾞﾔｼｷ              
2532 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ハケヒウラ ﾊｹﾋｳﾗ               
2472 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ハトノシリ ﾊﾄﾉｼﾘ               
2563 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒウラ ﾋｳﾗ                 
2499 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒウライツミ ﾋｳﾗｲﾂﾐ              
2561 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒウラムネ ﾋｳﾗﾑﾈ               
2490 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒウラヤシキ ﾋｳﾗﾔｼｷ              
2491 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒウラヤシキノシタ ﾋｳﾗﾔｼｷﾉｼﾀ           
2597 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒガシダニ ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ             
2594 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒガシダニノシモ ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆﾉｼﾓ          
2513 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒガシヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ             
2505 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ                
2539 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒラキ ﾋﾗｷ                 
2582 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒラミ ﾋﾗﾐ                 
2560 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヒラヤ ﾋﾗﾔ                 
2477 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ フキコシヤマ ﾌｷｺｼﾔﾏ              
2540 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ フキノモト ﾌｷﾉﾓﾄ               
2495 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ フルタ ﾌﾙﾀ                 
2481 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ フロノタニ ﾌﾛﾉﾀﾆ               
2551 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ホイロイダ ﾎｲﾛｲﾀﾞ              
2592 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ホケ ﾎｹ                  
2591 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ホケノウエ ﾎｹﾉｳｴ               
2463 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ホソアレ ﾎｿｱﾚ                
2578 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ マツヲヲ ﾏﾂｵｵ                
2493 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ マツノサコ ﾏﾂﾉｻｺ               
2489 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ マツノヤスバ ﾏﾂﾉﾔｽﾊﾞ             
2510 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ マツマミゾ ﾏﾂﾏﾐｿﾞ              
2585 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ マメアレ ﾏﾒｱﾚ                
2453 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ミヤノウシロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
2452 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ミヤノヲゝ ﾐﾔﾉｵｵ               
2534 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ムキアレ ﾑｷｱﾚ                
2543 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ムキカケ ﾑｷｶｹ                
2457 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヤスハノヲ ﾔｽﾊﾉｵ               
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2454 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヤナギノサコ ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ             
2564 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヤナギノモト ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
2583 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヤナゼ ﾔﾅｾﾞ                
2586 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヤナゼヤマ ﾔﾅｾﾞﾔﾏ              
2436 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヤマノカミノシタ ﾔﾏﾉｶﾐｼﾀ             
2437 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヤマノカミノウエ ﾔﾏﾉｶﾐﾉｳｴ            
2593 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヤマノハナ ﾔﾏﾉﾊﾅ               
2590 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ユキノタニ ﾕｷﾉﾀﾆ               
2443 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ヨコガイ ﾖｺｶﾞｲ               
2602 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ロクヂゾー ﾛｸﾁﾞｿﾞｰ             
2552 216東本山 立川下名 ﾀﾁﾞｶﾜｼﾓﾐｮｳ ンメノキタニ ﾝﾒﾉｷﾀﾆ              
2645 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ウワナル ｳﾜﾅﾙ                
2624 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 大荒 ｵｵｱﾚ                
2636 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ヲゝジ口 ｵｵｼﾞﾛ               
2635 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ヲゝジ口道ノ上 ｵｵｼﾞﾛﾐﾁﾉｳｴ          
2639 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ヲゝチヤシキ ｵｵﾁﾔｼｷ              
2607 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ヲカ ｵｶ                  
2629 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 小野々宮 ｵﾉﾉﾐﾔ               
2630 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 小野々宮ノ下タ ｵﾉﾉﾐﾔﾉｼﾀ            
2642 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ヲモヤシキ ｵﾓﾔｼｷ               
2625 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 柿ノ畝 ｶｷﾉｳﾈ               
2618 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ カヂガナル ｶﾁﾞｶﾞﾅﾙ             
2606 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ カミワタド ｶﾐﾜﾀﾄﾞ              
2612 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ キビジリ ｷﾋﾞｼﾞﾘ              
2613 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ クリヲゝ ｸﾘｵｵ                
2644 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 黒岩 ｸﾛｲﾜ                
2641 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 黒岩マエ ｸﾛｲﾜﾏｴ              
2621 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 黒松畝 ｸﾛﾏﾂｳﾈ              
2620 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 黒松奥 ｸﾛﾏﾂｵｸ              
2619 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ サデ ｻﾃﾞ                 
2628 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ シタレガシ ｼﾀﾚｶﾞｼ              
2638 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ               
2622 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 新道 ｼﾝﾐﾁ                
2623 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 新道ノ西 ｼﾝﾐﾁﾉﾆｼ             
2608 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 杉ノ下 ｽｷﾞﾉｼﾀ              
2611 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 瀧ノ前 ﾀｷﾉﾏｴ               
2610 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 立石ノ向 ﾀﾃｲｼﾉﾑｶｲ            
2646 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 力石 ﾁｶﾗｲｼ               
2616 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ツエ谷 ﾂｴﾀﾆ                
2626 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ツガノ畝 ﾂｶﾞﾉｳﾈ              
2627 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 塚ノ下 ﾂｶﾉｼﾀ               
2615 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ツチカヤシキ ﾂﾁｶﾔｼｷ              
2640 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ドイ道 ﾄﾞｲﾐﾁ               
2605 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ナカズ ﾅｶｽﾞ                
2609 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ               
2614 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
2643 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ヒラキヤシキ ﾋﾗｷﾔｼｷ              
2632 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 福井 ﾌｸｲ                 
2634 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 福井西 ﾌｸｲﾆｼ               
2647 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 福井ノ下タ ﾌｸｲﾉｼﾀ              
2631 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 松ナバタ ﾏﾂﾅﾊﾞﾀ              
2637 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ 山神 ﾔﾏﾉｶﾐ               
2633 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ユスルハシ ﾕｽﾙﾊｼ               
2617 301西豊永 西土居 ﾆｼﾄﾞｲ ワラビノ内 ﾜﾗﾋﾞﾉｳﾁ             
2738 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ アカイワ ｱｶｲﾜ                
2740 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ アカイワ井手ノ下 ｱｶｲﾜｲﾃﾞﾉｼﾀ          
2737 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 赤岩谷東 ｱｶｲﾜﾀﾞﾆﾋｶﾞｼ         
2705 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 赤土ノ畝 ｱｶﾂﾁﾉｳﾈ             
2745 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 網掛 ｱﾐｶｹ                
2744 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 網掛井手ノ下 ｱﾐｶｹｲﾃﾞﾉｼﾀ          
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2796 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 有リ本 ｱﾘﾓﾄ                
2733 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 池床ノ上 ｲｹﾄﾞｺﾉｳｴ            
2734 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 池床ノ下 ｲｹﾄﾞｺﾉｼﾀ            
2833 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 池野山 ｲｹﾉﾔﾏ               
2807 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 石休ノ上 ｲｼﾔｽﾉｳｴ             
2808 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 泉ノ久保 ｲｽﾞﾐﾉｸﾎﾞ            
2677 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 磯ノ前 ｲｿﾉﾏｴ               
2700 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 井手ノ浦 ｲﾃﾞﾉｳﾗ              
2686 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 井ノ浦 ｲﾉｳﾗ                
2746 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上アミカケ ｳｴｱﾐｶｹ              
2727 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上高場 ｳｴﾀｶﾊﾞ              
2754 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ウノ石下 ｳﾉｲｼｼﾀ              
2755 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ウノ石東 ｳﾉｲｼﾋｶﾞｼ            
2719 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 梅ノ鳴 ｳﾒﾉﾅﾙ               
2718 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 梅ノ鳴下 ｳﾒﾉﾅﾙｼﾀ             
2741 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 梅ノナロ北浦 ｳﾒﾉﾅﾛｷﾀｳﾗ           
2711 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ウルシノサコ ｳﾙｼﾉｻｺ              
2800 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 永代屋舗 ｴｲﾀﾞｲﾔｼｷ            
2801 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 永代屋舗ノ下 ｴｲﾀﾞｲﾔｼｷﾉｼﾀ         
2652 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 大地畝 ｵｵﾁｳﾈ               
2651 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ヲゝヂ道ノ上 ｵｵﾁﾞﾐﾁﾉｳｴ           
2695 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 大ヂ道ノ下 ｵｵﾁﾞﾐﾁﾉｼﾀ           
2773 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 梶ヶ森 ｶｼﾞｶﾞﾓﾘ             
2823 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鍛治鳴道ノ上 ｶｼﾞﾅﾙﾐﾁﾉｳｴ          
2824 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鍛治鳴道ノ下 ｶｼﾞﾅﾙﾐﾁﾉｼﾀ          
2793 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 樫ノ内 ｶｼﾉｳﾁ               
2787 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 樫ノ内ノ奥 ｶｼﾉｳﾁﾉｵｸ            
2803 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 加治屋舗 ｶｼﾞﾔﾎ               
2707 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鍛治鳴道ノ上 ｶﾁﾞﾅﾙﾐﾁｳﾉｴ          
2692 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ                
2706 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鍛治屋鳴道ノ下 ｶﾁﾞﾔﾅﾙﾐﾁﾉｼﾀ         
2764 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 金床石 ｶﾅﾄｺｲｼ              
2835 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鎌谷山 ｶﾏﾀﾆﾔﾏ              
2771 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鎌ノ奥 ｶﾏﾉｵｸ               
2783 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 蒲ノ久保 ｶﾏﾉｸﾎﾞ              
2784 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 蒲ノ久保下 ｶﾏﾉｸﾎﾞｼﾀ            
2789 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上薄木 ｶﾐｳｽｷﾞ              
2659 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上岡 ｶﾐｵｶ                
2818 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上川鳴 ｶﾐｶﾜﾅﾙ              
2751 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上遠見石 ｶﾐﾄｵﾐｲｼ             
2792 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 樫ノ内渡ノ上 ｶﾐﾉｳﾁﾜﾀｾﾉｳｴ         
2763 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上ハ金床石 ｶﾐﾊｶﾅﾄｺｲｼ           
2768 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上柳ソヲ ｶﾐﾔﾅｷﾞｿｵ            
2782 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 上横井手 ｶﾐﾖｺｲﾃﾞ             
2821 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 川ナル ｶﾜﾅﾙ                
2685 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 北浦 ｷﾀｳﾗ                
2815 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 北京石 ｷﾀｷｮｳﾉｲｼ            
2776 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ キチヤ ｷﾁﾔ                 
2809 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 京石 ｷｮｳｲｼ               
2811 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 京石ノ渡瀬ノ上 ｷｮｳｲｼﾉﾜﾀｾﾉｳｴ        
2675 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ キリヲキ山 ｷﾘｵｷﾔﾏ              
2735 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 桐ノサコ ｷﾘﾉｻｺ               
2731 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 桐ノサコ上 ｷﾘﾉｻｺﾉｳｴ            
2736 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 桐ノ沙古ノ下 ｷﾘﾉｻｺﾉｼﾀ            
2722 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 桐ノサコノ谷西地 ｷﾘﾉｻｺﾉﾀﾞﾆﾆｼﾁﾞ       
2769 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 喜和田荒井手ノ下 ｷﾜﾀｱﾚｲﾃﾞﾉｼﾀ         
2770 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 喜和田荒奥 ｷﾜﾀｱﾚｵｸ             
2820 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 黒岩 ｸﾛｲﾜ                
2689 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 桑ノ沙古 ｸﾜﾉｻｺ               
2717 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 慶小屋井手ノ上 ｹｺﾞﾔｲﾃﾞﾉｳｴ          
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2716 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 慶小屋ノ上 ｹｺﾞﾔﾉｳｴ             
2703 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ケコヤノ下 ｹｺﾔﾉｼﾀ              
2810 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 慶小屋橋向 ｹｺﾞﾔﾊｼﾉﾑｶｲ          
2674 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ コヲモリノイワヤ ｺｵﾓﾘﾉｲﾜﾔ            
2795 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ゴヲロヲ ｺﾞｵﾛｵ               
2702 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ コセバ谷 ｺｾﾊﾞﾀﾞﾆ             
2829 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ コセバノ谷道上 ｺｾﾊﾞﾉﾀﾞﾆﾐﾁｳｴ        
2704 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ コセバノ谷道上 ｺｾﾊﾞﾉﾀﾆﾐﾁｳｴ         
2676 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ サシデ ｻｼﾃﾞ                
2670 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 差手畦ノ北 ｻｼﾃﾞｳﾈﾉｷﾀ           
2662 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ サシデ道上 ｻｼﾃﾞﾐﾁﾉｳｴ           
2797 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ サデ ｻﾃﾞ                 
2765 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下金床石谷奥 ｼﾀｶﾅﾄｺｲｼﾀﾆｵｸ        
2814 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下京石 ｼﾀｷｮｳﾉｲｼ            
2673 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下キリヲキ ｼﾀｷﾘｵｷ              
2680 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下タ下モ岡 ｼﾀｼﾓｵｶ              
2688 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下屋 ｼﾏﾔ                 
2697 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下屋谷東路 ｼﾏﾔﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾐﾁ        
2791 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 霜薄木 ｼﾓｳｽｷﾞ              
2681 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下モ岡 ｼﾓｵｶ                
2678 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下佐賀山 ｼﾓｻｶﾞﾔﾏ             
2728 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下モシヅメ ｼﾓｼﾂﾞﾒ              
2830 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下モシヅメタキノ上 ｼﾓｼﾂﾞﾒﾀｷﾉｳｴ         
2730 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下モシヅメタキノ下タ ｼﾓｼﾂﾞﾒﾀｷﾉｼﾀ         
2729 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下モシヅメノ下タ ｼﾓｼﾂﾞﾒﾉｼﾀ           
2650 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下モタカバ ｼﾓﾀｶﾊﾞ              
2780 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 下横井手 ｼﾓﾖｺｲﾃﾞ             
2660 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ シロ山 ｼﾛﾔﾏ                
2663 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 城山北 ｼﾛﾔﾏｷﾀ              
2664 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 新坐タキ ｼﾝｻﾞﾀｷ              
2654 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 新バエノ下タ ｼﾝﾊﾞｴﾉｼﾀ            
2653 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 新林 ｼﾝﾊﾞﾔｼ              
2661 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 新屋 ｼﾝﾔ                 
2804 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ スヽノ畝 ｽｽﾞﾉｳﾈ              
2806 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鈴ノ畝道間 ｽｽﾞﾉｳﾈﾐﾁﾉｱｲﾀﾞ       
2759 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鈴ノ子キ ｽｽﾞﾉﾈｷ              
2758 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鈴ノ子キノ西 ｽｽﾞﾉﾈｷﾉﾆｼ           
2709 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 高場 ﾀｶﾊﾞ                
2710 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 高場サコ ﾀｶﾊﾞﾉｻｺ             
2726 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 高バノ東 ﾀｶﾊﾞﾉﾋｶﾞｼ           
2684 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 竹ノ畝 ﾀｹﾉｳﾈ               
2672 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 立石向イ ﾀﾃｲｼﾑｶｲ             
2683 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 田中 ﾀﾅｶ                 
2667 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 茶岡 ﾁｬｵｶ                
2665 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 茶岡溝ノ南 ﾁｬｵｶﾐｿﾞﾉﾐﾅﾐ         
2668 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 茶岡溝南道ノ下 ﾁﾔｵｶﾐｿﾞﾐﾅﾐﾐﾁﾉｼﾀ     
2666 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 茶岡道ノ上 ﾁｬｵｶﾐﾁﾉｳｴ           
2655 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 茶ノキノ中 ﾁｬﾉｷﾉﾅｶ             
2819 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ツガノサコ ﾂｶﾞﾉｻｺ              
2816 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 塚フスベ ﾂｶﾌｽﾍﾞ              
2743 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 椿桃ノ本大岩下 ﾂﾊﾞｷﾓﾓﾉﾓﾄｵｵｲﾜﾉｼﾀ    
2772 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ トウノ畝 ﾄｳﾉｳﾈ               
2658 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ドヲノウ子 ﾄﾞｵﾉｳﾈ              
2747 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 遠見石 ﾄｵﾐｲｼ               
2748 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 遠見石ノ下 ﾄｵﾐｲｼﾉｼﾀ            
2761 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 遠見石ノ向ヲ ﾄｵﾐｲｼﾉﾑｺｵ           
2723 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ トチノモトノ上 ﾄﾁﾉﾓﾄﾉｳｴ            
2721 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ トチノ本東井手ノ上 ﾄﾁﾉﾓﾄﾋｶﾞｼｲﾃﾞﾉｳｴ     
2691 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 泊リ ﾄﾏﾘ                 
2701 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 泊ノ畝 ﾄﾏﾘﾉｳﾈ              
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2698 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ トマリノヲク ﾄﾏﾘﾉｵｸ              
2690 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 泊リ下 ﾄﾏﾘﾉｼﾀ              
2813 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 泊リ渡瀬ノ東 ﾄﾏﾘﾜﾀｾﾉﾋｶﾞｼ         
2756 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 長磯ノ下 ﾅｶﾞｲｿﾉｼﾀ            
2788 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中薄木 ﾅｶｳｽｷﾞ              
2812 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中京石 ﾅｶｷｮｳｲｼ             
2742 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中須両谷落合ノ上 ﾅｶｽﾞﾘｮｳﾀﾆｵﾁｱｲﾉｳｴ    
2708 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中高場 ﾅｶﾀｶﾊﾞ              
2752 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中野 ﾅｶﾉ                 
2757 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中野古味 ﾅｶﾉｺﾐ               
2732 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中野西 ﾅｶﾉﾆｼ               
2753 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中野東 ﾅｶﾉﾋｶﾞｼ             
2687 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中屋 ﾅｶﾔ                 
2781 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 中横井手 ﾅｶﾖｺｲﾃﾞ             
2671 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ニウトヲタキ ﾆｳﾄｵﾀｷ              
2786 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 西ウスギ ﾆｼｳｽｷﾞ              
2799 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
2749 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 西遠見石 ﾆｼﾄｵﾐｲｼ             
2669 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 西入道 ﾆｼﾆｭｳﾄﾞｳ            
2802 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 西向イ ﾆｼﾉﾑｶｲ              
2790 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 野尻リ ﾉｼﾞﾘ                
2724 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 野地奥井手ノ上 ﾉﾁﾞｵｸｲﾃﾞﾉｳｴ         
2725 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 野地ノ上 ﾉﾁﾞﾉｳｴ              
2712 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 野地ノ北浦 ﾉﾁﾞﾉｷﾀｳﾗ            
2713 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 野地ノ東浦 ﾉﾁﾞﾉﾋｶﾞｼｳﾗ          
2693 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 登道井手ノ上 ﾉﾎﾞﾘﾐﾁｲﾃﾞﾉｳｴ        
2739 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 東アカイワ ﾋｶﾞｼｱｶｲﾜ            
2805 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 東石休 ﾋｶﾞｼｲｼﾔｽ            
2750 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 東桐サコ ﾋｶﾞｼｷﾘﾉｻｺ           
2694 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 開 ﾋﾗｷ                 
2656 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 鮒久ボ ﾌﾅｸﾎﾞ               
2699 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 古田ノ畝井手浦 ﾌﾙﾀﾉｳﾈｲﾃﾞｳﾗ         
2775 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 古野 ﾌﾙﾉ                 
2679 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 古ヤヂ ﾌﾙﾔﾁﾞ               
2774 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 佛岳山 ﾎﾄｹﾀﾞｹﾔﾏ            
2657 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 本名 ﾎﾝﾐｮｳ               
2682 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 宮ノ鳴 ﾐﾔﾉﾅﾙ               
2798 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 森ノ本 ﾓﾘﾉﾓﾄ               
2794 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 森ノ本休場ノ上 ﾓﾘﾉﾓﾄﾔｽﾊﾞﾉｳｴ        
2767 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 柳ソヲ道上 ﾔﾅｷﾞｿｳﾐﾁﾉｳｴ         
2766 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 柳ソヲ道ノ下 ﾔﾅｷﾞｿｳﾐﾁﾉｼﾀ         
2720 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 柳ノ久保 ﾔﾅｷﾞﾉｸﾎﾞ            
2714 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 柳ノ久保北浦 ﾔﾅｷﾞﾉｸﾎﾞｷﾀｳﾗ        
2715 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
2762 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 横荒 ﾖｺｱﾚ                
2760 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 横荒レ西 ﾖｺｱﾚﾆｼ              
2778 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 横井手 ﾖｺｲﾃﾞ               
2777 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 横井手ノ奥 ﾖｺｲﾃﾞﾉｵｸ            
2785 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 横井手バナ ﾖｺｲﾃﾞﾊﾞﾅ            
2779 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 横井手渡瀬ノ下 ﾖｺｲﾃﾞﾜﾀｾﾉｼﾀ         
2817 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ ヨリヲジ渡瀬ノ東 ﾖﾘｵｼﾞﾜﾀｾﾉﾋｶﾞｼ       
2696 302西豊永 佐賀山 ｻｶﾞﾔﾏ 割岩 ﾜﾘｲﾜ                
2895 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ アリヨシ ｱﾘﾖｼ                
2837 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ イカダバ ｲｶﾀﾞﾊﾞ              
2913 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 池ノ久保 ｲｹﾉｸﾎﾞ              
2891 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 池ノ久保上 ｲｹﾉｸﾎﾞｳｴ            
2856 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 井ノ上 ｲﾉｳｴ                
2845 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ イノムカイ ｲﾉﾑｶｲ               
2907 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 上タカハ ｳｴﾀｶﾊ               
2901 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 上ナカハ ｳｴﾅｶﾊﾞ              
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2872 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 上ハヌタノクボ ｳﾊﾇﾀﾉｸﾎﾞ            
2848 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 漆ノ溝 ｳﾙｼﾉﾐｿﾞ             
2896 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ エボシ石 ｴﾎﾞｼｲｼ              
2839 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ヲウジロ ｵｳｼﾞﾛ               
2861 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ヲウモト ｵｳﾓﾄ                
2860 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ヲウモト谷 ｵｳﾓﾄﾀﾞﾆ             
2883 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 大地畝 ｵｵｼﾞｳﾈ              
2846 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 大前 ｵｵﾏｴ                
2863 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 大ヤスバ ｵｵﾔｽﾊﾞ              
2914 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 大ヤスバノモト ｵｵﾔｽﾊﾞﾉﾓﾄ           
2853 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 奥立石 ｵｸﾀﾃｲｼ              
2841 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ カヂノクボ ｶﾁﾞﾉｸﾎﾞ             
2857 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ                
2897 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 上アリヨシ ｶﾐｱﾘﾖｼ              
2904 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 上弐反歩 ｶﾐﾆﾀﾝﾌﾞ             
2887 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 上ノヒラキ ｶﾐﾉﾋﾗｷ              
2905 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 上水ノ本 ｶﾐﾐｽﾞﾉﾓﾄ            
2869 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ガヤノサコ ｶﾞﾔﾉｻｺ              
2894 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 北アリヨシ ｷﾀｱﾘﾖｼ              
2884 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ キタウラ ｷﾀｳﾗ                
2878 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ クルミ石 ｸﾙﾐｲｼ               
2840 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ コヲヤ ｺｵﾔ                 
2850 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ コヤノヲク ｺﾔﾉｵｸ               
2836 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ サンラク ｻﾝﾗｸ                
2864 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 下ツウヤ ｼﾀﾂｳﾔ               
2881 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 下ツウヤタニ ｼﾀﾂｳﾔﾀﾆ             
2902 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 下ニダンブ ｼﾀﾆﾀﾞﾝﾌﾞ            
2873 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 下タヌ田久保 ｼﾀﾇﾀﾉｸﾎﾞ            
2885 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 下ヒラキ ｼﾀﾋﾗｷ               
2906 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 下水ノ本 ｼﾀﾐｽﾞﾉﾓﾄ            
2886 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 清水 ｼﾐｽﾞ                
2851 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 城山東 ｼﾛﾔﾏﾋｶﾞｼ            
2911 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 新宅 ｼﾝﾀｸ                
2862 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ               
2866 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 水神淵 ｽｲｼﾞﾝﾌﾞﾁ            
2867 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 水神淵ノ下モ ｽｲｼﾞﾝﾌﾞﾁﾉｼﾓ         
2852 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ スゞハラ ｽｽﾞﾊﾗ               
2908 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ タカバ ﾀｶﾊﾞ                
2877 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 龍水カゲ ﾀｷﾐｽﾞｶｹ             
2854 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 建石 ﾀﾃｲｼ                
2855 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 建石谷ノ東 ﾀﾃｲｼﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ         
2843 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 田ノ上 ﾀﾉｳｴ                
2900 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ツエキシ ﾂｴｷｼ                
2890 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ツエキシ大道ノ下 ﾂｴｷｼｵｵﾐﾁﾉｼﾀ         
2858 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ツエノナル上 ﾂｴﾉﾅﾙﾉｳｴ            
2882 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ツカノモト ﾂｶﾉﾓﾄ               
2915 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 堂ノ床 ﾄﾞｳﾉﾕｶ              
2917 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 東水林ノ本 ﾄｳﾐﾊﾞﾔｼﾉﾓﾄ          
2910 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 燈明堂道ノ上 ﾄｳﾐｮｳﾄﾞｳﾐﾁﾉｳｴ       
2847 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ トクヲカ ﾄｸｵｶ                
2898 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ トチノ本ノ上 ﾄﾁﾉﾓﾄﾉｳｴ            
2838 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
2888 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ナカゾ ﾅｶｿﾞ                
2879 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 中フルヤマ ﾅｶﾌﾙﾔﾏ              
2919 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 西トチノ本ノ上 ﾆｼﾄﾁﾉﾓﾄﾉｳｴ          
2871 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 西ヌタ久保 ﾆｼﾇﾀﾉｸﾎﾞ            
2875 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 西古山 ﾆｼﾌﾙﾔﾏ              
2903 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 弐反歩 ﾆﾀﾝﾌﾞ               
2874 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ヌタ久保鳴 ﾇﾀｸﾎﾞﾅﾙ             
2892 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ヌ田ノ久保ノ上 ﾇﾀﾉｸﾎﾞﾉｳｴ           
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2844 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 子コブチ ﾈｺﾌﾞﾁ               
2889 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 東イケノクボ ﾋｶﾞｼｲｹﾉｸﾎﾞ          
2880 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 東クルミ石 ﾋｶﾞｼｸﾙﾐｲｼ           
2899 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 東トチノモト ﾋｶﾞｼﾄﾁﾉﾓﾄ           
2865 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 東古山 ﾋｶﾞｼﾌﾙﾔﾏ            
2842 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 福井畝 ﾌｸｲｳﾈ               
2868 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 古山 ﾌﾙﾔﾏ                
2870 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 松岡畝ノ西 ﾏﾂｵｶｳﾈﾉﾆｼ           
2859 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 松岡畝ノ東 ﾏﾂｵｶｳﾈﾉﾋｶﾞｼ         
2916 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
2918 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 水林 ﾐｽﾞﾊﾞﾔｼ             
2849 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ ミナミ ﾐﾅﾐ                 
2909 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 宮ノ谷道ノ上 ﾐﾔﾉﾀﾆﾐﾁﾉｳｴ          
2893 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ 山クリ ﾔﾏｸﾘ                
2876 303西豊永 上東 ｶﾐﾋｶﾞｼ リヨズイ ﾘﾖｽﾞｲ               
2954 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ アリイ ｱﾘｲ                 
2943 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 一升ヶ鳴 ｲﾂｼﾖｳｶﾞﾅﾙ           
2939 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 岩屋ノ本 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ              
2928 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ エビスドヲ ｴﾋﾞｽﾄﾞｵ             
2951 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 大田口 ｵｵﾀｸﾞﾁ              
2949 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 大田野 ｵｵﾀﾉ                
2938 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ クハザコ ｸﾊｻﾞｺ               
2946 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ コザコ ｺｻﾞｺ                
2920 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ コバ ｺﾊﾞ                 
2937 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ コベカウチ ｺﾍﾞｶｳﾁ              
2950 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 下切石 ｼﾀｷﾘｲｼ              
2935 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 城山ノ北 ｼﾞｮｳﾔﾏﾉｷﾀ           
2942 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 瀬ノ上 ｾﾉｳｴ                
2926 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ ソウシアン寺前 ｿｳｼｱﾝｼﾞﾏｴ           
2922 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ タイラ ﾀｲﾗ                 
2932 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
2931 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ トチノキ ﾄﾁﾉｷ                
2927 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ ナカナワテ ﾅｶﾅﾜﾃ               
2947 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 西コザコ ﾆｼｺｻﾞｺ              
2933 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 西タカバ ﾆｼﾀｶﾊﾞ              
2921 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 西ノ浦 ﾆｼﾉｳﾗ               
2923 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ               
2940 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 登立 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ              
2953 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 橋詰メ ﾊｼﾂﾞﾒ               
2945 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 東コザコ ﾋｶﾞｼｺｻﾞｺ            
2934 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 東タカバ ﾋｶﾞｼﾀｶﾊﾞ            
2929 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ             
2944 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ ヒキチジリ ﾋｷﾁｼﾞﾘ              
2941 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 平石 ﾋﾗｲｼ                
2952 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ ホヲヅカ ﾎｵﾂﾞｶ               
2925 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 宮ノウシロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
2924 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
2930 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ ヤガシロ ﾔｶﾞｼﾛ               
2936 304西豊永 中屋 ﾅｶﾔ ワシノス ﾜｼﾉｽ                
2980 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ アリイ ｱﾘｲ                 
3007 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 筏場 ｲｶﾀﾞﾊﾞ              
2962 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ イタヤ ｲﾀﾔ                 
3021 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 一升ノナル ｲﾂｼﾖｳﾉﾅﾙ            
2993 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 井ノムカイ ｲﾉﾑｶｲ               
2985 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ウエ ｳｴ                  
3006 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ウエタ ｳｴﾀ                 
2991 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ウシロ ｳｼﾛ                 
2974 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ウチヲキ ｳﾁｵｷ                
3018 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ エラノシリ ｴﾗﾉｼﾘ               
2988 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 尾ノ畝 ｵﾉｳﾈ                
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3015 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ヲモヤシキ ｵﾓﾔｼｷ               
2956 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ カウヤ ｶｳﾔ                 
2996 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 影荒 ｶｹﾞｱﾚ               
2960 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ カシヤ ｶｼﾔ                 
2981 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 上ミタレヤフ ｶﾐﾀﾚﾔﾌ              
3011 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 上笛ノクボ ｶﾐﾌｴﾉｸﾎﾞ            
3001 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 上深サコ ｶﾐﾌｶｻｺ              
3016 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 菊ノサコ ｷｸﾉｻｺ               
2972 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ クボタ ｸﾎﾞﾀ                
3010 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 栗ヶ内 ｸﾘﾉｳﾁ               
2957 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ シモヲカダ ｼﾓｵｶﾀﾞ              
3012 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 下笛ノクボ ｼﾓﾌｴﾉｸﾎﾞ            
3003 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ               
2958 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ シヤカンダウ ｼﾔｶﾝﾀﾞｳ             
2976 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 十二所ノ東 ｼﾞｭｳﾆｼｮﾉﾋｶﾞｼ        
2975 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 十二所ノ前 ｼﾞｭｳﾆｼｮﾉﾏｴ          
3022 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ショガノミゾノ上 ｼﾖｶﾞﾉﾐｿﾞﾉｳｴ         
2967 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ シロヤマ ｼﾛﾔﾏ                
3002 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ タキノナル ﾀｷﾉﾅﾙ               
3013 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ タケノナル上ミ ﾀｹﾉﾅﾙｶﾐ             
3014 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 竹ノナル下モ ﾀｹﾉﾅﾙｼﾓ             
3023 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 竹ノナルノ下モ ﾀｹﾉﾅﾙﾉｼﾓ            
2977 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ タナカ ﾀﾅｶ                 
2979 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ タレヤブ ﾀﾚﾔﾌﾞ               
3009 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 千々ノ ﾁﾁﾉ                 
2963 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ト井 ﾄｲ                  
2973 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ドウノウシロ ﾄﾞｳﾉｳｼﾛ             
3008 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 堂ノ峯 ﾄﾞｵﾉﾐﾈ              
2968 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ トヲミイシ ﾄｵﾐｲｼ               
2978 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ                
2986 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 長ザコ ﾅｶﾞｻﾞｺ              
2987 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 長サコノ西 ﾅｶﾞｻｺﾉﾆｼ            
2966 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 成ノ前 ﾅﾙﾉﾏｴ               
2970 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ナルワタ ﾅﾙﾜﾀ                
2995 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ニシノアテ ﾆｼﾉｱﾃ               
2961 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 子々カキ ﾈﾈｶｷ                
2990 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ノシノオク ﾉｼﾉｵｸ               
2992 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ノヂ ﾉﾁﾞ                 
2998 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 野地岡 ﾉﾁﾞｵｶ               
2989 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 野地ノ奥ノ西 ﾉﾁﾞﾉｵｸﾉﾆｼ           
2982 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 野地ノサコ ﾉﾁﾞﾉｻｺ              
2983 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ノジノサコノ下タ ﾉﾁﾞﾉｻｺﾉｼﾀ           
3004 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ノボリタテ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ              
2971 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ               
2965 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 林ノ首 ﾊﾔｼﾉｸﾋﾞ             
3017 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 東エラ ﾋｶﾞｼｴﾗ              
2969 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ヒノウエ ﾋﾉｳｴ                
3000 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 深サコ ﾌｶｻｺ                
2997 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 深サコノ奥 ﾌｶｻｺﾉｵｸ             
2999 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 深サコノ西 ﾌｶｻｺﾉﾆｼ             
2959 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ミナミ ﾐﾅﾐ                 
3019 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 南エラノシリ ﾐﾅﾐｴﾗﾉｼﾘ            
3005 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ミョヲガノミゾ ﾐﾖｵｶﾞﾉﾐｿﾞ           
2984 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ヤナキノサコ ﾔﾅｷﾉｻｺ              
2964 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 滝王ノ本 ﾘﾕｳｵｳﾉﾓﾄ            
2994 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ ワサダ ﾜｻﾀﾞ                
3020 305西豊永 黒石 ｸﾛｲｼ 鷲ノ巣 ﾜｼﾉｽ                
3177 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 赤サザレ ｱｶｻｻﾞﾚ              
3189 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アゲクラ ｱｹﾞｸﾗ               
3215 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アタラシヤ ｱﾀﾗｼﾔ               
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3216 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 天ケ橋 ｱﾏｶﾞﾊﾞｼ             
3288 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 雨ヶ森 ｱﾒｶﾞﾓﾘ              
3190 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アリノ木 ｱﾘﾉｷ                
3192 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アリノ木ノ下 ｱﾘﾉｷﾉｼﾀ             
3182 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アリノ谷 ｱﾘﾉﾀﾆ               
3169 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アリノモト ｱﾘﾉﾓﾄ               
3244 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アリミヤノ下 ｱﾘﾐﾔﾉｼﾀ             
3172 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アレタ ｱﾚﾀ                 
3103 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ アンバ ｱﾝﾊﾞ                
3269 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 井サキ ｲｻｷ                 
3247 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 石垣 ｲｼｶﾞｷ               
3027 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 一畠 ｲﾁﾊﾀ                
3069 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ イデアイ ｲﾃﾞｱｲ               
3174 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 井ノ下 ｲﾉｼﾀ                
3206 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ イノ本 ｲﾉﾓﾄ                
3043 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ イワイアリ ｲﾜｲｱﾘ               
3249 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 岩ガラ ｲﾜｶﾞﾗ               
3214 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ウシロ ｳｼﾛ                 
3079 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ウシロヤ ｳｼﾛﾔ                
3254 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 後屋敷 ｳｼﾛﾔｼｷ              
3063 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ウチノ ｳﾁﾉ                 
3233 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ウドグチ ｳﾄﾞｸﾞﾁ              
3135 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ウ子 ｳﾈ                  
3183 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ウ子田 ｳﾈﾀﾞ                
3108 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 梅ノ木ノ本 ｳﾒﾉｷﾉﾓﾄ             
3170 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ウルシノミゾ ｳﾙｼﾉﾐｿﾞ             
3285 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 夷周 ｴﾋﾞｽ                
3290 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 大ザア ｵｵｻﾞｱ               
3291 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 大ザア砥石谷山 ｵｵｻﾞｱﾄｲｼﾀﾞﾆﾔﾏ       
3262 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 大鳴 ｵｵﾅﾙ                
3133 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヲカ ｵｶ                  
3140 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヲカダ ｵｶﾀﾞ                
3134 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヲカバナ ｵｶﾊﾞﾅ               
3071 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヲキナレ ｵｷﾅﾚ                
3101 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヲク ｵｸ                  
3243 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヲクヒデリ ｵｸﾋﾃﾞﾘ              
3064 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヲモアレ ｵﾓｱﾚ                
3050 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヲモダ ｵﾓﾀﾞ                
3089 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ カウナル ｶｳﾅﾙ                
3274 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ カキアレ ｶｷｱﾚ                
3191 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ガクハゼ ｶﾞｸﾊｾﾞ              
3099 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 景薮 ｶｹﾞﾔﾌﾞ              
3245 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 影山 ｶｹﾞﾔﾏ               
3293 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 梶ヶ鳰 ｶｼﾞｶﾞﾅﾙ             
3088 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ カシバエ ｶｼﾊﾞｴ               
3055 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ カヂノクボ ｶﾁﾞﾉｸﾎﾞ             
3062 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ                
3106 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ カマノクボ ｶﾏﾉｸﾎﾞ              
3185 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上赤サザレ ｶﾐｱｶｻｻﾞﾚ            
3173 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上アレタ ｶﾐｱﾚﾀ               
3265 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上井崎 ｶﾐｲｻｷ               
3028 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上一畠 ｶﾐｲﾁﾊﾀ              
3257 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上後屋敷 ｶﾐｳｼﾛﾔｼｷ            
3109 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上梅ノ木ノ本 ｶﾐｳﾒﾉｷﾉﾓﾄ           
3266 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上大鳴 ｶﾐｵｵﾅﾙ              
3065 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ヲモアレ ｶﾐｵﾓｱﾚ              
3278 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上カキアレ ｶﾐｶｷｱﾚ              
3155 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上川鳴 ｶﾐｶﾜﾅﾙ              
3100 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上キトコノクボ ｶﾐｷﾄｺﾉｸﾎﾞ           
3271 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上久保 ｶﾐｸﾎﾞ               
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3058 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上コガリクラ ｶﾐｺｶﾞﾘｸﾗ            
3084 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ゴトバタケ ｶﾐｺﾞﾄﾊﾞﾀｹ           
3142 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上タレヤブウ子 ｶﾐﾀﾚﾔﾌﾞｳﾈ           
3253 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上出来屋 ｶﾐﾃﾞｷﾔ              
3112 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上天王砂古 ｶﾐﾃﾝﾉｳｻｺ            
3236 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上トチノ木 ｶﾐﾄﾁﾉｷ              
3258 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上トンバ ｶﾐﾄﾝﾊﾞ              
3053 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ナガワレ ｶﾐﾅｶﾞﾜﾚ             
3270 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上鳴 ｶﾐﾅﾙ                
3150 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上西アレ ｶﾐﾆｼｱﾚ              
3238 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上西浦 ｶﾐﾆｼｳﾗ              
3146 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上西ノ岡 ｶﾐﾆｼﾉｵｶ             
3033 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ノダケ ｶﾐﾉﾀﾞｹ              
3164 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ノ宮 ｶﾐﾉﾐﾔ               
3284 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ハイトコ ｶﾐﾊｲﾄｺ              
3038 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ヒウラレ ｶﾐﾋｳﾗﾚ              
3237 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上古田 ｶﾐﾌﾙﾀ               
3034 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上南ノ竹 ｶﾐﾐﾅﾐﾉﾀﾞｹ           
3126 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ヤシキ ｶﾐﾔｼｷ               
3114 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ヤスバ ｶﾐﾔｽﾊﾞ              
3057 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ヤマグリ ｶﾐﾔﾏｸﾞﾘ             
3110 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 上ヨコノ ｶﾐﾖｺﾉ               
3298 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ガヤノ本 ｶﾞﾔﾉﾓﾄ              
3026 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ カラスヲ ｶﾗｽｵ                
3153 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 川鳴 ｶﾜﾅﾙ                
3180 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 川平 ｶﾜﾋﾗ                
3187 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ キシイ ｷｼｲ                 
3091 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ キシノウラ ｷｼﾉｳﾗ               
3186 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 岸ノモト ｷｼﾉﾓﾄ               
3061 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 北ウチノ ｷﾀｳﾁﾉ               
3047 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 北浦 ｷﾀｳﾗ                
3059 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 北ヲモアレ ｷﾀｵﾓｱﾚ              
3105 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 北カマノクボ ｷﾀｶﾏﾉｸﾎﾞ            
3046 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 北ゴトバタケ ｷﾀｺﾞﾄﾊﾞﾀｹ           
3031 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 北ノダケ ｷﾀﾉﾀﾞｹ              
3096 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ キトコノクボ ｷﾄｺﾉｸﾎﾞ             
3219 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 桐ノサコ ｷﾘﾉｻｺ               
3167 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 桐山モリ ｷﾘﾔﾏﾓﾘ              
3193 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 栗ノウ子 ｸﾘﾉｳﾈ               
3121 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 栗ノ岡 ｸﾘﾉｵｶ               
3194 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 栗ノ本 ｸﾘﾉﾓﾄ               
3067 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 黒岩 ｸﾛｲﾜ                
3075 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ クワザコ ｸﾜｻﾞｺ               
3049 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ケツケアリ ｹﾂｹｱﾘ               
3056 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ コガリクラ ｺｶﾞﾘｸﾗ              
3083 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ゴトバタケ ｺﾞﾄﾊﾞﾀｹ             
3260 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ               
3120 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ザア ｻﾞｱ                 
3160 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ サカ ｻｶ                  
3166 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ サカノ上 ｻｶﾉｳｴ               
3141 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 坂ノ本 ｻｶﾉﾓﾄ               
3132 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 砂古 ｻｺ                  
3181 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 砂古田 ｻｺﾀ                 
3115 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ サザガトウ ｻｻﾞｶﾞﾄｳ             
3184 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ サザレ石 ｻｻﾞﾚｲｼ              
3128 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ シバタ ｼﾊﾞﾀ                
3246 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下石垣 ｼﾓｲｼｶﾞｷ             
3207 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下井ノ本 ｼﾓｲﾉﾓﾄ              
3044 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下イワイアリ ｼﾓｲﾜｲｱﾘ             
3250 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下岩ガラ ｼﾓｲﾜｶﾞﾗ             
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3130 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ヲカタ ｼﾓｵｶﾀ               
3281 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下カキナレ ｼﾓｶｷﾅﾚ              
3090 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下クワザコ ｼﾓｸﾜｻﾞｺ             
3037 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下コガリクラ ｼﾓｺｶﾞﾘｸﾗ            
3082 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下サカ ｼﾓｻｶ                
3123 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下サザガトウ ｼﾓｻｻﾞｶﾞﾄｳ           
3129 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下シバタ ｼﾓｼﾊﾞﾀ              
3157 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下タキ畠 ｼﾓﾀｷﾊﾞﾀ             
3209 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下竹ノ前 ｼﾓﾀｹﾉﾏｴ             
3223 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下トチノキ ｼﾓﾄﾁﾉｷ              
3201 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下中屋敷 ｼﾓﾅｶﾔｼｷ             
3051 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ナガワレ ｼﾓﾅｶﾞﾜﾚ             
3217 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ノクボ ｼﾓﾉｸﾎﾞ              
3029 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下野竹 ｼﾓﾉﾀﾞｹ              
3162 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ノ宮 ｼﾓﾉﾐﾔ               
3041 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ヒウラレ ｼﾓﾋｳﾗﾚ              
3240 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ヒデリ ｼﾓﾋﾃﾞﾘ              
3205 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ヒラキ ｼﾓﾋﾗｷ               
3203 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下マガリ ｼﾓﾏｶﾞﾘ              
3202 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下マツエダニ ｼﾓﾏﾂｴﾀﾞﾆ            
3176 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ヤスバ ｼﾓﾔｽﾊﾞ              
3198 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下柳 ｼﾓﾔﾅｷﾞ              
3035 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ヤマグリ ｼﾓﾔﾏｸﾞﾘ             
3118 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 下ヨコノ ｼﾓﾖｺﾉ               
3054 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ シルタ ｼﾙﾀ                 
3292 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 城山 ｼﾛﾔﾏ                
3119 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ シンデン ｼﾝﾃﾞﾝ               
3144 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ スガノタイラ ｽｶﾞﾉﾀｲﾗ             
3104 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ タカモリ ﾀｶﾓﾘ                
3229 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ タキノ本 ﾀｷﾉﾓﾄ               
3149 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ タキバタ ﾀｷﾊﾞﾀ               
3208 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 竹ノ前 ﾀｹﾉﾏｴ               
3094 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ タビノマエ ﾀﾋﾞﾉﾏｴ              
3268 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 玉ノ木 ﾀﾏﾉｷ                
3143 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ タレヤブウ子 ﾀﾚﾔﾌﾞｳﾈ             
3048 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 地蔵ガワ内 ﾁﾞｿﾞｳｶﾞﾜｳﾁ          
3042 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 地蔵公地 ﾁﾞｿﾞｳｺｳﾁ            
3289 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ツガノ尾 ﾂｶﾞﾉｵ               
3251 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 出来屋 ﾃﾞｷﾔ                
3188 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ デハリ ﾃﾞﾊﾘ                
3111 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 天王砂古 ﾃﾝﾉｳｻｺ              
3179 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ドウマン ﾄﾞｳﾏﾝ               
3025 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トウミ石 ﾄｳﾐｲｼ               
3263 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トヲミノホテ ﾄｵﾐﾉﾎﾃ              
3045 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トチダニ ﾄﾁﾀﾞﾆ               
3226 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トチノモト ﾄﾁﾉﾓﾄ               
3093 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トビアレ ﾄﾋﾞｱﾚ               
3098 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トビ石 ﾄﾋﾞｲｼ               
3231 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トビダキ ﾄﾋﾞﾀﾞｷ              
3074 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トベリキ ﾄﾍﾞﾘｷ               
3092 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トベリキ山神 ﾄﾍﾞﾘｷﾔﾏｶﾞﾐ          
3256 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ トンバ ﾄﾝﾊﾞ                
3267 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 中大鳴 ﾅｶｵｵﾅﾙ              
3178 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 中栗 ﾅｶｸﾞﾘ               
3138 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ナガツチヨ ﾅｶﾞﾂﾁﾖ              
3220 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 中トチノキ ﾅｶﾄﾁﾉｷ              
3276 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 長野 ﾅｶﾞﾉ                
3086 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ナカノタニ ﾅｶﾉﾀﾆ               
3152 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 長間 ﾅｶﾞﾏ                
3077 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ               
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3052 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ナガワレ ﾅｶﾞﾜﾚ               
3158 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ナル ﾅﾙ                  
3148 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ナルウ子 ﾅﾙｳﾈ                
3076 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ニカケ ﾆｶｹ                 
3122 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ニシ ﾆｼ                  
3151 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西アレ ﾆｼｱﾚ                
3297 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
3287 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西夷周 ﾆｼｴﾋﾞｽ              
3239 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西影畠 ﾆｼｶｹﾞﾊﾀ             
3224 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西川鳴 ﾆｼｶﾜﾅﾙ              
3102 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西鎌ノクボ ﾆｼｷﾄﾉｸﾎﾞ            
3116 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西天王佐古 ﾆｼﾃﾝﾉｳｻﾞｺ           
3264 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西トヲミノホテ ﾆｼﾄｵﾐﾉﾎﾃ            
3261 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ               
3117 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西ノムカイ ﾆｼﾉﾑｶｲ              
3235 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ               
3145 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヌクミ ﾇｸﾐ                 
3087 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヌシヤ ﾇｼﾔ                 
3218 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 子ヽ石 ﾈﾈｲｼ                
3125 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ノクボ ﾉｸﾎﾞ                
3030 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ノダケ ﾉﾀﾞｹ                
3227 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ノヂ岡 ﾉﾁﾞｵｶ               
3230 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ノヂ岡畝 ﾉﾁﾞｵｶｳﾈ             
3154 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 野平 ﾉﾋﾗ                 
3078 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ノボリ屋敷 ﾉﾎﾞﾘﾔｼｷ             
3283 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ハイトコ ﾊｲﾄｺ                
3210 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ               
3097 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ               
3199 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ハシバタ ﾊｼﾊﾞﾀ               
3241 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ハゼノトヲ ﾊｾﾞﾉﾄｵ              
3168 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ハチウス ﾊﾁｳｽ                
3225 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ハマジロ ﾊﾏｼﾞﾛ               
3222 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 盤ノ石 ﾊﾞﾝﾉｲｼ              
3040 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヒウラレ ﾋｳﾗﾚ                
3248 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 東石垣 ﾋｶﾞｼｲｼｶﾞｷ           
3060 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 東ウチノ ﾋｶﾞｼｳﾁﾉ             
3296 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 東影畠 ﾋｶﾞｼｶｹﾞﾊﾀ           
3107 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 東カマノクボ ﾋｶﾞｼｶﾏﾉｸﾎﾞ          
3032 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 東ノダケ ﾋｶﾞｼﾉﾀﾞｹ            
3242 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヒデリ ﾋﾃﾞﾘ                
3204 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヒラキ ﾋﾗｷ                 
3147 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ フモト ﾌﾓﾄ                 
3234 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ フルタ ﾌﾙﾀ                 
3127 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ボヲノクボ ﾎﾞｵﾉｸﾎﾞ             
3136 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ホリタ ﾎﾘﾀ                 
3275 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 舞田 ﾏｲﾀ                 
3080 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 前ノウ子 ﾏｴﾉｳﾈ               
3081 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 前ノ下 ﾏｴﾉｼﾀ               
3255 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ マガリ ﾏｶﾞﾘ                
3200 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ マツエダニ ﾏﾂｴﾀﾞﾆ              
3212 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 松ノウ子 ﾏﾂﾉｳﾈ               
3073 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 松ノサコ ﾏﾂﾉｻｺ               
3211 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ マツノマエ ﾏﾂﾉﾏｴ               
3232 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 丸谷 ﾏﾙﾀﾆ                
3213 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 三ツ辻 ﾐﾂﾂｼﾞ               
3066 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ミヅモチ ﾐﾂﾞﾓﾁ               
3159 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ミナミ ﾐﾅﾐ                 
3286 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 南夷周 ﾐﾅﾐｴﾋﾞｽ             
3295 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 南鎌ノ久保 ﾐﾅﾐｶﾏﾉｸﾎﾞ           
3068 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 南黒岩 ﾐﾅﾐｸﾛｲﾜ             
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3259 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 南トンバ ﾐﾅﾐﾄﾝﾊﾞ             
3137 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 南ナガツチヨ ﾐﾅﾐﾅｶﾞﾂﾁﾖ           
3039 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 南ノダケ ﾐﾅﾐﾉﾀﾞｹ             
3197 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 南ノハテ ﾐﾅﾐﾉﾊﾃ              
3165 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ               
3070 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
3171 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ              
3163 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ               
3294 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ               
3072 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
3161 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ミヤノモト ﾐﾔﾉﾓﾄ               
3085 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ               
3272 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 向玉ノ木 ﾑｶｲﾀﾏﾉｷ             
3113 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ムメタイラ ﾑﾒﾀｲﾗ               
3196 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ モクヤシキ ﾓｸﾔｼｷ               
3175 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 休場 ﾔｽﾊﾞ                
3282 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
3195 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヤマグチ ﾔﾏｸﾞﾁ               
3036 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ 山栗 ﾔﾏｸﾞﾘ               
3095 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヨコイソ ﾖｺｲｿ                
3228 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヨコミチ ﾖｺﾐﾁ                
3221 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ヨコヤマ ﾖｺﾔﾏ                
3252 306西豊永 庵谷 ｲｵﾉﾀﾆ ワラビノ ﾜﾗﾋﾞﾉ               
3311 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 井手口 ｲﾃﾞｸﾞﾁ              
3313 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 井ノ向 ｲﾉﾑｶｲ               
3301 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ ウスヲキ ｳｽｵｷ                
3326 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 大荒 ｵｵｱﾚ                
3317 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 陰荒 ｶｹﾞｱﾚ               
3325 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 笠ノ石 ｶｻﾉｲｼ               
3309 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ カチヤ ｶﾁﾔ                 
3314 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ クイミゾ ｸｲﾐｿﾞ               
3307 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 久保田 ｸﾎﾞﾀ                
3327 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 小荒 ｺｱﾚ                 
3321 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 下川ヤシキ ｼﾓｶﾜﾔｼｷ             
3300 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 十二所 ｼﾞｭｳﾆｼｮ             
3316 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 勝負ヤシキ ｼｮｳﾌﾞﾔｼｷ            
3304 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ スヂヤシキ ｽｼﾞﾔｼｷ              
3324 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 瀬ノ上 ｾﾉｳｴ                
3323 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 瀬ノ畝 ｾﾉｳﾈ                
3319 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 竹ノナル ﾀｹﾉﾅﾙ               
3308 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 谷尻 ﾀﾆｼﾞﾘ               
3310 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 天狗ノナル ﾃﾝｸﾞﾉﾅﾙ             
3306 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 土居林 ﾄﾞｲﾊﾞﾔｼ             
3305 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 原ノ上 ﾊﾗﾉｳｴ               
3303 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 東田 ﾋｶﾞｼﾀﾞ              
3318 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 深サコ ﾌｶｻｺ                
3322 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ                
3320 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 松尾 ﾏﾂｵ                 
3315 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 松尾田 ﾏﾂｵﾀﾞ               
3312 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 松ノ池 ﾏﾂﾉｲｹ               
3302 307西豊永 船戸 ﾌﾅﾄ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ               
3357 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 石佛 ｲｼﾎﾞﾄｹ              
3349 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 井手 ｲﾃﾞ                 
3369 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ イボノウシロ ｲﾎﾞﾉｳｼﾛ             
3386 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ イボ山 ｲﾎﾞﾔﾏ               
3375 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 井山 ｲﾔﾏ                 
3370 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 岩本 ｲﾜﾓﾄ                
3373 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 岩本前 ｲﾜﾓﾄﾏｴ              
3365 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ ウシロ山 ｳｼﾛﾔﾏ               
3392 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 上ハコロビイシ ｳﾊｺﾛﾋﾞｲｼ            
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3383 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 姥ノ城 ｳﾊﾞﾉｼﾛ              
3398 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 馬知 ｳﾏﾁﾞ                
3354 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 梅ノナル ｳﾒﾉﾅﾙ               
3348 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 王子明 ｵｵｼﾞｱｹ              
3382 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 大田ノヤスバ ｵｵﾀﾉﾔｽﾊﾞ            
3384 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 大平 ｵｵﾋﾗ                
3350 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 奥 ｵｸ                  
3361 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 音女 ｵﾄﾒ                 
3396 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 尾ヤシキ ｵﾔｼｷ                
3389 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 柿ノサコ ｶｷﾉｻｺ               
3340 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 景樽 ｶｹﾞﾀﾞﾙ              
3377 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 掛薮 ｶｹﾔﾌﾞ               
3388 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 影山 ｶｹﾞﾔﾏ               
3332 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 梶ケサコ ｶｼﾞｶﾞｻｺ             
3367 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ カナアノヲ ｶﾅｱﾉｵ               
3329 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 上ミ石ドヲ ｶﾐｲｼﾄﾞｵ             
3334 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 上長瀬 ｶﾐﾅｶﾞｾ              
3421 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 上ミ橋詰メ ｶﾐﾊｼﾂﾞﾒ             
3347 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 上ミ屋式 ｶﾐﾔｼｷ               
3380 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 岸平 ｷｼﾀｲﾗ               
3335 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 北浦 ｷﾀｳﾗ                
3345 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 北屋式 ｷﾀﾔｼｷ               
3404 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ クレノ谷 ｸﾚﾉﾀﾆ               
3410 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 興総谷 ｺｳｿｳﾀﾞﾆ             
3364 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 小次郎谷 ｺｼﾞﾛｳﾀﾞﾆ            
3409 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 小法師 ｺﾎﾞｼ                
3371 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ ゴヨノ畝 ｺﾞﾖﾉｳﾈ              
3405 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ コロビイシ ｺﾛﾋﾞｲｼ              
3393 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ サガイ ｻｶﾞｲ                
3356 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 佐満之進戸屋 ｻﾏﾉｼﾝﾄﾞﾔ            
3352 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ シヲウリ ｼｵｳﾘ                
3376 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 下タ掛薮 ｼﾀｶｹﾔﾌﾞ             
3331 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 下石堂 ｼﾓｲｼﾄﾞｵ             
3336 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 下瀧 ｼﾓﾓﾀｷ               
3390 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 杉ノ奥 ｽｷﾞﾉｵｸ              
3378 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 壽京 ｽﾞｷｮｳ               
3397 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 高見 ﾀｶﾐ                 
3394 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 竹之内 ﾀｹﾉｳﾁ               
3401 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 田中 ﾀﾅｶ                 
3391 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ タビノクチ ﾀﾋﾞﾉｸﾁ              
3385 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 綱付 ﾂﾅﾂｷ                
3381 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 坪樫谷 ﾂﾎﾞｶｼﾀﾆ             
3344 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 堂ノ本 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ              
3337 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ               
3333 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 長瀬 ﾅｶﾞｾ                
3355 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 永野 ﾅｶﾞﾉ                
3387 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 中畑 ﾅｶﾊﾀｹ               
3339 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 成京 ﾅﾙｷﾖｳ               
3374 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 西掛薮 ﾆｼｶｹﾔﾌﾞ             
3342 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 西ノヒラ ﾆｼﾉﾋﾗ               
3330 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 怒田ノ久保 ﾇﾀﾉｸﾎﾞ              
3346 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 野尾谷 ﾉｵﾀﾞﾆ               
3328 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 野竹 ﾉﾀﾞｹ                
3407 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 野地ナル ﾉﾁﾞﾅﾙ               
3399 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 萩薮 ﾊｷﾞﾔﾌﾞ              
3412 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 橋詰 ﾊｼﾂﾞﾒ               
3372 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 東岩本 ﾋｶﾞｼｲﾜﾓﾄ            
3395 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ ヒソウラ ﾋｿｳﾗ                
3417 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 檜尾 ﾋﾉｷｵ                
3418 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 檜尾山 ﾋﾉｷｵﾔﾏ              
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3406 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ ビヤノヲカ ﾋﾞﾔﾉｵｶ              
3360 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 平野 ﾋﾗﾉ                 
3359 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 平野山 ﾋﾗﾉﾔﾏ               
3343 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 別宮 ﾍﾞﾂﾐﾔ               
3353 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ ホソロ ﾎｿﾛ                 
3366 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 前谷 ﾏｴﾀﾆ                
3362 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 松ノ休場 ﾏﾂﾉﾔｽﾊﾞ             
3402 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 客人 ﾏﾛｵﾄﾞ               
3419 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ                
3379 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 水タル ﾐﾅﾀﾙ                
3338 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 峰 ﾐﾈ                  
3368 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 婦夫石 ﾒｵﾄｲｼ               
3351 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 本屋式 ﾓﾄﾔｼｷ               
3408 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 守ノ元 ﾓﾘﾉﾓﾄ               
3363 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ ヤセ山 ﾔｾﾔﾏ                
3400 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 横野 ﾖｺﾉ                 
3403 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ ヨコノカゲ ﾖｺﾉｶｹﾞ              
3358 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ 與総谷 ﾖｿｳﾀﾞﾆ              
3341 308西豊永 梶ヶ内 ｶｼﾞｶﾞｳﾁ ヲモ荒 ｦﾓｱﾚ                
3457 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 阿勢美ノサコ ｱｾﾋﾞﾉｻｺ             
3454 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 伊勢美ノサコ ｲｾﾋﾞﾉｻｺ             
3434 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 出浦 ｲﾃﾞｳﾗ               
3443 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 内野 ｳﾁﾉ                 
3453 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 宇戸ヶ迫 ｳﾄﾞｶﾞｻｺ             
3432 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 宇戸ノ本 ｳﾄﾞﾉﾓﾄ              
3478 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 宇戸ノ本ノ上 ｳﾄﾞﾉﾓﾄﾉｳｴ           
3464 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 大野 ｵｵﾉ                 
3458 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 奥 ｵｸ                  
3480 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 奥屋敷入向 ｵｸﾔｼｷｲﾘﾑｶｲ          
3447 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 奥屋敷ノ向 ｵｸﾔｼｷﾉﾑｶｲ           
3471 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 落合 ｵﾁｱｲ                
3455 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 黍尻 ｷﾋﾞｼﾞﾘ              
3449 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 黍尻上ミ ｷﾋﾞｼﾞﾘﾉｶﾐ           
3448 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 黍尻ノ向 ｷﾋﾞｼﾞﾘﾉﾑｶｲ          
3477 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 小法師 ｺﾎﾞｼ                
3479 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 小法師山 ｺﾎﾞｼﾔﾏ              
3423 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 古休場 ｺﾔｽﾊﾞ               
3445 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 作屋 ｻｸﾔ                 
3476 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 迫ノ向 ｻｺﾉﾑｶｲ              
3422 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 佐辨当 ｻﾍﾞﾝﾄｳ              
3426 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 十二曾 ｼﾞｭｳﾆｿ              
3425 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 十二曾下モ ｼﾞｭｳﾆｿﾉｼﾓ           
3452 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 白石 ｼﾗｲｼ                
3469 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 城山 ｼﾛﾔﾏ                
3466 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 千本ケノ ｾﾝﾎﾞﾝｹﾉ             
3481 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 大尾迫 ﾀﾞｲｵｻｺ              
3462 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 大尾サコ ﾀﾞｲｵﾉｻｺ             
3439 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ               
3437 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 瀧ノ向 ﾀｷﾉﾑｶｲ              
3465 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 竹尾山 ﾀｹｵﾔﾏ               
3461 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 足袋本 ﾀﾋﾞﾉﾓﾄ              
3473 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 傅兵衛屋敷 ﾃﾞﾝﾍﾞｴﾔｼｷ           
3429 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 土居 ﾄﾞｲ                 
3433 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 戸道路 ﾄﾄﾞﾛ                
3444 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 名尻影 ﾅｼﾞﾘｶｹﾞ             
3467 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 名尻影向 ﾅｼﾞﾘｶｹﾞﾉﾑｶｲ         
3428 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 鳴屋敷 ﾅﾙﾔｼｷ               
3431 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 西 ﾆｼ                  
3460 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
3468 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 西ノ向 ﾆｼﾉﾑｶｲ              
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3451 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 根無 ﾈﾅｼ                 
3456 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 野鹿池 ﾉｶﾉｲｹ               
3427 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 檜木休場 ﾋﾉｷﾔｽﾊﾞ             
3450 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 平山 ﾋﾗﾔﾏ                
3472 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 程野 ﾎﾄﾞﾉ                
3430 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 本村 ﾎﾝﾑﾗ                
3440 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 孫與門屋敷 ﾏｺﾞﾖﾓﾝﾔｼｷ           
3438 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 孫與門屋敷上 ﾏｺﾞﾖﾓﾝﾔｼｷｶﾐ         
3436 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 孫與門屋敷向 ﾏｺﾞﾖﾓﾝﾔｼｷﾑｶｲ        
3424 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 窓口 ﾏﾄﾞｸﾞﾁ              
3463 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 南荒 ﾐﾅﾐｱﾚ               
3446 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 明嘉向 ﾐｭｳｶﾞﾉﾑｶｲ           
3459 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 明嘉 ﾐｮｳｶﾞ               
3470 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 屋敷野 ﾔｼｷﾉ                
3442 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 休場 ﾔｽﾊﾞ                
3474 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 柳ノ迫 ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ             
3475 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 柳ノ迫ノ上 ﾔﾅｷﾞﾉｻｺﾉｶﾐ          
3435 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 湯口 ﾕｸﾞﾁ                
3441 309西豊永 奥大田 ｵｸｵｵﾀ 湯口向 ﾕｸﾞﾁﾉﾑｶｲ            
3575 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 赤土畝 ｱｶﾂﾁｳﾈ              
3596 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 筏場 ｲｶﾀﾞﾊﾞ              
3573 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 井口谷 ｲｸﾞﾁﾀﾞﾆ             
3586 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 一倉瀧 ｲﾁｸﾗﾀｷ              
3585 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 一倉瀧山 ｲﾁｸﾗﾀｷﾔﾏ            
3618 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 一升ノナル ｲｯｼｮｳﾉﾅﾙ            
3590 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 一升ノナル ｲﾂｼﾖｳﾉﾅﾙ            
3531 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 市中野山 ｲｯﾁｭｳﾉﾔﾏ            
3614 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 岩屋ノ本 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ              
3497 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 岩良ヶ内 ｲﾜﾖｹｳﾁ              
3595 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ウエタ ｳｴﾀ                 
3514 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 丑ノ水 ｳｼﾉﾐｽﾞ              
3525 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ウチヲキ ｳﾁｵｷ                
3503 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 畝サキ ｳﾈｻｷ                
3521 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 梅ノ平 ｳﾒﾉﾋﾗ               
3490 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ エノキ ｴﾉｷ                 
3608 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ エラノシリ ｴﾗﾉｼﾘ               
3498 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 大瀬ノ上 ｵｵｾﾉｳｴ              
3547 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 大田口 ｵｵﾀｸﾞﾁ              
3513 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 大田野 ｵｵﾀﾉ                
3507 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 大田山 ｵｵﾀﾔﾏ               
3506 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 大田山ノ下 ｵｵﾀﾔﾏﾉｼﾀ            
3569 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 岡ゴイ ｵｶｺﾞｲ               
3526 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ヲカタ ｵｶﾀ                 
3561 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 奥豊塚 ｵｸﾄﾖﾂﾞｶ             
3508 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 奥宮 ｵｸﾐﾔ                
3548 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 落合 ｵﾁｱｲ                
3512 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ヲノエ ｵﾉｴ                 
3502 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ヲモ田 ｵﾓﾀﾞ                
3523 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ヲモ地 ｵﾓﾁﾞ                
3605 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ヲモヤシキ ｵﾓﾔｼｷ               
3583 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 掛ケ薮 ｶｹﾔﾌﾞ               
3580 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 掛ケ薮畝 ｶｹﾔﾌﾞｳﾈ             
3582 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 掛ケ薮景 ｶｹﾔﾌﾞｶｹﾞ            
3524 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 笠松 ｶｻﾏﾂ                
3492 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ カタギ ｶﾀｷﾞ                
3536 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ カナア松 ｶﾅｱﾏﾂ               
3533 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 上ミ市中野 ｶﾐｲｯﾁｭｳﾉ            
3530 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 上ミノ空 ｶﾐﾉｿﾗ               
3571 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 上ミ橋詰 ｶﾐﾊｼﾂﾞﾒ             
3600 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 上笛ノクボ ｶﾐﾌｴﾉｸﾎﾞ            
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3499 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 河茂 ｶﾜｼｹﾞ               
3579 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 河ナル ｶﾜﾅﾙ                
3606 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 菊ノサコ ｷｸﾉｻｺ               
3532 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 北野山 ｷﾀﾉﾔﾏ               
3572 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 北ヤシキ ｷﾀﾔｼｷ               
3581 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 木戸ノ畝 ｷﾄﾞﾉｳﾈ              
3539 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 切石 ｷﾘｲｼ                
3537 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 切石畝 ｷﾘｲｼｳﾈ              
3589 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 切石山 ｷﾘｲｼﾔﾏ              
3613 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ クハザコ ｸﾊｻﾞｺ               
3599 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 栗ヶ内 ｸﾘﾉｳﾁ               
3482 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ クレノ谷 ｸﾚﾉﾀﾆ               
3621 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ コザコ ｺｻﾞｺ                
3612 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ コベカウチ ｺﾍﾞｶｳﾁ              
3510 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 小松 ｺﾏﾂ                 
3509 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 小松ノ前 ｺﾏﾂﾉﾏｴ              
3551 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ コロビ石 ｺﾛﾋﾞｲｼ              
3550 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ コロビ石サコ ｺﾛﾋﾞｲｼｻｺ            
3493 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ サコ ｻｺ                  
3505 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ サコ口 ｻｺｸﾞﾁ               
3494 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ サコノ前 ｻｺﾉﾏｴ               
3543 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 椎ノ畝 ｼｲﾉｳﾈ               
3544 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 椎ノ久保 ｼｲﾉｸﾎﾞ              
3567 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 下タ市中野 ｼﾀｲﾁﾁｭｳﾉ            
3584 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 下タ掛薮 ｼﾀｶｹﾔﾌﾞ             
3540 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 下切石 ｼﾀｷﾘｲｼ              
3555 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 下モトドロ ｼﾓﾄﾄﾞﾛ              
3601 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 下笛ノクボ ｼﾓﾌｴﾉｸﾎﾞ            
3591 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ               
3594 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ショヲガノミゾ ｼｮｳｶﾞﾉﾐｿﾞ           
3577 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 新宮荒 ｼﾝｸﾞｳｱﾚ             
3617 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 瀬ノ上 ｾﾉｳｴ                
3519 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ センノ平 ｾﾝﾉﾋﾗ               
3522 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ センノ平山 ｾﾝﾉﾋﾗﾔﾏ             
3500 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 大門 ﾀﾞｲﾓﾝ               
3602 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ タケノナル上ミ ﾀｹﾉﾅﾙｶﾐ             
3604 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ タケノナル下モ ﾀｹﾉﾅﾙｼﾓ             
3603 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 竹ノナルノ下モ ﾀｹﾉﾅﾙﾉｼﾓ            
3565 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ タ田羅砂子 ﾀﾀﾞﾗｻｺ              
3516 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
3598 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 千々ノ ﾁﾁﾉ                 
3483 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ツミ谷 ﾂﾐﾀﾆ                
3515 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ツミ谷ノ上 ﾂﾐﾀﾆﾉｳｴ             
3559 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 釣井ノ久保 ﾂﾙｲﾉｸﾎﾞ             
3542 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 土居屋式 ﾄﾞｲﾔｼｷ              
3488 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ドヲカアレ ﾄﾞｵｶｱﾚ              
3597 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 堂ノ峯 ﾄﾞｵﾉﾐﾈ              
3557 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ト土路 ﾄﾄﾞﾛ                
3556 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 登土路畝 ﾄﾄﾞﾛｳﾈ              
3554 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 飛石渡瀬 ﾄﾋﾞｲｼﾜﾀｾ            
3562 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 豊塚 ﾄﾖﾂﾞｶ               
3558 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 豊塚畝 ﾄﾖﾂﾞｶｳﾈ             
3560 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 豊塚山 ﾄﾖﾂﾞｶﾔﾏ             
3568 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 仲市中野 ﾅｶｲﾁﾁｭｳﾉ            
3564 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 長瀬蔭 ﾅｶﾞｾｶｹﾞ             
3549 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 中ゾ畝 ﾅｶｿﾞｳﾈ              
3484 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 中畑ケ ﾅｶﾊﾞﾀｹ              
3489 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ               
3504 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 新田岡 ﾆｲﾀﾞﾉｵｶ             
3527 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
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3622 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 西コザコ ﾆｼｺｻﾞｺ              
3529 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 西サコ ﾆｼｻｺ                
3546 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 西野竹 ﾆｼﾉﾀｹ               
3511 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 西屋式 ﾆｼﾔｼｷ               
3545 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 野竹 ﾉﾀｹ                 
3534 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 野地 ﾉﾁﾞ                 
3626 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 野地ナル ﾉﾁﾞﾅﾙ               
3592 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ノボリタテ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ              
3570 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 橋詰 ﾊｼﾂﾞﾒ               
3552 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ               
3487 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 林 ﾊﾔｼ                 
3486 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 林ノ東 ﾊﾔｼﾉﾋｶﾞｼ            
3520 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 東 ﾋｶﾞｼ                
3607 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 東エラ ﾋｶﾞｼｴﾗ              
3620 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 東コザコ ﾋｶﾞｼｺｻﾞｺ            
3619 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ヒキチジリ ﾋｷﾁｼﾞﾘ              
3587 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 尾登免 ﾋﾞﾄﾒﾝ               
3485 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ビヤクラ ﾋﾞﾔｸﾗ               
3518 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ビヤノ岡 ﾋﾞﾔﾉｵｶ              
3616 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 平石 ﾋﾗｲｼ                
3541 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ヒラキ ﾋﾗｷ                 
3501 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 船度津 ﾌﾅﾜﾀﾂﾞ              
3630 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 豊塚 ﾎｵﾂﾞｶ               
3578 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ホセヤブ ﾎｾﾔﾌﾞ               
3588 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 佛野尾 ﾎﾄｹﾉｵ               
3495 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 堀田 ﾎﾘﾀ                 
3496 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 堀田畝 ﾎﾘﾀｳﾈ               
3517 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 松ノ畝 ﾏﾂﾉｳﾈ               
3574 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 三久保山 ﾐｸﾎﾞﾔﾏ              
3528 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ミサコ山 ﾐｻｺﾔﾏ               
3609 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 南エラノシリ ﾐﾅﾐｴﾗﾉｼﾘ            
3563 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 三渕 ﾐﾌﾞﾁ                
3535 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 宮カゲ ﾐﾔｶｹﾞ               
3566 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 宮ノサコ ﾐﾔﾉｻｺ               
3593 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ミョヲガノミゾ ﾐｮｳｶﾞﾉﾐｿﾞ           
3627 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 守ノ元 ﾓﾘﾉﾓﾄ               
3491 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 柳根 ﾔﾅｷﾞﾈ               
3538 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ               
3610 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ ワシノス ﾜｼﾉｽ                
3553 310西豊永 寺内 ﾃﾗｳﾁ 渡瀬 ﾜﾀｾ                 
3668 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 井口 ｲｸﾞﾁ                
3635 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ イチノモト ｲﾁﾉﾓﾄ               
3649 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ イノカシラ ｲﾉｶｼﾗ               
3632 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ イノタニ ｲﾉﾀﾆ                
3639 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ウ子 ｳﾈ                  
3643 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ウ子ダ ｳﾈﾀﾞ                
3663 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 大ハタケ ｵｵﾊﾀｹ               
3654 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ヲカ ｵｶ                  
3642 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ヲモダ ｵﾓﾀﾞ                
3666 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ カウカノサコ ｶｳｶﾉｻｺ              
3656 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ キタヤノ上ヘ ｷﾀﾔﾉｳﾍ              
3657 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ キタヤノ下タ ｷﾀﾔﾉｼﾀ              
3660 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ クリノモト ｸﾘﾉﾓﾄ               
3645 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ クワザコ ｸﾜｻﾞｺ               
3662 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ サコヤシキ ｻｺﾔｼｷ               
3667 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ サザレ ｻｻﾞﾚ                
3647 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ サルガウチ ｻﾙｶﾞｳﾁ              
3648 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ サルカウチノヲク ｻﾙｶﾞｳﾁﾉｵｸ           
3655 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 大東 ﾀﾞｲﾄｳ               
3661 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ トキヤシキ ﾄｷﾔｼｷ               
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3652 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ トヤノウ子 ﾄﾔﾉｳﾈ               
3636 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
3640 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 西ヲカ ﾆｼｵｶ                
3638 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 西サコ ﾆｼｻｺ                
3650 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 西ノケタ ﾆｼﾉｹﾀ               
3633 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 西ヤシキ ﾆｼﾔｼｷ               
3651 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ヌタノクボ ﾇﾀﾉｸﾎﾞ              
3653 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ハエタヲシ ﾊｴﾀｵｼ               
3646 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ハザマ ﾊｻﾞﾏ                
3644 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ヒウラノ宮 ﾋｳﾗﾉﾐﾔ              
3664 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 東イノカシラ ﾋｶﾞｼｲﾉｶｼﾗ           
3631 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 東サコ ﾋｶﾞｼｻｺ              
3658 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 東サコ大道ノ上 ﾋｶﾞｼｻｺｵｵﾐﾁﾉｶﾐ       
3659 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ヒトクラダケ ﾋﾄｸﾗﾀﾞｹ             
3665 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ フトヲ ﾌﾄｵ                 
3641 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ フナバ ﾌﾅﾊﾞ                
3634 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ               
3637 311西豊永 安野々 ﾔｽﾉﾉ ワサダ ﾜｻﾀﾞ                
3687 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ              
3692 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 井ノ向 ｲﾉﾑｶｲ               
3690 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ウハナル ｳﾊﾅﾙ                
3746 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 大荒ノ上 ｵｵｱﾚﾉｶﾐ             
3684 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 大戸 ｵｵﾄ                 
3685 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 大戸ノ上 ｵｵﾄﾉｶﾐ              
3683 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 大戸ノ向 ｵｵﾄﾉﾑｶｲ             
3752 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 大林 ｵｵﾊﾞﾔｼ              
3728 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ヲカ ｵｶ                  
3726 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ヲカタ ｵｶﾀ                 
3727 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ヲカノサキ ｵｶﾉｻｷ               
3680 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 尾ノ宮 ｵﾉﾐﾔ                
3709 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ カイノ本 ｶｲﾉﾓﾄ               
3679 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ カウタケノウ子 ｶｳﾀｹﾉｳﾈ             
3712 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 柿ノ平 ｶｷﾉﾀｲﾗ              
3730 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ カヂノサコ ｶﾁﾞﾉｻｺ              
3688 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 上鳴ノ後 ｶﾐﾅﾙﾉｳｼﾛ            
3689 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 上ノ段 ｶﾐﾉﾀﾞﾝ              
3738 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ カンバノサコ ｶﾝﾊﾞﾉｻｺ             
3673 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ キドロ ｷﾄﾞﾛ                
3701 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ クイノウチ ｸｲﾉｳﾁ               
3743 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ クルミ山 ｸﾙﾐﾔﾏ               
3736 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ クレイハ ｸﾚｲﾜ                
3759 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ クロカナヤス ｸﾛｶﾅﾔｽ              
3695 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 小西谷 ｺﾆｼﾀﾆ               
3696 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 小西谷ノ向 ｺﾆｼﾀﾆﾉﾑｶｲ           
3705 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ コヤス場 ｺﾔｽﾊﾞ               
3753 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ コヤノタキ ｺﾔﾉﾀｷ               
3748 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 小ヤノ本 ｺﾔﾉﾓﾄ               
3711 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 小ヤン堂 ｺﾔﾝﾄﾞｳ              
3675 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 椎ノ本 ｼｲﾉﾓﾄ               
3757 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ シヲウリノ向 ｼｵｳﾘﾉﾑｶｲ            
3710 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ シモウチ ｼﾓｳﾁ                
3681 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ シヤクタノマエ ｼﾔｸﾀﾉﾏｴ             
3731 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ シンヤ ｼﾝﾔ                 
3670 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タカシタ ﾀｶｼﾀ                
3729 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 田頭 ﾀｶﾞｼﾗ               
3719 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 高見 ﾀｶﾐ                 
3720 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 高見後 ﾀｶﾐｳｼﾛ              
3716 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 高見畝 ﾀｶﾐｳﾈ               
3669 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 高見田 ﾀｶﾐﾀﾞ               
3722 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タカミ東シ ﾀｶﾐﾋｶﾞｼ             
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3760 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 高山 ﾀｶﾔﾏ                
3699 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タキノ上エ ﾀｷﾉｳｴ               
3700 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タキノサキ ﾀｷﾉｻｷ               
3698 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タキノマエ ﾀｷﾉﾏｴ               
3693 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タキハタケ ﾀｷﾊﾀｹ               
3704 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タケノナル ﾀｹﾉﾅﾙ               
3703 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タケノナル後 ﾀｹﾉﾅﾙｳｼﾛ            
3751 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 立石 ﾀﾂｲｼ                
3750 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 立石サキ ﾀﾂｲｼｻｷ              
3674 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 谷アレ ﾀﾆｱﾚ                
3723 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 谷奥ノ向 ﾀﾆｵｸﾉﾑｶｲ            
3706 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ タノシタ ﾀﾉｼﾀ                
3754 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 茶ウスタキ ﾁｬｳｽﾀｷ              
3697 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ツガノ畝 ﾂｶﾞﾉｳﾈ              
3694 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ トイノ向イ ﾄｲﾉﾑｶｲ              
3708 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 堂ノシタ ﾄﾞｳﾉｼﾀ              
3739 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
3755 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 長畑ケ ﾅｶﾞﾊﾞﾀｹ             
3735 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 中山 ﾅｶﾔﾏ                
3756 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ナメラ渕 ﾅﾒﾗﾌﾞﾁ              
3741 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 荷掛 ﾆｶｹ                 
3686 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
3725 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 西ノ向 ﾆｼﾉﾑｶｲ              
3733 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ノヒラウ子 ﾉﾋﾗｳﾈ               
3734 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ノビラノサキ ﾉﾋﾞﾗﾉｻｷ             
3715 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ハケヤフ ﾊｹﾔﾌ                
3714 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 橋ノ谷 ﾊｼﾉﾀﾆ               
3718 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 福正院 ﾌｸｾｲｲﾝﾝ             
3742 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ベンシヨアレ ﾍﾞﾝｼﾞﾖｱﾚ            
3740 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ホウノサコ上 ﾎｳﾉｻｺｶﾐ             
3721 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ホヲノサコ ﾎｵﾉｻｺ               
3671 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ホソノ ﾎｿﾉ                 
3672 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ホソノ上 ﾎｿﾉｶﾐ               
3744 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ホド山 ﾎﾄﾞﾔﾏ               
3745 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ホド山東 ﾎﾄﾞﾔﾏﾋｶﾞｼ           
3717 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ               
3676 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ マル山 ﾏﾙﾔﾏ                
3682 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ              
3691 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ               
3707 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ヤセンボリ ﾔｾﾝﾎﾞﾘ              
3702 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ヤナギソデ ﾔﾅｷﾞｿﾃﾞ             
3678 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 山神ノ上 ﾔﾏｶﾞﾐﾉｳｴ            
3749 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 山神ノサキ ﾔﾏｶﾞﾐﾉｻｷ            
3677 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 山神本 ﾔﾏｶﾞﾐﾉﾓﾄ            
3747 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 横荒 ﾖｺｱﾚ                
3737 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 横荒ノ下 ﾖｺｱﾚﾉｼﾓ             
3713 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ヨシノセ ﾖｼﾉｾ                
3724 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ 四ツ辻 ﾖﾂｼﾞ                
3732 312西豊永 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ ワセ田 ﾜｾﾀ                 
3762 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 井口 ｲｸﾞﾁ                
3784 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ イタヤ ｲﾀﾔ                 
3774 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ ウエンダ ｳｴﾝﾀﾞ               
3776 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ ヲヲチ ｵｵﾁ                 
3795 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 大本 ｵｵﾓﾄ                
3777 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ ヲメヂ ｵﾒﾁﾞ                
3766 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ ヲモサコ ｵﾓｻｺ                
3778 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ カシハザコ ｶｼﾊｻﾞｺ              
3796 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 上中ヤ ｶﾐﾅｶﾔ               
3764 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ ガヤノキ ｶﾞﾔﾉｷ               
3763 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ キワダ ｷﾜﾀﾞ                
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3794 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ クヲヲ ｸｵｵ                 
3785 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ コヤノウチ ｺﾔﾉｳﾁ               
3783 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ サコグチ ｻｺｸﾞﾁ               
3789 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 下モ瀬 ｼﾓｾ                 
3787 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ セ子エ ｾﾈｴ                 
3788 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 瀬ノ上 ｾﾉｳｴ                
3790 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 大東 ﾀﾞｲﾄｳ               
3786 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 田中 ﾀﾅｶ                 
3768 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ ツチガヤシキ ﾂﾁｶﾞﾔｼｷ             
3767 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ トビノイシ ﾄﾋﾞﾉｲｼ              
3772 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ トヤ ﾄﾔ                  
3771 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ トヤノ畝 ﾄﾔﾉｳﾈ               
3792 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 中西 ﾅｶﾆｼ                
3793 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 中ヤシキ ﾅｶﾔｼｷ               
3782 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 七貢 ﾅﾅｸﾞ                
3769 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 西 ﾆｼ                  
3770 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 西裏 ﾆｼｳﾗ                
3765 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ               
3781 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 西七貢 ﾆｼﾅﾅｸﾞ              
3775 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 西ノ本 ﾆｼﾉﾓﾄ               
3773 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 野地 ﾉﾁﾞ                 
3791 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ               
3780 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 宮首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ              
3779 313西豊永 川戸 ｶﾜﾄﾞ 宮脇 ﾐﾔﾜｷ                
3828 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ アリノナル ｱﾘﾉﾅﾙ               
3820 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ              
3804 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 井ノ向 ｲﾉﾑｶｲ               
3825 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ウエノシロ ｳｴﾉｼﾛ               
3801 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 梅ノサコ ｳﾒﾉｻｺ               
3808 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ヲヲスラ ｵｵｽﾗ                
3812 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 岡田 ｵｶﾀﾞ                
3819 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ヲツケバ ｵﾂｹﾊﾞ               
3798 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ヲヤハタケ ｵﾔﾊﾀｹ               
3809 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ カミノ後 ｶﾐﾉｳｼﾛ              
3810 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ カミ屋敷 ｶﾐﾔｼｷ               
3802 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 岸ノ下タ ｷｼﾉｼﾀ               
3815 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 久保 ｸﾎﾞ                 
3824 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ サキノジ ｻｷﾉｼﾞ               
3816 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ サコクチ ｻｺｸﾁ                
3797 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ シモセ ｼﾓｾ                 
3807 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 城山 ｼﾞﾖｳﾔﾏ              
3823 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ツエ ﾂｴ                  
3803 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 堂ノ下タ ﾄﾞｵﾉｼﾀ              
3811 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 堂ノ本 ﾄﾞｵﾉﾓﾄ              
3829 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ トヤ ﾄﾔ                  
3814 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 中ハタケ ﾅｶﾊﾀｹ               
3831 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
3817 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ノシ゛ ﾉｼﾞ                 
3821 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 橋谷 ﾊｼﾀﾆ                
3826 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ フナクボ ﾌﾅｸﾎﾞ               
3827 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ホリキリ ﾎﾘｷﾘ                
3806 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 峰 ﾐﾈ                  
3813 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
3805 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 向屋敷 ﾑｶｲﾔｼｷ              
3799 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 森ノ下タ ﾓﾘﾉｼﾀ               
3800 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 森ノナル ﾓﾘﾉﾅﾙ               
3818 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ 森ノナル西 ﾓﾘﾉﾅﾙﾆｼ             
3822 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ヤナギソ ﾔﾅｷﾞｿ               
3830 314西豊永 連火 ﾂﾚﾋﾞ ヨシノセ ﾖｼﾉｾ                
3949 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ アカ石 ｱｶｲｼ                
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3947 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ アカ石ノ下 ｱｶｲｼﾉｼﾀ             
3950 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ アカ石西 ｱｶｲｼﾉﾆｼ             
3948 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ アカ石ノ東 ｱｶｲｼﾉﾋｶﾞｼ           
3965 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ イイツシ ｲｲﾂｼ                
3966 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ イイツシ西 ｲｲﾂｼﾆｼ              
3913 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 池窪 ｲｹｸﾎﾞ               
3873 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ イシドヲウ子 ｲｼﾄﾞｵｳﾈ             
3980 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ イタギノサコ ｲﾀｷﾞﾉｻｺ             
3953 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ イタギノサコノ東 ｲﾀｷﾞﾉｻｺﾉﾋｶﾞｼ        
3941 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 井デ口 ｲﾃﾞｸﾞﾁ              
3894 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 井ノサコ ｲﾉｻｺ                
3931 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 井ノ向 ｲﾉﾑｶｲ               
3832 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ イベ谷 ｲﾍﾞﾀﾆ               
3908 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ イボウ子 ｲﾎﾞｳﾈ               
3846 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ イワヤノ上 ｲﾜﾔﾉｶﾐ              
3857 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 上トドロ ｳｴﾄﾄﾞﾛ              
3918 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ウチヲキ畝 ｳﾁｵｷｳﾈ              
3849 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 畝サキ ｳﾈｻｷ                
3945 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 姥神西 ｳﾊﾞｶﾞﾐﾆｼ            
3958 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ エンズノキ谷 ｴﾝｽﾞﾉｷﾀﾆ            
3868 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 大畝 ｵｵｳﾈ                
3888 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 大カケ ｵｵｶｹ                
3878 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 大カゲノ上 ｵｵｶｹﾞﾉｶﾐ            
3889 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 大カケノシタ ｵｵｶｹﾉｼﾀ             
3877 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 大カゲノ東 ｵｵｶｹﾞﾉﾋｶﾞｼ          
3865 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 大ツエ ｵｵﾂｴ                
3884 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲヲトウ子 ｵｵﾄｳﾈ               
3916 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲヲト畝ノ上 ｵｵﾄｳﾈﾉｶﾐ            
3922 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 大西地 ｵｵﾆｼﾁ               
3886 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲヲミヤ ｵｵﾐﾔ                
3915 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲカ ｵｶ                  
3835 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 岡畝 ｵｶｳﾈ                
3914 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲカタ ｵｶﾀ                 
3844 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲカマ ｵｶﾏ                 
3978 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲタミヤ ｵﾀﾐﾔ                
3883 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 尾ノ宮 ｵﾉﾐﾔ                
3939 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲミヤタ ｵﾐﾔﾀ                
3938 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 尾宮田ノ東 ｵﾐﾔﾀﾉﾋｶﾞｼ           
3851 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲミヤ地 ｵﾐﾔﾁ                
3905 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲモアレ ｵﾓｱﾚ                
3930 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヲモヤ ｵﾓﾔ                 
3895 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カガイハ ｶｶﾞｲﾊ               
3840 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カクレコヤ ｶｸﾚｺﾔ               
3863 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カゲ ｶｹﾞ                 
3845 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カシツカ ｶｼﾂｶ                
3897 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カマノクビ ｶﾏﾉｸﾋﾞ              
3972 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 上小西谷 ｶﾐｺﾆｼﾀﾞﾆ            
3911 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カミゴヲラ ｶﾐｺﾞｦﾗ              
3937 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カミ竹 ｶﾐﾀｹ                
3964 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 上ナラハラ ｶﾐﾅﾗﾊﾗ              
3906 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ                
3904 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カンシヤノシタ ｶﾝｼﾔﾉｼﾀ             
3940 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ カンヂヨ ｶﾝﾁﾞﾖ               
3969 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ キノハナノウチノマエ ｷﾉﾊﾅﾉｳﾁﾉﾏｴ          
3871 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 久保 ｸﾎﾞ                 
3848 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 栗ノモト ｸﾘﾉﾓﾄ               
3898 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ クレイハ ｸﾚｲﾊ                
3869 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ クロカチ ｸﾛｶﾁ                
3847 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 桑ノサコ ｸﾜﾉｻｺ               
3891 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ コヲモ ｺｵﾓ                 
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3866 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ コヲモノ向 ｺｵﾓﾉﾑｶｲ             
3907 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ コヲラカ ｺｵﾗｶ                
3892 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ コカシキ ｺｶｼｷ                
3960 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ コシケ内 ｺｼｹｳﾁ               
3974 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 小西谷 ｺﾆｼﾀﾞﾆ              
3970 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 小西谷ノ上 ｺﾆｼﾀﾞﾆﾉｶﾐ           
3971 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 小西谷ノ北 ｺﾆｼﾀﾞﾆﾉｷﾀ           
3942 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ コロビ石 ｺﾛﾋﾞｲｼ              
3929 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 坂向 ｻｶﾑｶｲ               
3854 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ サクシキノマエ ｻｸｼｷﾉﾏｴ             
3935 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シタイベ谷 ｼﾀｲﾍﾞﾀﾆ             
3900 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シタイボ ｼﾀｲﾎﾞ               
3901 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シタイボ西 ｼﾀｲﾎﾞﾆｼ             
3902 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シタイボノ子キ ｼﾀｲﾎﾞﾉﾈｷ            
3899 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シタイボノマエ ｼﾀｲﾎﾞﾉﾏｴ            
3912 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シタシモゴヲラ ｼﾀｼﾓｺﾞｵﾗ            
3858 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シタツルイ ｼﾀﾂﾙｲ               
3841 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シタヤシキ ｼﾀﾔｼｷ               
3932 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シミツ ｼﾐﾂ                 
3973 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 下小西谷 ｼﾓｺﾆｼﾀﾞﾆ            
3909 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シモゴヲラ ｼﾓｺﾞｦﾗ              
3934 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シモダケ ｼﾓﾀﾞｹ               
3843 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シモチ ｼﾓﾁ                 
3881 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ シロノマエ ｼﾛﾉﾏｴ               
3959 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ スゲゾヲ ｽｹﾞｿﾞｵ              
3880 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ スズミ石 ｽｽﾞﾐｲｼ              
3834 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ スソノカ ｽｿﾉｶ                
3956 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ スドノ ｽﾄﾞﾉ                
3954 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ スドノノ上 ｽﾄﾞﾉﾉｶﾐ             
3955 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ スドノノ前 ｽﾄﾞﾉﾉﾏｴ             
3952 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ スドノノ向イ ｽﾄﾞﾉﾉﾑｶｲ            
3876 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ センボヲ ｾﾝﾎﾞｵ               
3870 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ センホヲノシタ ｾﾝﾎｵﾉｼﾀ             
3887 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ タイモン ﾀｲﾓﾝ                
3859 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ タカバ ﾀｶﾊﾞ                
3977 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 高山 ﾀｶﾔﾏ                
3928 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ タキノ上 ﾀｷﾉｶﾐ               
3927 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ タテミ ﾀﾃﾐ                 
3944 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 谷 ﾀﾆ                  
3872 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ                
3875 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 田ノ本ノ上 ﾀﾉﾓﾄﾉｶﾐ             
3933 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ タルノ本 ﾀﾙﾉﾓﾄ               
3855 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ トヲセガウチ ﾄｵｾｶﾞｳﾁ             
3852 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ トドロ ﾄﾄﾞﾛ                
3838 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ナギ山 ﾅｷﾞﾔﾏ               
3861 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ナミウエ ﾅﾐｳｴ                
3890 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ナラハラ ﾅﾗﾊﾗ                
3919 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
3920 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 西浦西 ﾆｼｳﾗﾆｼ              
3921 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 西浦ノ上 ﾆｼｳﾗﾉｶﾐ             
3975 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 西タキノ上エ ﾆｼﾀｷﾉｳｴ             
3926 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 西タテミ ﾆｼﾀﾃﾐ               
3968 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 柱ノ久保 ﾊｼﾗﾉｸﾎﾞ             
3963 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 柱ノ久保北 ﾊｼﾗﾉｸﾎﾞｷﾀ           
3967 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 柱久保前 ﾊｼﾗﾉｸﾎﾞﾏｴ           
3917 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ハンヤ畝 ﾊﾝﾔｳﾈ               
3910 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 東 ﾋｶﾞｼ                
3925 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 東ノ南 ﾋｶﾞｼﾉﾐﾅﾐ            
3961 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヒバンチヤ ﾋﾊﾞﾝﾁﾔ              
3882 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ フルシロ ﾌﾙｼﾛ                
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3839 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ボヲノ後口 ﾎﾞｵﾉｳｼﾛｸﾞﾁ          
3864 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ホヲノサコ ﾎｵﾉｻｺ               
3943 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 前谷 ﾏｴﾀﾆ                
3896 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 松尾 ﾏﾂｵ                 
3903 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 松尾ノ北 ﾏﾂｵﾉｷﾀ              
3842 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ マツナ ﾏﾂﾅ                 
3867 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 松之丞田 ﾏﾂﾉｽｹﾃﾞﾝ            
3946 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ マブセ ﾏﾌﾞｾ                
3951 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ マブセノ上 ﾏﾌﾞｾﾉｶﾐ             
3862 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ミコガウチ ﾐｺｶﾞｳﾁ              
3893 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 南ノ向イ ﾐﾅﾐﾉﾑｶｲ             
3879 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 峯 ﾐﾈ                  
3874 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 峰ノ下 ﾐﾈﾉｼﾀ               
3885 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ミヤノ後口 ﾐﾔﾉｳｼﾛｸﾞﾁ           
3957 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ メクラノ谷 ﾒｸﾗﾉﾀﾆ              
3924 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 桃ノ久保 ﾓﾓﾉｸﾎﾞ              
3962 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヤゲン ﾔｹﾞﾝ                
3976 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 屋敷農 ﾔｼｷﾉｳ               
3836 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ                
3837 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヤスバノヲク ﾔｽﾊﾞﾉｵｸ             
3850 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 山神本 ﾔﾏｶﾞﾐﾉﾓﾄ            
3833 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ               
3853 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ 山ノ原 ﾔﾏﾉﾊﾗ               
3860 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ヨウ子ノ子キ ﾖｳﾈﾉﾈｷ              
3856 315西豊永 桃原 ﾓﾓﾊﾗ ワシキヤシキ ﾜｼｷﾔｼｷ              
3987 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ アヲモン ｱｵﾓﾝ                
4007 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ アチサコ ｱﾁｻｺ                
3998 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ イケダ ｲｹﾀﾞ                
4055 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ 石ヤスバ ｲｼﾔｽﾊﾞ              
4040 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ イソノムカイ ｲｿﾉﾑｶｲ              
4046 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ イノクボ ｲﾉｸﾎﾞ               
4029 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ イノムカイ ｲﾉﾑｶｲ               
3981 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ イベタニ ｲﾍﾞﾀﾆ               
4020 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ 岩タイラ ｲﾜﾀｲﾗ               
4004 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ウチノヲ ｳﾁﾉｵ                
3985 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ウ子 ｳﾈ                  
4052 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ウワタケ ｳﾜﾀｹ                
4039 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ エノキノモト ｴﾉｷﾉﾓﾄ              
4035 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヲイノイシ ｵｲﾉｲｼ               
3997 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヲヲウ子 ｵｵｳﾈ                
4000 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヲヲチ ｵｵﾁ                 
3999 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヲカキシ ｵｶｷｼ                
3989 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヲミヤサキ ｵﾐﾔｻｷ               
3993 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヲモワレ ｵﾓﾜﾚ                
4028 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ カジヤ ｶｼﾞﾔ                
4001 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ カマツバ ｶﾏﾂﾊﾞ               
4033 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ガヤノサコ ｶﾞﾔﾉｻｺ              
4042 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ キワダカナル ｷﾜﾀﾞｶﾅﾙ             
4006 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ クスノキ ｸｽﾉｷ                
4023 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ クリノムカイ ｸﾘﾉﾑｶｲ              
3983 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ コヲトコ ｺｵﾄｺ                
4005 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ゴヲロノモト ｺﾞｵﾛﾉﾓﾄ             
3992 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ コベヤナ ｺﾍﾞﾔﾅ               
3988 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ サガリノ ｻｶﾞﾘﾉ               
3982 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ シマイシ ｼﾏｲｼ                
4015 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ シモヲカ ｼﾓｵｶ                
4009 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ シモヒガシ ｼﾓﾋｶﾞｼ              
3986 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ショウノヲ ｼｮｳﾉｵ               
4014 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ シンヤ ｼﾝﾔ                 
3995 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ スケノモト ｽｹﾉﾓﾄ               



大豊町の大字・字一覧

2016/8/16 65/97 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字 大字読み 小字名 小字読み 摘要

4022 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ スソカイケ ｽｿｶｲｹ               
4038 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ タキノウエ ﾀｷﾉｳｴ               
4026 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ タキハタケ ﾀｷﾊﾀｹ               
4031 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ タキヤシキ ﾀｷﾔｼｷ               
4011 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ               
4017 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ タテイハ ﾀﾃｲﾊ                
4041 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ タテギウ ﾀﾃｷﾞｳ               
4010 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ タノシタ ﾀﾉｼﾀ                
4050 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ タルノウエ ﾀﾙﾉｳｴ               
4030 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ チノクボ ﾁﾉｸﾎﾞ               
4037 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ 茶ヤ ﾁｬﾔ                 
4003 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ チャン ﾁﾔﾝ                 
4016 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ツエ谷 ﾂｴﾀﾞﾆ               
3996 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ツキヲトシ ﾂｷｵﾄｼ               
3994 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ツタグリ ﾂﾀｸﾞﾘ               
4054 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ テラタイラ ﾃﾗﾀｲﾗ               
4047 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ トチウカゲ ﾄﾁｳｶｹﾞ              
4021 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ トチウノナル ﾄﾁｳﾉﾅﾙ              
3984 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ                
4048 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ナキヤシキ ﾅｷﾔｼｷ               
4013 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ニシウラ ﾆｼｳﾗ                
4043 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ 西ノジ ﾆｼﾉｼﾞ               
3991 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ 西ノヲカ ﾆｼﾉﾀｶ               
4036 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ニシムキ ﾆｼﾑｷ                
4012 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ニヤ ﾆﾔ                  
4049 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ノクビ ﾉｸﾋﾞ                
3990 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ハチス ﾊﾁｽ                 
4044 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ハ子ノヲ ﾊﾈﾉｵ                
4045 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヒキチアレ ﾋｷﾁｱﾚ               
4018 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヒラライワ ﾋﾗﾗｲﾜ               
4019 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ フソノモト ﾌｿﾉﾓﾄ               
4027 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ マエ ﾏｴ                  
4025 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ マツノモト ﾏﾂﾉﾓﾄ               
4002 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ マツバ ﾏﾂﾊﾞ                
4056 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ミツガモリ ﾐﾂｶﾞﾓﾘ              
4053 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ミノコシ ﾐﾉｺｼ                
4034 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ミヤモリ石 ﾐﾔﾓﾘｲｼ              
4024 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ モリノハナ ﾓﾘﾉﾊﾅ               
4008 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヤナギモト ﾔﾅｷﾞﾓﾄ              
4032 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ 山ノ神ミ ﾔﾏﾉｶﾐ               
4051 316西豊永 永渕 ﾅｶﾞﾌﾁ ヨコハシリ ﾖｺﾊｼﾘ               
4062 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ ヲカタ ｵｶﾀ                 
4064 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ ヲシノ ｵｼﾉ                 
4059 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ カウモ ｶｳﾓ                 
4066 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ カケノミヤ ｶｹﾉﾐﾔ               
4063 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ キタウラ ｷﾀｳﾗ                
4068 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ シミヅ ｼﾐﾂﾞ                
4061 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ シモタ ｼﾓﾀ                 
4065 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ タカバ ﾀｶﾊﾞ                
4069 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ タテイハ ﾀﾃｲﾊﾞ               
4067 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ                
4071 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ ホウノサコ ﾎｳﾉｻｺ               
4070 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ マツノウ子 ﾏﾂﾉｳﾈ               
4060 317西豊永 柳野 ﾔﾅｷﾞﾉ モモノモト ﾓﾓﾉﾓﾄ               
4167 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ アヲギ ｱｵｷﾞ                
4121 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ アカイシ ｱｶｲｼ                
4145 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 石ノタカミ ｲｼﾉﾀｶﾐ              
4159 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 石ホトケ ｲｼﾎﾄｹ               
4096 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ イソカケ ｲｿｶｹ                
4126 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ イデクチ ｲﾃﾞｸﾁ               
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4095 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ イノカシラ ｲﾉｶｼﾗ               
4135 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ イノタイラ ｲﾉﾀｲﾗ               
4169 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ イワガラ ｲﾜｶﾞﾗ               
4136 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ウエタキ ｳｴﾀｷ                
4138 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ウメカナロ ｳﾒｶﾅﾛ               
4111 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ウルシノミゾ ｳﾙｼﾉﾐｿﾞ             
4152 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ウワノジ ｳﾜﾉｼﾞ               
4092 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヲヲアレ ｵｵｱﾚ                
4134 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヲヲカゲ ｵｵｶｹﾞ               
4107 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヲヲモト ｵｵﾓﾄ                
4072 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヲカタ ｵｶﾀ                 
4112 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヲクタニ ｵｸﾀﾆ                
4140 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヲモウチ ｵﾓｳﾁ                
4076 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ カウツ ｶｳﾂ                 
4114 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ カケウ子 ｶｹｳﾈ                
4079 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ カケヤシキ ｶｹﾔｼｷ               
4137 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ カシカウチ ｶｼｶｳﾁ               
4075 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ カジヤシキ ｶｼﾞﾔｼｷ              
4085 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ キシヤシキ ｷｼﾔｼｷ               
4158 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ クズレノ ｸｽﾞﾚﾉ               
4171 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ クツレノ ｸﾂﾚﾉ                
4148 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ クレ石カ ｸﾚｲｼｶ               
4090 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ クワタイラ ｸﾜﾀｲﾗ               
4117 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 小谷 ｺﾀﾞﾆ                
4084 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ コマツ ｺﾏﾂ                 
4108 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ コヤ ｺﾔ                  
4160 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ サカイタニ ｻｶｲﾀﾆ               
4082 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ サコウタ ｻｺｳﾀ                
4139 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ サコノシロアレ ｻｺﾉｼﾛｱﾚ             
4130 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ サセフハラ ｻｾﾌﾊﾗ               
4119 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ サデ ｻﾃﾞ                 
4124 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ジゾヲカ前 ｼﾞｿﾞｵｶﾏｴ            
4154 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ シタトヲナレ ｼﾀﾄｵﾅﾚ              
4161 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ シタミチ ｼﾀﾐﾁ                
4078 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ シモ東 ｼﾓﾋｶﾞｼ              
4102 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 杉ノタイラ ｽｷﾞﾉﾀｲﾗ             
4118 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ スケソウ ｽｹｿｳ                
4116 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ スズミイシ ｽｽﾞﾐｲｼ              
4105 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ スミ谷 ｽﾐﾀﾆ                
4157 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ スミヤトコ ｽﾐﾔﾄｺ               
4073 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 空ハカ ｿﾗﾊｶ                
4098 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ タキノ前 ﾀｷﾉﾏｴ               
4123 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ タケノコシリ ﾀｹﾉｺｼﾘ              
4127 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ タテイシ ﾀﾃｲｼ                
4162 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ タニハタ ﾀﾆﾊﾀ                
4091 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ タノモト ﾀﾉﾓﾄ                
4155 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ タルノロ ﾀﾙﾉﾛ                
4156 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ タルノロヂ ﾀﾙﾉﾛﾁﾞ              
4103 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ チチノモト ﾁﾁﾉﾓﾄ               
4109 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ チヤエン ﾁﾔｴﾝ                
4087 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ツイチノ ﾂｲﾁﾉ                
4153 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ トヲナレ ﾄｵﾅﾚ                
4104 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 堂ノ岡 ﾄﾞｵﾉｵｶ              
4163 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ トヲミカイシ ﾄｵﾐｶｲｼ              
4132 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ トコナベ ﾄｺﾅﾍﾞ               
4120 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ トチ谷 ﾄﾁﾀﾞﾆ               
4125 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ                
4088 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 中タイラ ﾅｶﾀｲﾗ               
4080 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 中ノ ﾅｶﾉ                 
4164 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ナカノアレ ﾅｶﾉｱﾚ               
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4101 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 中ハタケ ﾅｶﾊﾀｹ               
4122 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 中ヤ ﾅｶﾔ                 
4150 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ナベクラ ﾅﾍﾞｸﾗ               
4106 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 西ウラ ﾆｼｳﾗ                
4100 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 西桑原 ﾆｼｸﾜﾊﾞﾗ             
4128 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ニタニシ ﾆﾀﾆｼ                
4089 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ノジ ﾉｼﾞ                 
4086 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ノタイラ ﾉﾀｲﾗ                
4151 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ハギノトヲ ﾊｷﾞﾉﾄｵ              
4147 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ハシリウ ﾊｼﾘｳ                
4170 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ハナソノ ﾊﾅｿﾉ                
4146 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ハンソウ ﾊﾝｿｳ                
4099 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 東桑原 ﾋｶﾞｼｸﾜﾊﾞﾗ           
4081 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 東ヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ             
4110 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ                
4133 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ フクシケ ﾌｸｼｹ                
4165 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ フソガレ ﾌｿｶﾞﾚ               
4077 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ フルツク石 ﾌﾙﾂｸｲｼ              
4074 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ フロノモト ﾌﾛﾉﾓﾄ               
4149 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ホドノ ﾎﾄﾞﾉ                
4093 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 松カサコ ﾏﾂｶｻｺ               
4141 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 松シゲ ﾏﾂｼｹﾞ               
4142 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ミタライ ﾐﾀﾗｲ                
4129 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ミヤトコ ﾐﾔﾄｺ                
4144 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ミヤノヨコ ﾐﾔﾉﾖｺ               
4168 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ムマノ ﾑﾏﾉ                 
4113 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ                
4094 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヤスバノヲカ ﾔｽﾊﾞﾉｵｶ             
4097 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 柳ソウ ﾔﾅｷﾞｿｳ              
4083 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヤマクリ ﾔﾏｸﾘ                
4131 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ 柚ノタイラ ﾕﾉﾀｲﾗ               
4166 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヨコアレ ﾖｺｱﾚ                
4115 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヨコクボ ﾖｺｸﾎﾞ               
4143 318西豊永 大砂子 ｵｵｽﾅｺﾞ ヨコバシリ ﾖｺﾊﾞｼﾘ              
4179 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ イカタ ｲｶﾀ                 
4175 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 石仏 ｲｼﾎﾞﾄｹ              
4220 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ              
4216 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 石休場谷 ｲｼﾔｽﾊﾞﾀﾞﾆ           
4217 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ イデクチ ｲﾃﾞｸﾁ               
4181 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 井ノ尻 ｲﾉｼﾘ                
4182 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 井ノ本 ｲﾉﾓﾄ                
4201 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 疣 ｲﾎﾞ                 
4198 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 疣谷 ｲﾎﾞﾀﾞﾆ              
4204 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 疣ノ蔭 ｲﾎﾞﾉｶｹﾞ             
4200 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 疣ノ本 ｲﾎﾞﾉﾓﾄ              
4221 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 窟ノ本 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ              
4205 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 大荒 ｵｵｱﾚ                
4213 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 大キ ｵｵｷ                 
4214 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 大屋 ｵｵﾔ                 
4186 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 岡多 ｵｶﾀ                 
4227 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 奥水本 ｵｸﾐｽﾞﾓﾄ             
4172 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ カウツ ｶｳﾂ                 
4228 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ カウナル ｶｳﾅﾙ                
4185 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 加宇屋敷 ｶｳﾔｼｷ               
4215 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 柿ノ畝 ｶｷﾉｳﾈ               
4187 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 柿ノ左古 ｶｷﾉｻｺ               
4194 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 上弥太郎 ｶﾐﾔﾀﾛｳ              
4180 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 神場岡 ｶﾝﾊﾞｵｶ              
4209 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 佐古 ｻｺ                  
4177 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ サシテ ｻｼﾃ                 
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4178 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 椎ノ岡 ｼｲﾉｵｶ               
4229 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 下トカケ ｼﾀﾄｶｹ               
4207 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 下宮ノ向 ｼﾀﾐﾔﾉﾑｶｲ            
4203 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 清水ノ本 ｼﾐｽﾞﾉﾓﾄ             
4226 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 城カケ ｼﾛｶｹ                
4174 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 杉日浦 ｽｷﾞﾋｳﾗ              
4223 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ スス谷 ｽｽﾀﾞﾆ               
4206 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 涼石 ｽｽﾞﾐｲｼ              
4224 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ ソヲダブチ ｿｵﾀﾞﾌﾞﾁ             
4210 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ ソヲロク ｿｵﾛｸ                
4218 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 竹古畑 ﾀｹﾌﾙﾊﾀ              
4196 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
4219 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ チガヤノヤスバ ﾁｶﾞﾔﾉﾔｽﾊﾞ           
4176 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 堂林西 ﾄﾞｵﾊﾞﾔｼﾆｼ           
4183 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 堂林ノ上 ﾄﾞｵﾊﾞﾔｼﾉｳｴ          
4173 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ トキツコヲ ﾄｷﾂｺｵ               
4188 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 中西屋敷 ﾅｶﾆｼﾔｼｷ             
4191 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 中屋 ﾅｶﾔ                 
4184 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ               
4190 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 中屋本 ﾅｶﾔﾓﾄ               
4199 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ ヌタノ尻 ﾇﾀﾉｼﾘ               
4195 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 野地ノ平 ﾉﾁﾞﾉﾋﾗ              
4197 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ ヒイ越 ﾋｲｺﾞｼ               
4202 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 東谷奥 ﾋｶﾞｼﾀﾆｵｸ            
4189 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ             
4211 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 古野 ﾌﾙﾉ                 
4212 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 孫次郎 ﾏｺﾞｼﾞﾛｳ             
4208 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 宮ノ佐古 ﾐﾔﾉｻｺ               
4192 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ              
4222 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ ミヨウカ ﾐﾖｳｶ                
4225 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ ムマノリョヲカ ﾑﾏﾉﾘｮｵｶ             
4193 319西豊永 大久保 ｵｵｸﾎﾞ 森ノ向 ﾓﾘﾉﾑｶｲ              
4251 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ イヲキ ｲｵｷ                 
4230 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ イシヤスバ ｲｼﾔｽﾊﾞ              
4242 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ イテノウエ ｲﾃﾉｳｴ               
4235 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ウネノヤシキ ｳﾈﾉﾔｼｷ              
4254 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ヲハラ ｵﾊﾗ                 
4243 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ヲモイデ ｵﾓｲﾃﾞ               
4231 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ヲモタ ｵﾓﾀ                 
4246 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ               
4257 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 川　平 ｶﾜﾋﾗ                
4241 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ケタ ｹﾀ                  
4248 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ケタ山 ｹﾀﾔﾏ                
4253 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ シイノヲ ｼｲﾉｵ                
4237 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ シモゴミ ｼﾓｺﾞﾐ               
4244 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 下土居 ｼﾓﾄﾞｲ               
4238 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ シヤノ谷 ｼﾔﾉﾀﾆ               
4247 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ              
4234 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 高柿 ﾀｶｶｷ                
4240 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 狸穴 ﾀﾇｷｱﾅ               
4233 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 太良 ﾀﾗ                  
4232 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 太良下 ﾀﾗｼﾓ                
4255 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ               
4236 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ニカケ ﾆｶｹ                 
4245 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ               
4252 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ノヂ ﾉﾁﾞ                 
4249 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ                
4256 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ 宮ノ北 ﾐﾔﾉｷﾀ               
4250 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ メヲトイシ ﾒｵﾄｲｼ               
4239 401東豊永 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ                
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4306 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ アザラレ ｱｻﾞﾗﾚ               
4288 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 石ヤスハ ｲｼﾔｽﾊ               
4308 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ イナ井ノコミ ｲﾅｲﾉｺﾐ              
4287 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ウハナル ｳﾊﾅﾙ                
4300 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 大荒 ｵｵｱﾚ                
4298 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 大岩 ｵｵｲﾜ                
4310 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ヲヲシロ ｵｵｼﾛ                
4259 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 大ヒゲ ｵｵﾋｹﾞ               
4264 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ヲカタ ｵｶﾀ                 
4307 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ヲヤタニ ｵﾔﾀﾆ                
4270 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 柿ノサコ ｶｷﾉｻｺ               
4272 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 柿ノ本 ｶｷﾉﾓﾄ               
4315 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ カシノヤスハ ｶｼﾉﾔｽﾊ              
4262 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 梶屋敷 ｶｼﾞﾔｼｷ              
4265 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ               
4316 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ カラタニ ｶﾗﾀﾆ                
4301 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ クハノサコ ｸﾊﾉｻｺ               
4313 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 栗ヲウ子 ｸﾘｵｳﾈ               
4305 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ コウカノ岡 ｺｳｶﾉｵｶ              
4293 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ コヤスバ ｺﾔｽﾊﾞ               
4303 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ               
4278 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ サキサコ ｻｷｻｺ                
4317 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ジウリキ ｼﾞｳﾘｷ               
4294 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ シツメガ森 ｼﾂﾒｶﾞﾓﾘ             
4282 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ シモカゲ ｼﾓｶｹﾞ               
4283 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ シヤウ蛇谷 ｼﾔｳｼﾞｬﾀﾞﾆ           
4279 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 女郎屋敷 ｼﾞｮﾛｳﾔｼｷ            
4266 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ              
4260 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 瀬戸 ｾﾄ                  
4312 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ センボウ ｾﾝﾎﾞｳ               
4309 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ソリタ ｿﾘﾀ                 
4296 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ タカバ ﾀｶﾊﾞ                
4271 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 谷ヲク ﾀﾆｵｸ                
4258 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ               
4273 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 谷コヤシ ﾀﾆｺﾔｼ               
4267 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ツエ谷 ﾂｴﾀﾞﾆ               
4311 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ トヲメン ﾄｵﾒﾝ                
4281 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ トチサコ ﾄﾁｻｺ                
4295 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ トチノヲ ﾄﾁﾉｵ                
4276 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 中西タ ﾅｶﾆｼﾀ               
4286 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ               
4261 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 西屋舗 ﾆｼﾔｼｷ               
4299 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ヌタノ荒 ﾇﾀﾉｱﾚ               
4289 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ヌル井ノウエ ﾇﾙｲﾉｳｴ              
4268 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ノヲチ ﾉｵﾁ                 
4292 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ハツソウ ﾊﾂｿｵ                
4284 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ハテ岩 ﾊﾃｲﾜ                
4290 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ハテトコナル ﾊﾃﾄｺﾅﾙ              
4285 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 東アレ ﾋｶﾞｼｱﾚ              
4263 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ             
4291 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ホウズカコヲロ ﾎｳｽﾞｶｺｵﾛ            
4304 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ ホソノ ﾎｿﾉ                 
4302 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ マツヲ ﾏﾂｵ                 
4314 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 松サコ ﾏﾂｻｺ                
4269 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 松ノタイラ ﾏﾂﾉﾀｲﾗ              
4297 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 水ノクチ ﾐｽﾞﾉｸﾁ              
4275 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ               
4277 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 宮ノヒ浦 ﾐﾔﾉﾋｳﾗ              
4280 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ 宮ノヒ浦ノ下 ﾐﾔﾉﾋｳﾗﾉｼﾓ           
4274 402東豊永 八川 ﾔｶﾜ モミノウ子 ﾓﾐﾉｳﾈ               
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4338 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 井ノウラ ｲﾉｳﾗ                
4351 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ                
4352 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 井ノ谷西 ｲﾉﾀﾆﾆｼ              
4349 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 井ノ谷向 ｲﾉﾀﾆﾑｶｲ             
4350 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 井ノ谷ヲク ｲﾉﾀﾆｦｸ              
4335 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ イバ ｲﾊﾞ                 
4348 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ イハトコ ｲﾊﾄｺ                
4340 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ウ子コミ ｳﾈｺﾐ                
4362 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ エボシイシ ｴﾎﾞｼｲｼ              
4371 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ヲヲウ子 ｵｵｳﾈ                
4336 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ヲカ ｵｶ                  
4365 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ヲストコ ｵｽﾄｺ                
4325 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ カキノナル ｶｷﾉﾅﾙ               
4326 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ カゲ ｶｹﾞ                 
4358 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ カハナル ｶﾊﾅﾙ                
4345 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 上ホドノヲカ ｶﾐﾎﾄﾞﾉｦｶ            
4363 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 上モヲカノ ｶﾐﾓｵｶﾉ              
4346 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ クロヲロ ｸﾛｵﾛ                
4366 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ササレ ｻｻﾚ                 
4370 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ サルアソビ ｻﾙｱｿﾋﾞ              
4364 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ シミズ ｼﾐｽﾞ                
4372 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ シミヅ ｼﾐﾂﾞ                
4342 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ シモ田 ｼﾓﾀ                 
4367 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ スゲノナル ｽｹﾞﾉﾅﾙ              
4361 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ チクノタキ ﾁｸﾉﾀｷ               
4318 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ チ々ノ久保 ﾁﾁﾉｸﾎﾞ              
4327 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ナカ ﾅｶ                  
4359 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ナカス ﾅｶｽ                 
4337 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ナカタ ﾅｶﾀ                 
4339 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ナカノキシ ﾅｶﾉｷｼ               
4319 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ナルノウ子 ﾅﾙﾉｳﾈ               
4334 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 西 ﾆｼ                  
4331 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ニシタ ﾆｼﾀ                 
4332 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ニシノウラ ﾆｼﾉｳﾗ               
4333 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 西ノ下 ﾆｼﾉｼﾓ               
4347 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ニシムキ ﾆｼﾑｷ                
4341 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ノボリタテ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ              
4356 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ノボリミチ ﾉﾎﾞﾘﾐﾁ              
4343 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ハエノサキ ﾊｴﾉｻｷ               
4330 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ハエノサコ ﾊｴﾉｻｺ               
4357 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ヒウラ ﾋｳﾗ                 
4321 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ フナサコ ﾌﾅｻｺ                
4328 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ フルモン ﾌﾙﾓﾝ                
4344 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ホドノヲカ ﾎﾄﾞﾉｦｶ              
4329 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ マツノマエ ﾏﾂﾉﾏｴ               
4360 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｶﾐ               
4324 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ミヤノモト ﾐﾔﾉﾓﾄ               
4355 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ミヤミナミ ﾐﾔﾐﾅﾐ               
4353 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ モヲカノ ﾓｵｶﾉ                
4322 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ヤナギノサコ ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ             
4354 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ヤマカキ ﾔﾏｶｷ                
4320 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ユリノタキ ﾕﾘﾉﾀｷ               
4368 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ヨコアレ ﾖｺｱﾚ                
4323 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ ヨシヲカ ﾖｼｵｶ                
4369 403東豊永 筏木 ｲｶﾀﾞｷﾞ 領知ウ子 ﾘｮｳﾁｳﾈ              
4484 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 赤瀧ノ下 ｱｶﾀｷﾉｼﾀ             
4426 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 赤根小美東 ｱｶﾈｺﾋﾞﾄｳ            
4423 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 赤根コミ ｱｶﾈｺﾐ               
4399 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ アヅキアレ ｱﾂﾞｷｱﾚ              
4400 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ アヅキアレ畝 ｱﾂﾞｷｱﾚｳﾈ            
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4467 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 池ノ内 ｲｹﾉｳﾁ               
4481 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ              
4375 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ イチノ内 ｲﾁﾉｳﾁ               
4424 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ イツクシヤマ ｲﾂｸｼﾔﾏ              
4554 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 泉ミ ｲﾂﾞﾐ                
4558 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 井手ノ奥 ｲﾃﾞﾉｵｸ              
4494 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 稲ノ窪 ｲﾅﾉｸﾎﾞ              
4441 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 岩里川橋西路 ｲﾜﾘｺﾞｳﾊｼﾆｼﾐﾁ        
4442 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ イワリゴヲ ｲﾜﾘｺﾞｵ              
4438 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上タカノス ｳｴﾀｶﾉｽ              
4583 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハ菖蒲窪 ｳｴﾊｼｮｳﾌﾞｸﾎﾞ         
4584 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上フヨヲ ｳｴﾌﾖｵ               
4568 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハカケアレ ｳﾊｶｹｱﾚ              
4434 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハカンバギシ ｳﾊｶﾝﾊﾞｷﾞｼ           
4477 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハクヲヲチ ｳﾊｸｵｵﾁ              
4563 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハタヅワラ ｳﾊﾀﾂﾞｳﾗ             
4463 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハトヲジ ｳﾊﾄｵｼﾞ              
4566 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハニガタケ ｳﾊﾆｶﾞﾀｹ             
4565 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハ子々平ラ ｳﾊﾈﾈﾀﾞｲﾗ            
4525 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハ旗岡 ｳﾊﾊﾀｵｶ              
4469 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ウハボヲレ ｳﾊﾎﾞｵﾚ              
4482 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上水ノ本 ｳﾊﾐｽﾞﾉﾓﾄ            
4436 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ハヨシガノ ｳﾊﾖｼｶﾞﾉ             
4516 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ               
4518 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 梅ノ本道ノ上 ｳﾒﾉﾓﾄﾐﾁﾉｳｴ          
4455 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ウルシノミゾ ｳﾙｼﾉﾐｿﾞ             
4454 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ウルシミソノ下 ｳﾙｼﾐｿﾉｼﾀ            
4382 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上大向イ ｳﾜｵｵﾑｶｲ             
4596 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上立石 ｳﾜﾀﾃｲｼ              
4547 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ウワナル ｳﾜﾅﾙ                
4389 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ                
4391 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ウワ松 ｳﾜﾏﾂ                
4504 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上丸野 ｳﾜﾏﾙﾉ               
4570 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上休場 ｳﾜﾔｽﾊﾞ              
4412 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 大泉 ｵｵｲﾂﾞﾐ              
4420 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 大泉道下 ｵｵｲﾂﾞﾐﾐﾁﾉｼﾀ         
4503 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ヲヲカミ ｵｵｶﾐ                
4550 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 大佐古 ｵｵｻｺ                
4551 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 大瀬ノ上 ｵｵｾﾉｶﾐ              
4496 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ヲカ ｵｶ                  
4556 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 岡田 ｵｶﾀ                 
4390 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ヲクノアレ ｵｸﾉｱﾚ               
4445 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 奥ノ荒谷東路 ｵｸﾉｱﾚﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾐﾁ      
4578 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ヲモウ子 ｵﾓｳﾈ                
4579 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ヲモウ子ノ上 ｵﾓｳﾈﾉｶﾐ             
4575 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カイケノ本 ｶｲｹｲﾉﾓﾄ             
4559 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カゲアレ ｶｹﾞｱﾚ               
4580 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 梶ノ沙古 ｶｼﾞﾉｻｺ              
4421 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 梶ノ成 ｶｼﾞﾉﾅﾙ              
4498 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ                
4470 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カツラ渡瀬東路 ｶﾂﾗﾜﾀｾﾋｶﾞｼﾛ         
4590 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 鎌ノ首 ｶﾏﾉｸﾋﾞ              
4522 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ツエヤ ｶﾐﾂｴﾔ               
4534 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上名古山 ｶﾐﾅｺﾞﾔﾏ             
4488 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上ニタキ ｶﾐﾆﾀｷ               
4427 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 上登道 ｶﾐﾉﾎﾞﾘﾐﾁ            
4511 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 亀淵ノ上 ｶﾒﾌﾞﾁﾉｳｴ            
4537 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カラ谷道ノ上 ｶﾗﾀﾆﾐﾁﾉｳｴ           
4404 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カンバ岡大道上 ｶﾝﾊﾞｵｶｵｵﾐﾁｳｴ        
4429 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カンバギシ ｶﾝﾊﾞｷﾞｼ             
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4430 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カンバノサコ ｶﾝﾊﾞﾉｻｺ             
4401 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ カンボヲカ ｶﾝﾎﾞｵｶ              
4574 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 北イスシ ｷﾀｲｽｼ               
4567 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 北浦道下 ｷﾀｳﾗﾐﾁｼﾀ            
4472 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 北ハサギ ｷﾀﾊｻｷﾞ              
4443 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ キリイシ ｷﾘｲｼ                
4480 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ クハウシ溝ノ北 ｸﾊｳｼﾐｿﾞﾉｷﾀ          
4479 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ クハウチ ｸﾊｳﾁ                
4405 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ クリカブ ｸﾘｶﾌﾞ               
4591 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 弘ソヲ ｺｳｿｵ                
4395 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ コヂアレ ｺﾁﾞｱﾚ               
4478 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ コチノ峯 ｺﾁﾉﾐﾈ               
4373 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ コミ ｺﾐ                  
4374 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ コミノ上 ｺﾐﾉｳｴ               
4384 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 小屋床 ｺﾔﾄｺ                
4557 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 境谷道下 ｻｶｲﾀﾞﾆﾐﾁｼﾀ          
4548 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ シウシ道ノ下 ｼｳｼﾐﾁﾉｼﾀ            
4377 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ シヲウリ ｼｵｳﾘ                
4571 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 篠部ノ畝 ｼｷﾍﾞﾉｳﾈ             
4512 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下西浦 ｼﾀﾆｼｳﾗ              
4510 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下華棚 ｼﾀﾊﾅﾀﾞﾅ             
4376 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下向イ ｼﾀﾑｶｲ               
4416 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ シダレカシ ｼﾀﾞﾚｶｼ              
4398 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ シマノサコ ｼﾏﾉｻｺ               
4407 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 島ノ本下 ｼﾏﾉﾓﾄｼﾀ             
4406 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 島ノ本ノ上 ｼﾏﾉﾓﾄﾉｳｴ            
4417 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下荒 ｼﾓｱﾚ                
4553 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下モ泉 ｼﾓｲﾂﾞﾐ              
4555 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下モ蔭浦 ｼﾓｶｹﾞｳﾗ             
4475 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下クヲヲヂ ｼﾓｸｵｵﾁﾞ             
4552 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下モ境谷 ｼﾓｻｶｲﾀﾞﾆ            
4536 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ シモジマ ｼﾓｼﾞﾏ               
4549 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下モシュウシ ｼﾓｼﾕｳｼ              
4514 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下モ竹八 ｼﾓﾀｹﾊﾁ              
4530 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下モ継石 ｼﾓﾂｷﾞｲｼ             
4587 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下唐菜沙古 ｼﾓﾄｳﾅｻｺ             
4593 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下ナガハレ ｼﾓﾅｶﾞﾊﾚ             
4499 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下中屋 ｼﾓﾅｶﾔ               
4600 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下モナラノ畝 ｼﾓﾅﾗﾉｳﾈ             
4486 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下ニタキ ｼﾓﾆﾀｷ               
4505 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 下モ丸野 ｼﾓﾏﾙﾉ               
4546 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ シユウシ ｼﾕｳｼ                
4414 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 丈ノ畝 ｼﾞｮｳﾉｳﾈ             
4582 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 菖蒲窪 ｼﾖｳﾌﾞｸﾎﾞ            
4493 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 新林 ｼﾝﾘﾝ                
4517 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 助屋鋪 ｽｹﾔｼｷ               
4598 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 千足野 ｾﾝｿﾞｸﾉ              
4439 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ タカノス ﾀｶﾉｽ                
4453 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ タキハチヤ ﾀｷﾊﾁﾔ               
4451 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ タキハチヤノ東 ﾀｷﾊﾁﾔﾉﾋｶﾞｼ          
4523 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 竹ノ沙古 ﾀｹﾉｻｺ               
4515 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 竹八 ﾀｹﾊ                 
4394 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ タヅノナロ ﾀｽﾞﾉﾅﾛ              
4381 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ タツテ ﾀﾂﾃ                 
4562 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ タヅワラ ﾀﾂﾞﾜﾗ               
4595 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 立石 ﾀﾃｲｼ                
4592 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 立石向 ﾀﾃｲｼﾑｶｲ             
4560 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 田ノ上 ﾀﾉｳｴ                
4500 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 父ノ岡 ﾁﾁﾉｵｶ               
4465 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ツエジリ ﾂｴｼﾞﾘ               
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4520 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ツエノ谷道ノ上 ﾂｴﾉﾀﾆﾐﾁﾉｳｴ          
4521 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ツエヤ ﾂｴﾔ                 
4539 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ツエヤ畝北浦 ﾂｴﾔｳﾈｷﾀｳﾗ           
4541 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ツエヤ谷尻 ﾂｴﾔﾀﾆｼﾞﾘ            
4581 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ツエヤミ ﾂｴﾔﾐ                
4540 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ツエヤ道下 ﾂｴﾔﾐﾁｼﾀ             
4531 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 継石 ﾂｷﾞｲｼ               
4542 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ツブラメ ﾂﾌﾞﾗﾒ               
4586 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 唐菜沙古 ﾄｳﾅｻｺ               
4513 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 堂ノ畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ              
4449 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ドヲハレ ﾄﾞｵﾊﾚ               
4507 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 遠ミガ石 ﾄｵﾐｶﾞｲｼ             
4456 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ トヲヤバ ﾄｵﾔﾊﾞ               
4457 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 遠山 ﾄｵﾔﾏ                
4602 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ トチノモト ﾄﾁﾉﾓﾄ               
4418 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ トヤノ畝 ﾄﾔﾉｳﾈ               
4419 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ トヤノサコ ﾄﾔﾉｻｺ               
4464 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ トリコエ ﾄﾘｺｴ                
4425 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 長磯 ﾅｶﾞｲｿ               
4538 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 中岡 ﾅｶｵｶ                
4397 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 中岡北 ﾅｶｵｶｷﾀ              
4476 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 中クヲチ ﾅｶｸｵﾁ               
4408 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 中島本道上 ﾅｶｼﾞﾏﾉﾓﾄﾐﾁﾉｳｴ       
4461 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 中野荒 ﾅｶﾉｱﾚ               
4594 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ナガワレ ﾅｶﾞﾜﾚ               
4535 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 名古山 ﾅｺﾞﾔﾏ               
4599 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 奈良ノ畝 ﾅﾗﾉｳﾈ               
4529 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 物トチ ﾅﾙﾄﾁ                
4528 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ニカケ ﾆｶｹ                 
4564 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ニガ竹 ﾆｶﾞﾀｹ               
4572 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西イヅシ ﾆｼｲﾂﾞｼ              
4508 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
4577 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西紙漉 ﾆｼｶﾐ                
4462 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西中ノ荒 ﾆｼﾅｶﾉｱﾚ             
4491 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西ニノタキ ﾆｼﾆﾉﾀｷ              
4492 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西ノサコ ﾆｼﾉｻｺ               
4502 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西ノ宮 ﾆｼﾉﾐﾔ               
4432 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西ハツソヲ ﾆｼﾊﾂｿｳ              
4506 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西丸野 ﾆｼﾏﾙﾉ               
4447 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西横山 ﾆｼﾖｺﾔﾏ              
4452 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 西リヤチ ﾆｼﾘﾔﾁ               
4487 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ニタキ ﾆﾀｷ                 
4489 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ニタキ西 ﾆﾀｷﾆｼ               
4561 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 子々ダイラ ﾈﾈﾀﾞｲﾗ              
4385 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 野久保 ﾉｸﾎﾞ                
4387 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ノダケ ﾉﾀﾞｹ                
4388 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ノダケノ上 ﾉﾀﾞｹﾉｳｴ             
4527 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 野地 ﾉﾁﾞ                 
4526 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 野地畝 ﾉﾁﾞｳﾈ               
4533 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 野地畝北浦 ﾉﾁｳﾈｷﾀｳﾗ            
4532 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 野地登り立 ﾉﾁﾞﾉﾎﾞﾘﾀﾃ           
4428 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ノボリタテ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ              
4471 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ハサギ ﾊｻｷﾞ                
4410 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 橋ノ谷西路 ﾊｼﾉﾀﾆﾆｼﾐﾁ           
4422 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 橋ノ谷道下 ﾊｼﾉﾀﾆﾐﾁｼﾀ           
4524 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 旗岡 ﾊﾀｵｶ                
4435 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ハッソウ ﾊｯｿｳ                
4433 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 八船ノ峯 ﾊｯｿｳﾉﾐﾈ             
4509 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ハナダナ ﾊﾅﾀﾞﾅ               
4501 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ バンヤ畝 ﾊﾞﾝﾔｳﾈ              
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4497 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東 ﾋｶﾞｼ                
4573 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東イヅシ ﾋｶﾞｼｲﾂﾞｼ            
4431 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東イツノホ子 ﾋｶﾞｼｲﾂﾉﾎﾈ           
4588 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東ヲモウ子 ﾋｶﾞｼｵﾓｳﾈ            
4576 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東カイケノ本 ﾋｶﾞｼｶｲｹﾉﾓﾄ          
4379 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東田 ﾋｶﾞｼﾀ               
4383 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東田井手ノ上 ﾋｶﾞｼﾀｲﾃﾞﾉｳｴ         
4440 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東タカノス ﾋｶﾞｼﾀｶﾉｽ            
4466 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東谷落合ノ上 ﾋｶﾞｼﾀﾆｵﾁｱｲﾉｳｴ       
4589 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東唐名沙古 ﾋｶﾞｼﾄｳﾅｻｺ           
4601 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東奈良ノ畝 ﾋｶﾞｼﾅﾗﾉｳﾈ           
4597 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東フヨヲ ﾋｶﾞｼﾌﾖｵ             
4437 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東吉鹿野 ﾋｶﾞｼﾖｼｶﾉ            
4460 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 東リヤチ ﾋｶﾞｼﾘﾔﾁ             
4569 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ヒジリソヲ ﾋｼﾞﾘｿｵ              
4585 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ フヨヲ ﾌﾖｵ                 
4392 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 古宮床 ﾌﾙﾐﾔﾄｺ              
4393 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 古宮床井手ノ上 ﾌﾙﾐﾔﾄｺｲﾃﾞﾉｳｴ        
4485 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 棒折 ﾎﾞｵﾚ                
4468 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ホヲレ谷間 ﾎｵﾚﾀﾆﾏ              
4402 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 佛ノ岡 ﾎﾄｹﾉｵｶ              
4403 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 佛ノ岡道下 ﾎﾄｹﾉｵｶﾐﾁﾉｼﾀ         
4386 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ホドノ岡道上 ﾎﾄﾞﾉｵｶﾐﾁｳｴ          
4543 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 松ノ尾ジロ ﾏﾂﾉｵｼﾞﾛ             
4495 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ マツハ ﾏﾂﾊ                 
4378 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 丸ノ川渡瀬ノ上 ﾏﾙﾉｶﾜﾜﾀｾﾉｳｴ         
4483 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
4448 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 三ツ岩 ﾐﾂｲﾜ                
4490 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 宮地畝 ﾐﾔﾁﾞｳﾈ              
4519 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ               
4415 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 宮森西裏 ﾐﾔﾓﾘﾆｼｳﾗ            
4473 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ミヨガノ溝 ﾐﾖｶﾞﾉﾐｿﾞ            
4474 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ミヨガ溝ノ上 ﾐﾖｶﾞﾐｿﾞﾉｳｴ          
4380 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 桃川渕 ﾓﾓｶﾜﾌﾞﾁ             
4545 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ヤスハ ﾔｽﾊ                 
4544 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 休場ノ下タ ﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ             
4413 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 山柿 ﾔﾏｶﾞｷ               
4411 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 山柿ノ上 ﾔﾏｶｷﾉｳｴ             
4409 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ ユヅノ骨 ﾕﾂﾞﾉｺﾂ              
4446 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ 横山 ﾖｺﾔﾏ                
4450 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ リヤチ ﾘﾔﾁ                 
4459 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ リヤチ城 ﾘﾔﾁｼﾛ               
4458 404東豊永 岩原 ｲﾜﾊﾗ リヤチ道ノ上 ﾘﾔﾁﾐﾁﾉｳｴ            
4630 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 阿堵野下 ｱﾄﾉｼﾀ               
4610 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 石窪 ｲｼｸﾎﾞ               
4609 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 石佛 ｲｼﾎﾞﾄｹ              
4635 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 上エ井溝 ｳｴｲﾐｿﾞ              
4621 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 上桑ザコ ｳﾊｸﾜｻﾞｺ             
4606 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ ヲヲチ ｵｵﾁ                 
4636 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ カトヲ滝 ｶﾄｳﾀﾞｷ              
4613 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ カミ ｶﾐ                  
4619 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 上中山 ｶﾐﾅｶﾔﾏ              
4627 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 楠ノ木荒 ｸｽﾉｷｱﾚ              
4638 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 黒柿 ｸﾛｶﾞｷ               
4615 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 桑ザコ ｸﾜｻﾞｺ               
4607 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 桑平 ｸﾜﾀﾞｲﾗ              
4608 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ コ井ノヲ ｺｲﾉｵ                
4624 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 高畔 ｺｳﾊﾞﾝ               
4634 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 下タ井溝 ｼﾀｲﾐｿﾞ              
4633 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 杉野下タ ｽｷﾞﾉｼﾀ              
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4603 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 竹畝 ﾀｹｳﾈ                
4620 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 天王 ﾃﾝｵｳ                
4605 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 土居 ﾄﾞｲ                 
4629 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ               
4631 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 仲岡 ﾅｶｵｶ                
4616 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 中山 ﾅｶﾔﾏ                
4632 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
4611 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 西野岡 ﾆｼﾉｵｶ               
4626 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ              
4622 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ              
4625 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 廣瀬 ﾋﾛｾ                 
4623 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 古井平 ﾌﾙｲﾀﾞｲﾗ             
4628 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 古井野地 ﾌﾙｲﾉﾁﾞ              
4639 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ                
4614 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ               
4618 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 宮ノ上エ ﾐﾔﾉｳｴ               
4637 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 宮之尾 ﾐﾔﾉｵ                
4617 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ               
4612 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ 宮野前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
4604 405東豊永 大平 ｵｵﾀﾞｲﾗ ヨコ井 ﾖｺｲ                 
4640 406東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 清水 ｼﾐｽﾞ                
4731 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 青谷 ｱｵﾀﾞﾆ               
4729 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 池ノ前 ｲｹﾉﾏｴ               
4722 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 一本木 ｲﾂﾎﾟﾝｷﾞ             
4714 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 井手奥 ｲﾃﾞｵｸ               
4659 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 井手上 ｲﾃﾞﾉｳｴ              
4670 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 井手屋敷 ｲﾃﾞﾔｼｷ              
4642 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ               
4711 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 畝下 ｳﾈｼﾀ                
4707 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 姥神 ｳﾊﾞｶﾞﾐ              
4661 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 漆砂 ｳﾙｼｽﾞﾅ              
4689 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 宇和成 ｳﾜﾅﾙ                
4666 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 蛭子 ｴﾋﾞｽ                
4664 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 蛭子滝 ｴﾋﾞｽﾀﾞｷ             
4644 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 大岩 ｵｵｲﾜ                
4679 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 大毛田 ｵｵｹﾀﾞ               
4723 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 大杉 ｵｵｽｷﾞ               
4724 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 大杉瀧 ｵｵｽｷﾞﾀﾞｷ            
4647 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 大砂 ｵｵｽﾅ                
4730 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 大坪 ｵｵﾂﾎﾞ               
4656 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 大西 ｵｵﾆｼ                
4667 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 岡田 ｵｶﾀﾞ                
4671 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 置荒 ｵｷｱﾚ                
4674 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 置荒ノ東 ｵｷｱﾚﾉﾋｶﾞｼ           
4728 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 落合 ｵﾁｱｲ                
4673 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 押輪瀧 ｵﾘﾝﾀﾞｷ              
4699 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 風穴 ｶｻﾞｱﾅ               
4700 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 梶久保 ｶｼﾞｶﾞｸﾎﾞ            
4695 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 鍛治屋 ｶｼﾞﾔ                
4694 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 鍛治屋上 ｶｼﾞﾔﾉｳｴ             
4734 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 鍛治砂 ｶﾁﾞｽﾅ               
4655 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 金久保 ｶﾅｸﾎﾞ               
4663 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 金久保岸 ｶﾅｸﾎﾞｷﾞｼ            
4715 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 釜口 ｶﾏｸﾞﾁ               
4705 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 上西 ｶﾐﾆｼ                
4675 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 上休場 ｶﾐﾔｽﾊﾞ              
4718 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 桐砂 ｷﾘｽﾅ                
4686 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 栗布袋 ｸﾘﾎﾃｲ               
4677 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 毛田 ｹﾀﾞ                 
4716 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 小屋谷 ｺﾔﾀﾞﾆ               
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4651 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 小屋床 ｺﾔﾄﾞｺ               
4652 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 小屋床前 ｺﾔﾄﾞｺﾏｴ             
4646 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 際賀畝 ｻｲｶﾞｳﾈ              
4657 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 定屋舗 ｻﾀﾞﾔｼｷ              
4683 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 三方堺 ｻﾝﾎﾟｳｻｶｲ            
4665 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 下休場 ｼﾀﾔｽﾊﾞ              
4643 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 清水前 ｼﾐｽﾞﾏｴ              
4685 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 菖蒲成 ｼｮｳﾌﾞﾅﾙ             
4733 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 新宅 ｼﾝﾀｸ                
4692 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 杉野砂 ｽｷﾞﾉｽﾅ              
4693 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 杉ノ砂上 ｽｷﾞﾉｽﾅｳｴ            
4650 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 炭釜 ｽﾐｶﾞﾏ               
4678 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 瀧ノ畝 ﾀｷﾉｳﾈ               
4641 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 竹畝 ﾀｹｳﾈ                
4727 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 立道 ﾀﾃﾐﾁ                
4702 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ               
4703 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 谷家下 ﾀﾆﾔｼﾀ               
4645 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 田野元 ﾀﾉﾓﾄ                
4684 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 多羅内 ﾀﾗｳﾁ                
4680 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 土ノ成 ﾂﾁﾉｼｹﾞ              
4721 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 通岡 ﾄｵﾘｵｶ               
4676 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 戸家砂 ﾄｶｽﾅ                
4720 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ               
4719 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 長荒上 ﾅｶﾞｱﾚﾉｳｴ            
4672 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 中津 ﾅｶﾂ                 
4662 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 中西 ﾅｶﾆｼ                
4704 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 仲畑 ﾅｶﾊﾞﾀｹ              
4698 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 名無木 ﾅﾅｼｷﾞ               
4649 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 西畝 ﾆｼｳﾈ                
4653 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
4654 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 野地 ﾉﾁﾞ                 
4687 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 野地荒 ﾉﾁﾞｱﾚ               
4682 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 林首 ﾊﾔｼﾉｸﾋﾞ             
4648 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 半五瀧 ﾊﾝｺﾞﾀﾞｷ             
4706 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 東 ﾋｶﾞｼ                
4668 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ              
4709 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ             
4735 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 昆沙碁野 ﾋﾞｼﾔｺﾞﾉ             
4725 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 二津岩 ﾌﾀﾂｲﾜ               
4658 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 札場 ﾌﾀﾞﾊﾞ               
4732 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 辺利渕 ﾍﾘﾌﾞﾁ               
4681 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 細野 ﾎｿﾉ                 
4691 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 松葉 ﾏﾂﾊﾞ                
4688 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 見荒 ﾐｱﾚ                 
4701 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 見荒下 ﾐｱﾚｼﾀ               
4690 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 峯 ﾐﾈ                  
4697 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 峯岸 ﾐﾈｷﾞｼ               
4708 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 峰畑 ﾐﾈﾊﾀ                
4669 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 宮城 ﾐﾔｷﾞ                
4726 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 麦焼石 ﾑｷﾞﾔｷｲｼ             
4712 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 棟向 ﾑﾈﾑｶｲ               
4713 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 桃木 ﾓﾓｷﾞ                
4696 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 森野砂 ﾓﾘﾉｽﾅ               
4710 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 珎知露谷 ﾔﾁﾛﾀﾞﾆ              
4717 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 柳砂 ﾔﾅｷﾞｽﾅ              
4660 407東豊永 大滝 ｵｵﾀﾞｷ 山神 ﾔﾏｶﾞﾐ               
4767 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 池ノナル ｲｹﾉﾅﾙ               
4788 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 石堂 ｲｼﾄﾞｵ               
4747 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 一本木 ｲﾂﾎﾟﾝｷﾞ             
4779 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 井野上 ｲﾉｳｴ                
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4742 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ                
4790 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 大サコ ｵｵｻｺ                
4762 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 大休場 ｵｵﾔｽﾊﾞ              
4739 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 岡田 ｵｶﾀﾞ                
4789 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 金床石 ｶﾅﾄｺｲｼ              
4775 408東豊永 川井 ｶﾜｲ カミヂ ｶﾐﾁﾞ                
4744 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 川モ ｶﾜﾓ                 
4782 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 京塚 ｷﾖｳｽﾞｶ              
4780 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 京野尾 ｷﾖｳﾉｵ               
4787 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 栗尾 ｸﾘｵ                 
4752 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 栗岡 ｸﾘｵｶ                
4761 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 氷屋 ｺｳﾘﾔ                
4777 408東豊永 川井 ｶﾜｲ コヲタ ｺｵﾀ                 
4791 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 古味 ｺﾐ                  
4758 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 小休馬 ｺﾔｽﾊﾞ               
4786 408東豊永 川井 ｶﾜｲ サカハタ ｻｶﾊﾀ                
4746 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 下川井 ｼﾓｶﾜｲ               
4768 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 城ノナル ｼﾞｮｳﾉﾅﾙ             
4749 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 平 ﾀｲﾗ                 
4764 408東豊永 川井 ｶﾜｲ タカバ ﾀｶﾊﾞ                
4765 408東豊永 川井 ｶﾜｲ タカバノ上 ﾀｶﾊﾞﾉｳｴ             
4792 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 滝ノ上 ﾀｷﾉｳｴ               
4769 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 竹首 ﾀｹﾉｸﾋﾞ              
4770 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 竹ノサコ ﾀｹﾉｻｺ               
4743 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ               
4766 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 竹ノ向イ ﾀｹﾉﾑｶｲ              
4736 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 谷 ﾀﾆ                  
4759 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
4757 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 田野西 ﾀﾉﾆｼ                
4778 408東豊永 川井 ｶﾜｲ チチヲ ﾁﾁｵ                 
4745 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 栃ノ本 ﾄﾁﾉﾓﾄ               
4771 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 留山 ﾄﾒﾔﾏ                
4737 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 中筋 ﾅｶｽｼﾞ               
4783 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 中滝 ﾅｶﾀﾞｷ               
4774 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 中野 ﾅｶﾉ                 
4773 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 中野地 ﾅｶﾉﾁﾞ               
4754 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 野地 ﾉﾁﾞ                 
4751 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 橋ヶ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ              
4772 408東豊永 川井 ｶﾜｲ ハナグマ ﾊﾅｸﾞﾏ               
4785 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 林 ﾊﾔｼ                 
4784 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 東 ﾋｶﾞｼ                
4781 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ             
4763 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 引落 ﾋｷｵﾄｼ               
4793 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 廣瀬 ﾋﾛｾ                 
4756 408東豊永 川井 ｶﾜｲ フヂ ﾌﾁﾞ                 
4738 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 古田 ﾌﾙﾀ                 
4760 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 水之本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
4750 408東豊永 川井 ｶﾜｲ ミ子 ﾐﾈ                  
4753 408東豊永 川井 ｶﾜｲ ミ子西 ﾐﾈﾆｼ                
4794 408東豊永 川井 ｶﾜｲ ムカイ ﾑｶｲ                 
4748 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 森 ﾓﾘ                  
4755 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 役知 ﾔｸﾁ                 
4741 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 柳渕 ﾔﾅｷﾞﾌﾞﾁ             
4776 408東豊永 川井 ｶﾜｲ ユミソヲ ﾕﾐｿｵ                
4740 408東豊永 川井 ｶﾜｲ 渡瀬 ﾜﾀｾﾞ                
4800 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 尼野瀧 ｱﾏﾉﾀﾞｷ              
4812 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 上野 ｳｴﾉ                 
4809 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 畝越 ｳﾈｺﾞｼ               
4833 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ ウワナル ｳﾜﾅﾙ                
4803 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 王子屋敷 ｵｳｼﾞﾔｼｷ             
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4816 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 王子 ｵｵｼﾞ                
4837 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ ヲカタ ｵｶﾀ                 
4838 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ ヲカタ岸 ｵｶﾀｷｼ               
4810 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ カミヂ ｶﾐﾁﾞ                
4808 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ               
4845 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 粟生ノサコ ｸﾘｳﾉｻｺ              
4846 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 粟生ノ峯 ｸﾘｳﾉﾐﾈ              
4797 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 栗野下 ｸﾘﾉｼﾀ               
4819 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 西城 ｻｲｼﾞｮｳ              
4828 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ サクシキ ｻｸｼｷ                
4799 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ シモダ ｼﾓﾀﾞ                
4811 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 下モ中野 ｼﾓﾅｶﾉ               
4822 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 下平 ｼﾓﾋﾗ                
4823 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ               
4840 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 白山 ｼﾛﾔﾏ                
4796 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ スソ林 ｽｿﾊﾞﾔｼ              
4834 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ タキノロ ﾀｷﾉｸﾁ               
4842 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ タキノ同 ﾀｷﾉﾄﾞｳ              
4806 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 竹畝 ﾀｹｳﾈ                
4818 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 竹ノサコ ﾀｹﾉｻｺ               
4815 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ               
4830 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 立道 ﾀﾃﾐﾁ                
4817 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
4836 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
4807 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 長丁 ﾅｶﾞﾁｮｳ              
4801 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 中屋 ﾅｶﾔ                 
4831 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 夏名畝 ﾅﾂﾅｳﾈ               
4804 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 西 ﾆｼ                  
4839 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 西白山 ﾆｼｼﾛﾔﾏ              
4813 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 西竹畝 ﾆｼﾀｹｳﾈ              
4798 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ               
4820 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 西ノ峯 ﾆｼﾉﾐﾈ               
4844 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ ハヤシ ﾊﾔｼ                 
4841 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 東田 ﾋｶﾞｼﾀﾞ              
4824 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 檜ノナル ﾋﾉｷﾉﾅﾙ              
4821 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 平野 ﾋﾗﾉ                 
4843 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 古田畝 ﾌﾙﾀｳﾈ               
4829 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 佛ノ岡 ﾎﾄｹﾉｵｶ              
4832 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ                
4835 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 峯 ﾐﾈ                  
4814 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 見残シ ﾐﾉｺｼ                
4826 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 休場 ﾔｽﾊﾞ                
4825 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 休場西 ﾔｽﾊﾞﾆｼ              
4802 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 柳野本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
4827 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ               
4805 409東豊永 中内 ﾅｶｳﾁ 呼石 ﾖﾋﾞｲｼ               
5109 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 赤木ガ森 ｱｶｷｶﾞﾓﾘ             
5106 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ アカツチノ ｱｶﾂﾁﾉ               
4974 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ アシ谷 ｱｼﾀﾆ                
5179 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ アシヤコチ ｱｼﾔｺﾁ               
4998 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ アテ山 ｱﾃﾔﾏ                
4913 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 有ノ畝 ｱﾘﾉｳﾈ               
4862 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 有宮 ｱﾘﾐﾔ                
5229 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ イゝヅシ ｲｲﾂﾞｼ               
4904 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 池ノコヲ ｲｹﾉｺｵ               
4875 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 池ノ堤 ｲｹﾉﾂﾞﾂﾐ             
5157 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 石ブ子 ｲｼﾌﾞﾈ               
5155 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ イシブ子ノ下タ ｲｼﾌﾞﾈﾉｼﾀ            
4933 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ              
4971 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 磯名 ｲｿﾅ                 
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5050 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 一戸谷 ｲﾁﾄﾀﾆ               
5241 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ イチミヤシキ ｲﾁﾐﾔｼｷ              
4898 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 井手ノ本 ｲﾃﾞﾉﾓﾄ              
5127 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 井ノ尻 ｲﾉｼﾘ                
5089 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ イノタケ ｲﾉﾀｹ                
5038 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ イノムカイ ｲﾉﾑｶｲ               
5142 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ イバ ｲﾊﾞ                 
5242 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 岩首 ｲﾜｸﾋﾞ               
4927 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 岩ノ本 ｲﾜﾉﾓﾄ               
5223 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 岩屋谷 ｲﾜﾔﾉﾀﾆ              
5026 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上イロウラ ｳｴｲﾛｳﾗ              
5181 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エウメノナム ｳｴｳﾒﾉﾅﾑ             
5079 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エカ子クボ ｳｴｶﾈｸﾎﾞ             
5267 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上コニワ ｳｴｺﾆﾜ               
5061 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エシマノモト ｳｴｼﾏﾉﾓﾄ             
4993 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エタカノヲ ｳｴﾀｶﾉｵ              
5234 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エ竹ヤシキ ｳｴﾀｹﾔｼｷ             
5059 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エチガヤ ｳｴﾁｶﾞﾔ              
4868 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上力石 ｳｴﾁｶﾗｲｼ             
5210 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エトヤ ｳｴﾄﾔ                
4960 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エ子ガトヲ ｳｴﾈｶﾞﾄｵ             
5120 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ウエノ土イ ｳｴﾉﾄﾞｲ              
5177 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エ宮ノ向イ ｳｴﾐﾔﾉﾑｶｲ            
5175 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上エリヤウゴ ｳｴﾘﾔｳｺﾞ             
5048 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ウシロ ｳｼﾛ                 
5248 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 後又 ｳｼﾛﾏﾀ               
4890 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 臼床 ｳｽﾄｺ                
4934 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ウスノコヤ ｳｽﾉｺﾔ               
4945 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 打置 ｳﾁｵｷ                
5002 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 打越 ｳﾁｺｼ                
4969 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 畝田 ｳﾈﾀ                 
4914 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ハ有畝 ｳﾊｱﾘﾉｳﾈ             
4912 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ハ池ノコヲ ｳﾊｲｹﾉｺｵ             
4917 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ハ柿ノナル ｳﾊｶｷﾉﾅﾙ             
4919 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ハ漉長荒 ｳﾊｽｸﾁｮｳｱﾚ           
4881 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ハ栃ノ本 ｳﾊﾄﾁﾉﾓﾄ             
4923 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ハ仲山 ｳﾊﾅｶﾔﾏ              
4996 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 梅ノ本 ｳﾒﾉﾓﾄ               
5221 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ウリノクボ ｳﾘﾉｸﾎﾞ              
5023 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ウルシノサコ ｳﾙｼﾉｻｺ              
5066 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ウワナル ｳﾜﾅﾙ                
5194 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ワ西谷 ｳﾜﾆｼﾀﾞﾆ             
5010 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ エビス ｴﾋﾞｽ                
5004 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ エヒスギトヲラ ｴﾋｽｷﾞﾄｵﾗ            
5074 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヲヲノカ ｵｵﾉｶ                
5012 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 大野休場 ｵｵﾉﾔｽﾊﾞ             
5123 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 大ヒガシ ｵｵﾋｶﾞｼ              
5251 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヲクスズ山 ｵｸｽｽﾞﾔﾏ             
5129 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヲチデ ｵﾁﾃﾞ                
5258 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ オノ神番屋瀧山 ｵﾉｶﾞﾐﾊﾞﾝﾔﾀｷﾔﾏ       
5226 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヲフロチ ｵﾌﾛﾁ                
4897 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヲモ荒 ｵﾓｱﾚ                
5075 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヲモヤ ｵﾓﾔ                 
5044 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヲモヤシキ ｵﾓﾔｼｷ               
4867 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 柿ノ畝 ｶｷﾉｳﾈ               
4916 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 柿ノナル ｶｷﾉﾅﾙ               
5252 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カクトヲ切 ｶｸﾄｵｷﾞﾘ             
4902 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 筧ノ本 ｶｹﾋﾉﾓﾄ              
5037 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カシヅカ ｶｼﾂﾞｶ               
5081 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カシノモト ｶｼﾉﾓﾄ               
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4997 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カシノヤスバ ｶｼﾉﾔｽﾊﾞ             
5148 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カシボト ｶｼﾎﾞﾄ               
5025 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カジヤシキ ｶｼﾞﾔｼｷ              
5154 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 葛谷 ｶｽﾞﾗﾀﾆ              
5153 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 葛谷ノ下タ ｶｽﾞﾗﾀﾆﾉｼﾀ           
5170 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 風穴ノサコ ｶｾﾞｱﾅﾉｻｺ            
4901 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ                
4962 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カナトコ石 ｶﾅﾄｺｲｼ              
5230 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カナワマツ ｶﾅﾜﾏﾂ               
5150 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カネノヲヲ ｶﾈﾉｵｵ               
5114 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ガマノモト ｶﾞﾏﾉﾓﾄ              
5095 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カミ ｶﾐ                  
4876 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上池ノ堤 ｶﾐｲｹﾉﾂﾞﾂﾐ           
5264 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ミウイ久保 ｶﾐｳｲｸﾎﾞ             
5220 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ミウリノ久保 ｶﾐｳﾘﾉｸﾎﾞ            
5125 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カミヲカ ｶﾐｵｶ                
4886 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ミコミ ｶﾐｺﾐ                
4858 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ナロ ｶﾐﾅﾛ                
5090 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ミ西谷 ｶﾐﾆｼﾀﾆ              
5096 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カミノ上エ ｶﾐﾉｳｴ               
5189 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ミノシリ ｶﾐﾉｼﾘ               
4964 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カミハメヅカ ｶﾐﾊﾒﾂﾞｶ             
5213 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カミヒワダイ ｶﾐﾋﾜﾀﾞｲ             
4873 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上ミ前川 ｶﾐﾏｴｶﾜ              
4855 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 上向イ屋敷 ｶﾐﾑｶｲﾔｼｷ            
5119 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カミヤ ｶﾐﾔ                 
5000 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カモ荒 ｶﾓｱﾚ                
4978 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カヤノ畝 ｶﾔﾉｳﾈ               
5035 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 川タキ ｶﾜﾀｷ                
5032 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カンサコ ｶﾝｻｺ                
5008 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カンバノ内 ｶﾝﾊﾞﾉｳﾁ             
5034 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カンボウ ｶﾝﾎﾞｳ               
5039 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ カンボヲ畝 ｶﾝﾎﾞｵｳﾈ             
5124 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ キウ子 ｷｳﾈ                 
4920 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 北上ハナル ｷﾀｳﾊﾅﾙ              
4895 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 北鉾ノ井 ｷﾀﾎｺﾉｲ              
4947 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ キヌガウチ ｷﾇｶﾞｳﾁ              
5254 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 木屋ノ谷 ｷﾔﾉﾀﾆ               
4932 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ キンゼノ岬 ｷﾝｾﾞﾉﾐｻｷ            
5214 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ クサキナ ｸｻｷﾅ                
4915 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 栗ノ本 ｸﾘﾉﾓﾄ               
4900 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 黒ハゼ ｸﾛﾊｾﾞ               
5183 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 黒松ノ畝 ｸﾛﾏﾂﾉｳﾈ             
5022 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ケタ ｹﾀ                  
5078 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 小畝 ｺｳﾈ                 
5028 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ コヲゲ畝 ｺｵｹﾞｳﾈ              
5100 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ コヲシン ｺｵｼﾝ                
5128 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ コヲタキ ｺｵﾀｷ                
5068 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ コヲヤシキ ｺｵﾔｼｷ               
5237 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ コヲロ ｺｵﾛ                 
5172 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ゴヲロヲ ｺﾞｵﾛｵ               
4849 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ コニワ ｺﾆﾜ                 
4847 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ コニワ川添 ｺﾆﾜｶﾞﾜｿﾞｲ           
4973 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ コビソ ｺﾋﾞｿ                
4884 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 古味 ｺﾐ                  
4905 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 小溝 ｺﾐｿﾞ                
4888 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 金剛 ｺﾝｺﾞｵ               
4889 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 金剛岩 ｺﾝｺﾞｵｲﾜ             
4959 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ サアノ本 ｻｱﾉﾓﾄ               
4930 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 才ノ神 ｻｲﾉｶﾐ               
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5138 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ サコ ｻｺ                  
4970 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 佐古田 ｻｺﾀ                 
4966 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ サコノ本 ｻｺﾉﾓﾄ               
4979 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シキビウ ｼｷﾋﾞｳ               
5239 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タヲモアレ ｼﾀｵﾓｱﾚ              
4869 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下柿ノ畝 ｼﾀｶｷﾉｾ              
5087 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タカ子クボ ｼﾀｶﾈｸﾎﾞ             
4848 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下コニワ ｼﾀｺﾆﾜ               
5165 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タソデ ｼﾀｿﾃﾞ               
5195 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タ谷 ｼﾀﾀﾆ                
4872 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タ力石 ｼﾀﾁｶﾗｲｼ             
5053 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タツガヲ ｼﾀﾂｶﾞｵ              
5227 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タナル ｼﾀﾅﾙ                
5256 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タ西 ｼﾀﾆｼ                
4955 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タ子ガト ｼﾀﾈｶﾞﾄ              
4991 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タノクボ ｼﾀﾉｸﾎﾞ              
4948 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タハメヅカ ｼﾀﾊﾒﾂﾞｶ             
4922 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タフヨノ畝 ｼﾀﾌﾖﾉｳﾈ             
4882 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下フルツク ｼﾀﾌﾙﾂｸ              
4985 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タマツダ ｼﾀﾏﾂﾀﾞ              
4877 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下松名 ｼﾀﾏﾂﾅ               
5033 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タ休場 ｼﾀﾔｽﾊﾞ              
5082 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下タヨコノ ｼﾀﾖｺﾉ               
5178 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 地頭ノ内 ｼﾞﾄｳﾉｳﾁ             
5207 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シマノウシロ ｼﾏﾉｳｼﾛ              
5060 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シマノモト ｼﾏﾉﾓﾄ               
5094 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下モ ｼﾓ                  
4987 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下居 ｼﾓｲ                 
5126 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シモヲカ ｼﾓｵｶ                
4992 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下モナタニ ｼﾓﾅﾀﾆ               
5190 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下ノシリ ｼﾓﾉｼﾘ               
5215 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下モヒワダイ ｼﾓﾋﾜﾀﾞｲ             
5231 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 下モ屋敷 ｼﾓﾔｼｷ               
5216 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シヤクノモト ｼﾔｸﾉﾓﾄ              
5101 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シヨヲゲ ｼﾖｵｹﾞ               
5115 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シヨブダイラ ｼﾖﾌﾞﾀﾞｲﾗ            
4942 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シリキ ｼﾘｷ                 
5135 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ シンタク ｼﾝﾀｸ                
5169 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 新屋 ｼﾝﾔ                 
5080 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ              
4918 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 漉長荒 ｽｸﾁﾖｳｱﾚ             
5064 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ススノ本 ｽｽﾉﾓﾄ               
5186 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ セゴノ谷 ｾｺﾞﾉﾀﾆ              
4952 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ソケギウ ｿｹｷﾞｳ               
4852 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 袖谷 ｿﾃﾞﾀﾞﾆ              
4936 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タカツブ ﾀｶﾂﾌﾞ               
4994 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タカノヲ ﾀｶﾉｵ                
5009 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 高場岡 ﾀｶﾊﾞｵｶ              
4856 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タカンホウ ﾀｶﾝﾎｳ               
5108 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タキクラ ﾀｷｸﾗ                
5003 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ               
5047 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タケウチ ﾀｹｳﾁ                
5158 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 竹畝 ﾀｹｳﾈ                
5118 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タケノクビ ﾀｹﾉｸﾋﾞ              
5159 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 竹ノ谷 ﾀｹﾉﾀﾆ               
5117 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タケノナロ ﾀｹﾉﾅﾛ               
4984 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ               
5233 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 竹ヤシキ ﾀｹﾔｼｷ               
5149 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タダレ ﾀﾀﾞﾚ                
5263 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タチクビ ﾀﾁｸﾋﾞ               
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5146 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 立石 ﾀﾃｲｼ                
5219 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 立ミチ ﾀﾃﾐﾁ                
5019 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 谷 ﾀﾆ                  
5111 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
4953 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ               
4999 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 谷ノ向イ ﾀﾆﾉﾑｶｲ              
4944 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 谷道 ﾀﾆﾐﾁ                
4861 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タノ裏 ﾀﾉｳﾗ                
4903 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タノナル ﾀﾉﾅﾙ                
5156 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ                
4956 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タビノウエ ﾀﾋﾞﾉｳｴ              
4958 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タビノウ子 ﾀﾋﾞﾉｳﾈ              
4957 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ タビノ下タ ﾀﾋﾞﾉｼﾀ              
5058 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ チガヤノ畝 ﾁｶﾞﾔﾉｳﾈ             
4871 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 力石 ﾁｶﾗｲｼ               
5144 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヂヌシ ﾁﾞﾇｼ                
5205 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 帳面原 ﾁﾖｳﾒﾝﾊﾗ             
4878 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ツエゴヲ ﾂｴｺﾞｵ               
5086 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 杖谷 ﾂｴﾀﾞﾆ               
5093 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 杖谷尻 ﾂｴﾀﾞﾆｼﾞﾘ            
5085 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 杖谷之西 ﾂｴﾀﾞﾆﾉﾆｼ            
5052 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ツガヲ ﾂｶﾞｵ                
5054 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ツガヲヲ ﾂｶﾞｵｵ               
5243 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ツカノヲ ﾂｶﾉｵ                
5211 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 土ノ本 ﾂﾁﾉﾓﾄ               
5235 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヅゝコウ ﾂﾞﾂｺｳ               
5160 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ツボ子 ﾂﾎﾞﾈ                
4988 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ テバレ ﾃﾊﾞﾚ                
4935 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ テングヅカ ﾃﾝｸﾞﾂﾞｶ             
5204 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トヲジ ﾄｵｼﾞ                
5011 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トヲダイラ ﾄｵﾀﾞｲﾗ              
5122 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 堂ノ後 ﾄﾞｵﾉｳｼﾛ             
5163 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 堂ノ畝 ﾄﾞｵﾉｳﾈ              
5225 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 堂ノ向イ ﾄﾞｵﾉﾑｶｲ             
5228 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 堂ノ向ノ下タ ﾄﾞｵﾉﾑｶｲｼﾀ           
5217 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トクサノナル ﾄｸｻﾉﾅﾙ              
5133 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トコロ ﾄｺﾛ                 
5027 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 土佐ノ谷 ﾄｻﾉﾀﾆ               
5013 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トチダイラ ﾄﾁﾀﾞｲﾗ              
5253 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トチノナロ山 ﾄﾁﾉﾅﾛﾔﾏ             
4883 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 栃ノ前 ﾄﾁﾉﾏｴ               
4880 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 栃ノ本 ﾄﾁﾉﾓﾄ               
4879 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 栃ノ本ノ川添 ﾄﾁﾉﾓﾄﾉｶﾜｿﾞｲ         
4995 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トドロ ﾄﾄﾞﾛ                
5188 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トゝロ ﾄﾄﾛ                 
4887 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 轟 ﾄﾄﾞﾛｷ               
4968 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トドロノ向イ ﾄﾄﾞﾛﾉﾑｶｲ            
4972 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ トモキウ ﾄﾓｷｳ                
5007 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 長アレ ﾅｶﾞｱﾚ               
5057 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
5070 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ナカサコ ﾅｶｻｺ                
4885 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 永瀬 ﾅｶﾞｾ                
5091 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 長瀬川 ﾅｶﾞｾｶﾞﾜ             
4908 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ナカゾ ﾅｶｿﾞ                
5145 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 中ナル ﾅｶﾅﾙ                
4961 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 中子ガトヲ ﾅｶﾈｶﾞﾄｵ             
5245 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ナカノヲ ﾅｶﾉｵ                
4963 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 中ハメヅカ ﾅｶﾊﾒﾂﾞｶ             
5191 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ナガフチ ﾅｶﾞﾌﾁ               
5092 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 中ミチ ﾅｶﾐﾁ                
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5067 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 中屋 ﾅｶﾔ                 
5045 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ               
5141 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 中ヤタキ ﾅｶﾔﾀｷ               
4924 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 仲山 ﾅｶﾔﾏ                
4986 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ナタニ ﾅﾀﾆ                 
4892 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ナメクリ ﾅﾒｸﾘ                
5139 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ナラヤスバ ﾅﾗﾔｽﾊﾞ              
4938 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西青砂 ﾆｼｱｵｽﾞﾅ             
5105 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西アカツチノ ﾆｼｱｶﾂﾁﾉ             
4863 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西有宮 ﾆｼｱﾘﾐﾔ              
4899 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西井手ノ本 ﾆｼｲﾃﾞﾉﾓﾄ            
4891 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西臼床 ﾆｼｳｽﾄｺ              
5073 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西ウラ ﾆｼｳﾗ                
5132 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西川タキ ﾆｼｶﾞﾜﾀｷ             
5173 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ               
4850 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西コニワ谷 ﾆｼｺﾆﾜﾀﾞﾆ            
5168 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西スクチヨ ﾆｼｽｸﾁﾖ              
5107 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西タキクラ ﾆｼﾀｷｸﾗ              
5097 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ               
5063 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西谷アイ ﾆｼﾀﾆｱｲ              
5102 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西ヒノキヲ ﾆｼﾋﾉｷｵ              
5113 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西ミ子ノナル ﾆｼﾐﾈﾉﾅﾛ             
4926 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西柳ノ本 ﾆｼﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ           
5131 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 西ヤナゼ ﾆｼﾔﾅｾﾞ              
5244 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ニロ畝 ﾆﾛｳﾈ                
4857 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 野岸 ﾉｷﾞｼ                
4990 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ノクボ ﾉｸﾎﾞ                
5029 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ノジ ﾉｼﾞ                 
5136 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ノヂ ﾉﾁﾞ                 
5137 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ノヂウ子 ﾉﾁﾞｳﾈ               
5249 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 野々尻山 ﾉﾉｼﾘﾔﾏ              
5043 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ハイヤコ谷 ﾊｲﾔｺﾀﾞﾆ             
5001 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ハギノヤスバ ﾊｷﾞﾉﾔｽﾊﾞ            
4950 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ハシノ上 ﾊｼﾉｳｴ               
5197 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 林首 ﾊﾔｼｸﾋﾞ              
5152 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 林ノシタ ﾊﾔｼﾉｼﾀ              
5015 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ハルトチ ﾊﾙﾄﾁ                
4909 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 番屋 ﾊﾞﾝﾔ                
4929 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 番屋ノ東 ﾊﾞﾝﾔﾉﾋｶﾞｼ           
5196 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東 ﾋｶﾞｼ                
4943 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東青砂 ﾋｶﾞｼｱｵｽﾞﾅ           
4894 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東裏 ﾋｶﾞｼｳﾗ              
5166 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東岡 ﾋｶﾞｼｵｶ              
5167 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東ヲモヤ ﾋｶｼﾞｵﾓﾔ             
4859 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東上ナロ ﾋｶﾞｼｶﾐﾅﾛ            
4866 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東奇屋式 ﾋｶﾞｼｷﾔｼｷ            
4860 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東タカンホヲ ﾋｶﾞｼﾀｶﾝﾎｵ           
5062 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東谷アイ ﾋｶﾞｼﾀﾆｱｲ            
5151 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東田ノ本 ﾋｶﾞｼﾀﾉﾓﾄ            
4874 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東力石 ﾋｶﾞｼﾁｶﾗｲｼ           
5121 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東土居 ﾋｶﾞｼﾄﾞｲ             
4954 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東床 ﾋｶﾞｼﾄｺ              
5083 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東ヒノキヲ ﾋｶﾞｼﾋﾉｷｵ            
4864 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東坊荒 ﾋｶﾞｼﾎﾞｳｱﾚ           
4907 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東鉾ノ井 ﾋｶﾞｼﾎｺﾉｲ            
5020 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東松ケサコ ﾋｶﾞｼﾏﾂｶﾞｻｺ          
5056 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ             
4928 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東柳ノ本 ﾋｶﾞｼﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ         
5130 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東ヤナゼ ﾋｶﾞｼﾔﾅｾﾞ            
5212 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 東横荒 ﾋｶﾞｼﾖｺｱﾚ            
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5247 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 光石 ﾋｶﾘｲｼ               
5005 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヒシヤコ ﾋｼﾔｺ                
5098 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 檜尾 ﾋﾉｷｵ                
5103 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヒノキヲ畝 ﾋﾉｷｵｳﾈ              
5040 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヒノキノ畝 ﾋﾉｷﾉｳﾈ              
5104 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ                
5250 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヒビ山 ﾋﾋﾞﾔﾏ               
5255 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 弘瀬山 ﾋﾛｾﾔﾏ               
4982 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ フシワラ ﾌｼﾜﾗ                
4921 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ フヨノ畝 ﾌﾖﾉｳﾈ               
4893 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ フルツク ﾌﾙﾂｸ                
5021 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ フロノ畝 ﾌﾛﾉｳﾈ               
4910 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヘイシ平ラ ﾍｲｼﾀﾞｲﾗ             
5203 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヘナ ﾍﾅ                  
4853 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 坊荒 ﾎﾞｵｱﾚ               
4906 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 鉾ノ井 ﾎｺﾉｲ                
4946 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 鉾ノ瀧 ﾎｺﾉﾀｷ               
5140 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 佛岡 ﾎﾄｹｵｶ               
4931 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 堀切 ﾎﾘｷﾘ                
5006 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 本トヤ ﾎﾝﾄﾔ                
5049 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ マエ ﾏｴ                  
4870 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 前川 ﾏｴｶﾜ                
5198 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 松尾山 ﾏﾂｵﾔﾏ               
5018 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 松ヶ畝 ﾏﾂｶﾞｳﾈ              
4896 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 松名 ﾏﾂﾅ                 
5246 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 松ノ荒 ﾏﾂﾉｱﾚ               
5030 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ マツノウシロ ﾏﾂﾉｳｼﾛ              
5024 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 松ノサコ ﾏﾂﾉｻｺ               
4911 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ               
4976 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 丸荒 ﾏﾙｱﾚ                
5206 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
5218 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 溝田 ﾐｿﾞﾀ                
5184 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 三谷川 ﾐﾀﾆｶﾞﾜ              
5185 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 三谷郷 ﾐﾀﾆｺﾞｵ              
4940 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 南浦上ミ ﾐﾅﾐｳﾗｶﾐ             
4939 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 南澤池 ﾐﾅﾐｻﾜｲｹ             
5116 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 南シヨブダイラ ﾐﾅﾐｼﾖﾌﾞﾀﾞｲﾗ         
5046 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ミ子 ﾐﾈ                  
5201 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 峯 ﾐﾈ                  
5112 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ミ子ナロ ﾐﾈﾅﾛ                
5224 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 峯ノ向イ ﾐﾈﾉﾑｶｲ              
5202 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 峯ヤシキ ﾐﾈﾔｼｷ               
5084 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮ウシロ ﾐﾔｳｼﾛ               
5036 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮上ミ ﾐﾔｶﾐ                
4989 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮添 ﾐﾔｿﾞｴ               
5051 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮ノウシロ ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
4865 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ               
5260 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮ノウロ ﾐﾔﾉｳﾛ               
5041 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮ノ尾 ﾐﾔﾉｵ                
5222 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮ノ上ミ ﾐﾔﾉｶﾐ               
5016 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮ノ西 ﾐﾔﾉﾆｼ               
5176 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮ノ向イ ﾐﾔﾉﾑｶｲ              
5017 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 宮丸 ﾐﾔﾏﾙ                
4854 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 向イ屋敷 ﾑｶｲﾔｼｷ              
4975 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 向イ꿴石 ﾑｶｲﾖﾒｲｼ             
5065 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ムキアザカイ ﾑｷｱｻﾞｶｲ             
4983 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ム子ナロ ﾑﾈﾅﾛ                
5180 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ムメノナル ﾑﾒﾉﾅﾙ               
4941 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ モチ田 ﾓﾁﾀﾞ                
5236 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ モミノ向イ ﾓﾐﾉﾑｶｲ              
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5147 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ モモノモト ﾓﾓﾉﾓﾄ               
5110 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 森 ﾓﾘ                  
5031 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ モリノモト ﾓﾘﾉﾓﾄ               
4951 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヤナギノサコ ﾔﾅｷﾞﾉｻｺ             
5187 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 柳ノナロ ﾔﾅｷﾞﾉﾅﾛ             
4925 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
4937 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 山内ダキ ﾔﾏｳﾁﾀﾞｷ             
5238 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ               
4965 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ               
5162 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 山ノハラ ﾔﾏﾉﾊﾗ               
5209 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ 横荒 ﾖｺｱﾚ                
5071 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヨコ子ノ畝 ﾖｺﾈﾉｳﾈ              
5072 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヨコノ ﾖｺﾉ                 
5182 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヨシ川ノナロ ﾖｼｶﾜﾉﾅﾛ             
5099 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヨシモカ ﾖｼﾓｶ                
4851 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヨセヤシキ ﾖｾﾔｼｷ               
5232 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヨボヲシバ ﾖﾎﾞｵｼﾊﾞ             
4977 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ヨメガシワ ﾖﾒｶﾞｼﾜ              
5171 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ リウガアソビ ﾘｳｶﾞｱｿﾋﾞ            
5174 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ リヲゴ ﾘｵｺﾞ                
5014 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ワカバサコ ﾜｶﾊﾞｻｺ              
5088 410東豊永 西峰 ﾆｼﾐﾈ ワレイシ ﾜﾚｲｼ                
5318 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ アカイシ ｱｶｲｼ                
5301 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 浅尻 ｱｻｼﾞﾘ               
5305 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 浅尻北 ｱｻｼﾞﾘｷﾀ             
5292 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 阿知ノ地 ｱﾁﾉﾁﾞ               
5277 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 蟻之本 ｱﾘﾉﾓﾄ               
5347 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 池之窪 ｲｹﾉｸﾎﾞ              
5364 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 板鳴 ｲﾀﾅﾙ                
5365 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 板鳴西 ｲﾀﾅﾙﾆｼ              
5363 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 板鳴東 ｲﾀﾅﾙﾋｶﾞｼ            
5348 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 井出ノ下 ｲﾃﾞﾉｼﾓ              
5307 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 岩之平 ｲﾜﾉﾀｲﾗ              
5308 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 岩之平東 ｲﾜﾉﾀｲﾗﾋｶﾞｼ          
5349 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 牛ノ城 ｳｼﾉｼﾛ               
5354 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 宇津賀 ｳﾂｶﾞ                
5367 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 宇津賀南 ｳﾂｶﾞﾐﾅﾐ             
5329 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 上鳴 ｳﾜﾅﾙ                
5332 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 沖野々 ｵｷﾉﾉ                
5334 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 沖野々北 ｵｷﾉﾉｷﾀ              
5333 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 沖野々西 ｵｷﾉﾉﾆｼ              
5310 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 奥奈連 ｵｸﾅﾚﾝ               
5311 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 奥奈連下 ｵｸﾅﾚﾝｼﾓ             
5312 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 奥奈連南 ｵｸﾅﾚﾝﾐﾅﾐ            
5284 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 落合 ｵﾁｱｲ                
5268 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ カアナル ｶｱﾅﾙ                
5309 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 柿ノ畝 ｶｷﾉｳﾈ               
5327 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 柏尻東 ｶｼﾜｼﾞﾘﾋｶﾞｼ          
5315 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 柏ノ日浦南 ｶｼﾜﾉﾋｳﾗﾐﾅﾐ          
5314 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 柏日浦ノ西 ｶｼﾜﾋｳﾗﾉﾆｼ           
5316 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 鎌ノシリ北 ｶﾏﾉｼﾘｷﾀ             
5313 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 上奥奈連 ｶﾐｵｸﾅﾚﾝ             
5288 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 上屋 ｶﾐﾔ                 
5293 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ               
5378 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 上休場 ｶﾐﾔｽﾊﾞ              
5320 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 上休場東 ｶﾐﾔｽﾊﾞﾋｶﾞｼ          
5317 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 鴨尻 ｶﾓｼﾘ                
5269 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 川ナル北 ｶﾜﾅﾙﾉｷﾀ             
5271 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 川ナル西 ｶﾜﾅﾙﾉﾆｼ             
5270 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 川ナル東 ｶﾜﾅﾙﾉﾋｶﾞｼ           



大豊町の大字・字一覧

2016/8/16 86/97 四万十町地名辞典付属資料

Ｎｏ 地区コード 大字 大字読み 小字名 小字読み 摘要

5376 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 北浦 ｷﾀｳﾗ                
5371 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 喜藤良 ｷﾄｳﾗ                
5300 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 申之泊 ｺｳﾉﾄﾞﾏﾘ             
5299 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 申ノ泊下 ｺｳﾉﾄﾞﾏﾘｼﾀ           
5361 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 高方谷 ｺｳﾎｳﾀﾞﾆ             
5342 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 佐古畝 ｻｺｳﾈ                
5336 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 佐古田 ｻｺﾀﾞ                
5303 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 下浅尻 ｼﾀｱｻｼﾞﾘ             
5287 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 下之地 ｼﾓﾉﾁﾞ               
5319 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 下休場 ｼﾓﾔｽﾊﾞ              
5321 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 下休場下 ｼﾓﾔｽﾊﾞｼﾓ            
5330 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 新宅 ｼﾝﾀｸ                
5331 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 新宅東 ｼﾝﾀｸﾋｶﾞｼ            
5357 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ              
5358 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 杉ノ本ノ東 ｽｷﾞﾉﾓﾄﾉﾋｶﾞｼ         
5295 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 鈴賀畝 ｽｽﾞｶﾞｳﾈ             
5298 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 鈴賀畝下 ｽｽﾞｶﾞｳﾈｼﾓ           
5359 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 袖谷 ｿﾃﾞﾀﾞﾆ              
5362 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 袖谷北 ｿﾃﾞﾀﾞﾆｷﾀ            
5360 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 袖谷東 ｿﾃﾞﾀﾞﾆﾋｶﾞｼ          
5366 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 空 ｿﾗ                  
5322 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 高戸屋下 ﾀｶﾄﾔｼﾓ              
5377 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 高山 ﾀｶﾔﾏ                
5272 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 立石 ﾀﾃｲｼ                
5276 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 堂ノ本 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ              
5372 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 土地之内 ﾄﾁﾉｳﾁ               
5373 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 土地之内上 ﾄﾁﾉｳﾁｶﾐ             
5289 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 中鴨尻 ﾅｶｶﾓｼﾞﾘ             
5294 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 中鳴 ﾅｶﾅﾙ                
5304 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 中之川 ﾅｶﾉｶﾜ               
5302 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 中之川東 ﾅｶﾉｶﾜﾋｶﾞｼ           
5290 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 中屋 ﾅｶﾔ                 
5340 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 奈良之本 ﾅﾗﾉﾓﾄ               
5281 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 仁井ノ下 ﾆｲﾉｼﾓ               
5296 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 仁井屋 ﾆｲﾔ                 
5297 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 仁井屋ノ前 ﾆｲﾔﾉﾏｴ              
5279 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 西ノ下 ﾆｼﾉｼﾀ               
5278 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 西ノ下南 ﾆｼﾉｼﾀﾐﾅﾐ            
5282 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 仁瀧 ﾆﾀﾞｷ                
5280 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 仁滝之北浦 ﾆﾀﾞｷﾉｷﾀｳﾗ           
5350 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 能荒 ﾉｳｱﾚ                
5351 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 能荒北 ﾉｳｱﾚｷﾀ              
5306 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 野岸 ﾉｷﾞｼ                
5291 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 野地 ﾉﾁﾞ                 
5335 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 伴屋賀谷 ﾊﾞﾝﾔｶﾞﾀﾞﾆ           
5341 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 伴屋岸 ﾊﾞﾝﾔｷﾞｼ             
5353 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 備井ノ越 ﾋﾞｲﾉｺｴ              
5356 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 引落 ﾋｷｵﾄｼ               
5369 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ               
5337 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 政方 ﾏｻｶﾀ                
5285 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 松岡 ﾏﾂｵｶ                
5328 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 豆荒 ﾏﾒｱﾚ                
5355 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 御崎 ﾐｻｷ                 
5370 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 宮之城 ﾐﾔﾉｼﾛ               
5275 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ               
5273 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 宮ノ向 ﾐﾔﾉﾑｶｲ              
5283 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 向屋 ﾑｶｲﾔ                
5344 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 向屋敷 ﾑｺｳﾔｼｷ              
5345 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 向屋敷北 ﾑｺｳﾔｼｷｷﾀ            
5368 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 宗子 ﾑﾈ                  
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5352 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 宗之東 ﾑﾈﾉﾋｶﾞｼ             
5286 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ ヤスバ ﾔｽﾊﾞ                
5326 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ               
5323 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 山口ノ北 ﾔﾏｸﾞﾁﾉｷﾀ            
5324 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 山口ノ東 ﾔﾏｸﾞﾁﾉﾋｶﾞｼ          
5325 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 山口ノ南 ﾔﾏｸﾞﾁﾉﾐﾅﾐ           
5374 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 由之本 ﾕﾉﾓﾄ                
5375 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 由之本北 ﾕﾉﾓﾄｷﾀ              
5274 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 弓東 ﾕﾐﾋｶﾞｼ              
5346 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 賀場谷 ﾖｼﾊﾞﾀﾞﾆ             
5339 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 蕨荒 ﾜﾗﾋﾞｱﾚ              
5343 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 蕨荒北 ﾜﾗﾋﾞｱﾚｷﾀ            
5338 411東豊永 柚木 ﾕﾉｷ 蕨荒東 ﾜﾗﾋﾞｱﾚﾋｶﾞｼ          
5611 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 赤岩淵 ｱｶｲﾜﾌﾞﾁ             
5610 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 赤岩淵ノ上 ｱｶｲﾜﾌﾞﾁﾉｳｴ          
5408 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 赤土畝 ｱｶﾂﾁｳﾈ              
5617 412東豊永 怒田 ﾇﾀ アサジリ ｱｻｼﾞﾘ               
5618 412東豊永 怒田 ﾇﾀ アサジリノ上 ｱｻｼﾞﾘﾉｳｴ            
5447 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 穴渕 ｱﾅﾌﾞﾁ               
5469 412東豊永 怒田 ﾇﾀ アヤノキ ｱﾔﾉｷ                
5586 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 有宮 ｱﾘﾐﾔ                
5414 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 荒田 ｱﾚﾀ                 
5387 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 泡城 ｱﾜｼﾛ                
5428 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 怒リ ｲｶﾘ                 
5415 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 井口ノ前 ｲｸﾞﾁﾉﾏｴ             
5549 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 池田 ｲｹﾀﾞ                
5593 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 池ノ口 ｲｹﾉｸﾁ               
5502 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 池ノナル ｲｹﾉﾅﾙ               
5417 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 池ノ本 ｲｹﾉﾓﾄ               
5551 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 池平 ｲｹﾋﾗ                
5483 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 井手 ｲﾃﾞ                 
5639 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 井手口 ｲﾃﾞｸﾞﾁ              
5424 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 井手下タ ｲﾃﾞｼﾀ               
5542 412東豊永 怒田 ﾇﾀ イミガウ子 ｲﾐｶﾞｳﾈ              
5626 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ウツゲノ内 ｳﾂｹﾞﾉｳﾁ             
5498 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 恵美須 ｴﾋﾞｽ                
5566 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大荒 ｵｵｱﾚ                
5562 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大岩ノ上 ｵｵｲﾜﾉｳｴ             
5597 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大杉ノ東 ｵｵｽｷﾞﾉﾋｶﾞｼ          
5596 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大杉ノ本 ｵｵｽｷﾞﾉﾓﾄ            
5631 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大ツエ ｵｵﾂｴ                
5449 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大次石 ｵｵﾂｷﾞｲｼ             
5395 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大ナル ｵｵﾅﾙ                
5640 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大平 ｵｵﾋﾗ                
5540 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大淵 ｵｵﾌﾞﾁ               
5648 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大ボシ ｵｵﾎﾞｼ               
5550 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大水口 ｵｵﾐｽﾞｸﾞﾁ            
5622 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大休場ノ下タ ｵｵﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ           
5434 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 岡ノ前 ｵｶﾉﾏｴ               
5454 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 岡羽根 ｵｶﾊﾞﾈ               
5595 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 岡東 ｵｶﾋｶﾞｼ              
5493 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 奥 ｵｸ                  
5630 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 奥荒 ｵｸｱﾚ                
5637 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヲバノイボリ ｵﾊﾞﾉｲﾎﾞﾘ            
5635 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヲホコ ｵﾎｺ                 
5398 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 重岩 ｵﾓｲﾜ                
5413 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 表田 ｵﾓﾃﾀﾞ               
5426 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 折坂 ｵﾘｻｶ                
5561 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 折坂ウ子 ｵﾘｻｶｳﾈ              
5506 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヲルンヂ ｵﾙﾝﾁﾞ               
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5486 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 柿ノ本 ｶｷﾉﾓﾄ               
5629 412東豊永 怒田 ﾇﾀ カゲ山ノ下タ ｶｹﾞﾔﾏﾉｼﾀ            
5625 412東豊永 怒田 ﾇﾀ カゲ山ノ西 ｶｹﾞﾔﾏﾉﾆｼ            
5409 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 樫畝 ｶｼｳﾈ                
5520 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 樫谷 ｶｼﾀﾆ                
5579 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 樫塚 ｶｼﾂﾞｶ               
5386 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 樫山 ｶｼﾔﾏ                
5453 412東豊永 怒田 ﾇﾀ カヂノサコ ｶﾁﾞﾉｻｺ              
5481 412東豊永 怒田 ﾇﾀ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ                
5568 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 金床石 ｶﾈﾄｺｲｼ              
5633 412東豊永 怒田 ﾇﾀ カマノウ子 ｶﾏﾉｳﾈ               
5441 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 神明 ｶﾐｱｹ                
5477 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上アゲ山 ｶﾐｱｹﾞﾔﾏ             
5511 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上アノヂ ｶﾐｱﾉﾁﾞ              
5492 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上アリノ本 ｶﾐｱﾘﾉﾓﾄ             
5552 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上池平 ｶﾐｲｹﾋﾗ              
5508 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上大ナカソ ｶﾐｵｵﾅｶｿ             
5496 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上大成 ｶﾐｵｵﾅﾙ              
5391 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上樫山 ｶﾐｶｼﾔﾏ              
5599 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上ゴンジャゴナ ｶﾐｺﾞﾝｼﾞｬｺﾅ          
5438 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上ミ田 ｶﾐﾀ                 
5494 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上立岩 ｶﾐﾀﾃｲﾜ              
5528 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上ツエノ内 ｶﾐﾂｴﾉｳﾁ             
5638 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 神戸 ｶﾐﾄﾞ                
5514 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上ナル ｶﾐﾅﾙ                
5591 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上野城 ｶﾐﾉｼﾛ               
5545 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上村 ｶﾐﾑﾗ                
5390 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上モモ穴 ｶﾐﾓﾓｱﾅ              
5400 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 上除 ｶﾐﾖｹ                
5519 412東豊永 怒田 ﾇﾀ カラ谷ノ西 ｶﾗﾀﾆﾉﾆｼ             
5423 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 川原屋敷 ｶﾜﾗﾔｼｷ              
5621 412東豊永 怒田 ﾇﾀ キクウ子 ｷｸｳﾈ                
5412 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 岸 ｷｼ                  
5388 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 北淡城 ｷﾀｱﾜｼﾛ              
5616 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 北ウツゲノ内 ｷﾀｳﾂｹﾞﾉｳﾁ           
5480 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 北浦谷 ｷﾀｳﾗﾀﾆ              
5543 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 北岸 ｷﾀｷﾞｼ               
5587 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 北栗尾 ｷﾀｸﾘｵ               
5468 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 北下知 ｷﾀｼﾓﾁ               
5472 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 北田ノ内 ｷﾀﾀﾉｳﾁ              
5442 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 北向キ ｷﾀﾑｷ                
5609 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 桐迫 ｷﾘｻｺ                
5645 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 栗畝 ｸﾘｳﾈ                
5393 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 栗尾 ｸﾘｵ                 
5536 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 栗ノ本 ｸﾘﾉﾓﾄ               
5499 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ケタ ｹﾀ                  
5460 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 古井平ラ ｺｲﾀﾞｲﾗ              
5458 412東豊永 怒田 ﾇﾀ コエブチ ｺｴﾌﾞﾁ               
5436 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ゴヲドヲダ ｺﾞｵﾄﾞｵﾀﾞ            
5473 412東豊永 怒田 ﾇﾀ コヲラダ ｺｵﾗﾀﾞ               
5392 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 小樫山 ｺｶｼﾔﾏ               
5607 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 小城 ｺｼﾛ                 
5497 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 小竹 ｺﾀｹ                 
5463 412東豊永 怒田 ﾇﾀ コツモノ渕 ｺﾂﾓﾉﾌﾁ              
5382 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 如谷 ｺﾞﾄｸﾞﾀﾞﾆ            
5455 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 古庭 ｺﾆﾜ                 
5546 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 小水口 ｺﾐｽﾞｸﾞﾁ             
5603 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ゴンジャゴナ ｺﾞﾝｼﾞｬｺﾞﾅ           
5404 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 櫻ノ成 ｻｸﾗﾉﾅﾙ              
5534 412東豊永 怒田 ﾇﾀ サコ ｻｺ                  
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5431 412東豊永 怒田 ﾇﾀ サバイダ ｻﾊﾞｲﾀﾞ              
5462 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 猴滝 ｻﾙﾀﾞｷ               
5504 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 澤女 ｻﾜｼﾞｮ               
5576 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下タ野竹 ｼﾀﾉﾀｹ               
5558 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 清水 ｼﾐｽﾞ                
5425 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下モ ｼﾓ                  
5475 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下上ケ山 ｼﾓｱｹﾞﾔﾏ             
5479 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下アノヂ ｼﾓｱﾉﾁﾞ              
5615 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下ウツゲノ内 ｼﾓｳﾂｹﾞﾉｳﾁ           
5580 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下岡 ｼﾓｵｶ                
5578 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下岡岸 ｼﾓｵｶｷﾞｼ             
5448 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下神明 ｼﾓｶﾐｱｹ              
5461 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下コイ平 ｼﾓｺｲﾀﾞｲﾗ            
5459 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下コエブチ ｼﾓｺｴﾌﾞﾁ             
5614 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下タヘナ ｼﾓﾀﾍﾁ               
5465 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下知 ｼﾓﾁ                 
5464 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下知ノ下 ｼﾓﾁﾉｼﾀ              
5381 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下ツガノモト ｼﾓﾂｶﾞﾉﾓﾄ            
5456 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ               
5503 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 下山柿 ｼﾓﾔﾏｶﾞｷ             
5592 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ジヨシヤレ ｼﾞﾖｼﾔﾚ              
5605 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 城山 ｼﾛﾔﾏ                
5606 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 城山ノ下 ｼﾛﾔﾏﾉｼﾀ             
5507 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 新開 ｼﾝﾋﾗｷ               
5585 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 仁屋 ｼﾞﾝﾔ                
5397 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 杉ノ畝 ｽｷﾞﾉｳﾈ              
5405 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 須源蔵 ｽｹﾞﾝｿﾞｳ             
5407 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 須源蔵休場 ｽｹﾞﾝｿﾞｳﾔｽﾊﾞ         
5588 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 絶門 ｾﾞﾂﾓﾝ               
5643 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 高畔 ﾀｶｱｾﾞ               
5416 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 高タビ ﾀｶﾀﾋﾞ               
5495 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 竹銀 ﾀｹｷﾞﾝ               
5491 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 竹ノナル ﾀｹﾉﾅﾙ               
5422 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 竹ノ前 ﾀｹﾉﾏｴ               
5512 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 竹葉畝 ﾀｹﾊｳﾈ               
5471 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 竹本 ﾀｹﾓﾄ                
5421 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 田耕 ﾀﾀｶﾞﾔｽ              
5490 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 只奥 ﾀﾀﾞﾉｵｸ              
5555 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 棚知 ﾀﾅｼﾘ                
5482 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
5582 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 谷ノアノヂ ﾀﾆﾉｱﾉﾁﾞ             
5624 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 谷ノ西 ﾀﾆﾉﾆｼ               
5523 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 谷又 ﾀﾆﾏﾀ                
5470 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 田ノ上 ﾀﾉｳｴ                
5403 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 田ノ浦 ﾀﾉｳﾗ                
5437 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 田ノ本 ﾀﾉﾓﾄ                
5563 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 大郎淵 ﾀﾛｳﾌﾞﾁ              
5535 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 茶圓 ﾁｬｴﾝ                
5513 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 杖谷 ﾂｴﾀﾆ                
5527 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 杖ノ内 ﾂｴﾉｳﾁ               
5379 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ツガノモト ﾂｶﾞﾉﾓﾄ              
5467 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ツバクラ石 ﾂﾊﾞｸﾗｲｼ             
5429 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 津保根 ﾂﾎﾈ                 
5620 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ツボ子ノ西 ﾂﾎﾞﾈﾉﾆｼ             
5383 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 天句塚 ﾃﾝｸﾞﾂﾞｶ             
5433 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 堂ノ畝 ﾄﾞｳﾉｳﾈ              
5533 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 堂ノ西 ﾄﾞｳﾉﾆｼ              
5488 412東豊永 怒田 ﾇﾀ トヲジ ﾄｵｼﾞ                
5452 412東豊永 怒田 ﾇﾀ トンボヲ ﾄﾝﾎﾞｵ               
5557 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中 ﾅｶ                  
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5476 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中上ケ山 ﾅｶｱｹﾞﾔﾏ             
5450 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 長荒 ﾅｶﾞｱﾚ               
5435 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
5509 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中大ナカソ ﾅｶｵｵﾅｶｿ             
5489 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中大成 ﾅｶｵｵﾅﾙ              
5642 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 長川原 ﾅｶﾞｶﾜﾊﾗ             
5537 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中鍬平 ﾅｶｸﾜﾀﾞｲﾗ            
5641 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 長迫コ ﾅｶﾞｻｺ               
5439 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中田 ﾅｶﾀ                 
5516 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中杖谷 ﾅｶﾂｴﾀﾆ              
5380 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中ツガノモト ﾅｶﾂｶﾞﾉﾓﾄ            
5644 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 中屋 ﾅｶﾔ                 
5430 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 成田ノ迫ト ﾅﾘﾀﾉﾊｸﾄ             
5544 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ナル ﾅﾙ                  
5484 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ナルダ ﾅﾙﾀﾞ                
5443 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 成ノ西 ﾅﾙﾉﾆｼ               
5556 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西池ノ内 ﾆｼｲｹﾉｳﾁ             
5525 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西岡 ﾆｼｵｶ                
5554 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西樫塚 ﾆｼｶｼﾂﾞｶ             
5521 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西鍬平 ﾆｼｸﾜﾀﾞｲﾗ            
5384 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西天句塚 ﾆｼﾃﾝｸﾞﾂﾞｶ           
5402 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西遠見屋 ﾆｼﾄｵﾐﾔ              
5526 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西ノ向イ ﾆｼﾉﾑｶｲ              
5601 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西ヘナ ﾆｼﾍﾅ                
5529 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西水ノ本 ﾆｼﾐｽﾞﾉﾓﾄ            
5532 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西宮ノ本 ﾆｼﾐﾔﾉﾓﾄ             
5440 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ               
5573 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 西休石 ﾆｼﾔｽﾐｲｼ             
5518 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ニヂヤダキ ﾆﾁﾞﾔﾀﾞｷ             
5485 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヌタノ本 ﾇﾀﾉﾓﾄ               
5505 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 布田開 ﾇﾉﾀﾋﾗｷ              
5478 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヌルヅ ﾇﾙﾂﾞ                
5575 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 野竹ノ畝 ﾉﾀｹﾉｳﾈ              
5399 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 羽根土 ﾊﾈﾂﾁ                
5515 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東上山 ﾋｶﾞｼｱｹﾞﾔﾏ           
5560 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東イミノ畝 ﾋｶﾞｼｲﾐﾉｳﾈ           
5627 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東ウツゲノ内 ﾋｶﾞｼｳﾂｹﾞﾉｳﾁ         
5567 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東大荒 ﾋｶﾞｼｵｵｱﾚ            
5574 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東栗尾 ﾋｶﾞｼｸﾘｵ             
5538 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東鍬平 ﾋｶﾞｼｸﾜﾀﾞｲﾗ          
5466 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東下知 ﾋｶﾞｼｼﾓﾁ             
5565 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東除石 ﾋｶﾞｼｼﾞｮｲｼ           
5524 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東杖谷 ﾋｶﾞｼﾂｴﾀﾆ            
5451 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東長荒 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞｱﾚ           
5619 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東ベナ ﾋｶﾞｼﾍﾞﾅ             
5604 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東堀切 ﾋｶﾞｼﾎﾘｷﾘ            
5548 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東水本 ﾋｶﾞｼﾐｽﾞﾓﾄ           
5570 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東宮淵 ﾋｶﾞｼﾐﾔﾌﾞﾁ           
5500 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 東山柿 ﾋｶﾞｼﾔﾏｶﾞｷ           
5553 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヒキコシ ﾋｷｺｼ                
5418 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 尾合淵ノ上 ﾋﾞｺﾞｳﾌﾞﾁﾉｳｴ         
5457 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヒノ木ノ本 ﾋﾉｷﾉﾓﾄ              
5634 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ                
5531 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 開キ ﾋﾗｷ                 
5564 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 廣瀬 ﾋﾛｾ                 
5647 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 淵ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ               
5602 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヘナ ﾍﾅ                  
5600 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヘナワキ ﾍﾅﾜｷ                
5598 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 堀切 ﾎﾘｷﾘ                
5559 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 堀田 ﾎﾘﾀ                 
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5396 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 前須源蔵 ﾏｴｽｹﾞﾝｿﾞｳ           
5385 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 前遠見石 ﾏｴﾄｵﾐｲｼ             
5522 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 松ノ畝 ﾏﾂﾉｳﾈ               
5394 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 水落 ﾐｽﾞｵﾄｼ              
5632 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 水神ノ下タ ﾐｽﾞｶﾞﾐﾉｼﾀ           
5401 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 水神之本 ﾐｽﾞｶﾞﾐﾉﾓﾄ           
5530 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 水ノ本 ﾐｽﾞﾉﾓﾄ              
5571 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 道ノ浦 ﾐﾁﾉｳﾗ               
5581 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 道ノ下タ ﾐﾁﾉｼﾀ               
5577 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 三ツ子ノ岸 ﾐﾂｺﾞﾉｷｼ             
5541 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 三津本 ﾐﾂﾓﾄ                
5539 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 三ツ本ノ西 ﾐﾂﾓﾄﾉﾆｼ             
5420 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 南 ﾐﾅﾐ                 
5419 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 南小屋敷 ﾐﾅﾐｺﾔｼｷ             
5584 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 南向イ ﾐﾅﾐﾉﾑｶｲ             
5583 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ              
5427 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 峯岸 ﾐﾈｷｼ                
5547 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 峯ノソラ ﾐﾈﾉｿﾗ               
5406 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 宮ナキ ﾐﾔﾅｷ                
5410 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
5589 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 宮ノ東 ﾐﾔﾉﾋｶﾞｼ             
5411 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 宮ノ脇 ﾐﾔﾉﾜｷ               
5569 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 宮淵 ﾐﾔﾌﾞﾁ               
5432 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ムカイ ﾑｶｲ                 
5636 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 向イ山 ﾑｶｲﾔﾏ               
5646 412東豊永 怒田 ﾇﾀ モミノウ子 ﾓﾐﾉｳﾈ               
5445 412東豊永 怒田 ﾇﾀ モミノフチ ﾓﾐﾉﾌﾁ               
5389 412東豊永 怒田 ﾇﾀ モゝ穴 ﾓﾓｱﾅ                
5628 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 焼石 ﾔｷｲｼ                
5446 412東豊永 怒田 ﾇﾀ ヤスヲ ﾔｽｵ                 
5612 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 休場ノ西 ﾔｽﾊﾞﾉﾆｼ             
5572 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 休石 ﾔｽﾐｲｼ               
5487 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 柳ノ成 ﾔﾅｷﾞﾉﾅﾙ             
5474 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 柳ノ渕 ﾔﾅｷﾞﾉﾌﾁ             
5501 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 山柿 ﾔﾏｶﾞｷ               
5590 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 山神 ﾔﾏｶﾞﾐ               
5594 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 山ノ神ノ畝 ﾔﾏﾉｶﾐﾉｳﾈ            
5613 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 吉之丞渡瀬 ﾖｼﾉｽｹﾜﾀｾ            
5517 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 礼立場 ﾚｲﾀﾁﾊﾞ              
5608 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 郎淵 ﾛｳﾌﾞﾁ               
5623 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 若葉ノ内 ﾜｶﾊﾞﾉｳﾁ             
5444 412東豊永 怒田 ﾇﾀ 渡瀬 ﾜﾀｾ                 
5738 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ イチノセ ｲﾁﾉｾ                
5688 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ イハヤ谷 ｲﾊﾔﾀﾆ               
5695 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 上ノ ｳｴﾉ                 
5699 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ヲゝノ ｵｵﾉ                 
5670 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ヲカ ｵｶ                  
5705 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 奥谷 ｵｸﾀﾆ                
5673 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ヲモヤ ｵﾓﾔ                 
5686 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ カクレヤトコ ｶｸﾚﾔﾄｺ              
5726 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 上ハヲモアレ ｶﾐﾊｵﾓｱﾚ             
5653 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 上バンギャウ ｶﾐﾊﾞﾝｷﾞｬｳ           
5718 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 上平ノ ｶﾐﾋﾗﾉ               
5655 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ キタウラ ｷﾀｳﾗ                
5707 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北ヲリト ｷﾀｵﾘﾄ               
5675 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北カシヅカ ｷﾀｶｼﾂﾞｶ             
5714 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北キド口 ｷﾀｷﾄﾞｸﾁ             
5667 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ キタキヒロイ山 ｷﾀｷﾋﾛｲﾔﾏ            
5731 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北サデ ｷﾀｻﾃﾞ               
5677 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北タカバタケ ｷﾀﾀｶﾊﾞﾀｹ            
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5739 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北立イシ ｷﾀﾀﾁｲｼ              
5716 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北トチノモト ｷﾀﾄﾁﾉﾓﾄ             
5702 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北ハエアイ ｷﾀﾊｴｱｲ              
5734 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北ハナノヤスミバ ｷﾀﾊﾅﾉﾔｽﾐﾊﾞ          
5650 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北バンギャウ ｷﾀﾊﾞﾝｷﾞｬｳ           
5711 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北平ノ ｷﾀﾋﾗﾉ               
5721 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 北ヨコアレ ｷﾀﾖｺｱﾚ              
5725 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ クスノウ子 ｸｽﾉｳﾈ               
5690 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ゴトク谷 ｺﾞﾄｸﾀﾆ              
5685 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ コヤスミバ ｺﾔｽﾐﾊﾞ              
5730 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ サデ ｻﾃﾞ                 
5728 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ シデカウ子 ｼﾃﾞｶｳﾈ              
5729 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ シデガハラ ｼﾃﾞｶﾞﾊﾗ             
5727 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ シデカヒラ ｼﾃﾞｶﾋﾗ              
5678 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 下ヲモアレ ｼﾓｵﾓｱﾚ              
5691 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 下ノ ｼﾓﾉ                 
5649 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 下バンギャウ ｼﾓﾊﾞﾝｷﾞｬｳ           
5741 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ジヨガタキ ｼﾞﾖｶﾞﾀｷ             
5742 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 新茶アレ ｼﾝｼｬｱﾚ              
5684 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 杉ノカブ ｽｷﾞﾉｶﾌﾞ             
5700 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ              
5743 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ タカジリキ ﾀｶｼﾞﾘｷ              
5698 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ               
5681 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ チゝヲ ﾁﾁｵ                 
5666 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ドヲノウ子 ﾄﾞｵﾉｳﾈ              
5662 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ドヲノモト ﾄﾞｵﾉﾓﾄ              
5722 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ トチノモト ﾄﾁﾉﾓﾄ               
5651 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
5744 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ナカヲ ﾅｶｵ                 
5689 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ナカ谷 ﾅｶﾀﾆ                
5692 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 中ノ ﾅｶﾉ                 
5683 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 中ノヂ ﾅｶﾉﾁﾞ               
5709 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 中平ノ ﾅｶﾋﾗﾉ               
5654 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 西ウラ ﾆｼｳﾗ                
5671 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 西ヲカ ﾆｼｵｶ                
5674 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 西ヲモヤ ﾆｼｵﾓﾔ               
5733 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 西サデ ﾆｼｻﾃﾞ               
5664 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 西バンギャウ ﾆｼﾊﾞﾝｷﾞｬｳ           
5713 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 西平ノ ﾆｼﾋﾗﾉ               
5696 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ノグチ ﾉｸﾞﾁ                
5679 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ノジウ子 ﾉｼﾞｳﾈ               
5680 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ノヂ ﾉﾁﾞ                 
5682 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ノボリミチ ﾉﾎﾞﾘﾐﾁ              
5665 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 橋之モト ﾊｼﾉﾓﾄ               
5669 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ハナゝガ ﾊﾅﾅｶﾞ               
5736 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 東カシゾカ ﾋｶﾞｼｶｼｿﾞｶ           
5693 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 東ナカ谷 ﾋｶﾞｼﾅｶﾀﾆ            
5710 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 東平ノ ﾋｶﾞｼﾋﾗﾉ             
5719 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 東ヨコアレ ﾋｶﾞｼﾖｺｱﾚ            
5735 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ヒカリ石 ﾋｶﾘｲｼ               
5652 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ヒトツバ ﾋﾄﾂﾊﾞ               
5712 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 平ノ ﾋﾗﾉ                 
5746 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ フジガタキ ﾌｼﾞｶﾞﾀｷ             
5687 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ フルタノウ子 ﾌﾙﾀﾉｳﾈ              
5704 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 松ノ本 ﾏﾂﾉﾓﾄ               
5694 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 松原 ﾏﾂﾊﾞﾗ               
5672 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南ヲカ ﾐﾅﾐｵｶ               
5708 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南ヲリト ﾐﾅﾐｵﾘﾄ              
5737 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南カシヅカ ﾐﾅﾐｶｼﾂﾞｶ            
5715 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南キドグチ ﾐﾅﾐｷﾄﾞｸﾞﾁ           
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5668 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南キヒロイ山 ﾐﾅﾐｷﾋﾛｲﾔﾏ           
5732 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南サデ ﾐﾅﾐｻﾃﾞ              
5676 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南タカバタケ ﾐﾅﾐﾀｶﾊﾞﾀｹ           
5745 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南ナカヲ ﾐﾅﾐﾅｶｵ              
5706 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南ハエアイ ﾐﾅﾐﾊｴｱｲ             
5740 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南ハナノヤスバ ﾐﾅﾐﾊﾅﾉﾔｽﾊﾞ          
5663 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南バンギャウ ﾐﾅﾐﾊﾞﾝｷﾞｬｳ          
5717 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南平ノ ﾐﾅﾐﾋﾗﾉ              
5720 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 南ヨコアレ ﾐﾅﾐﾖｺｱﾚ             
5724 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ミノコシ ﾐﾉｺｼ                
5657 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
5656 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 宮ノ北 ﾐﾔﾉｷﾀ               
5660 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ               
5659 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 宮ノ南 ﾐﾔﾉﾐﾅﾐ              
5658 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ               
5661 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ モミノウ子 ﾓﾐﾉｳﾈ               
5697 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 四ツ辻ノ北 ﾖﾂﾂﾁﾞﾉｷﾀ            
5703 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 四ツ辻ノ西 ﾖﾂﾂﾁﾞﾉﾆｼ            
5701 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ 四ツ辻ノ南 ﾖﾂﾂﾁﾞﾉﾐﾅﾐ           
5723 413東豊永 南大王 ﾐﾅﾐﾀﾞｲｵｳ ワタリゼ ﾜﾀﾘｾﾞ               
5779 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ アリノウ子 ｱﾘﾉｳﾈ               
5778 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ アリヨシ ｱﾘﾖｼ                
5806 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ アワジロ ｱﾜｼﾞﾛ               
5756 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ イケダ ｲｹﾀﾞ                
5830 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 池ノ川 ｲｹﾉｶﾜ               
5771 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 池ノ久保 ｲｹﾉｸﾎﾞ              
5785 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ イコヲナル ｲｺｵﾅﾙ               
5834 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ イチノウチ ｲﾁﾉｳﾁ               
5838 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ イチノセ ｲﾁﾉｾ                
5839 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ イチノセ道ノ上 ｲﾁﾉｾﾐﾁﾉｶﾐ           
5813 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 井手ノ上 ｲﾃﾞﾉｳｴ              
5851 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 井手ノシタ ｲﾃﾞﾉｼﾀ              
5812 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 岩平上 ｲﾜﾀﾞｲﾗｶﾐ            
5816 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 岩平谷北 ｲﾜﾀﾞｲﾗﾀﾆﾉｷﾀ         
5814 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 岩平ノ下タ ｲﾜﾀﾞｲﾗﾉｼﾀ           
5750 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 上タリヨヅ ｳｴﾀﾘﾖﾂﾞ             
5795 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 後ロ屋敷 ｳｼﾛﾔｼｷ              
5793 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 後ロ屋敷上 ｳｼﾛﾔｼｷｶﾐ            
5759 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 畝子 ｳﾈ                  
5765 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 上向イ ｳﾜﾑｶｲ               
5815 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 大川上 ｵｵｶﾜｶﾐ              
5825 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 大川西 ｵｵｶﾜﾆｼ              
5790 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ヲゝグエ ｵｵｸﾞｴ               
5809 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 大ク谷 ｵｵｸﾀﾆ               
5768 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 大谷 ｵｵﾀﾆ                
5770 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 岡田 ｵｶﾀ                 
5772 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ヲモアレ ｵﾓｱﾚ                
5848 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ヲモアレ上ヘ ｵﾓｱﾚｳｴ              
5782 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ヲモタ ｵﾓﾀ                 
5833 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ カイデ ｶｲﾃﾞ                
5777 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ カクレヤトコ ｶｸﾚﾔﾄｺ              
5797 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ カケヤブ ｶｹﾔﾌﾞ               
5829 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ カシケ谷 ｶｼｹﾀﾆ               
5774 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 葛ノ内 ｶｽﾞﾗﾉｳﾁ             
5776 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ カマタキ ｶﾏﾀｷ                
5799 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ カミカケヤブ ｶﾐｶｹﾔﾌﾞ             
5798 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ カミヨケ ｶﾐﾖｹ                
5748 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 川成 ｶﾜﾅﾙ                
5761 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ カンバヲカ ｶﾝﾊﾞｵｶ              
5791 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ キタ浦 ｷﾀｳﾗ                
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5804 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 清タ ｷﾖﾀ                 
5805 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 清タ下 ｷﾖﾀｼﾓ               
5849 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 清タノ下 ｷﾖﾀﾉｼﾀ              
5796 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 栗尾 ｸﾘｵ                 
5844 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 黒瀧 ｸﾛﾀｷ                
5841 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 川亦 ｺｳﾏﾀ                
5842 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 河亦西 ｺｳﾏﾀﾆｼ              
5752 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ シコヤシキ ｼｺﾔｼｷ               
5747 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ シタイタブ ｼﾀｲﾀﾌﾞ              
5783 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ シノベノ本 ｼﾉﾍﾞﾉﾓﾄ             
5837 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 下モ島 ｼﾓｼﾞﾏ               
5754 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ               
5775 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ショブノクボ ｼｮﾌﾞﾉｸﾎﾞ            
5822 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ シレエタキノ上 ｼﾚｴﾀｷﾉｶﾐ            
5810 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 大休場 ﾀｲﾔｽﾊﾞ              
5811 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 大休場畝 ﾀｲﾔｽﾊﾞｳﾈ            
5808 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 大休場下 ﾀｲﾔｽﾊﾞｼﾓ            
5801 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ タク宮 ﾀｸﾐﾔ                
5787 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 田中 ﾀﾅｶ                 
5800 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ タノ下 ﾀﾉｼﾀ                
5767 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ タンチ ﾀﾝﾁ                 
5803 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ツエ石 ﾂｴｲｼ                
5802 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ツエ石北 ﾂｴｲｼｷﾀ              
5757 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ツエヤ ﾂｴﾔ                 
5764 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 堂ノ本 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ              
5843 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 堂脇 ﾄﾞｳﾜｷ               
5749 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ トチノ本 ﾄﾁﾉﾓﾄ               
5751 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ トチノ本ノ上 ﾄﾁﾉﾓﾄﾉｶﾐ            
5766 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 中 ﾅｶ                  
5781 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 中畝 ﾅｶｳﾈ                
5847 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 中尾 ﾅｶｵ                 
5784 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 中ズ ﾅｶｽﾞ                
5758 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 中分 ﾅｶﾌﾞ                
5840 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 中山 ﾅｶﾔﾏ                
5753 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ナキヤシキ ﾅｷﾔｼｷ               
5773 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 二井ダ ﾆｲﾀﾞ                
5824 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 西休場 ﾆｼﾔｽﾊﾞ              
5794 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 登タテ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ              
5769 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 登道 ﾉﾎﾞﾘﾐﾁ              
5788 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ハシカ畝 ﾊｼｶｳﾈ               
5827 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 日浦畝 ﾋｳﾗｳﾈ               
5828 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 日浦瀧 ﾋｳﾗﾀｷ               
5832 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ヒトセマチ田 ﾋﾄｾﾏﾁﾀ              
5850 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 檜山北 ﾋﾔﾏｷﾀ               
5807 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ フタコブチ ﾌﾀｺﾌﾞﾁ              
5835 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｶﾐ               
5789 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ フヨドチ ﾌﾖﾄﾞﾁ               
5786 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ フロノ本 ﾌﾛﾉﾓﾄ               
5817 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ヘナ ﾍﾅ                  
5823 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ヘナ向イ ﾍﾅﾑｶｲ               
5819 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ホソノ ﾎｿﾉ                 
5821 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ホソノ南 ﾎｿﾉﾐﾅﾐ              
5820 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ホソノ向イ ﾎｿﾉﾑｶｲ              
5845 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ホドノ ﾎﾄﾞﾉ                
5826 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ マスブチ ﾏｽﾌﾞﾁ               
5831 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 松畝 ﾏﾂｳﾈ                
5780 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 南田 ﾐﾅﾐﾀ                
5760 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ミノコシ ﾐﾉｺｼ                
5763 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 宮ノ後口 ﾐﾔﾉｳｼﾛｸﾁ            
5762 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 宮ノ首 ﾐﾔﾉｸﾋﾞ              
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5852 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ               
5755 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 向イタ ﾑｶｲﾀ                
5846 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 向イ山 ﾑｶｲﾔﾏ               
5792 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ ヤツラ ﾔﾂﾗ                 
5818 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ             
5836 414東豊永 八畝 ﾖｳﾈ 山神ノ下 ﾔﾏｶﾞﾐﾉｼﾓ            
5861 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 足山 ｱｼﾔﾏ                
5860 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 井口 ｲｸﾞﾁ                
5858 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 池ノ上 ｲｹﾉｶﾐ               
5879 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 梅平 ｳﾒﾋﾗ                
5857 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 大畝 ｵｵｳﾈ                
5871 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 岡田 ｵｶﾀ                 
5862 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ ヲモアレ ｵﾓｱﾚ                
5865 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 新屋 ｼﾝﾔ                 
5878 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ ソヲノクボ ｿｦﾉｸﾎﾞ              
5859 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ               
5880 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 中島 ﾅｶｼﾏ                
5866 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 中屋 ﾅｶﾔ                 
5877 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 中山 ﾅｶﾔﾏ                
5863 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ ニイダ ﾆｲﾀﾞ                
5867 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 橋ノ下モ ﾊｼﾉｼﾓ               
5868 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 橋ノ本 ﾊｼﾉﾓﾄ               
5856 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 日浦 ﾋｳﾗ                 
5874 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 東 ﾋｶﾞｼ                
5855 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 船窪 ﾌﾅｸﾎﾞ               
5873 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 古ル井デ ﾌﾙｲﾃﾞ               
5854 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 古ル田 ﾌﾙﾀ                 
5872 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 古ル宮 ﾌﾙﾐﾔ                
5870 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 的場 ﾏﾄﾊﾞ                
5869 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 三崎 ﾐｻｷ                 
5853 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 溝ノ口 ﾐｿﾞﾉｸﾁ              
5876 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ               
5875 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ 宮脇 ﾐﾔﾜｷ                
5864 415東豊永 立野 ﾀｽﾞﾉ ヨシノ本 ﾖｼﾉﾓﾄ               
5890 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ アリノ本 ｱﾘﾉﾓﾄ               
5935 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ イヲリ山 ｲｵﾘﾔﾏ               
5895 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ イチカチ ｲﾁｶﾁ                
5905 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ イテクチ ｲﾃｸﾁ                
5956 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ イノカシラ ｲﾉｶｼﾗ               
5960 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 岩谷迫 ｲﾜﾀﾆｻｺ              
5943 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 上エノジ ｳｴﾉｼﾞ               
5949 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 牛ノ足 ｳｼﾉｱｼ               
5915 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ウスキ ｳｽｷ                 
5950 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 馬足 ｳﾏｱｼ                
5892 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ウメタイラ ｳﾒﾀｲﾗ               
5889 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ヲヲタクラ ｵｵﾀｸﾗ               
5944 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ヲモ田 ｵﾓﾀ                 
5947 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ カキノワウ ｶｷﾉﾜｳ               
5931 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ カツラノウチ ｶﾂﾗﾉｳﾁ              
5899 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 上ナル ｶﾐﾅﾙ                
5926 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ カメキノモト ｶﾒｷﾉﾓﾄ              
5951 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 川ナル ｶﾜﾅﾙ                
5937 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ カンハヲカ ｶﾝﾊｵｶ               
5964 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 北井手ノ上エ ｷﾀｲﾃﾞﾉｳｴ            
5921 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 北浦 ｷﾀｳﾗ                
5908 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 北カシヤ ｷﾀｶｼﾔ               
5896 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 北高鳥 ｷﾀﾀｶﾄﾞﾘ             
5907 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 北テロウノ ｷﾀﾃﾛｳﾉ              
5934 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 北トコロノ ｷﾀﾄｺﾛﾉ              
5924 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 北ニイアレ ｷﾀﾆｲｱﾚ              
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5953 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 北フナクボ ｷﾀﾌﾅﾉｸﾎﾞ            
5911 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ キリタテ ｷﾘﾀﾃ                
5902 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ コウロ ｺｳﾛ                 
5946 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 下ノジ ｼﾀﾉｼﾞ               
5898 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 下ナル ｼﾓﾅﾙ                
5928 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ シヨブノクボ ｼﾖﾌﾞﾉｸﾎﾞ            
5952 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ セキノウエ ｾｷﾉｳｴ               
5966 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ソラウ子 ｿﾗｳﾈ                
5886 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 高畔 ﾀｶｱｾﾞ               
5938 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ タケノウシロ ﾀｹﾉｳｼﾛ              
5881 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ タケノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ               
5900 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 田中 ﾀﾅｶ                 
5925 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ タノ上エ ﾀﾉｳｴ                
5912 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ チカライシ ﾁｶﾗｲｼ               
5888 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ チャノヲカ ﾁｬﾉｵｶ               
5901 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ドウダイラ ﾄﾞｳﾀﾞｲﾗ             
5945 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ トリヲカタ ﾄﾘｵｶﾀ               
5894 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 仁王田 ﾆｵｳﾀ                
5942 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 仁王目 ﾆｵｳﾒ                
5916 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西アカスエ ﾆｼｱｶｽｴ              
5884 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西アド ﾆｼｱﾄﾞ               
5941 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西浦 ﾆｼｳﾗ                
5940 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西カウチ ﾆｼｶｳﾁ               
5919 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西カチヤ ﾆｼｶﾁﾔ               
5914 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西カツノナル ﾆｼｶﾂﾉﾅﾙ             
5929 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西コウカノナル ﾆｼｺｳｶﾉﾅﾙ            
5963 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西ナカセ ﾆｼﾅｶｾ               
5893 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西ノヂ ﾆｼﾉﾁﾞ               
5910 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西松ノ本 ﾆｼﾏﾂﾉﾓﾄ             
5903 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 西柳ノ本 ﾆｼﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ           
5882 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ハラボウチョウ ﾊﾗﾎﾞｳﾁｮｳ            
5883 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ハラホチョ ﾊﾗﾎﾁﾖ               
5917 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東アカスエ ﾋｶﾞｼｱｶｽｴ            
5885 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東アド ﾋｶﾞｼｱﾄﾞ             
5958 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東浦 ﾋｶﾞｼｳﾗ              
5930 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東カウカノナル ﾋｶﾞｼｶｳｶﾉﾅﾙ          
5939 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東カウチ ﾋｶﾞｼｶｳﾁ             
5920 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東カチヤ ﾋｶﾞｼｶﾁﾔ             
5913 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東カツノナル ﾋｶﾞｼｶﾂﾉﾅﾙ           
5948 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東田 ﾋｶﾞｼﾀ               
5962 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東ナカセ ﾋｶﾞｼﾅｶｾ             
5909 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東松ノ本 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾉﾓﾄ           
5967 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 東柳ノ本 ﾋｶﾞｼﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ         
5906 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ヒキチ ﾋｷﾁ                 
5932 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ヒラナベ ﾋﾗﾅﾍﾞ               
5923 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ホイロ石 ﾎｲﾛｲｼ               
5961 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ マツナハタ ﾏﾂﾅﾊﾀ               
5957 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 道ノシタ ﾐﾁﾉｼﾀ               
5965 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 南井手ノ上エ ﾐﾅﾐｲﾃﾞﾉｳｴ           
5904 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 南高鳥 ﾐﾅﾐﾀｶﾄﾞﾘ            
5936 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 南テロウノ ﾐﾅﾐﾃﾛｳﾉ             
5933 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 南トコロノ ﾐﾅﾐﾄｺﾛﾉ             
5918 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 南ニイアレ ﾐﾅﾐﾆｲｱﾚ             
5955 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 南フナクボ ﾐﾅﾐﾌﾅﾉｸﾎﾞ           
5959 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ 峯 ﾐﾈ                  
5897 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ミヤトコ ﾐﾔﾄｺ                
5954 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ミヤノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ               
5891 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ムカイ ﾑｶｲ                 
5887 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ヤナキノリウ ﾔﾅｷﾉﾘｳ              
5927 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ヨコイテ ﾖｺｲﾃ                
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5922 416東豊永 西川 ﾆｼｶﾜ ヨシナリ ﾖｼﾅﾘ                
5998 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 粟生山 ｱｵｳﾔﾏ               
5968 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 阿土 ｱﾄﾞ                 
5989 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 阿ン場 ｱﾝﾊﾞ                
6006 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 上ハ野地 ｳﾊﾉﾁﾞ               
6008 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 上ワイノムカイ ｳﾜｲﾉﾑｶｲ             
6001 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 大荒 ｵｵｱﾚ                
5970 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 大ナル ｵｵﾅﾙ                
5976 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 大野地 ｵｵﾉﾁﾞ               
6002 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 大山 ｵｵﾔﾏ                
5977 417東豊永 粟生 ｱｵｳ ヲス谷 ｵｽﾀﾞﾆ               
5999 417東豊永 粟生 ｱｵｳ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ                
5991 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 上ミ日浦 ｶﾐﾋｳﾗ               
5995 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 上ミ屋式 ｶﾐﾔｼｷ               
6014 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 川ゴ渕 ｶﾜｺﾞﾌﾞﾁ             
6017 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 川平 ｶﾜﾀﾞｲﾗ              
5985 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 川ナル ｶﾜﾅﾙ                
6018 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 栗之岡 ｸﾘﾉｵｶ               
5972 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 栗ノカゲ ｸﾘﾉｶｹﾞ              
5974 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 栗ノ下 ｸﾘﾉｼﾀ               
5973 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 栗ノ本 ｸﾘﾉﾓﾄ               
5978 417東豊永 粟生 ｱｵｳ コヤトコ ｺﾔﾄｺ                
6019 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 下モ日裏 ｼﾓﾋｳﾗ               
6011 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 城山 ｼﾞﾖｳﾔﾏ              
6010 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 城ノ北山 ｼﾛﾉｷﾀﾔﾏ             
5990 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 関ノカミ ｾｷﾉｶﾐ               
6015 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 高畦 ﾀｶｱｾﾞ               
5986 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 竹ノ後 ﾀｹﾉｳｼﾛ              
6012 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 立石 ﾀﾃｲｼ                
5975 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 谷奥 ﾀﾆｵｸ                
5980 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 谷奥畝 ﾀﾆｵｸｳﾈ              
6000 417東豊永 粟生 ｱｵｳ タロヲ ﾀﾛｵ                 
6004 417東豊永 粟生 ｱｵｳ タロヲ畝 ﾀﾛｵｳﾈ               
6005 417東豊永 粟生 ｱｵｳ タロヲ南山 ﾀﾛｵﾐﾅﾐﾔﾏ            
6003 417東豊永 粟生 ｱｵｳ タロヲ山 ﾀﾛｵﾔﾏ               
5997 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 寺ノナル ﾃﾗﾉﾅﾙ               
6013 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 天神カゲ ﾃﾝｼﾞﾝｶｹﾞ            
6007 417東豊永 粟生 ｱｵｳ トヲ見石 ﾄｵﾐｲｼ               
5992 417東豊永 粟生 ｱｵｳ トチ溝 ﾄﾁﾐｿﾞ               
5988 417東豊永 粟生 ｱｵｳ トチ溝谷 ﾄﾁﾐｿﾞﾀﾞﾆ            
5983 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 長川原 ﾅｶﾞｶﾜﾗ              
6009 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 中ノヤシキ ﾅｶﾉﾔｼｷ              
6016 417東豊永 粟生 ｱｵｳ ニヲゝメ ﾆｵｵﾒ                
5987 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 西ノ裏 ﾆｼﾉｳﾗ               
5994 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 野地山 ﾉﾁﾞﾔﾏ               
5981 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 橋之岡 ﾊｼﾉｵｶ               
5984 417東豊永 粟生 ｱｵｳ ヒカシ ﾋｶｼ                 
5979 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 東野地 ﾋｶﾞｼﾉﾁﾞ             
5969 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 古多 ﾌﾙﾀ                 
5993 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 三崎ノ岡 ﾐｻｷﾉｵｶ              
5996 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ              
5971 417東豊永 粟生 ｱｵｳ ムカイコミ ﾑｶｲｺﾐ               
5982 417東豊永 粟生 ｱｵｳ 指出カゲ ﾕﾋﾞﾃﾞｶｹﾞ            


	小字リスト

