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366 01越知 越知 ｵﾁ アイジリ ｱｲｼﾞﾘ
268 01越知 越知 ｵﾁ 青石 ｱｵｲｼ
6 01越知 越知 ｵﾁ 青ケ谷 ｱｵｶﾞﾀﾆ

333 01越知 越知 ｵﾁ 青去 ｱｵｻﾞﾚ
331 01越知 越知 ｵﾁ 青去屋敷 ｱｵｻﾞﾚﾔｼｷ
275 01越知 越知 ｵﾁ 青者レ ｱｵｼﾞﾔﾚ
222 01越知 越知 ｵﾁ 青潰 ｱｵﾂﾞｴ
668 01越知 越知 ｵﾁ 青漬 ｱｵﾂﾞｴ
669 01越知 越知 ｵﾁ 青潰ノ西 ｱｵﾂﾞｴﾉﾆｼ
368 01越知 越知 ｵﾁ 赤石 ｱｶｲｼ
451 01越知 越知 ｵﾁ 赤ケ谷 ｱｶｶﾞﾀﾆ
450 01越知 越知 ｵﾁ 赤ケ谷山 ｱｶｶﾞﾀﾆﾔﾏ
326 01越知 越知 ｵﾁ 足谷 ｱｼﾀﾆ
584 01越知 越知 ｵﾁ アセヒカタヲ ｱｾﾋｶﾀｦ
663 01越知 越知 ｵﾁ アセミカタヲノ下 ｱｾﾐｶﾀｦﾉｼﾀ
651 01越知 越知 ｵﾁ 穴鳥 ｱﾅﾄﾘ
659 01越知 越知 ｵﾁ 穴鳥ダバ ｱﾅﾄﾞﾘﾀﾞﾊﾞ
657 01越知 越知 ｵﾁ 穴鳥ダバ道ノ下タ ｱﾅﾄﾞﾘﾀﾞﾊﾞﾐﾁﾉ
243 01越知 越知 ｵﾁ アメタケ ｱﾒﾀｹ
256 01越知 越知 ｵﾁ アメダケ ｱﾒﾀﾞｹ
170 01越知 越知 ｵﾁ 洗場 ｱﾗｲﾊﾞ
198 01越知 越知 ｵﾁ 蟻越 ｱﾘｺﾞｴ
193 01越知 越知 ｵﾁ 蟻越北 ｱﾘｺﾞｴｷﾀ
619 01越知 越知 ｵﾁ アリノ木 ｱﾘﾉｷ
620 01越知 越知 ｵﾁ アリノ木畝 ｱﾘﾉｷｳﾈ
656 01越知 越知 ｵﾁ アリノ木ザコ ｱﾘﾉｷｻﾞｺ
210 01越知 越知 ｵﾁ 家床 ｲｴﾄｺ
266 01越知 越知 ｵﾁ 井口 ｲｸﾞﾁ
152 01越知 越知 ｵﾁ 神母 ｲｹﾞ
492 01越知 越知 ｵﾁ 神母 ｲｹﾞ
42 01越知 越知 ｵﾁ 池田 ｲｹﾀﾞ
194 01越知 越知 ｵﾁ 池ノ上 ｲｹﾉｳｴ
344 01越知 越知 ｵﾁ 神母木 ｲｹﾞﾉｷ
460 01越知 越知 ｵﾁ 池ノ窪 ｲｹﾉｸﾎﾞ
464 01越知 越知 ｵﾁ 池ノ窪川尻 ｲｹﾉｸﾎﾞｶﾜｼﾘ
463 01越知 越知 ｵﾁ 池ノ窪川西 ｲｹﾉｸﾎﾞｶﾜﾆｼ
485 01越知 越知 ｵﾁ 池ノ窪日ノ地 ｲｹﾉｸﾎﾞﾋﾉﾁﾞ
461 01越知 越知 ｵﾁ 池ノ窪屋敷 ｲｹﾉｸﾎﾞﾔｼｷ
445 01越知 越知 ｵﾁ 池ブチ ｲｹﾌﾞﾁ
160 01越知 越知 ｵﾁ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
355 01越知 越知 ｵﾁ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
637 01越知 越知 ｵﾁ 石神峠 ｲｼｶﾞﾐﾄｳ
593 01越知 越知 ｵﾁ 石神ノ東 ｲｼｶﾞﾐﾉﾋｶﾞｼ
652 01越知 越知 ｵﾁ 磯新開 ｲｿｼﾝｶﾞｲ
612 01越知 越知 ｵﾁ 市ケ谷 ｲﾁｶﾞﾀﾆ
611 01越知 越知 ｵﾁ 市ケ谷口 ｲﾁｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
613 01越知 越知 ｵﾁ 市ケ谷屋敷 ｲﾁｶﾞﾀﾆﾔｼｷ
215 01越知 越知 ｵﾁ 一ノ谷 ｲﾁﾉﾀﾆ
214 01越知 越知 ｵﾁ 一ノ谷口 ｲﾁﾉﾀﾆｸﾞﾁ
455 01越知 越知 ｵﾁ 一ノ宮 ｲﾁﾉﾐﾔ
456 01越知 越知 ｵﾁ 一宮奥谷 ｲﾁﾉﾐﾔｵｸﾀﾆ
458 01越知 越知 ｵﾁ 一宮川原クビ ｲﾁﾉﾐﾔｶﾊﾗｸﾋﾞ
457 01越知 越知 ｵﾁ 一宮谷ノ北 ｲﾁﾉﾐﾔﾀﾆﾉｷﾀ
454 01越知 越知 ｵﾁ 一宮ノ外 ｲﾁﾉﾐﾔﾉｿﾄ
156 01越知 越知 ｵﾁ 市屋敷 ｲﾁﾔｼｷ
712 01越知 越知 ｵﾁ 一本木 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ
713 01越知 越知 ｵﾁ 一本木ノ西 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾉﾆｼ
710 01越知 越知 ｵﾁ 一本木ノ東 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾉﾋｶﾞｼ
375 01越知 越知 ｵﾁ イヌカヤリ ｲﾇｶﾔﾘ
570 01越知 越知 ｵﾁ 井ノ ｲﾉ
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77 01越知 越知 ｵﾁ 井ノ奥 ｲﾉｵｸ
423 01越知 越知 ｵﾁ 井ノ谷奥西地 ｲﾉﾀﾆｵｸﾆｼﾁﾞ
425 01越知 越知 ｵﾁ 井ノ谷奥東地 ｲﾉﾀﾆｵｸﾋｶﾞｼﾁﾞ
422 01越知 越知 ｵﾁ 井ノ谷西地 ｲﾉﾀﾆﾆｼﾁﾞ
424 01越知 越知 ｵﾁ 井ノ谷東地 ｲﾉﾀﾆﾋｶﾞｼﾁﾞ
700 01越知 越知 ｵﾁ 井野タヲ ｲﾉﾀｦ
708 01越知 越知 ｵﾁ 井野ノタヲ西 ｲﾉﾉﾀｦﾆｼ
695 01越知 越知 ｵﾁ 井野ノタヲ東 ｲﾉﾉﾀｦﾋｶﾞｼ
558 01越知 越知 ｵﾁ 岩黒 ｲﾜｸﾞﾛ
435 01越知 越知 ｵﾁ 岩見嶌 ｲﾜﾐｼﾞﾏ
582 01越知 越知 ｵﾁ 岩屋 ｲﾜﾔ
667 01越知 越知 ｵﾁ 岩屋ノ本 ｲﾜﾔﾉﾓﾄ
213 01越知 越知 ｵﾁ 上岩柄 ｳｴｲﾜｶﾞﾗ
387 01越知 越知 ｵﾁ 上角 ｳｴｶﾄﾞ
274 01越知 越知 ｵﾁ ウエ竹 ｳｴﾀｹ
557 01越知 越知 ｵﾁ 上ダバ ｳｴﾀﾞﾊﾞ
685 01越知 越知 ｵﾁ 上箱谷 ｳｴﾊｺﾀﾞﾆ
382 01越知 越知 ｵﾁ 上曲 ｳｴﾏｶﾞﾘ
240 01越知 越知 ｵﾁ 上松 ｳｴﾏﾂ
31 01越知 越知 ｵﾁ 兎殿 ｳｻｷﾞﾃﾞﾝ
26 01越知 越知 ｵﾁ 牛ケ畝 ｳｼｶﾞｳﾈ
27 01越知 越知 ｵﾁ 牛ケ谷 ｳｼｶﾞﾀﾆ
648 01越知 越知 ｵﾁ 牛床 ｳｼﾄｺ
133 01越知 越知 ｵﾁ 牛川 ｳｼﾉｶﾜ
67 01越知 越知 ｵﾁ 後屋敷 ｳｼﾛﾔｼｷ
495 01越知 越知 ｵﾁ 後屋敷 ｳｼﾛﾔｼｷ
606 01越知 越知 ｵﾁ 姥作 ｳﾊﾞﾂｸﾘ
626 01越知 越知 ｵﾁ 姥作西 ｳﾊﾞﾂｸﾘﾆｼ
607 01越知 越知 ｵﾁ 姥作ノ下 ｳﾊﾞﾂｸﾘﾉｼﾀ
231 01越知 越知 ｵﾁ 姥屋敷 ｳﾊﾞﾔｼｷ
691 01越知 越知 ｵﾁ 馬骨石 ｳﾏﾎﾈｲｼ
462 01越知 越知 ｵﾁ 馬焼場 ｳﾏﾔｷﾊﾞ
141 01越知 越知 ｵﾁ 梅ノ木 ｳﾒﾉｷ
251 01越知 越知 ｵﾁ 梅ノ木谷 ｳﾒﾉｷﾀﾆ
356 01越知 越知 ｵﾁ 上ナロ ｳﾜﾅﾛ
101 01越知 越知 ｵﾁ 円福 ｴﾝﾌﾞｸ
137 01越知 越知 ｵﾁ 円福山 ｴﾝﾌﾞｸﾔﾏ
437 01越知 越知 ｵﾁ 大荒 ｵｵｱﾚ
248 01越知 越知 ｵﾁ 大石 ｵｵｲｼ
631 01越知 越知 ｵﾁ 大礒 ｵｵｲｿ
247 01越知 越知 ｵﾁ 大岩 ｵｵｲﾜ
696 01越知 越知 ｵﾁ 狼岩屋 ｵｵｶﾐｲﾜﾔ
294 01越知 越知 ｵﾁ 大サエ ｵｵｻｴ
300 01越知 越知 ｵﾁ 大サコ ｵｵｻｺ
625 01越知 越知 ｵﾁ 大サコ ｵｵｻｺ
390 01越知 越知 ｵﾁ 大嶽 ｵｵﾀﾞｷ
315 01越知 越知 ｵﾁ 大田石 ｵｵﾀﾞｼ
128 01越知 越知 ｵﾁ 大谷 ｵｵﾀﾆ
434 01越知 越知 ｵﾁ 大谷 ｵｵﾀﾆ
126 01越知 越知 ｵﾁ 大谷奥 ｵｵﾀﾆｵｸ
132 01越知 越知 ｵﾁ 大谷下 ｵｵﾀﾆﾉｼﾀ
441 01越知 越知 ｵﾁ 大谷東地 ｵｵﾀﾆﾋｶﾞｼﾁﾞ
284 01越知 越知 ｵﾁ 大垂 ｵｵﾀﾚ
253 01越知 越知 ｵﾁ 大潰 ｵｵﾂｴ
16 01越知 越知 ｵﾁ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
447 01越知 越知 ｵﾁ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
62 01越知 越知 ｵﾁ 大西屋敷 ｵｵﾆｼﾔｼｷ
151 01越知 越知 ｵﾁ 大西ヤシキ ｵｵﾆｼﾔｼｷ
494 01越知 越知 ｵﾁ 大林 ｵｵﾊﾞﾔｼ
579 01越知 越知 ｵﾁ 大檜 ｵｵﾋﾉｷ
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29 01越知 越知 ｵﾁ 大平見 ｵｵﾋﾗﾐ
379 01越知 越知 ｵﾁ 大曲 ｵｵﾏｶﾞﾘ
364 01越知 越知 ｵﾁ 大元 ｵｵﾓﾄ
534 01越知 越知 ｵﾁ 大守 ｵｵﾓﾘ
647 01越知 越知 ｵﾁ 大山神 ｵｵﾔﾏﾉｶﾐ
605 01越知 越知 ｵﾁ 大蕨 ｵｵﾜﾗﾋﾞ
40 01越知 越知 ｵﾁ 岡寺中 ｵｶｼﾞﾁｭｳ
41 01越知 越知 ｵﾁ 岡寺中後 ｵｶｼﾞﾁｭｳｳｼﾛ
100 01越知 越知 ｵﾁ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
335 01越知 越知 ｵﾁ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
55 01越知 越知 ｵﾁ 小川添 ｵｶﾞﾜｿﾞｲ
352 01越知 越知 ｵﾁ 沖屋敷 ｵｷﾔｼｷ
514 01越知 越知 ｵﾁ 奥兒屋ケ谷 ｵｸｺﾔｶﾞﾀﾆ
173 01越知 越知 ｵﾁ 奥篠ケ坂 ｵｸｼﾉｶﾞｻｶ
618 01越知 越知 ｵﾁ 奥ノサコ ｵｸﾉｻｺ
489 01越知 越知 ｵﾁ 尾崎 ｵｻﾞｷ
234 01越知 越知 ｵﾁ 押床 ｵｼﾄｺ
538 01越知 越知 ｵﾁ 尾常瀧 ｵﾂﾈﾀｷ
588 01越知 越知 ｵﾁ 鬼ケ岩屋 ｵﾆｶﾞｲﾜﾔ
359 01越知 越知 ｵﾁ 鬼ケ島 ｵﾆｶﾞｼﾏ
555 01越知 越知 ｵﾁ 横柏峠 ｵﾊﾞｺﾄｳ
37 01越知 越知 ｵﾁ 小舟後ロ ｵﾌﾞﾈｳｼﾛ
232 01越知 越知 ｵﾁ 小舟後ロ ｵﾌﾞﾈｳｼﾛ
2 01越知 越知 ｵﾁ 小舟峠 ｵﾌﾞﾈﾄｳｹﾞ
3 01越知 越知 ｵﾁ 小舟峠道南 ｵﾌﾞﾈﾄｳｹﾞﾐﾁﾐﾅ
35 01越知 越知 ｵﾁ 小舟西谷 ｵﾌﾞﾈﾆｼﾀﾞﾆ
33 01越知 越知 ｵﾁ 小舟前 ｵﾌﾞﾈﾉﾏｴ
5 01越知 越知 ｵﾁ 小舟東谷 ｵﾌﾞﾈﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ
36 01越知 越知 ｵﾁ 小舟屋敷 ｵﾌﾞﾈﾔｼｷ
66 01越知 越知 ｵﾁ 小舟屋敷後 ｵﾌﾞﾈﾔｼｷｳｼﾛ
216 01越知 越知 ｵﾁ 本モ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
164 01越知 越知 ｵﾁ カイ曲リ ｶｲﾏｶﾞﾘ
683 01越知 越知 ｵﾁ 嘉右衛門杉 ｶｳｴﾓﾝｽｷﾞ
176 01越知 越知 ｵﾁ 柿ケナロ ｶｷｶﾞﾅﾛ
52 01越知 越知 ｵﾁ 角割 ｶｸﾜﾘ
697 01越知 越知 ｵﾁ 景清瀧 ｶｹﾞｷﾖﾀﾞｷ
436 01越知 越知 ｵﾁ 籠リ嶌 ｶｺﾞﾘｼﾞﾏ
536 01越知 越知 ｵﾁ 笠石 ｶｻｲｼ
575 01越知 越知 ｵﾁ 笠松 ｶｻﾏﾂ
229 01越知 越知 ｵﾁ 笠松ケ畝 ｶｻﾏﾂｶﾞｳﾈ
25 01越知 越知 ｵﾁ 梶畑 ｶｼﾞﾊﾞﾀ
21 01越知 越知 ｵﾁ 梶畑奥 ｶｼﾞﾊﾞﾀﾉｵｸ
8 01越知 越知 ｵﾁ 片山 ｶﾀﾔﾏ

339 01越知 越知 ｵﾁ 楮屋敷 ｶﾁﾞﾔｼｷ
385 01越知 越知 ｵﾁ 角元 ｶﾄﾞﾓﾄ
516 01越知 越知 ｵﾁ 金ノツル ｶﾈﾉﾂﾙ
643 01越知 越知 ｵﾁ 鎌谷 ｶﾏﾀﾆ
644 01越知 越知 ｵﾁ 鎌谷ノ上 ｶﾏﾀﾆﾉｳｴ
118 01越知 越知 ｵﾁ 上荒岩 ｶﾐｱﾗｲﾜ
224 01越知 越知 ｵﾁ 上井口 ｶﾐｲｸﾞﾁ
230 01越知 越知 ｵﾁ 上姥屋敷 ｶﾐｳﾊﾞﾔｼｷ
304 01越知 越知 ｵﾁ 上ミサデ ｶﾐｻﾃﾞ
71 01越知 越知 ｵﾁ 上谷 ｶﾐﾀﾞﾆ
201 01越知 越知 ｵﾁ 上子リカミ ｶﾐﾈﾘｶﾐ
688 01越知 越知 ｵﾁ 神山ノ瀧 ｶﾐﾔﾏﾉﾀｷ
370 01越知 越知 ｵﾁ カラク ｶﾗｸ
597 01越知 越知 ｵﾁ ガラク ｶﾞﾗｸ
204 01越知 越知 ｵﾁ ガラクノウ子 ｶﾞﾗｸﾉｳﾈ
515 01越知 越知 ｵﾁ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
361 01越知 越知 ｵﾁ 我羅谷 ｶﾞﾗﾀﾞﾆ
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552 01越知 越知 ｵﾁ カラ谷日ノ地 ｶﾗﾀﾆﾋﾉﾁﾞ
306 01越知 越知 ｵﾁ カラヒ ｶﾗﾋ
486 01越知 越知 ｵﾁ カラヒ ｶﾗﾋ
357 01越知 越知 ｵﾁ 狩場屋敷 ｶﾘﾊﾞﾔｼｷ
53 01越知 越知 ｵﾁ 川井 ｶﾜｲ
242 01越知 越知 ｵﾁ カンスワリ ｶﾝｽﾜﾘ
353 01越知 越知 ｵﾁ 神田 ｶﾝﾀﾞ
280 01越知 越知 ｵﾁ カンラク ｶﾝﾗｸ
287 01越知 越知 ｵﾁ ガンラク ｶﾞﾝﾗｸ
145 01越知 越知 ｵﾁ 木倉 ｷｸﾞﾗ
19 01越知 越知 ｵﾁ 儀蔵谷 ｷﾞｿﾞｳﾀﾞﾆ
263 01越知 越知 ｵﾁ 北大潰 ｷﾀｵｵﾂｴ
608 01越知 越知 ｵﾁ 北大蕨 ｷﾀｵｵﾜﾗﾋﾞ
381 01越知 越知 ｵﾁ 北角ド ｷﾀｶﾄﾞ
288 01越知 越知 ｵﾁ 北ケ森 ｷﾀｶﾞﾓﾘ
225 01越知 越知 ｵﾁ 北甚衛畑 ｷﾀｼﾞﾝﾍﾞｴﾊﾀ
490 01越知 越知 ｵﾁ 北谷川ノ北地 ｷﾀﾀﾆｶﾞﾜﾉｷﾀﾁﾞ
59 01越知 越知 ｵﾁ 北屋敷 ｷﾀﾔｼｷ
148 01越知 越知 ｵﾁ 城戸 ｷﾄﾞ
180 01越知 越知 ｵﾁ 木戸口 ｷﾄﾞｸﾞﾁ
187 01越知 越知 ｵﾁ 木戸口山 ｷﾄﾞｸﾞﾁﾔﾏ
121 01越知 越知 ｵﾁ 木半夏 ｷﾊﾝｹﾞ
470 01越知 越知 ｵﾁ 久八林 ｷﾕｳﾊﾁﾊﾔｼ
153 01越知 越知 ｵﾁ 行者 ｷﾞｮｳｼﾞｬ
504 01越知 越知 ｵﾁ 行者 ｷﾞﾖｳｼﾞﾔ
505 01越知 越知 ｵﾁ 行者南 ｷﾞﾖｳｼﾞﾔﾐﾅﾐ
291 01越知 越知 ｵﾁ 桐ケ坂 ｷﾘｶﾞｻｺ
676 01越知 越知 ｵﾁ キワタカ坂 ｷﾜﾀｶｻｶ
677 01越知 越知 ｵﾁ キワタカ坂西 ｷﾜﾀｶｻｶﾆｼ
682 01越知 越知 ｵﾁ キワタカ坂ノ上 ｷﾜﾀｶｻｶﾉｳｴ
675 01越知 越知 ｵﾁ キワタカ坂ノ東 ｷﾜﾀｶｻｶﾉﾋｶﾞｼ
580 01越知 越知 ｵﾁ 金峯山 ｷﾝﾌﾟｳｻﾞﾝ
397 01越知 越知 ｵﾁ クイノ畝 ｸｲﾉｳﾈ
478 01越知 越知 ｵﾁ 櫛引 ｸｼﾋﾞｷ
519 01越知 越知 ｵﾁ 楠ノ木サコ ｸｽﾉｷｻｺ
345 01越知 越知 ｵﾁ 窪屋敷 ｸﾎﾞﾔｼｷ
88 01越知 越知 ｵﾁ クマメ ｸﾏﾒ
76 01越知 越知 ｵﾁ 栗ケ後 ｸﾘｶﾞｳｼﾛ
80 01越知 越知 ｵﾁ 黒石 ｸﾛｲｼ
324 01越知 越知 ｵﾁ 黒石 ｸﾛｲｼ
545 01越知 越知 ｵﾁ 黒石 ｸﾛｲｼ
614 01越知 越知 ｵﾁ 黒石元 ｸﾛｲｼﾓﾄ
548 01越知 越知 ｵﾁ 黒ケ嶽 ｸﾛｶﾞﾀｹ
97 01越知 越知 ｵﾁ 黒土 ｸﾛﾂﾁ
617 01越知 越知 ｵﾁ 黒トコ ｸﾛﾄｺ
702 01越知 越知 ｵﾁ 桑ケ坂 ｸﾜｶﾞｻｶ
601 01越知 越知 ｵﾁ 桑坂 ｸﾜｻｶ
603 01越知 越知 ｵﾁ 欅谷 ｹﾔｷﾀﾞﾆ
602 01越知 越知 ｵﾁ 欅谷奥 ｹﾔｷﾀﾞﾆｵｸ
533 01越知 越知 ｵﾁ 幸四郎 ｺｳｼﾛｳ
157 01越知 越知 ｵﾁ 庚申 ｺｳｼﾝ
591 01越知 越知 ｵﾁ 荒神林 ｺｳｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ
378 01越知 越知 ｵﾁ 香宗 ｺｳｿｳ
653 01越知 越知 ｵﾁ 幸ナロ ｺｳﾅﾛ
627 01越知 越知 ｵﾁ 小畝 ｺｳﾈ
338 01越知 越知 ｵﾁ 越エ ｺｴ
561 01越知 越知 ｵﾁ 越峠 ｺｴﾄｳ
513 01越知 越知 ｵﾁ 牛王タヲ ｺﾞｵｳﾀｦ
512 01越知 越知 ｵﾁ 牛王ノ南 ｺﾞｵｳﾉﾐﾅﾐ
553 01越知 越知 ｵﾁ 牛王ノ畝 ｺﾞｵｵﾉｳﾈ
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419 01越知 越知 ｵﾁ 小倉 ｺｸﾗ
433 01越知 越知 ｵﾁ 小倉谷西地 ｺｸﾗﾀﾆﾆｼﾁﾞ
432 01越知 越知 ｵﾁ 小倉谷東地 ｺｸﾗﾀﾆﾋｶﾞｼﾁﾞ
429 01越知 越知 ｵﾁ 小倉山 ｺｸﾗﾔﾏ
430 01越知 越知 ｵﾁ 小倉山西 ｺｸﾗﾔﾏﾆｼ
431 01越知 越知 ｵﾁ 小倉山ノ神 ｺｸﾗﾔﾏﾉｶﾐ
595 01越知 越知 ｵﾁ 五社 ｺﾞｼﾔ
566 01越知 越知 ｵﾁ 五社谷ノ南 ｺﾞｼﾔﾀﾞﾆﾉﾐﾅﾐ
571 01越知 越知 ｵﾁ 五社西渡瀬 ｺﾞｼﾔﾆｼﾜﾀｾﾞ
596 01越知 越知 ｵﾁ 五社ノ東 ｺﾞｼﾔﾉﾋｶﾞｼ
11 01越知 越知 ｵﾁ 五台 ｺﾞﾀﾞｲ
560 01越知 越知 ｵﾁ 答石 ｺﾀｴｲｼ
270 01越知 越知 ｵﾁ 小タキ ｺﾀｷ
666 01越知 越知 ｵﾁ 小田屋敷 ｺﾀﾞﾔｼｷ
664 01越知 越知 ｵﾁ 小田屋敷上 ｺﾀﾞﾔｼｷｳｴ
698 01越知 越知 ｵﾁ 小タヲ ｺﾀｦ
259 01越知 越知 ｵﾁ 小ツエ ｺﾂｴ
264 01越知 越知 ｵﾁ 小潰 ｺﾂｴ
238 01越知 越知 ｵﾁ コナロ ｺﾅﾛ
144 01越知 越知 ｵﾁ 小林 ｺﾊﾞﾔｼ
282 01越知 越知 ｵﾁ コビ浦 ｺﾋﾞｳﾗ
604 01越知 越知 ｵﾁ 五味ノ畝 ｺﾞﾐﾉｳﾈ
523 01越知 越知 ｵﾁ 五味ノサコ ｺﾞﾐﾉｻｺ
162 01越知 越知 ｵﾁ 小森 ｺﾓﾘ
411 01越知 越知 ｵﾁ 小森島 ｺﾓﾘｼﾞﾏ
410 01越知 越知 ｵﾁ 小森嶋道ノ表 ｺﾓﾘｼﾞﾏﾐﾁﾉｵﾓﾃ
444 01越知 越知 ｵﾁ コヤケ谷 ｺﾔｹﾀﾞﾆ
192 01越知 越知 ｵﾁ 小薦田山 ｺﾔｽﾀﾞﾔﾏ
188 01越知 越知 ｵﾁ 小休場 ｺﾔｽﾊﾞ
236 01越知 越知 ｵﾁ 五重 ｺﾞﾖｳ
404 01越知 越知 ｵﾁ コヲワヲ ｺｦﾜｦ
380 01越知 越知 ｵﾁ 才屋敷 ｻｲﾔｼｷ
316 01越知 越知 ｵﾁ 境畝 ｻｶｲｳﾈ
389 01越知 越知 ｵﾁ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
161 01越知 越知 ｵﾁ 坂下リ ｻｶｵﾘ
616 01越知 越知 ｵﾁ 坂コロ ｻｶｺﾛ
526 01越知 越知 ｵﾁ 逆マ川下モ ｻｶｻﾏｶﾞﾜｼﾓ
532 01越知 越知 ｵﾁ 逆マ川 ｻｶﾏｶﾞﾜ
531 01越知 越知 ｵﾁ 逆マ川ノ中 ｻｶﾏｶﾜﾉﾅｶ
1 01越知 越知 ｵﾁ 坂本 ｻｶﾓﾄ

540 01越知 越知 ｵﾁ サカリノ ｻｶﾘﾉ
634 01越知 越知 ｵﾁ 作次屋敷 ｻｸｼﾞﾔｼｷ
479 01越知 越知 ｵﾁ 桜ケナロ ｻｸﾗｶﾞﾅﾛ
131 01越知 越知 ｵﾁ 笹ケ芝 ｻｻｶﾞｼﾊﾞ
83 01越知 越知 ｵﾁ 笹ケ休場 ｻｻｶﾞﾔｽﾊﾞ
82 01越知 越知 ｵﾁ 笹ケ休場北谷 ｻｻｶﾞﾔｽﾊﾞｷﾀﾀﾆ
90 01越知 越知 ｵﾁ 笹林 ｻｻﾊﾞﾔｼ
271 01越知 越知 ｵﾁ 左次兵 ｻｼﾞﾋﾞﾖｳ
646 01越知 越知 ｵﾁ サテ ｻﾃ
615 01越知 越知 ｵﾁ サテノハタ ｻﾃﾉﾊﾀ
241 01越知 越知 ｵﾁ サド ｻﾄﾞ
105 01越知 越知 ｵﾁ サバイダ ｻﾊﾞｲﾀﾞ
621 01越知 越知 ｵﾁ 猿ケ寺 ｻﾙｶﾞﾃﾗ
218 01越知 越知 ｵﾁ 三峯ケ辻 ｻﾝﾎﾞｳｶﾞﾂｼﾞ
328 01越知 越知 ｵﾁ 椎ケナロ ｼｲｶﾞﾅﾛ
350 01越知 越知 ｵﾁ 椎ケ平木 ｼｲｶﾞﾋﾗﾎ
185 01越知 越知 ｵﾁ 椎谷 ｼｲﾀﾆ
285 01越知 越知 ｵﾁ 椎ノ木 ｼｲﾉｷ
320 01越知 越知 ｵﾁ シイノキ ｼｲﾉｷ
281 01越知 越知 ｵﾁ 椎ノ木畝 ｼｲﾉｷｳﾈ
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136 01越知 越知 ｵﾁ 塩田 ｼｵﾀ
394 01越知 越知 ｵﾁ 猪遊 ｼｼｱｿﾋﾞ
4 01越知 越知 ｵﾁ シゝバ ｼｼﾊﾞ

544 01越知 越知 ｵﾁ 地新嶽 ｼﾞｼﾝｶﾞﾀｷ
81 01越知 越知 ｵﾁ 地蔵畝 ｼﾞｿﾞｳｶﾞｳﾈ
384 01越知 越知 ｵﾁ 下角 ｼﾀｶﾄﾞ
252 01越知 越知 ｵﾁ シダノ畝 ｼﾀﾞﾉｳﾈ
250 01越知 越知 ｵﾁ シダ原 ｼﾀﾞﾊﾗ
383 01越知 越知 ｵﾁ 下曲 ｼﾀﾏｶﾞﾘ
68 01越知 越知 ｵﾁ 七九 ｼﾁｸ
623 01越知 越知 ｵﾁ 七助小屋 ｼﾁｽｹｺﾔ
202 01越知 越知 ｵﾁ 篠ケ坂 ｼﾉｶﾞｻｶ
119 01越知 越知 ｵﾁ 篠ガサコ ｼﾉｶﾞｻｺ
120 01越知 越知 ｵﾁ 篠ガサコ奥 ｼﾉｶﾞｻｺｵｸ
354 01越知 越知 ｵﾁ 芝 ｼﾊﾞ
64 01越知 越知 ｵﾁ 芝屋敷 ｼﾊﾞﾔｼｷ
439 01越知 越知 ｵﾁ 島ノホキ ｼﾏﾉﾎｷ
195 01越知 越知 ｵﾁ 清水山 ｼﾐｽﾞﾔﾏ
114 01越知 越知 ｵﾁ 下荒岩 ｼﾓｱﾗｲﾜ
117 01越知 越知 ｵﾁ 下荒岩 ｼﾓｱﾗｲﾜ
203 01越知 越知 ｵﾁ 下岩柄 ｼﾓｲﾜｶﾞﾗ
690 01越知 越知 ｵﾁ 下馬骨石 ｼﾓｳﾏﾉﾎﾈｲｼ
438 01越知 越知 ｵﾁ 下大荒 ｼﾓｵｵｱﾚ
138 01越知 越知 ｵﾁ 下川窪 ｼﾓｶﾜｸﾎﾞ
528 01越知 越知 ｵﾁ 下兒屋ノ谷 ｼﾓｺﾔﾉﾀﾆ
628 01越知 越知 ｵﾁ 下モ田 ｼﾓﾀﾞ
74 01越知 越知 ｵﾁ 下谷 ｼﾓﾀﾞﾆ
17 01越知 越知 ｵﾁ 下中畝 ｼﾓﾅｶｳﾈ
65 01越知 越知 ｵﾁ 下長谷 ｼﾓﾅｶﾞﾀﾆ
200 01越知 越知 ｵﾁ 下子リカミ ｼﾓﾈﾘｶﾐ
181 01越知 越知 ｵﾁ 下ヒキチ ｼﾓﾋｷﾁ
633 01越知 越知 ｵﾁ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
208 01越知 越知 ｵﾁ 杓子ヅエ ｼｬｸｼﾂﾞｴ
477 01越知 越知 ｵﾁ 社林上 ｼﾔﾘﾝﾉｳｴ
577 01越知 越知 ｵﾁ 潤水 ｼﾕｳｺ
642 01越知 越知 ｵﾁ 城ケ森 ｼﾞｮｳｶﾞﾓﾘ
307 01越知 越知 ｵﾁ 城ケ森 ｼﾞﾖｳｶﾞﾓﾘ
641 01越知 越知 ｵﾁ 城ケ森ノ下 ｼﾞｮｳｶﾞﾓﾘﾉｼﾀ
365 01越知 越知 ｵﾁ 菖蒲 ｼﾖｳﾌﾞ
396 01越知 越知 ｵﾁ 菖蒲畝 ｼﾖｳﾌﾞｳﾈ
330 01越知 越知 ｵﾁ 白王 ｼﾗｵｵ
543 01越知 越知 ｵﾁ 白嶽 ｼﾗﾀｹ
24 01越知 越知 ｵﾁ 尻無 ｼﾘﾅｼ
474 01越知 越知 ｵﾁ 尻無 ｼﾘﾅｼ
22 01越知 越知 ｵﾁ 尻無畝 ｼﾘﾅｼｳﾈ
168 01越知 越知 ｵﾁ 尻無麓 ｼﾘﾅｼﾌﾓﾄ
205 01越知 越知 ｵﾁ 尻無森 ｼﾘﾅｼﾓﾘ
175 01越知 越知 ｵﾁ 尻無シ山 ｼﾘﾅｼﾔﾏ
276 01越知 越知 ｵﾁ ジル田 ｼﾞﾙﾀ
111 01越知 越知 ｵﾁ 城ノ畝 ｼﾛﾉｳﾈ
112 01越知 越知 ｵﾁ 城ノ奥 ｼﾛﾉｵｸ
197 01越知 越知 ｵﾁ 城ノ背 ｼﾛﾉｾ
440 01越知 越知 ｵﾁ 城ノ前 ｼﾛﾉﾏｴ
442 01越知 越知 ｵﾁ 城山 ｼﾛﾔﾏ
443 01越知 越知 ｵﾁ 城山北 ｼﾛﾔﾏｷﾀ
714 01越知 越知 ｵﾁ 新左衛門畑 ｼﾝｻﾞｴﾓﾝﾊﾞﾀ
309 01越知 越知 ｵﾁ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
680 01越知 越知 ｵﾁ 甚兵作 ｼﾞﾝﾍｴﾂﾞｸﾘ
223 01越知 越知 ｵﾁ 甚衛畑 ｼﾞﾝﾍﾞｴﾊﾀ
654 01越知 越知 ｵﾁ 新道 ｼﾝﾐﾁ
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142 01越知 越知 ｵﾁ 新ヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
583 01越知 越知 ｵﾁ 甚六小屋 ｼﾞﾝﾛｸｺﾞﾔ
459 01越知 越知 ｵﾁ 杉奥谷ノ生元 ｽｷﾞｵｸﾀﾆﾉｲｸﾉﾓ
69 01越知 越知 ｵﾁ 杉ナロ屋敷 ｽｷﾞﾅﾛﾔｼｷ
473 01越知 越知 ｵﾁ 杉ノ奥 ｽｷﾞﾉｵｸ
30 01越知 越知 ｵﾁ スゞ原 ｽｽﾞﾊﾗ
655 01越知 越知 ｵﾁ スゞレ ｽｽﾞﾚ
258 01越知 越知 ｵﾁ 砂トメ ｽﾅﾄﾒ
265 01越知 越知 ｵﾁ 砂留 ｽﾅﾄﾞﾒ
286 01越知 越知 ｵﾁ 居リ ｽﾜﾘ
466 01越知 越知 ｵﾁ センダチ ｾﾝﾀﾞﾁ
468 01越知 越知 ｵﾁ 選達上ノダバ ｾﾝﾀﾞﾁｳｴﾉﾀﾞﾊﾞ
467 01越知 越知 ｵﾁ 選達ダバ ｾﾝﾀﾞﾁﾀﾞﾊﾞ
469 01越知 越知 ｵﾁ センダチ西南 ｾﾝﾀﾞﾁﾆｼﾐﾅﾐ
483 01越知 越知 ｵﾁ センダン ｾﾝﾀﾞﾝ
305 01越知 越知 ｵﾁ 添ケ谷 ｿｴｶﾞﾀﾆ
705 01越知 越知 ｵﾁ ソゴヤ ｿｺﾞﾔ
529 01越知 越知 ｵﾁ 台 ﾀﾞｲ
314 01越知 越知 ｵﾁ 大師屋敷 ﾀﾞｲｼﾔｼｷ
99 01越知 越知 ｵﾁ 大門 ﾀﾞｲﾓﾝ
226 01越知 越知 ｵﾁ 高落 ﾀｶｵﾁ
87 01越知 越知 ｵﾁ 高添 ﾀｶｿﾞｴ
371 01越知 越知 ｵﾁ 高樽 ﾀｶﾀﾙ
130 01越知 越知 ｵﾁ 鷹ノ巣 ﾀｶﾉｽ
412 01越知 越知 ｵﾁ 高見 ﾀｶﾐ
403 01越知 越知 ｵﾁ タキバタケ ﾀｷﾊﾞﾀｹ
279 01越知 越知 ｵﾁ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
94 01越知 越知 ｵﾁ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ
537 01越知 越知 ｵﾁ 嶽ノ下日ノ地 ﾀｹﾉｼﾀﾋﾉﾁﾞ
96 01越知 越知 ｵﾁ 畳屋敷 ﾀﾀﾐﾔｼｷ
520 01越知 越知 ｵﾁ 立花谷 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾞﾆ
599 01越知 越知 ｵﾁ 立岩 ﾀﾃｲﾜ
598 01越知 越知 ｵﾁ 立岩ノ下 ﾀﾃｲﾜﾉｼﾀ
75 01越知 越知 ｵﾁ 田中 ﾀﾅｶ
506 01越知 越知 ｵﾁ 谷奥 ﾀﾆｵｸ
488 01越知 越知 ｵﾁ 谷口 ﾀﾆｸﾞﾁ
72 01越知 越知 ｵﾁ 谷ノ向 ﾀﾆﾉﾑｶｲ
70 01越知 越知 ｵﾁ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
417 01越知 越知 ｵﾁ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
199 01越知 越知 ｵﾁ 狸穴 ﾀﾇｷｱﾅ
524 01越知 越知 ｵﾁ 田ノホキ ﾀﾉﾎｷ
363 01越知 越知 ｵﾁ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
660 01越知 越知 ｵﾁ 駄場ノ上 ﾀﾞﾊﾞﾉｳｴ
574 01越知 越知 ｵﾁ 溜池 ﾀﾒｲｹ
221 01越知 越知 ｵﾁ 樽ノ畝 ﾀﾙﾉｳﾈ
237 01越知 越知 ｵﾁ タレクビ ﾀﾚｸﾋﾞ
313 01越知 越知 ｵﾁ タレノ上エ ﾀﾚﾉｳｴ
405 01越知 越知 ｵﾁ タレノ上エ ﾀﾚﾉｳｴ
322 01越知 越知 ｵﾁ ヂク ﾁﾞｸ
206 01越知 越知 ｵﾁ 茶畑 ﾁｬﾊﾞﾀ
369 01越知 越知 ｵﾁ 定鹿垣 ﾁﾞﾖｳｼｶﾞｷ
372 01越知 越知 ｵﾁ 定鹿垣岩屋 ﾁﾞﾖｳｼｶﾞｷｲﾜﾔ
661 01越知 越知 ｵﾁ 長四コヤ ﾁｮｳｼｺﾔ
589 01越知 越知 ｵﾁ 長八岩屋 ﾁﾖｳﾊﾁｲﾜﾔ
337 01越知 越知 ｵﾁ 潰 ﾂｴ
500 01越知 越知 ｵﾁ 潰エ ﾂｴ
262 01越知 越知 ｵﾁ 潰ケ平等 ﾂｴｶﾞﾋﾗﾄｳ
327 01越知 越知 ｵﾁ 潰尻 ﾂｴｼﾞﾘ
342 01越知 越知 ｵﾁ 潰土 ﾂｴﾂﾁ
298 01越知 越知 ｵﾁ 潰林 ﾂｴﾊﾞｴ
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670 01越知 越知 ｵﾁ 蔦ケ坂 ﾂﾀｶﾞｻｶ
678 01越知 越知 ｵﾁ 蔦ケ坂ノ西 ﾂﾀｶﾞｻｶﾉﾆｼ
323 01越知 越知 ｵﾁ ツナツケ ﾂﾅﾂｹ
426 01越知 越知 ｵﾁ 綱附山 ﾂﾅﾂｹﾔﾏ
401 01越知 越知 ｵﾁ 面 ﾂﾗ
402 01越知 越知 ｵﾁ 面白 ﾂﾗｼﾞﾛ
508 01越知 越知 ｵﾁ 顔白 ﾂﾗｼﾞﾛ
507 01越知 越知 ｵﾁ 顔白西 ﾂﾗｼﾞﾛﾆｼ
482 01越知 越知 ｵﾁ ツル井ノ西 ﾂﾙｲﾉﾆｼ
480 01越知 越知 ｵﾁ 釣井南下 ﾂﾙｲﾐﾅﾐｼﾀ
63 01越知 越知 ｵﾁ 釣井屋敷 ﾂﾙｲﾔｼｷ
704 01越知 越知 ｵﾁ 手掛石 ﾃｶｹｲｼ
706 01越知 越知 ｵﾁ 手掛石ノ上 ﾃｶｹｲｼﾉｳｴ
312 01越知 越知 ｵﾁ デキヂ ﾃﾞｷﾁﾞ
348 01越知 越知 ｵﾁ 出分 ﾃﾞﾌﾞﾝ
334 01越知 越知 ｵﾁ 土居 ﾄﾞｲ
149 01越知 越知 ｵﾁ 土居ノ内 ﾄﾞｲﾉｳﾁ
61 01越知 越知 ｵﾁ 土井屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
84 01越知 越知 ｵﾁ 堂ケ畝 ﾄﾞｳｶﾞｳﾈ
465 01越知 越知 ｵﾁ 峠 ﾄｳｹﾞ
73 01越知 越知 ｵﾁ 東光寺中 ﾄｳｺｳｼﾞﾁｭｳ
56 01越知 越知 ｵﾁ 堂尻 ﾄﾞｳｼﾞﾘ
399 01越知 越知 ｵﾁ トウス ﾄｳｽ
398 01越知 越知 ｵﾁ 土臼ケ谷 ﾄｳｽｶﾞﾀﾆ
79 01越知 越知 ｵﾁ 堂瀧 ﾄﾞｳﾀｷ
689 01越知 越知 ｵﾁ 栩谷 ﾄﾁﾀﾆ
679 01越知 越知 ｵﾁ 栩谷ノ東 ﾄﾁﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
169 01越知 越知 ｵﾁ 鳶ケ平等 ﾄﾋﾞｶﾞﾋﾗﾄｳ
20 01越知 越知 ｵﾁ 鷹ノ森 ﾄﾋﾞｶﾞﾓﾘ
177 01越知 越知 ｵﾁ 土俵場 ﾄﾞﾋｮｳﾊﾞ
684 01越知 越知 ｵﾁ トヤガ森 ﾄﾔｶﾓﾘ
127 01越知 越知 ｵﾁ 鳥打場 ﾄﾘｳﾁﾊﾞ
472 01越知 越知 ｵﾁ 鳥打場 ﾄﾘｳﾁﾊﾞ
107 01越知 越知 ｵﾁ 鳥ケ谷 ﾄﾘｶﾞﾀﾆ
110 01越知 越知 ｵﾁ 鳥ケ谷奥 ﾄﾘｶﾞﾀﾆｵｸ
343 01越知 越知 ｵﾁ 鳥首 ﾄﾘｸﾋﾞ
104 01越知 越知 ｵﾁ ドンド ﾄﾞﾝﾄﾞ
115 01越知 越知 ｵﾁ 中荒岩 ﾅｶｱﾗｲﾜ
18 01越知 越知 ｵﾁ 中畝 ﾅｶｳﾈ
297 01越知 越知 ｵﾁ 中畝 ﾅｶｳﾈ
407 01越知 越知 ｵﾁ 中畦 ﾅｶｳﾈ
408 01越知 越知 ｵﾁ 中ウ子 ﾅｶｳﾈ
386 01越知 越知 ｵﾁ 中角 ﾅｶｶﾄﾞ
310 01越知 越知 ｵﾁ 中川原 ﾅｶｶﾊﾗ
246 01越知 越知 ｵﾁ 中ケ原 ﾅｶｶﾞﾊﾗ
546 01越知 越知 ｵﾁ 中コヤケ谷 ﾅｶｺﾔｹﾞﾀﾆ
39 01越知 越知 ｵﾁ 中芝 ﾅｶｼﾊﾞ
409 01越知 越知 ｵﾁ 中芝 ﾅｶｼﾊﾞ
54 01越知 越知 ｵﾁ 長瀬 ﾅｶﾞｾ
47 01越知 越知 ｵﾁ 長田 ﾅｶﾞﾀ
587 01越知 越知 ｵﾁ 中嶽 ﾅｶﾀﾞｷ
23 01越知 越知 ｵﾁ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
123 01越知 越知 ｵﾁ 長谷奥 ﾅｶﾞﾀﾆｵｸ
568 01越知 越知 ｵﾁ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
569 01越知 越知 ｵﾁ 中ダバ西 ﾅｶﾀﾞﾊﾞﾆｼ
51 01越知 越知 ｵﾁ 長通 ﾅｶﾞﾄﾞｵﾘ
108 01越知 越知 ｵﾁ 中鳥ケ谷 ﾅｶﾄﾘｶﾞﾀﾆ
347 01越知 越知 ｵﾁ 中之芝 ﾅｶﾉｼﾊﾞ
630 01越知 越知 ｵﾁ 長野地 ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
421 01越知 越知 ｵﾁ 中ノ山 ﾅｶﾉﾔﾏ
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521 01越知 越知 ｵﾁ 仲畑 ﾅｶﾊﾞﾀ
522 01越知 越知 ｵﾁ 仲畑西 ﾅｶﾊﾞﾀﾆｼ
98 01越知 越知 ｵﾁ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
416 01越知 越知 ｵﾁ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
318 01越知 越知 ｵﾁ 長吉 ﾅｶﾞﾖｼ
632 01越知 越知 ｵﾁ ナベラノモト ﾅﾍﾞﾗﾉﾓﾄ
358 01越知 越知 ｵﾁ 名元 ﾅﾓﾄ
497 01越知 越知 ｵﾁ ナロ ﾅﾛ
290 01越知 越知 ｵﾁ 西足谷 ﾆｼｱｼﾀﾞﾆ
293 01越知 越知 ｵﾁ 西アライハ ﾆｼｱﾗｲﾊ
301 01越知 越知 ｵﾁ 西洗場 ﾆｼｱﾗｲﾊﾞ
649 01越知 越知 ｵﾁ 西牛床 ﾆｼｳｼﾄｺ
295 01越知 越知 ｵﾁ 西大サエ ﾆｼｵｵｻｴ
299 01越知 越知 ｵﾁ 西大サコ ﾆｼｵｵｻｺ
554 01越知 越知 ｵﾁ 西奥兒屋ケ谷 ﾆｼｵｸｺﾔｶﾞﾀﾆ
272 01越知 越知 ｵﾁ 西音ナシ ﾆｼｵﾄﾅｼ
556 01越知 越知 ｵﾁ 西横柏峠 ﾆｼｵﾊﾞｺﾄｳ
172 01越知 越知 ｵﾁ 西ガラク ﾆｼｶﾞﾗｸ
44 01越知 越知 ｵﾁ 西川内 ﾆｼｶﾜｳﾁ
139 01越知 越知 ｵﾁ 西川窪 ﾆｼｶﾜｸﾎﾞ
92 01越知 越知 ｵﾁ 西川芝 ﾆｼｶﾜｼﾊﾞ
351 01越知 越知 ｵﾁ 西窪 ﾆｼｸﾎﾞ
209 01越知 越知 ｵﾁ 西杓子潰 ﾆｼｼｬｸｼﾂﾞｴ
413 01越知 越知 ｵﾁ 西高見 ﾆｼﾀｶﾐ
511 01越知 越知 ｵﾁ 西顔白 ﾆｼﾂﾗｼﾞﾛ
150 01越知 越知 ｵﾁ 西土居ノ内 ﾆｼﾄﾞｲﾉｳﾁ
158 01越知 越知 ｵﾁ 西ノ芝 ﾆｼﾉｼﾊﾞ
303 01越知 越知 ｵﾁ 西林 ﾆｼﾊｴ
406 01越知 越知 ｵﾁ 西ハエ ﾆｼﾊｴ
235 01越知 越知 ｵﾁ 西畑 ﾆｼﾊﾀ
249 01越知 越知 ｵﾁ 西畑越エ ﾆｼﾊﾀｺﾞｴ
9 01越知 越知 ｵﾁ 西林ノ谷 ﾆｼﾊﾔｼﾉﾀﾆ

662 01越知 越知 ｵﾁ 西伏ケ峠 ﾆｼﾌｾｶﾞﾄｳ
674 01越知 越知 ｵﾁ 西鞠ノ坪 ﾆｼﾏﾘﾉﾅﾛ
392 01越知 越知 ｵﾁ 西樅 ﾆｼﾓﾐ
415 01越知 越知 ｵﾁ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
50 01越知 越知 ｵﾁ 西柳添 ﾆｼﾔﾅｷﾞｿﾞｲ
718 01越知 越知 ｵﾁ 西山内 ﾆｼﾔﾏｳﾁ
255 01越知 越知 ｵﾁ 西論田 ﾆｼﾛﾝﾃﾞﾝ
707 01越知 越知 ｵﾁ 二代畑 ﾆﾀﾞｲﾊﾞﾀ
122 01越知 越知 ｵﾁ ヌタ ﾇﾀ
267 01越知 越知 ｵﾁ 根笹 ﾈｻﾞｻ
699 01越知 越知 ｵﾁ 捻レ ﾈﾁﾞﾚ
269 01越知 越知 ｵﾁ 野猪尻 ﾉｲｼﾞﾘ
260 01越知 越知 ｵﾁ ノイノシリ ﾉｲﾉｼﾘ
503 01越知 越知 ｵﾁ 野口 ﾉｸﾞﾁ
502 01越知 越知 ｵﾁ 野口ノ下 ﾉｸﾞﾁﾉｼﾀ
590 01越知 越知 ｵﾁ 野口渡瀬 ﾉｸﾞﾁﾜﾀｾﾞ
517 01越知 越知 ｵﾁ 野地 ﾉﾁﾞ
638 01越知 越知 ｵﾁ ノヂ ﾉﾁﾞ
154 01越知 越知 ｵﾁ ノツゴ ﾉﾂｺﾞ
38 01越知 越知 ｵﾁ ノツゴ屋敷 ﾉﾂｺﾞﾔｼｷ
336 01越知 越知 ｵﾁ 野中 ﾉﾅｶ
549 01越知 越知 ｵﾁ 灰爐 ﾊｲﾄｺ
711 01越知 越知 ｵﾁ 拜領畑 ﾊｲﾘｮｳﾊﾀ
471 01越知 越知 ｵﾁ 萩原 ﾊｷﾞﾊﾗ
687 01越知 越知 ｵﾁ 箱谷 ﾊｺﾀﾞﾆ
681 01越知 越知 ｵﾁ 箱谷越 ﾊｺﾀﾞﾆｺﾞｴ
665 01越知 越知 ｵﾁ 八助作 ﾊﾁｽｹﾂﾞｸﾘ
639 01越知 越知 ｵﾁ 八代 ﾊﾁﾀﾞｲ
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530 01越知 越知 ｵﾁ 蜂ノ巣嶽 ﾊﾁﾉｽﾀﾞｹ
155 01越知 越知 ｵﾁ 馬場崎 ﾊﾞﾊﾞｻｷ
159 01越知 越知 ｵﾁ 馬場ノ西 ﾊﾞﾊﾞﾉﾆｼ
7 01越知 越知 ｵﾁ 林ノ谷 ﾊﾔｼﾉﾀﾆ
91 01越知 越知 ｵﾁ 林屋敷 ﾊﾔｼﾔｼｷ
125 01越知 越知 ｵﾁ 番ケ森 ﾊﾞﾝｶﾞﾓﾘ
428 01越知 越知 ｵﾁ 半田 ﾊﾝﾀ
420 01越知 越知 ｵﾁ 半田谷東地 ﾊﾝﾀﾞﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾁ
129 01越知 越知 ｵﾁ 日裏 ﾋｳﾗ
134 01越知 越知 ｵﾁ 日裏越 ﾋｳﾗｺﾞｴ
78 01越知 越知 ｵﾁ 樋掛 ﾋｶｹ
292 01越知 越知 ｵﾁ 東アライバ ﾋｶﾞｼｱﾗｲﾊﾞ
302 01越知 越知 ｵﾁ 東洗場 ﾋｶﾞｼｱﾗｲﾊﾞ
573 01越知 越知 ｵﾁ 東浦カゲ地 ﾋｶﾞｼｳﾗｶｹﾞﾁﾞ
592 01越知 越知 ｵﾁ 東浦谷西 ﾋｶﾞｼｳﾗﾀﾆﾆｼ
572 01越知 越知 ｵﾁ 東浦ナカゾ ﾋｶﾞｼｳﾗﾅｶｿﾞ
273 01越知 越知 ｵﾁ 東音ナシ ﾋｶﾞｼｵﾄﾅｼ
167 01越知 越知 ｵﾁ 東ケナロ ﾋｶﾞｼｶﾞﾅﾛ
171 01越知 越知 ｵﾁ 東ガラク ﾋｶﾞｼｶﾞﾗｸ
559 01越知 越知 ｵﾁ 東サコ ﾋｶﾞｼｻｺ
233 01越知 越知 ｵﾁ 東杓子漬 ﾋｶﾞｼｼｬｸｼﾂﾞｴ
146 01越知 越知 ｵﾁ 東ノ芝 ﾋｶﾞｼﾉｼﾊﾞ
487 01越知 越知 ｵﾁ 東ノ向ヒ ﾋｶﾞｼﾉﾑｶﾋ
296 01越知 越知 ｵﾁ 東林 ﾋｶﾞｼﾊﾞｴ
686 01越知 越知 ｵﾁ 東箱谷 ﾋｶﾞｼﾊｺﾀﾞﾆ
57 01越知 越知 ｵﾁ 東又 ﾋｶﾞｼﾏﾀ
166 01越知 越知 ｵﾁ 東丸山 ﾋｶﾞｼﾏﾙﾔﾏ
182 01越知 越知 ｵﾁ 東宮谷 ﾋｶﾞｼﾐﾔﾀﾞﾆ
58 01越知 越知 ｵﾁ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
418 01越知 越知 ｵﾁ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
716 01越知 越知 ｵﾁ 東山内 ﾋｶﾞｼﾔﾏｳﾁ
257 01越知 越知 ｵﾁ 東論田 ﾋｶﾞｼﾛﾝﾃﾞﾝ
184 01越知 越知 ｵﾁ 引地 ﾋｷﾁ
539 01越知 越知 ｵﾁ 引地 ﾋｷﾁ
186 01越知 越知 ｵﾁ 曳地空 ﾋｷﾁｿﾗ
476 01越知 越知 ｵﾁ ヒジリ林 ﾋｼﾞﾘﾊﾞﾔｼ
709 01越知 越知 ｵﾁ ヒツケヌタ ﾋﾂｹﾇﾀ
325 01越知 越知 ｵﾁ ヒデナカ ﾋﾃﾞﾅｶ
329 01越知 越知 ｵﾁ 秀中 ﾋﾃﾞﾅｶ
594 01越知 越知 ｵﾁ 日ノ鏡 ﾋﾉｶｶﾞﾐ
391 01越知 越知 ｵﾁ 樋ノ口 ﾋﾉｸﾁ
501 01越知 越知 ｵﾁ 日ノ地 ﾋﾉﾁﾞ
165 01越知 越知 ｵﾁ 平岩 ﾋﾗｲﾜ
565 01越知 越知 ｵﾁ 平岩 ﾋﾗｲﾜ
564 01越知 越知 ｵﾁ 平岩東 ﾋﾗｲﾜﾋｶﾞｼ
493 01越知 越知 ｵﾁ 平カケ ﾋﾗｶｹﾞ
542 01越知 越知 ｵﾁ 平ノ田 ﾋﾗﾉﾀ
219 01越知 越知 ｵﾁ 廣サコ ﾋﾛｻｺ
377 01越知 越知 ｵﾁ ヒロザコ ﾋﾛｻｺ
85 01越知 越知 ｵﾁ 深田 ﾌｶﾀ
103 01越知 越知 ｵﾁ 福知菴 ﾌｸﾁｱﾝ
484 01越知 越知 ｵﾁ 藤ケ畝 ﾌｼﾞｶﾞｳﾈ
585 01越知 越知 ｵﾁ 伏ケ峠 ﾌｼｶﾞﾄｳ
671 01越知 越知 ｵﾁ 藤カナロ ﾌｼﾞｶﾞﾅﾛ
672 01越知 越知 ｵﾁ 藤カナロ東 ﾌｼﾞｶﾞﾅﾛﾋｶﾞｼ
217 01越知 越知 ｵﾁ 藤原 ﾌｼﾞﾊﾗ
395 01越知 越知 ｵﾁ 二タ子松 ﾌﾀｺﾞﾏﾂ
319 01越知 越知 ｵﾁ 不動 ﾌﾄﾞｳ
89 01越知 越知 ｵﾁ 船倉 ﾌﾅｸﾗ
600 01越知 越知 ｵﾁ 船坂 ﾌﾅｻｶ
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189 01越知 越知 ｵﾁ 船ケナロ ﾌﾈｶﾞﾅﾛ
277 01越知 越知 ｵﾁ 船ケナロ ﾌﾈｶﾞﾅﾛ
346 01越知 越知 ｵﾁ 古土居 ﾌﾙﾄﾞｲ
535 01越知 越知 ｵﾁ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
321 01越知 越知 ｵﾁ フロ ﾌﾛ
701 01越知 越知 ｵﾁ 文三畑 ﾌﾞﾝｿﾞｳﾊﾞﾀ
376 01越知 越知 ｵﾁ 枌ノ畝 ﾌﾝﾉｳﾈ
244 01越知 越知 ｵﾁ 蛇森 ﾍﾋﾞｶﾞﾓﾘ
703 01越知 越知 ｵﾁ 箒桜 ﾎｳｷｻﾞｸﾗ
650 01越知 越知 ｵﾁ 坊主 ﾎﾞｳｽﾞ
245 01越知 越知 ｵﾁ ホウノ木 ﾎｳﾉｷ
174 01越知 越知 ｵﾁ 朴ノ木谷 ﾎｵﾉｷﾀﾆ
527 01越知 越知 ｵﾁ 堀田ノ奥 ﾎﾂﾀﾉｵｸ
427 01越知 越知 ｵﾁ 骨石 ﾎﾈｲｼ
113 01越知 越知 ｵﾁ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
525 01越知 越知 ｵﾁ 堀田 ﾎﾘﾀ
32 01越知 越知 ｵﾁ ボヲ ﾎﾞｦ
317 01越知 越知 ｵﾁ 松ウ子 ﾏﾂｳﾈ
340 01越知 越知 ｵﾁ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
211 01越知 越知 ｵﾁ 蝮原 ﾏﾑｼﾊﾗ
673 01越知 越知 ｵﾁ 鞠ノ場 ﾏﾘﾉﾊﾞ
362 01越知 越知 ｵﾁ 丸岩 ﾏﾙｲﾜ
498 01越知 越知 ｵﾁ 丸畠 ﾏﾙﾊﾀ
499 01越知 越知 ｵﾁ 丸畠ノ下 ﾏﾙﾊﾀﾉｼﾀ
610 01越知 越知 ｵﾁ 丸渕 ﾏﾙﾌﾞﾁ
658 01越知 越知 ｵﾁ 丸渕ノ上 ﾏﾙﾌﾁﾉｳｴ
179 01越知 越知 ｵﾁ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
191 01越知 越知 ｵﾁ 丸山押向 ﾏﾙﾔﾏｵｼﾑｶｲ
190 01越知 越知 ｵﾁ 丸山南面 ﾏﾙﾔﾏﾐﾅﾐﾒﾝ
147 01越知 越知 ｵﾁ 帝 ﾐｶﾄﾞ
116 01越知 越知 ｵﾁ 見坂西 ﾐｻｶﾉﾆｼ
124 01越知 越知 ｵﾁ 見坂東 ﾐｻｶﾉﾋｶﾞｼ
635 01越知 越知 ｵﾁ 水木 ﾐｽﾞｷ
636 01越知 越知 ｵﾁ 水木畝 ﾐｽﾞｷｳﾈ
629 01越知 越知 ｵﾁ 水木谷西 ﾐｽﾞｷﾀﾞﾆﾆｼ
624 01越知 越知 ｵﾁ 水木谷 ﾐｽﾞﾉｷﾀﾞﾆ
178 01越知 越知 ｵﾁ 水ノミ場 ﾐｽﾞﾉﾐﾊﾞ
481 01越知 越知 ｵﾁ 水呑場 ﾐｽﾞﾉﾐﾊﾞ
49 01越知 越知 ｵﾁ 溝添 ﾐｿﾞｿﾞｲ
373 01越知 越知 ｵﾁ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ
374 01越知 越知 ｵﾁ 光石畝 ﾐﾂｲｼｳﾈ
332 01越知 越知 ｵﾁ 南青去 ﾐﾅﾐｱｵｻﾞﾚ
289 01越知 越知 ｵﾁ 南足谷 ﾐﾅﾐｱｼﾀﾞﾆ
261 01越知 越知 ｵﾁ 南大潰 ﾐﾅﾐｵｵﾂｴ
140 01越知 越知 ｵﾁ 南川窪 ﾐﾅﾐｶﾜｸﾎﾞ
227 01越知 越知 ｵﾁ 南小休場 ﾐﾅﾐｺﾔｽﾊﾞ
207 01越知 越知 ｵﾁ 南茶畑 ﾐﾅﾐﾁｬﾊﾞﾀ
109 01越知 越知 ｵﾁ 南鳥ケ谷 ﾐﾅﾐﾄﾘｶﾞﾀﾆ
60 01越知 越知 ｵﾁ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
183 01越知 越知 ｵﾁ 三子 ﾐﾈ
212 01越知 越知 ｵﾁ 嶺 ﾐﾈ
28 01越知 越知 ｵﾁ 峯ノ奥 ﾐﾈﾉｵｸ
34 01越知 越知 ｵﾁ 峯屋敷 ﾐﾈﾔｼｷ
163 01越知 越知 ｵﾁ 宮谷 ﾐﾔﾀﾞﾆ
239 01越知 越知 ｵﾁ 宮中山 ﾐﾔﾅｶﾔﾏ
581 01越知 越知 ｵﾁ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ
367 01越知 越知 ｵﾁ 宮ノ畝 ﾐﾔﾉｳﾈ
496 01越知 越知 ｵﾁ 宮ノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
446 01越知 越知 ｵﾁ 宮ノ南 ﾐﾔﾉﾐﾅﾐ
106 01越知 越知 ｵﾁ 向屋敷 ﾑｶｲﾔｼｷ
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135 01越知 越知 ｵﾁ ムセノ奥 ﾑｾﾉｵｸ
308 01越知 越知 ｵﾁ 室 ﾑﾛ
311 01越知 越知 ｵﾁ 室屋 ﾑﾛﾔ
414 01越知 越知 ｵﾁ 室屋 ﾑﾛﾔ
400 01越知 越知 ｵﾁ 女夫岩 ﾒｵﾄｲﾜ
43 01越知 越知 ｵﾁ 本畑 ﾓﾄﾊﾞﾀ
491 01越知 越知 ｵﾁ 本屋敷 ﾓﾄﾔｼｷ
393 01越知 越知 ｵﾁ 樅ノ木 ﾓﾐﾉｷ
95 01越知 越知 ｵﾁ 森岡屋敷 ﾓﾘｵｶﾔｼｷ
93 01越知 越知 ｵﾁ 八頭 ﾔｶｼﾛ
609 01越知 越知 ｵﾁ 弥五郎谷 ﾔｺﾞﾛｳﾀﾞﾆ
550 01越知 越知 ｵﾁ 休場ノ下 ﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
48 01越知 越知 ｵﾁ 柳添 ﾔﾅｷﾞｿﾞｲ
341 01越知 越知 ｵﾁ 魚梁場 ﾔﾅﾊﾞ
547 01越知 越知 ｵﾁ ヤハシロ ﾔﾊｼﾛ
717 01越知 越知 ｵﾁ 山内 ﾔﾏｳﾁ
715 01越知 越知 ｵﾁ 山内ケ坂 ﾔﾏｳﾁｶﾞｻｶ
563 01越知 越知 ｵﾁ 山姥 ﾔﾏｳﾊﾞ
567 01越知 越知 ｵﾁ 山姥西 ﾔﾏｳﾊﾞﾆｼ
86 01越知 越知 ｵﾁ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
12 01越知 越知 ｵﾁ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
349 01越知 越知 ｵﾁ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
14 01越知 越知 ｵﾁ 山田上ミ ﾔﾏﾀﾞｶﾐ
13 01越知 越知 ｵﾁ 山田西 ﾔﾏﾀﾞﾆｼ
15 01越知 越知 ｵﾁ 山田向 ﾔﾏﾀﾞﾉﾑｶｲ
10 01越知 越知 ｵﾁ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
196 01越知 越知 ｵﾁ 山神 ﾔﾏﾉｶﾐ
518 01越知 越知 ｵﾁ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
45 01越知 越知 ｵﾁ 山ノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ
475 01越知 越知 ｵﾁ ヤラ井ソ ﾔﾗｲｿ
693 01越知 越知 ｵﾁ 夕顔ケ畝 ﾕｳｶﾞﾎｶﾞｳﾈ
692 01越知 越知 ｵﾁ 夕顔ケ畝ノ下 ﾕｳｶﾞﾎｶﾞｳﾈﾉｼﾀ
586 01越知 越知 ｵﾁ 幽霊岩屋 ﾕｳﾚｲｲﾜﾔ
551 01越知 越知 ｵﾁ 梼ケ峠 ﾕｽｶﾞﾄｳ
278 01越知 越知 ｵﾁ 梼ケ森 ﾕｽｶﾞﾓﾘ
360 01越知 越知 ｵﾁ 梼木 ﾕｽﾉｷ
578 01越知 越知 ｵﾁ 檎ノキ ﾕｽﾉｷ
622 01越知 越知 ｵﾁ 梼ノ木瀧 ﾕｽﾉｷﾀﾞｷ
102 01越知 越知 ｵﾁ 梼ノ瀬 ﾕｽﾉｾ
388 01越知 越知 ｵﾁ 柚ノ木郷 ﾕﾉｷｺﾞｳ
640 01越知 越知 ｵﾁ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
453 01越知 越知 ｵﾁ 横倉 ﾖｺｸﾞﾗ
452 01越知 越知 ｵﾁ 横倉西ノ山 ﾖｺｸﾞﾗﾆｼﾉﾔﾏ
448 01越知 越知 ｵﾁ 横倉山 ﾖｺｸﾞﾗﾔﾏ
449 01越知 越知 ｵﾁ 横倉山上 ﾖｺｸﾞﾗﾔﾏｳｴ
46 01越知 越知 ｵﾁ 横田 ﾖｺﾀ
694 01越知 越知 ｵﾁ 横瀧 ﾖｺﾀｷ
220 01越知 越知 ｵﾁ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
645 01越知 越知 ｵﾁ 横道 ﾖｺﾐﾁ
510 01越知 越知 ｵﾁ 芳ケ畝 ﾖｼｶﾞｳﾈ
509 01越知 越知 ｵﾁ 芳ケサコ ﾖｼｶﾞｻｺ
228 01越知 越知 ｵﾁ 吉畑森 ﾖｼﾊﾞﾀﾓﾘ
143 01越知 越知 ｵﾁ 四ッ辻 ﾖﾂﾂｼﾞ
562 01越知 越知 ｵﾁ 呼石 ﾖﾋﾞｲｼ
254 01越知 越知 ｵﾁ 論田 ﾛﾝﾃﾞﾝ
283 01越知 越知 ｵﾁ 微 ﾜﾗﾋﾞ
541 01越知 越知 ｵﾁ ワレ石 ﾜﾚｲｼ
576 01越知 越知 ｵﾁ 割石 ﾜﾚｲｼ
765 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ アカダキ ｱｶﾀﾞｷ
726 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ アリノキウ子 ｱﾘﾉｷｳﾈ
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792 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 井口 ｲｸﾞﾁ
761 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
736 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 石神畝 ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
729 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ イシヤマ ｲｼﾔﾏ
728 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 石山谷 ｲｼﾔﾏﾀﾆ
809 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ イシヤマ平場 ｲｼﾔﾏﾋﾗﾊﾞ
781 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ウハノヂ ｳﾊﾉﾁﾞ
806 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ エズ ｴｽﾞ
759 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ヱノキサコ ｴﾉｷｻｺ
741 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 大畝 ｵｵｳﾈ
744 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 大久保 ｵｵｸﾎﾞ
754 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 大前 ｵｵﾏｴ
805 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
797 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 奥畑 ｵｸﾊﾞﾀ
798 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 奥畑カゲ ｵｸﾊﾞﾀｶｹﾞ
720 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 桶川 ｵｹｶﾜ
721 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ オモダオ ｵﾓﾀﾞｵ
803 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ カウナロ ｶｳﾅﾛ
722 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 加枝ケ谷 ｶｴｶﾞﾀﾆ
771 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ カキノキバタ ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
756 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ カゲウラ ｶｹﾞｳﾗ
799 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 影横瀧 ｶｹﾞﾖｺﾀﾞｷ
748 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ カヂヤ ｶﾁﾞﾔ
762 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ カミゴヱ ｶﾐｺﾞｴ
745 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ カモヲチ ｶﾓｦﾁ
796 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ カラ池 ｶﾗｲｹ
770 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ カリバ ｶﾘﾊﾞ
811 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 川ナロ ｶﾜﾅﾛ
777 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ キタガチ ｷﾀｶﾞﾁ
747 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ クボタ ｸﾎﾞﾀ
737 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ クマアキ ｸﾏｱｷ
763 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ クヤウギ ｸﾔｳｷﾞ
760 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 倉良 ｸﾗﾗ
743 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 栗ノ木畝 ｸﾘﾉｷｳﾈ
794 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ゲンダヤシキ ｹﾞﾝﾀﾞﾔｼｷ
767 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ コゴヱ ｺｺﾞｴ
800 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ コビキチ ｺﾋﾞｷﾁ
735 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ サコ ｻｺ
788 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ サシキ畑 ｻｼｷﾊﾞﾀ
742 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ サセブ ｻｾﾌﾞ
780 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ シヱコ ｼｴｺ
783 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ シオホ ｼｵﾎ
790 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ シタヲ ｼﾀｦ
749 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
812 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ジヤウラウバタ ｼﾞﾔｳﾗｳﾊﾞﾀ
774 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 定畑 ｼﾖｳﾊﾞﾀ
793 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 女郎畑 ｼﾞﾖﾛｳﾊﾞﾀ
807 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 新立 ｼﾝﾀﾞﾃ
725 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ スゞレ畑 ｽｽﾞﾚﾊﾞﾀ
739 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ スダノ川 ｽﾀﾞﾉｶﾜ
808 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ソヲゴヤ ｿｦｺﾞﾔ
727 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ タキノシタ ﾀｷﾉｼﾀ
732 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ タキヤシキ ﾀｷﾔｼｷ
758 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
757 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ チノサキ ﾁﾉｻｷ
804 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 杖立 ﾂｴﾀﾞﾃ
753 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ヅシロ ﾂﾞｼﾛ
795 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ツノイシ ﾂﾉｲｼ
810 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ テウハタ ﾃｳﾊﾀ
802 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ テバシ ﾃﾊﾞｼ
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779 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ トリゴヱ ﾄﾘｺﾞｴ
784 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ナカガヱ ﾅｶｶﾞｴ
773 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 中川原 ﾅｶｶﾞﾊﾗ
778 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
769 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 中村 ﾅｶﾑﾗ
746 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ニヱ ﾆｴ
731 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 西浦 ﾆｼｳﾗ
751 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
785 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 如来 ﾆﾖﾗｲ
776 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ノヂ ﾉﾁﾞ
791 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ノブ谷 ﾉﾌﾞﾀﾆ
789 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ハケウ子 ﾊｹｳﾈ
724 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 橋ノ谷 ﾊｼﾉﾀﾆ
775 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ハチノクボ ﾊﾁﾉｸﾎﾞ
740 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ バラガタキ ﾊﾞﾗｶﾞﾀｷ
772 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ヒウラ ﾋｳﾗ
786 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ヒダカ ﾋﾀﾞｶ
730 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 平場 ﾋﾗﾊﾞ
755 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 船戸 ﾌﾅﾄ
752 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 堀切 ﾎﾘｷﾘ
738 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ マヱコヤシ ﾏｴｺﾔｼ
723 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 前田 ﾏｴﾀﾞ
787 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 又市 ﾏﾀｲﾁ
782 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ マツガナロ ﾏﾂｶﾞﾅﾛ
766 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ミセンノモリ ﾐｾﾝﾉﾓﾘ
768 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 南中村 ﾐﾅﾐﾅｶﾑﾗ
750 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
764 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ミヤマクビ ﾐﾔﾏｸﾋﾞ
733 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 山ノ下タ ﾔﾏﾉｼﾀ
734 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ 山ノワキ ﾔﾏﾉﾜｷ
801 01越知 野老山 ﾄｺﾛﾔﾏ ユゴモリ ﾕｺﾞﾓﾘ
1008 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 足川 ｱｼｶﾜ
1013 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 穴ノ瀬 ｱﾅﾉｾ
918 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 穴ノ峠 ｱﾅﾉﾄｳ
1000 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 石小屋 ｲｼｺﾔ
964 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 板ケ岡 ｲﾀｶﾞｵｶ
1001 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 市ケサコ ｲﾁｶﾞｻｺ
1065 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 一枚臼 ｲﾁﾏｲｳｽ
1068 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 稲木ガ畝 ｲﾅｷｶﾞｳﾈ
1037 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ イノゝ畝 ｲﾉﾉｳﾈ
1033 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 今打 ｲﾏｳﾁ
991 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 岩神 ｲﾜｶﾐ
1059 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 岩柄 ｲﾜｶﾞﾗ
923 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上黒松 ｳｴｸﾛﾏﾂ
919 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上ヱダバ ｳｴﾀﾞﾊﾞ
1032 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上長サコ ｳｴﾅｶﾞｻｺ
1045 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上ヱ子ワラビ ｳｴﾈﾜﾗﾋﾞ
985 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上豆尻 ｳｴﾏﾒｼﾞﾘ
1047 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上ヱ横フケ ｳｴﾖｺﾌｹ
986 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 薄木 ｳｽｷﾞ
926 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 内野 ｳﾁﾉ
976 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 宇遠水 ｳﾄｳﾐｽﾞ
942 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 恵畑 ｴﾊﾞﾀ
1056 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 大窪 ｵｵｸﾎﾞ
921 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 大迫 ｵｵｻｺ
947 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 大三寳 ｵｵｻﾝﾎﾞｳ
949 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 大樽 ｵｵﾀﾞﾙ
1081 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 大渕ノ上ケ ｵｵﾌﾁﾉｱｹﾞ
1077 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 大水口 ｵｵﾐﾅｸﾁ
1041 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 岡已屋 ｵｶｺﾞﾔ
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946 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 乙女木 ｵﾄﾒｷﾞ
999 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 鬼ケ城 ｵﾆｶﾞｼﾛ
940 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 尾松サコ ｵﾏﾂｻｺ
992 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 表ヤシキ ｵﾓﾃﾔｼｷ
1039 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 鍵ノ尾越 ｶｷﾉｵｺﾞｴ
1052 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 鍵ノ尾新走 ｶｷﾞﾉｵｼﾝﾊｼﾘ
1053 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 鍵ノ尾奴田迫 ｶｷﾞﾉｵﾇﾀｻｺ
1051 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ カギノヲ ｶｷﾞﾉｦ
1004 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 柿屋敷 ｶｷﾔｼｷ
984 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 隠己屋 ｶｸﾚｺﾞﾔ
1040 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 景黒床 ｶｹﾞｸﾛﾄｺ
939 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 影堂木屋敷 ｶｹﾞﾄﾞｳﾓﾄﾔｼｷ
1058 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ カケハシ ｶｹﾊｼ
1010 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ カサネ岩 ｶｻﾈｲﾜ
981 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 風ケ峠 ｶｾﾞｶﾞﾄｳ
922 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 桂ノ奥 ｶﾂﾗﾉｵｸ
969 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 桂三谷掛 ｶﾂﾗﾐﾀﾆｶｶﾞﾘ
978 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 椛木ケ内 ｶﾊﾞｷｶﾞｳﾁ
963 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 釜首 ｶﾏｸﾋﾞ
960 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 釜尻 ｶﾏｼﾘ
1021 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上チカヤグサ ｶﾐﾁｶﾔｸﾞｻ
998 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上中ケ地 ｶﾐﾅｶｶﾞﾁ
970 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 神ノ前 ｶﾐﾉﾏｴ
1050 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 神山 ｶﾐﾔﾏ
1063 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上山葵 ｶﾐﾔﾏｱｵｲ
1088 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 上山崎 ｶﾐﾔﾏｻｷ
948 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 唐樋 ｶﾗﾋ
967 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 唐和 ｶﾗﾜ
1067 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ カリヤノムカイ ｶﾘﾔﾉﾑｶｲ
1026 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 喜助兀 ｷｽｹﾓﾄ
1018 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 北九郎 ｷﾀｸﾛｳ
913 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 祈祷畝 ｷﾄｳｳﾈ
914 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 木戸ノ本 ｷﾄﾞﾉﾓﾄ
974 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 銀平ケ内 ｷﾞﾝﾍﾟｲｶﾞｳﾁ
968 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 栗ケナロ ｸﾘｶﾞﾅﾛ
1002 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 九郎サコ ｸﾛｳｻｺ
1019 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 黒尾森 ｸﾛｵﾓﾘ
1025 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 黒助畑 ｸﾛｽｹﾊﾀ
1038 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 黒床 ｸﾛﾄｺ
924 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
1043 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 黒松畝 ｸﾛﾏﾂｳﾈ
994 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 桑ケサコ ｸﾜｶﾞｻｺ
932 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ゴバガ板 ｺﾞﾊﾞｶﾞｲﾀ
943 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 小畑 ｺﾊﾞﾀ
1005 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ コヲモリ岩 ｺｦﾓﾘｲﾜ
927 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 下リ野 ｻｶﾞﾘﾉ
920 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ サコグチ ｻｺｸﾞﾁ
1035 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 侍屋敷 ｻﾑﾗｲﾔｼｷ
955 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ザレザコ ｻﾞﾚｻﾞｺ
1085 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 塩ケナロ ｼｵｶﾞﾅﾛ
1011 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 猪落 ｼｼｵﾁ
1057 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 猪落ケナロ ｼｼｵﾁｶﾞﾅﾛ
997 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ シタナカガチ ｼﾀﾅｶｶﾞﾁ
935 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ショウシ畑 ｼﾖｳｼﾞﾊﾀ
912 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 白瀧 ｼﾗﾀｷ
936 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 白橋 ｼﾗﾊｼ
995 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 治郎衛屋敷 ｼﾞﾛｳﾍﾞｴﾔｼｷ
1084 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ シヲザコ ｼｦｻﾞｺ
951 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 甚五山 ｼﾞﾝｺﾞﾔﾏ
952 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 新地畑 ｼﾝﾁﾊﾞﾀ
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1086 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 新保場 ｼﾝﾔｽﾊﾞ
1069 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 新六畑 ｼﾝﾛｸﾊﾞﾀ
1027 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 筋川 ｽｼﾞｶﾜ
1087 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ スゞガタキ ｽｽﾞｶﾞﾀｷ
1006 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ スゞレハタ ｽｽﾞﾚﾊﾀ
1082 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 壽早 ｽﾊﾞﾔ
1083 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ スバヤ楠ノ元 ｽﾊﾞﾔｸｽﾉﾓﾄ
983 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 瀬戸 ｾﾄ
1020 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ タカジリキ ﾀｶｼﾞﾘｷ
987 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
945 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
1075 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 立石 ﾀﾃｲｼ
958 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 樽ノ根 ﾀﾙﾉﾈ
956 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ タルワキ ﾀﾙﾜｷ
1028 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ チガヤグサ ﾁｶﾞﾔｸﾞｻ
1073 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 茶園迫 ﾁﾔｴﾝｻｺ
1046 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 茶園鳴 ﾁﾔｴﾝﾅﾙ
1074 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 鶴井サコ ﾂﾙｲｻｺ
957 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 堂本屋敷 ﾄﾞｳﾓﾄﾔｼｷ
941 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ トキリ岩 ﾄｷﾘｲﾜ
925 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 取合 ﾄﾘｱｲ
1076 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 鳥ノ巣 ﾄﾘﾉｽ
917 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
996 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ナガトロ ﾅｶﾞﾄﾛ
1003 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 中野 ﾅｶﾉ
1071 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 中ノ川 ﾅｶﾉｶﾜ
1060 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 中張 ﾅｶﾊﾘ
950 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 奈目良渕 ﾅﾒﾗﾌﾞﾁ
990 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 名本屋式 ﾅﾓﾄﾔｼｷ
1015 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ナロ畑 ﾅﾛﾊﾀ
938 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 西浦 ﾆｼｳﾗ
1066 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 西カラヒ ﾆｼｶﾗﾋ
1023 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 西溜水 ﾆｼﾀﾏﾘﾐｽﾞ
1080 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 西長迫 ﾆｼﾅｶﾞｻｺ
1055 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 西子ヅルサ ﾆｼﾈﾂﾞﾙｻ
1049 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 二社ノ上 ﾆｼﾔｳｴ
930 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 西ヲク畑 ﾆｼｦｸﾊﾀ
962 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 二矢屋敷 ﾆﾔﾔｼｷ
1070 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 汢久保 ﾇﾀｸﾎﾞ
1044 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 子ハラビ畝 ﾈﾊﾗﾋﾞｳﾈ
961 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 野地 ﾉﾁﾞ
979 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 野地口 ﾉﾁﾞｸﾞﾁ
931 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 述ノ木 ﾉﾌﾞﾉｷ
980 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 灰首 ﾊｲｸﾋﾞ
977 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 生床 ﾊｴﾄｺ
1007 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 禿畝 ﾊｹﾞｳﾈ
959 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 橋床 ﾊｼﾄｺ
916 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 長谷ワラビ ﾊｾﾜﾗﾋﾞ
911 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 畑頭 ﾊﾀｶｼﾗ
1022 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 八十松 ﾊﾁｼﾞﾕｳﾏﾂ
929 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
1014 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 花ノ瀬 ﾊﾅﾉｾ
1054 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 東根鶴井 ﾋｶﾞｼﾈﾂﾞﾙｲ
1029 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ヒシゲモリヤ ﾋｼｹﾞﾓﾘﾔ
954 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 廣内 ﾋﾛｳﾁ
937 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 吹迫 ﾌｷｻｺ
1012 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 舟渕 ﾌﾅﾌﾞﾁ
933 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 古田 ﾌﾙﾀ
1031 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 宝 ﾎｳ
1072 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 坊主小屋 ﾎﾞｳｽﾞｺﾔ
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1078 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 程迫 ﾎﾄﾞｻｺ
972 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ホドチ ﾎﾄﾞﾁ
1030 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ホヲ谷 ﾎｦﾀﾆ
928 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 前引地 ﾏｴﾋｷﾁ
993 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 前屋敷 ﾏｴﾔｼｷ
1042 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1017 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 三ツ森 ﾐﾂﾓﾘ
971 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾆ
966 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 南野岡 ﾐﾅﾐﾉｵｶ
1016 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 宮ケ森 ﾐﾔｶﾞﾓﾘ
988 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 宮道掛 ﾐﾔﾐﾁｶｶﾞﾘ
953 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ミヨウガ本 ﾐﾖｳｶﾞﾓﾄ
934 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 向イナロ ﾑｶｲﾅﾛ
973 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ モギウス ﾓｷﾞｳｽ
975 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 茂宜臼鳴 ﾓｷﾞｳｽﾅﾙ
1009 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 桃ノ尾 ﾓﾓｵ
1079 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 桃ノ木迫 ﾓﾓｷｻｺ
944 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ モヲ尻 ﾓｦｼﾞﾘ
1024 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ヤスウヱ ﾔｽｳｴ
1036 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 矢立 ﾔﾀﾃ
989 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 柳谷 ﾔﾅｷﾀﾆ
1062 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 山葵 ﾔﾏｱｵｲ
1064 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 山子 ﾔﾏﾈ
982 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 譲リ葉 ﾕｽﾞﾘﾊﾞ
915 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 湯床 ﾕﾄｺ
1048 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 横フケ ﾖｺﾌｹ
1034 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 六人寄合 ﾛｸﾆﾝﾖﾘｱｲ
1061 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ 綿打ノ上ケ ﾜﾀｳﾁｱｹﾞ
965 02尾川 佐之国 ｻﾉｸﾆ ヲモ田 ｦﾓﾀﾞ
876 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 青シヤレ谷 ｱｵｼﾔﾚﾀﾆ
840 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 揚倉 ｱｹﾞｸﾗ
871 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 荒平 ｱﾗﾋﾗ
844 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ アリノ木 ｱﾘﾉｷ
858 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 井口 ｲｸﾞﾁ
887 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 猪土 ｲﾂﾞﾁ
901 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 上ナロ ｳｴﾅﾛ
845 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 牛ダバ ｳｼﾀﾞﾊﾞ
878 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 馬イラズ ｳﾏｲﾗｽﾞ
885 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 柏谷 ｶｼﾜﾀﾞﾆ
906 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 角谷 ｶﾄﾞﾀﾞﾆ
869 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 角峠 ｶﾄﾞﾉﾄｳｹﾞ
899 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 金尾松 ｶﾈｵﾏﾂ
852 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 上唐岩 ｶﾐｶﾗｲﾜ
815 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 上三代 ｶﾐｻﾝﾀﾞｲ
817 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 上長才 ｶﾐﾁﾖｳｻﾞｲ
850 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 上深谷 ｶﾐﾌｶﾀﾞﾆ
863 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 上辨造 ｶﾐﾍﾞﾝｿﾞｳ
879 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 上水溜 ｶﾐﾐｽﾞﾀﾏﾘ
891 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 上論田 ｶﾐﾛﾝﾃﾞﾝ
889 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ カラスガタヲ ｶﾗｽｶﾞﾀｦ
873 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ カラス峠 ｶﾗｽﾄｳｹﾞ
884 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 北谷 ｷﾀﾀﾞﾆ
843 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 北平 ｷﾀﾋﾗ
892 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 北ロンデン ｷﾀﾛﾝﾃﾞﾝ
896 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 金兵衛屋敷 ｷﾝﾍﾞｴﾔｼｷ
883 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 公蔵 ｸｿﾞｳ
824 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 熊越 ｸﾏｺﾞｼ
833 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 黒石 ｸﾛｲｼ
866 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 黒嶽 ｸﾛﾀｷ
829 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 小谷 ｺﾀﾞﾆ
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828 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 境谷 ｻｶｲﾀﾞﾆ
855 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 崎ケ谷 ｻｷｶﾞﾀﾆ
820 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ サジキタニ ｻｼﾞｷﾀﾆ
819 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ サジキナロ ｻｼﾞｷﾅﾛ
897 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 三本楠 ｻﾝﾎﾞﾝｸｽ
826 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 地蔵ノ下 ｼﾞｿﾞｳﾉｼﾀ
825 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 地蔵森 ｼﾞｿﾞｳﾓﾘ
909 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 下坪 ｼﾀﾅﾛ
834 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 芝ノ畝 ｼﾊﾞﾉｳﾈ
842 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 清水山 ｼﾐｽﾞﾔﾏ
854 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 下唐岩 ｼﾓｶﾗｲﾜ
816 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 下三代 ｼﾓｻﾝﾀﾞｲ
818 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 下長才 ｼﾓﾁﾖｳｻﾞｲ
848 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 下深谷 ｼﾓﾌｶﾀﾞﾆ
813 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ シヤシヤブ ｼﾔｼﾔﾌﾞ
846 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 状ケ森山 ｼﾞﾖｳｶﾞﾓﾘﾔﾏ
895 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 障子石 ｼﾖｳｼﾞｲｼ
847 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 状ノ下タ ｼﾞﾖｳﾉｼﾀ
836 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 女郎石山 ｼﾞﾖﾛｳｲｼﾔﾏ
868 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 白石 ｼﾛｲｼ
870 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 次恵ケ畝 ｼﾞﾝｶﾞｳﾈ
823 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 杉谷 ｽｷﾞﾀﾆ
907 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ ス子セリ ｽﾈｾﾘ
890 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 摺鉢谷 ｽﾘﾊﾞﾁﾀﾞﾆ
838 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 袖ケ谷 ｿﾃﾞｶﾞﾀﾆ
837 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 袖野 ｿﾃﾞﾉ
910 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 袖野山 ｿﾃﾞﾉﾔﾏ
856 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 高樋山 ﾀｶﾋﾔﾏ
881 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
821 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ タ之助口 ﾀﾉｽｹｸﾞﾁ
822 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ タ之助谷奥 ﾀﾉｽｹﾀﾆｵｸ
831 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
830 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ ダバノヲク ﾀﾞﾊﾞﾉｦｸ
835 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 樽口 ﾀﾙｸﾁ
814 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ トイシ谷 ﾄｲｼﾀﾞﾆ
903 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 中畝 ﾅｶｳﾈ
853 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 中唐岩 ﾅｶｶﾗｲﾜ
872 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
867 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 中駄場 ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
849 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 中深谷 ﾅｶﾌｶﾀﾞﾆ
880 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 中水溜 ﾅｶﾐｽﾞﾀﾏﾘ
894 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 梨子ケサコ ﾅｼｶﾞｻｺ
851 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 西深谷 ﾆｼﾌｶﾀﾞﾆ
864 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 汢 ﾇﾀ
861 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 汢ノ畝 ﾇﾀﾉｳﾈ
865 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 萩ケ峠 ﾊｷﾞｶﾞﾄｳ
860 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 萩原 ﾊｷﾞﾊﾗ
900 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 八小屋 ﾊﾁｺﾞﾔ
874 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 履打 ﾋｳﾁ
839 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 東樽 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾙ
832 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ ヒソガ峠 ﾋｿｶﾞﾄｳｹﾞ
857 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 樋ノ奥 ﾋﾉｵｸ
841 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 弘蔵 ﾋﾛｿﾞｳ
859 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 藤蕨 ﾌｼﾞﾜﾗﾋﾞ
862 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 辨造谷 ﾍﾞﾝｿﾞｳﾀﾆ
877 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 水溜 ﾐｽﾞﾀﾏﾘ
882 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 三ツ石 ﾐﾂｲｼ
893 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 南ロンデン ﾐﾅﾐﾛﾝﾃﾞﾝ
902 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 南ワタウチ ﾐﾅﾐﾜﾀｳﾁ
905 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 柳ケ石 ﾔﾅｷﾞｶﾞｲｼ
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904 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 山神 ﾔﾏｶﾐ
886 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 梼ケ森 ﾕｽｶﾞﾓﾘ
875 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 柚ノ上 ﾕﾉｳｴ
827 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 芳之丞谷 ﾖｼﾉｼﾞﾖｳﾀﾆ
908 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 吉原谷 ﾖｼﾊﾗﾀﾞﾆ
888 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ 與助 ﾖｽｹ
898 02尾川 山室 ﾔﾏﾑﾛ ワタウチ ﾜﾀｳﾁ
1278 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ アカノモト ｱｶﾉﾓﾄ
1274 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ エビナガミゾ ｴﾋﾞﾅｶﾞﾐｿﾞ
1282 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ カミノタキザコ ｶﾐﾉﾀｷｻﾞｺ
1272 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ コブキヤマ ｺﾞﾌﾞｷﾔﾏ
1280 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ シモヂヨヲ ｼﾓﾁﾞﾖｦ
1273 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ シヲガウ子 ｼｦｶﾞｳﾈ
1270 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ タルクビ ﾀﾙｸﾋﾞ
1277 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ ドヲバヤシ ﾄﾞｦﾊﾞﾔｼ
1271 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
1269 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ ナベガフチ ﾅﾍﾞｶﾞﾌﾁ
1281 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
1276 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ フ子ノモト ﾌﾈﾉﾓﾄ
1279 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ ムマヤキバ ﾑﾏﾔｷﾊﾞ
1275 02尾川 長者 ﾁｮｳｼﾞｬ ヲヲボリ ｦｦﾎﾞﾘ
1242 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 青ワラビ ｱｵﾜﾗﾋﾞ
1146 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ アカシダ ｱｶｼﾀﾞ
1264 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 洗場山 ｱﾗｲﾊﾞﾔﾏ
1156 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 家トコ ｲｴﾄｺ
1231 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 石ノコエ ｲｼﾉｺｴ
1208 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 一ノセ ｲﾁﾉｾ
1176 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 一本松 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
1201 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 岩カラ山 ｲﾜｶﾗﾔﾏ
1228 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 岩ヤガヒラ ｲﾜﾔｶﾞﾋﾗ
1137 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ウヱダバ ｳｴﾀﾞﾊﾞ
1150 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 上マキノトヲ ｳｴﾏｷﾉﾄｦ
1256 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ウヱヤカラメ ｳｴﾔｶﾗﾒ
1121 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 上ワサビザコ ｳｴﾜｻﾋﾞｻﾞｺ
1263 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ウチノサコ ｳﾁﾉｻｺ
1185 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大石 ｵｵｲｼ
1173 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大己屋 ｵｵｺﾔ
1161 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大タヲ ｵｵﾀｦ
1177 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大タヲ山 ｵｵﾀｦﾔﾏ
1266 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大ツヱノサコ ｵｵﾂｴﾉｻｺ
1183 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大畠 ｵｵﾊﾞﾀ
1113 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大水口 ｵｵﾐﾅｸﾁ
1170 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大ミヲ ｵｵﾐｦ
1103 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大元 ｵｵﾓﾄ
1253 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大屋式 ｵｵﾔｼｷ
1196 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 大ワラヒ ｵｵﾜﾗﾋﾞ
1234 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 岡ノ向ヒ ｵｶﾉﾑｶﾋ
1244 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 奥宮谷 ｵｸﾐﾔﾉﾀﾆ
1194 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ カケキワダガ谷 ｶｹｷﾜﾀﾞｶﾞﾀﾆ
1203 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ カゲトチザコ ｶｹﾞﾄﾁｻﾞｺ
1267 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ カシガタヲ ｶｼｶﾞﾀｦ
1164 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 鍛冶屋堂 ｶｼﾞﾔﾄﾞｳ
1222 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 片平山 ｶﾀﾋﾗﾔﾏ
1254 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ カヂヤトコ ｶﾁﾞﾔﾄｺ
1158 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ガツメキ ｶﾞﾂﾒｷ
1215 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 桂ノ木 ｶﾂﾗﾉｷ
1213 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 門ノ本 ｶﾄﾞﾉﾓﾄ
1152 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ カバギ山 ｶﾊﾞｷﾞﾔﾏ
1166 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 釜ザコ ｶﾏｻﾞｺ
1192 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 上キワダカ谷 ｶﾐｷﾜﾀﾞｶﾞﾀﾆ
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1167 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 神山 ｶﾐﾔﾏ
1175 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 神山出口 ｶﾐﾔﾏﾃﾞｸﾞﾁ
1259 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 上礼ケクボ ｶﾐﾚｲｶﾞｸﾎﾞ
1144 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ カラヌタ ｶﾗﾇﾀ
1229 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ カラハシリ ｶﾗﾊｼﾘ
1197 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ カラヒカサコ ｶﾗﾋｶｻｺ
1130 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 狩場ケ峠 ｶﾘﾊﾞｶﾞﾄｳ
1258 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 川ノカミ ｶﾜﾉｶﾐ
1125 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 川ブチ ｶﾜﾌﾞﾁ
1145 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 北アカシダ ｷﾀｱｶｼﾀﾞ
1252 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 北川ヤシキ ｷﾀｶﾞﾜﾔｼｷ
1243 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ キリクダシ ｷﾘｸﾀﾞｼ
1212 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 桐ノ木ザコ ｷﾘﾉｷｻﾞｺ
1114 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ クサギナノサコ ｸｻｷﾞﾅﾉｻｺ
1250 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 楠ガ畝 ｸｽｶﾞｾ
1136 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 楠ノ本 ｸｽﾉﾓﾄ
1165 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 熊ヲス ｸﾏｦｽ
1128 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 汲川ノ上 ｸﾐｶﾜﾉｳｴ
1154 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 黒石 ｸﾛｲｼ
1169 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 黒ヌタ ｸﾛﾇﾀ
1112 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
1127 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ケタ屋敷 ｹﾀﾔｼｷ
1132 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ケタ山 ｹﾀﾔﾏ
1220 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 小スカ ｺｽｶ
1172 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 小鳥山 ｺﾄﾘﾔﾏ
1126 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 小日浦屋敷 ｺﾋﾞｳﾗﾔｼｷ
1180 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ コビガサコ ｺﾋﾞｶﾞｻｺ
1124 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 五味 ｺﾐ
1171 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 小森 ｺﾓﾘ
1168 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 己屋ノ奥 ｺﾔﾉｵｸ
1115 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ コロバシバ ｺﾛﾊﾞｼﾊﾞ
1111 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 坂本 ｻｶﾓﾄ
1116 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 下リ野 ｻｶﾞﾘﾉ
1160 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 笹ノ本 ｻｻﾉﾓﾄ
1100 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ サセ畑 ｻｾﾊﾞﾀ
1200 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ザツシヨヤ ｻﾞﾂｼﾖﾔ
1134 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ サデ ｻﾃﾞ
1151 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ サナギガウ子 ｻﾅｷﾞｶﾞｳﾈ
1245 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 佐平殿 ｻﾍｲﾃﾞﾝ
1118 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ザレ畑 ｻﾞﾚﾊﾀ
1193 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 三之丞作リ ｻﾝﾉｼﾞﾖｳﾂｸﾘ
1217 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ シタカウ子 ｼﾀｶｳﾈ
1191 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 下キワダカ谷 ｼﾀｷﾜﾀﾞｶﾞﾀﾆ
1249 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 下ホキ ｼﾀﾎｷ
1120 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 下タワサビザコ ｼﾀﾜｻﾋﾞｻﾞｺ
1210 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 下釣井谷 ｼﾓﾂﾙｲﾀﾞﾆ
1129 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ジヤギリバタ ｼﾔｷﾞﾘﾊﾞﾀ
1188 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ シヤシヤブガナロ ｼﾔｼﾔﾌﾞｶﾞﾅﾛ
1260 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 障子瀧 ｼﾖｳｼﾞﾀｷ
1123 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 庄司屋敷西ノヒラ ｼﾖｳｼﾞﾔｼｷﾆｼﾉﾋ
1142 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ シリナシ ｼﾘﾅｼ
1219 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 瀬戸山 ｾﾄﾔﾏ
1265 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ソラアヲワラビ ｿﾗｱｦﾜﾗﾋﾞ
1268 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ソヲゴヤ ｿｦｺﾞﾔ
1262 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 瀧ノ首 ﾀｷﾉｸﾋﾞ
1248 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 瀧ノ前 ﾀｷﾉﾏｴ
1181 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 竹カ畦 ﾀｹｶﾞｳﾈ
1133 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ
1237 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ダバヤシキ ﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
1104 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ チガヤノ ﾁｶﾞﾔﾉ
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1206 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 綱張場 ﾂﾅﾊﾘﾊﾞ
1209 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 釣井谷 ﾂﾙｲﾀﾞﾆ
1226 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ トクサノモト ﾄｸｻﾉﾓﾄ
1199 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ トチサコ ﾄﾁｻｺ
1149 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ トテノ木山 ﾄﾃﾉｷﾔﾏ
1238 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ドヲガヤシキ ﾄﾞｦｶﾞﾔｼｷ
1198 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
1119 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 中ノサコ ﾅｶﾉｻｺ
1195 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 中ノ畑 ﾅｶﾉﾊﾀ
1207 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 中ノ山 ﾅｶﾉﾔﾏ
1247 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 中屋シキ ﾅｶﾔｼｷ
1182 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ナカワタゼ ﾅｶﾜﾀｾﾞ
1141 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ナバヱマツ ﾅﾊﾞｴﾏﾂ
1214 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ナベラ ﾅﾍﾞﾗ
1122 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 西ノヒラ ﾆｼﾉﾋﾗ
1108 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 西ノヒラヤシキ ﾆｼﾉﾋﾗﾔｼｷ
1236 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 西ノ向ヒ ﾆｼﾉﾑｶﾋ
1221 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヌタノヲ ﾇﾀﾉｦ
1159 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヌノ山 ﾇﾉﾔﾏ
1131 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 子ワラビ ﾈﾜﾗﾋﾞ
1139 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 野地 ﾉﾁﾞ
1153 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ハコワラビ ﾊｺﾜﾗﾋﾞ
1138 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ハシカノサコ ﾊｼｶﾉｻｺ
1223 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ハンザ畑 ﾊﾝｻﾞﾊﾀ
1179 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヒジリ ﾋｼﾞﾘ
1178 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヒジリダキ ﾋｼﾞﾘﾀﾞｷ
1187 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヒソガサコ ﾋｿｶﾞｻｺ
1148 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヒソノウ子 ﾋｿﾉｳﾈ
1147 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 一ツ堂 ﾋﾄﾂﾄﾞｳ
1230 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 檜カウ子 ﾋﾉｷｶｳﾈ
1205 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 屏風山 ﾋﾞﾖｳﾌﾞﾔﾏ
1257 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ フシツク原 ﾌｼﾂｸﾊﾗ
1102 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 藤ノ本 ﾌｼﾞﾉﾓﾄ
1204 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 舩渕ノ上 ﾌﾅﾌﾞﾁﾉｳｴ
1239 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ フルコヲ ﾌﾙｺｦ
1189 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 古田サコ ﾌﾙﾀｻｺ
1227 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
1190 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 松原サコ ﾏﾂﾊﾞﾗｻｺ
1184 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 丸岩 ﾏﾙｲﾜ
1174 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1218 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ
1105 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 水樽 ﾐｽﾞﾀﾙ
1140 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ミツドヲイシ ﾐﾂﾄﾞｦｲｼ
1246 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 南チガヤノ ﾐﾅﾐﾁｶﾞﾔﾉ
1109 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 南ノ川屋式 ﾐﾅﾐﾉｶﾜﾔｼｷ
1110 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 峯ヤシキ ﾐﾈﾔｼｷ
1157 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 耳キレ ﾐﾐｷﾚ
1143 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 宮ケ畝 ﾐﾔｶﾞｳﾈ
1240 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 宮谷 ﾐﾔﾀﾆ
1225 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ミヨウガヤシキ ﾐﾖｳｶﾞﾔｼｷ
1216 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ミヨカ黒松 ﾐﾖｶｸﾛﾏﾂ
1255 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヤカラメ川ブチ ﾔｶﾗﾒｶﾜﾌﾞﾁ
1261 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 休石 ﾔｽｲｼ
1107 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 柳ノ瀬 ﾔﾅﾉｾ
1162 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 山犬瀧 ﾔﾏｲﾇﾀｷ
1163 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 山内 ﾔﾏｳﾁ
1106 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ユスガサコ ﾕｽｶﾞｻｺ
1241 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ユスノ木 ﾕｽﾉｷ
1233 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 弓カ渕 ﾕﾐｶﾞﾌﾁ
1232 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ユルコガナロ ﾕﾙｺｶﾞﾅﾛ
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1186 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
1135 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 横畠 ﾖｺﾊﾀ
1211 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ 与平畑 ﾖﾍｲﾊﾞﾀ
1251 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ レイガクボ ﾚｲｶﾞｸﾎﾞ
1117 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ロヲノクビ ﾛｦﾉｸﾋﾞ
1155 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヲクウ子 ｦｸｳﾈ
1202 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヲクトチザコ ｦｸﾄﾁｻﾞｺ
1224 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヲスウ子 ｦｽｳﾈ
1101 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヲス谷 ｦｽﾀﾆ
1235 02尾川 南ノ川 ﾐﾅﾐﾉｶﾜ ヲンヂ ｦﾝﾁﾞ
1091 02尾川 峯 ﾐﾈ ウエタ ｳｴﾀ
1098 02尾川 峯 ﾐﾈ 大サイ ｵｵｻｲ
1092 02尾川 峯 ﾐﾈ サゝガセ ｻｻｶﾞｾ
1096 02尾川 峯 ﾐﾈ 三寳前 ｻﾝﾎﾞｳﾏｴ
1093 02尾川 峯 ﾐﾈ タマリ水 ﾀﾏﾘﾐｽﾞ
1089 02尾川 峯 ﾐﾈ 西ノウヱ ﾆｼﾉｳｴ
1099 02尾川 峯 ﾐﾈ ハクロキ ﾊｸﾛｷ
1097 02尾川 峯 ﾐﾈ 東奥畑 ﾋｶﾞｼｵｸﾊﾀ
1090 02尾川 峯 ﾐﾈ 三ツ畑 ﾐﾂﾊﾀ
1094 02尾川 峯 ﾐﾈ 峰屋式 ﾐﾈﾔｼｷ
1095 02尾川 峯 ﾐﾈ 向ケナロ ﾑｶｲｶﾞﾅﾛ
1366 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ アイノキザコ ｱｲﾉｷｻﾞｺ
1300 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ アタラシ ｱﾀﾗｼ
1287 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ アマガタキ ｱﾏｶﾞﾀｷ
1383 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ アマブチノウヱ ｱﾏﾌﾞﾁﾉｳｴ
1318 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ アミダボヲ ｱﾐﾀﾞﾎﾞｳ
1299 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ イノヲク ｲﾉｦｸ
1321 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ イハヤガヒラ ｲﾊﾔｶﾞﾋﾗ
1361 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ウヱタシロ ｳｴﾀｼﾛ
1335 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ウヱナカハタ ｳｴﾅｶﾊﾀ
1312 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ウスギ ｳｽｷﾞ
1288 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ウド谷 ｳﾄﾞﾀﾆ
1342 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 梅ノ木ガナロ ｳﾒﾉｷｶﾞﾅﾛ
1283 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ オホヤマ ｵﾎﾔﾏ
1284 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ オホヤマタニ ｵﾎﾔﾏﾀﾆ
1380 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 柿ノ木平 ｶｷﾉｷﾋﾗ
1365 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カシガトウ ｶｼｶﾞﾄｳ
1364 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カシガトヲ ｶｼｶﾞﾄｦ
1297 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カツラサコ ｶﾂﾗｻｺ
1336 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カツラザコ ｶﾂﾗｻﾞｺ
1293 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カニノウトオ ｶﾆﾉｳﾄｦ
1314 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カハクボ ｶﾊｸﾎﾞ
1333 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カミグイガサコ ｶﾐｸﾞｲｶﾞｻｺ
1325 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カミトヲゴロ ｶﾐﾄｦｺﾞﾛ
1375 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カミムカイダ ｶﾐﾑｶｲﾀﾞ
1374 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カラヒ ｶﾗﾋ
1308 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カラマツ ｶﾗﾏﾂ
1377 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ カリヤ ｶﾘﾔ
1309 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 北ナカミ子 ｷﾀﾅｶﾐﾈ
1319 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ キブ子 ｷﾌﾞﾈ
1326 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 桐見川山 ｷﾘﾐｶﾞﾜﾔﾏ
1358 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ クボタ ｸﾎﾞﾀ
1294 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ クロイシザコ ｸﾛｲｼｻﾞｺ
1343 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ クワノサコ ｸﾜﾉｻｺ
1337 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ケヤキサコ ｹﾔｺｻｺ
1317 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ケヤコザコ ｹﾔｺｻﾞｺ
1356 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ コタ ｺﾀ
1359 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ コベナ ｺﾍﾞﾅ
1355 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ゴロメキ ｺﾞﾛﾒｷ
1370 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ サデガサコ ｻﾃﾞｶﾞｻｺ
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1367 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シタクボ ｼﾀｸﾎﾞ
1357 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シタタシロ ｼﾀﾀｼﾛ
1305 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シタナカミ子 ｼﾀﾅｶﾐﾈ
1334 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シモグイガサコ ｼﾓｸﾞｲｶﾞｻｺ
1324 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シモトヲゴロ ｼﾓﾄｦｺﾞﾛ
1301 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シモノタニ ｼﾓﾉﾀﾆ
1289 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シモバタ ｼﾓﾊﾞﾀ
1389 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シモムカイダ ｼﾓﾑｶｲﾀﾞ
1322 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
1393 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 下山ゴ ｼﾓﾔﾏｺﾞ
1298 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シロヲガチ ｼﾛｦｶﾞﾁ
1349 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ シンバヤシ ｼﾝﾊﾞﾔｼ
1329 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ タキノカミ ﾀｷﾉｶﾐ
1372 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ タキノクビ ﾀｷﾉｸﾋﾞ
1330 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ タキノシモ ﾀｷﾉｼﾓ
1379 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 竹カウ子 ﾀｹｶﾞｳﾈ
1378 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ タケガサコ ﾀｹｶﾞｻｺ
1290 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
1328 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ タルサ ﾀﾙｻ
1352 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ツヱノ ﾂｴﾉ
1313 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ツエノスソ ﾂｴﾉｽｿ
1285 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ トチノキ ﾄﾁﾉｷ
1369 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ トチノキノモト ﾄﾁﾉｷﾉﾓﾄ
1353 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ドヲノシタ ﾄﾞｦﾉｼﾀ
1386 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ドヲバヤシ ﾄﾞｦﾊﾞﾔｼ
1387 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ドヲバヤシ山 ﾄﾞｦﾊﾞﾔｼﾔﾏ
1304 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ナカガワチ ﾅｶｶﾞﾜﾁ
1320 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ナカハタ ﾅｶﾊﾀ
1362 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ナハダキ ﾅﾊﾀﾞｷ
1286 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ニイヤ ﾆｲﾔ
1315 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ニシウラ ﾆｼｳﾗ
1354 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ニシノヒラ ﾆｼﾉﾋﾗ
1292 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヌタノウ子 ﾇﾀﾉｳﾈ
1345 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヌノヘバ ﾇﾉﾍﾊﾞ
1311 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ノヂ ﾉﾁﾞ
1351 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ハイタツ ﾊｲﾀﾂ
1348 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ハエノサコ ﾊｴﾉｻｺ
1303 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ハゴイバ ﾊｺﾞｲﾊﾞ
1371 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヒウラヤマ ﾋｳﾗﾔﾏ
1346 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヒキヲトシ ﾋｷｵﾄｼ
1295 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヒロノヂ ﾋﾛﾉﾁﾞ
1327 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ フカワラビ ﾌｶﾜﾗﾋﾞ
1338 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 深蕨 ﾌｶﾜﾗﾋﾞ
1368 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ フルウチ ﾌﾙｳﾁ
1306 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ フルヤノウ子 ﾌﾙﾔﾉｳﾈ
1384 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヘイジロ ﾍｲｼﾞﾛ
1390 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ホリタコウ ﾎﾘﾀｺｳ
1360 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ホリバタ ﾎﾘﾊﾞﾀ
1340 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ マツオカ ﾏﾂｵｶ
1391 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ マツオカ ﾏﾂｵｶ
1347 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ マツガサコ ﾏﾂｶﾞｻｺ
1381 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ミツモリ山 ﾐﾂﾓﾘﾔﾏ
1310 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 南ナカミ子 ﾐﾅﾐﾅｶﾐﾈ
1302 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 南ヤシキ ﾐﾅﾐﾔｼｷ
1363 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
1316 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ モモノトヲ ﾓﾓﾉﾄｦ
1291 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ モリヤガウ子 ﾓﾘﾔｶﾞｳﾈ
1344 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヤカシロ ﾔｶｼﾛ
1296 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヤシキノヒラ ﾔｼｷﾉﾋﾗ
1323 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヤナギガザコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻﾞｺ
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1373 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヤマゴ ﾔﾏｺﾞ
1388 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヤマゴノタキ ﾔﾏｺﾞﾉﾀｷ
1382 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヤマノキ ﾔﾏﾉｷ
1331 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ユギ ﾕｷﾞ
1339 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ユギゴエ ﾕｷﾞｺﾞｴ
1341 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヨコダキ ﾖｺﾀﾞｷ
1392 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
1376 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ワサビサコ ﾜｻﾋﾞｻｺ
1385 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヲチヤイ ｦﾁﾔｲ
1307 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヲトシグラ ｦﾄｼｸﾞﾗ
1350 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヲホシロ ｦﾎｼﾛ
1332 03大桐 桐見川 ｷﾘﾐｶﾞﾜ ヲヲトオガサコ ｦｦﾄｦｶﾞｻｺ
1666 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 赤瀧 ｱｶﾀｷ
1657 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 市山畦 ｲﾁﾔﾏｳﾈ
1656 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 市山サコ ｲﾁﾔﾏｻｺ
1701 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 岩ヤケサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
1702 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘアミダボヲ ｳｴｱﾐﾀﾞﾎｦ
1620 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘ石休場 ｳｴｲｼﾔｽﾊﾞ
1625 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘ黒石 ｳｴｸﾛｲｼ
1658 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘ古ヤ ｳｴｺﾞﾔ
1607 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘ申ヤ ｳｴｻﾙﾔ
1623 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘ竹ヤシキ ｳｴﾀｹﾔｼｷ
1599 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘ茶ケ芝 ｳｴﾁﾔｶﾞｼﾊﾞ
1667 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘ中畦 ｳｴﾅｶｳﾈ
1686 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ウエバ ｳｴﾊﾞ
1671 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上ヘ深蕨 ｳｴﾌｶﾜﾗﾋﾞ
1602 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ウツシリ ｳﾂｼﾘ
1654 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 畦崎 ｳﾈｻﾞｷ
1642 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 姥石 ｳﾊﾞｲｼ
1675 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 大下タ ｵｵｼﾀ
1597 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 大田石 ｵｵﾀｲｼ
1684 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 大谷 ｵｵﾀﾆ
1619 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 大ノ ｵｵﾉ
1650 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 岡ノ畦 ｵｶﾉｳﾈ
1631 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 鬼石垣 ｵﾆｲｼｶﾞｷ
1603 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 鬼ケ島 ｵﾆｶﾞｼﾏ
1695 03大桐 五味 ｺﾞﾐ カゲノハエ ｶｹﾞﾉﾊｴ
1709 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 楮畑 ｶﾁﾞﾊﾞﾀ
1651 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 木材 ｷｻﾞｲ
1689 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 儀助釜 ｷﾞｽｹｶﾞﾏ
1610 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 北谷 ｷﾀﾀﾞﾆ
1681 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 木戸ノ内 ｷﾄﾞﾉｳﾁ
1677 03大桐 五味 ｺﾞﾐ クキノ内 ｸｷﾉｳﾁ
1649 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 供養畦 ｸﾖｳｳﾈ
1628 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ケヤキノ本 ｹﾔｷﾉﾓﾄ
1692 03大桐 五味 ｺﾞﾐ コサデ ｺｻﾃﾞ
1630 03大桐 五味 ｺﾞﾐ コンソ畑 ｺﾝｿﾊﾞﾀ
1705 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 士王 ｼｵｵ
1706 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 士王坂 ｼｵｵｻｶ
1707 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 士王谷 ｼｵｵﾀﾆ
1609 03大桐 五味 ｺﾞﾐ シコガ谷 ｼｺｶﾞﾀﾆ
1618 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ石休場 ｼﾀｲｼﾔｽﾊﾞ
1624 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ黒石 ｼﾀｸﾛｲｼ
1655 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ古ヤ ｼﾀｺﾞﾔ
1611 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ申ヤ ｼﾀｻﾙﾔ
1621 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ竹ヤシキ ｼﾀﾀｹﾔｼｷ
1598 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ茶ケ芝 ｼﾀﾁﾔｶﾞｼﾊﾞ
1673 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ中畦 ｼﾀﾅｶｳﾈ
1613 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ坪 ｼﾀﾅﾛ
1676 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 下タ深蕨 ｼﾀﾌｶﾜﾗﾋﾞ
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1632 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 七九原 ｼﾁｸﾊﾗ
1608 03大桐 五味 ｺﾞﾐ シツメケ森 ｼﾂﾒｶﾞﾓﾘ
1670 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上流畦 ｼﾞﾖｳﾘﾕｳｳﾈ
1678 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上流屋敷 ｼﾞﾖｳﾘﾕｳﾔｼｷ
1712 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 上流屋敷 ｼﾞﾖｳﾘﾕｳﾔｼｷ
1638 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 白石 ｼﾗｲｼ
1634 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 白石林首 ｼﾗｲｼﾊﾔｼｸﾋﾞ
1612 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 次郎佐屋式 ｼﾞﾛｳｻﾞﾔｼｷ
1679 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 新助地 ｼﾝｽｹﾁﾞ
1665 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 助之進 ｽｹﾉｼﾝ
1664 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 助之進畑 ｽｹﾉｼﾝﾊﾞﾀ
1680 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 大豆ジリ ﾀﾞｲｽﾞｼﾞﾘ
1713 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 大豆尻 ﾀﾞｲｽﾞﾁﾞﾘ
1627 03大桐 五味 ｺﾞﾐ タカハラビ ﾀｶﾊﾗﾋﾞ
1662 03大桐 五味 ｺﾞﾐ タキヤマ ﾀｷﾔﾏ
1700 03大桐 五味 ｺﾞﾐ タキワキ ﾀｷﾜｷ
1641 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 谷屋 ﾀﾆﾔ
1629 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
1663 03大桐 五味 ｺﾞﾐ タルノ前 ﾀﾙﾉﾏｴ
1694 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 太郎次 ﾀﾛｳｼﾞ
1682 03大桐 五味 ｺﾞﾐ チガヤ原 ﾁｶﾞﾔﾊﾗ
1604 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ツヱガサコ ﾂｴｶﾞｻｺ
1708 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ツノ石 ﾂﾉｲｼ
1622 03大桐 五味 ｺﾞﾐ トイシガ谷 ﾄｲｼｶﾞﾀﾆ
1674 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 鳥子サコ ﾄﾘｺｻｺ
1633 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 仲スカ ﾅｶｽｶ
1711 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 長ヘエリ ﾅｶﾞﾍｴﾘ
1615 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 西五味 ﾆｼｺﾞﾐ
1616 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 西サコ ﾆｼｻｺ
1699 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 西七右エ門 ﾆｼｼﾁｳｴﾓﾝ
1683 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ニノ瀧 ﾆﾉﾀｷ
1653 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 根笹 ﾈｻｻ
1626 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ノスリ ﾉｽﾘ
1643 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 野地 ﾉﾁﾞ
1691 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ノボリ畦 ﾉﾎﾞﾘｳﾈ
1704 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 呑ズ水 ﾉﾏｽﾞﾐｽﾞ
1636 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 墓ノ畦 ﾊｶﾉｳﾈ
1644 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 橋ケ谷 ﾊｼｶﾞﾀﾆ
1668 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 畑ケ蕨 ﾊﾀｹﾜﾗﾋﾞ
1669 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 畠ワラビ ﾊﾀｹﾜﾗﾋﾞ
1640 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 蜂ノ巣畦 ﾊﾁﾉｽｳﾈ
1614 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 東五味 ﾋｶﾞｼｺﾞﾐ
1698 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 東七右エ門 ﾋｶﾞｼｼﾁｳｴﾓﾝ
1710 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ヒビノキ原 ﾋﾋﾞﾉｷﾊﾗ
1648 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 深田 ﾌｶﾀ
1635 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 古芋尻 ﾌﾙｲﾓｼﾞﾘ
1685 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 古打ノ ﾌﾙｳﾁﾉ
1661 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 星ケ瀧 ﾎｼｶﾞﾀｷ
1646 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 的戸坂 ﾏﾄｻｶ
1715 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 的戸 ﾏﾄﾄﾞ
1637 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
1600 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 丸畠 ﾏﾙﾊﾞﾀ
1601 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 丸畑 ﾏﾙﾊﾞﾀ
1617 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 水タル ﾐｽﾞﾀﾙ
1687 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 三瀧山 ﾐﾀｷﾔﾏ
1606 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ミツ岩ヤ ﾐﾂｲﾜﾔ
1605 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ミツノ岩ヤ ﾐﾂﾉｲﾜﾔ
1652 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 宮ノ下 ﾐﾔｼﾀ
1647 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 宮道 ﾐﾔﾐﾁ
1703 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 向田 ﾑｶｲﾀﾞ
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1693 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ヤケタキ ﾔｹﾀｷ
1697 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 山田 ﾔﾏﾀﾞ
1672 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 山伏塚 ﾔﾏﾌｼﾂｶ
1639 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ユガメ ﾕｶﾞﾒ
1688 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 檮原 ﾕｽﾊﾗ
1659 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 横地見 ﾖｺｼﾞﾐ
1645 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ヨソ畑 ﾖｿﾊﾞﾀ
1690 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ロクシヨヲ ﾛｸｼﾖｳ
1660 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ロクロヘ ﾛｸﾛﾍ
1696 03大桐 五味 ｺﾞﾐ 蕨山 ﾜﾗﾋﾞﾔﾏ
1714 03大桐 五味 ｺﾞﾐ ワラビ山 ﾜﾗﾋﾞﾔﾏ
1499 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ アナノセ ｱﾅﾉｾ
1448 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ アライワ ｱﾗｲﾜ
1442 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ アヲヅヱ ｱｦﾂﾞｴ
1444 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 一本木 ｲﾂﾎﾟﾝｷﾞ
1439 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ イワヤスバ ｲﾜﾔｽﾊﾞ
1482 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 上ヘコヤノ谷 ｳｴｺﾔﾉﾀﾆ
1429 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ウヱニイヤ ｳｴﾆｲﾔ
1417 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ウヱホリタ ｳｴﾎﾘﾀ
1412 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ウシロ ｳｼﾛ
1433 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ウスガサコ ｳｽｶﾞｻｺ
1509 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ウド ｳﾄﾞ
1508 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ウド谷 ｳﾄﾞﾀﾆ
1402 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 上ヘホリ ｳﾍﾎﾘ
1468 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ウワナロ ｳﾜﾅﾛ
1505 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 大ダル ｵｵﾀﾞﾙ
1520 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 大山ザコ ｵｵﾔﾏｻﾞｺ
1484 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カウカミ ｶｳｶﾐ
1487 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カウナロ ｶｳﾅﾛ
1470 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 柿ノ木谷 ｶｷﾉｷﾀﾆ
1396 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カ子イシ ｶﾈｲｼ
1437 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カマンバタ ｶﾏﾝﾊﾞﾀ
1519 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カミヤシキ ｶﾐﾔｼｷ
1446 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カライワ ｶﾗｲﾜ
1440 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カラタニ ｶﾗﾀﾆ
1514 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カワノヲク ｶﾜﾉｦｸ
1494 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ カンゾ ｶﾝｿﾞ
1447 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ キヂ ｷﾁﾞ
1450 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ キチノマヱ ｷﾁﾉﾏｴ
1479 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ キブ子 ｷﾌﾞﾈ
1441 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 久六畑 ｷﾕｳﾛｸﾊﾞﾀ
1490 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 栗ノキナロ ｸﾘﾉｷﾅﾛ
1411 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ コウ子 ｺｳﾈ
1522 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ コウレ ｺｳﾚ
1460 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ コビツル ｺﾋﾞﾂﾙ
1406 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ コベナ ｺﾍﾞﾅ
1421 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ゴマジリ ｺﾞﾏｼﾞﾘ
1507 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ コヲモリ石 ｺｦﾓﾘｲｼ
1491 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ サガリノ ｻｶﾞﾘﾉ
1515 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ サデジリ ｻﾃﾞｼﾞﾘ
1485 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ サリヤガトヲ ｻﾘﾔｶﾞﾄｦ
1478 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シゝノウチ ｼｼﾉｳﾁ
1511 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シゝバン谷 ｼｼﾊﾞﾝﾀﾆ
1483 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 下タコヤノ谷 ｼﾀｺﾔﾉﾀﾆ
1426 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シタニイヤ ｼﾀﾆｲﾔ
1416 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シタホリ田 ｼﾀﾎﾘﾀ
1401 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シタホリ谷 ｼﾀﾎﾘﾀﾆ
1452 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 下モヲリ ｼﾀﾓｦﾘ
1415 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シチクダニ ｼﾁｸﾀﾞﾆ
1500 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シモカマダキ ｼﾓｶﾏﾀﾞｷ
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1516 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シモヤシキ ｼﾓﾔｼｷ
1418 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 庄三郎 ｼﾖｳｻﾌﾞﾛｳ
1458 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ シレガタキ ｼﾚｶﾞﾀｷ
1410 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ スゝガ谷 ｽｽｶﾞﾀﾞﾆ
1414 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ゼンキウ ｾﾞﾝｷｳ
1453 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ゼンタロヲ ｾﾞﾝﾀﾛｦ
1473 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ソヲヌタ ｿｦﾇﾀ
1466 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ タマリ水 ﾀﾏﾘﾐﾂﾞ
1422 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ チガイノ ﾁｶﾞｲﾉ
1510 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヂンノ石 ﾁﾞﾝﾉｲｼ
1513 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヂンノスケ ﾁﾞﾝﾉｽｹ
1428 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ テラ ﾃﾗ
1459 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ トラスバタ ﾄﾗｽﾊﾞﾀ
1405 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ トリコガキ ﾄﾘｺｶﾞｷ
1477 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ドヲメンヤシキ ﾄﾞｦﾒﾝﾔｼｷ
1502 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 中カマダキ ﾅｶｶﾏﾀﾞｷ
1488 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ナガザコ ﾅｶﾞｻﾞｺ
1457 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ナカノ ﾅｶﾉ
1462 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ナガノヂ ﾅｶﾞﾉﾁﾞ
1427 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ナカマ ﾅｶﾏ
1503 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 中ワダ ﾅｶﾜﾀﾞ
1438 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ナタ子ヤブ ﾅﾀﾈﾔﾌﾞ
1506 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 西カマダキ ﾆｼｶﾏﾀﾞｷ
1451 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 西サコ ﾆｼｻｺ
1431 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 西サデ ﾆｼｻﾃﾞ
1449 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 西ノサコ ﾆｼﾉｻｺ
1497 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヌタノウ子 ﾇﾀﾉｳﾈ
1420 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヌタノトヲ ﾇﾀﾉﾄｦ
1461 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 子コガミ ﾈｺｶﾞﾐ
1434 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ノヂ ﾉﾁﾞ
1471 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ハゴノウチ ﾊｺﾞﾉｳﾁ
1435 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ バシヨ谷 ﾊﾞｼﾖｦﾀﾞﾆ
1404 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 八王子 ﾊﾁｵｵｼﾞ
1443 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ハナセダキ ﾊﾅｾﾀﾞｷ
1465 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ハナリヤウ ﾊﾅﾘﾔｳ
1480 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ハンドバタ ﾊﾝﾄﾞﾊﾞﾀ
1432 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 東サデ ﾋｶﾞｼｻﾃﾞ
1413 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 東ヤシキ ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
1501 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヒカリダキ ﾋｶﾘﾀﾞｷ
1512 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヒキチ ﾋｷﾁ
1475 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヒキチザコ ﾋｷﾁｻﾞｺ
1492 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヒキヲトシ ﾋｷｦﾄｼ
1476 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヒソワラ ﾋｿﾜﾗ
1496 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ビヤノキウ子 ﾋﾞﾔﾉｷｳﾈ
1408 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヒヨヤブ ﾋﾖﾔﾌﾞ
1430 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヒロセ ﾋﾛｾ
1498 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ フ子ブチ ﾌﾈﾌﾞﾁ
1493 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ フルタ ﾌﾙﾀ
1409 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 弁作釜 ﾍﾞﾝｻｸｶﾏ
1517 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ホリタカウ ﾎﾘﾀｶｳ
1521 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ホリタコウ ﾎﾘﾀｺｳ
1423 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ マヱヤシキ ﾏｴﾔｼｷ
1397 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ マツガヤスバ ﾏﾂｶﾞﾔｽﾊﾞ
1424 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
1394 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 丸石 ﾏﾙｲｼ
1395 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ マルイシ ﾏﾙｲｼ
1454 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ミカゲイシ ﾐｶｹﾞｲｼ
1489 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ミゾノクチ ﾐｿﾞﾉｸﾁ
1481 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ミダラガトヲ ﾐﾀﾞﾗｶﾞﾄｦ
1407 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ミヤウガサコ ﾐﾔｳｶﾞｻｺ
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1419 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ミヤノマヱ ﾐﾔﾉﾏｴ
1463 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 向井 ﾑｶｲ
1464 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ムカイダ ﾑｶｲﾀﾞ
1403 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ムカノコエ ﾑｶﾉｺｴ
1400 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ムクノキ ﾑｸﾉｷ
1486 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 明見 ﾒｳｹﾝ
1504 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヤスウヱ ﾔｽｳｴ
1456 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
1495 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ユヅガサコ ﾕﾂﾞｶﾞｻｺ
1472 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヨコシリ ﾖｺｼﾘ
1474 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ 六部堂 ﾛｸﾌﾞﾄﾞｳ
1467 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ワレイシ ﾜﾚｲｼ
1398 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヲシカノクボ ｦｼｶﾉｸﾎﾞ
1518 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヲモザコ ｦﾓｻﾞｺ
1425 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヲモヤダ ｦﾓﾔﾀﾞ
1469 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヲモリヤトコ ｦﾓﾘﾔﾄｺ
1455 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヲゝカゲ ｦｦｶｹﾞ
1445 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヲヲクボ ｦｦｸﾎﾞ
1399 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヲゝサコ ｦｦｻｺ
1436 03大桐 大平 ｵｵﾋﾗ ヲヲ子サ ｦｦﾈｻ
1583 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 赤潰 ｱｶﾂﾞｴ
1559 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ アミダボ ｱﾐﾀﾞﾎﾞ
1568 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 洗場 ｱﾗｲﾊﾞ
1526 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
1536 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ イソ ｲｿ
1588 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ イソミチ ｲｿﾐﾁ
1574 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 一枚ヲス ｲﾁﾏｲｦｽ
1566 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 猪ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
1563 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ イラス ｲﾗｽ
1579 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 上エクロトコ ｳｴｸﾛﾄｺ
1531 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 上堀 ｳｴﾎﾘ
1556 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 上江堀 ｳｴﾎﾘ
1593 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 打置 ｳﾁｵｷ
1577 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ エビヤケ ｴﾋﾞﾔｹ
1584 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 大平峯 ｵｵﾋﾗﾐﾈ
1594 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 大ブチ ｵｵﾌﾞﾁ
1524 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ カウソ ｶｳｿ
1547 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ カゲウラ ｶｹﾞｳﾗ
1530 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 重リ ｶｻﾅﾘ
1546 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ カラ樋 ｶﾗﾋ
1550 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 河内石 ｶﾜｳﾁｲｼ
1570 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 甘草畑 ｶﾝｿﾞｳﾊﾞﾀ
1523 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 五郎太 ｺﾞﾛｳﾀﾞ
1567 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ サガリ松 ｻｶﾞﾘﾏﾂ
1544 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 三年立 ｻﾝﾈﾝﾀﾃﾘ
1575 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 椎ノ木畝 ｼｲﾉｷｳﾈ
1580 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 下タクロトコ ｼﾀｸﾛﾄｺ
1538 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 下タ谷 ｼﾀﾀﾆ
1529 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 下タ堀 ｼﾀﾎﾘ
1528 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 島 ｼﾏ
1549 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 下大平 ｼﾓｵｵﾋﾗ
1581 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 女郎ガ石 ｼﾞﾖﾛｳｶﾞｲｼ
1595 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 白石 ｼﾗｲｼ
1565 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 白石サコ ｼﾗｲｼｻｺ
1582 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ジルソウ ｼﾞﾙｿｳ
1569 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 次郎市 ｼﾞﾛｳｲﾁ
1554 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ シンボリ ｼﾝﾎﾞﾘ
1558 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ソヲダンノクボ ｿｦﾀﾞﾝﾉｸﾎﾞ
1527 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 高橋 ﾀｶﾊｼ
1542 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ タケドウシ ﾀｹﾄﾞｦｼ
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1537 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ タルクビ ﾀﾙｸﾋﾞ
1541 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 茶ノキガウ子 ﾁﾔﾉｷｶﾞｳﾈ
1545 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 椿木サコ ﾂﾊﾞｷｻｺ
1534 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ツバキヤスバ ﾂﾊﾞｷﾔｽﾊﾞ
1573 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ トガ畝 ﾄｶﾞｳﾈ
1548 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ トノ畑 ﾄﾉﾊﾞﾀ
1589 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ トリゴエ ﾄﾘｺﾞｴ
1543 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ドヲガサコ ﾄﾞｦｶﾞｻｺ
1587 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 中家 ﾅｶﾔ
1562 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1592 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 西ノ地 ﾆｼﾉﾁ
1571 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 西ヤケ瀧 ﾆｼﾔｹﾀﾞｷ
1532 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ニラガ畝 ﾆﾗｶﾞｳﾈ
1572 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 子ヂレ ﾈﾁﾞﾚ
1596 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 橋ケ坂 ﾊｼｶｻｶ
1539 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ハシヅメ ﾊｼﾂﾞﾒ
1578 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ハチゴヤ ﾊﾁｺﾞﾔ
1576 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 東壱丁 ﾋｶﾞｼｲﾂﾁﾖｳ
1552 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ヒガシノヂ ﾋｶﾞｼﾉﾁﾞ
1564 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ フカアラビ ﾌｶｱﾗﾋﾞ
1560 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 船コヤ ﾌﾅｺﾔ
1553 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 船ゴヤ ﾌﾅｺﾞﾔ
1586 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ホリサコ ﾎﾘｻｺ
1533 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 松カサコ ﾏﾂｶｻｺ
1591 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ミスミ ﾐｽﾐ
1535 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ミソケガサコ ﾐｿｹｶﾞｻｺ
1590 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 明神 ﾐﾖｳｼﾞﾝ
1540 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ムカイ ﾑｶｲ
1525 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ム子ヤシキ ﾑﾈﾔｼｷ
1557 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ヤバヤシ ﾔﾊﾞﾔｼ
1555 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ヨソケ峠 ﾖｿｹﾄｵ
1561 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 六庄 ﾛｸｼﾖｳ
1585 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ 六代 ﾛｸﾀﾞｲ
1551 03大桐 中大平 ﾅｶｵｵﾋﾗ ヲホヂミ ｦﾎﾁﾞﾐ
2387 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ アカシダ ｱｶｼﾀﾞ
2388 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ アカシダ井手ノ下タ ｱｶｼﾀｲﾃﾞﾉｼﾀ
2425 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 赤土 ｱｶﾂﾁ
2424 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 赤土ノ東 ｱｶﾂﾁﾉﾋｶﾞｼ
2300 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 赤ハゲ越 ｱｶﾊｹﾞｺｴ
2404 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 商人休場 ｱｷﾝﾄﾞﾔｽﾊﾞ
2298 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 穴鳥 ｱﾅﾄﾞﾘ
2299 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 穴鳥谷 ｱﾅﾄﾞﾘﾀﾆ
2408 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 荒岩 ｱﾗｲﾜ
2480 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 荒瀬ノ峠 ｱﾗｾﾉﾄｳ
2443 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 神母ノ上 ｲｹﾞﾉｳｴ ﾁﾕｳﾌﾞ
2454 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 神母ノ北 ｲｹﾞﾉｷﾀ
2453 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 神母ノナロ ｲｹﾞﾉﾅﾛ
2429 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
2430 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 石神南 ｲｼｶﾞﾐﾐﾅﾐ
2431 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 石神南道ノ上 ｲｼｶﾞﾐﾐﾅﾐﾐﾁﾉｳ
2328 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 石ノ内 ｲｼﾉｳﾁ
2393 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 磯長 ｲｿﾁﾖｳ
2422 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 井手ノ奥 ｲﾃﾞﾉｵｸ
2325 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 井手ノ奥谷 ｲﾃﾞﾉｵｸﾀﾆ
2327 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 井手ノ奥谷北路 ｲﾃﾞﾉｵｸﾀﾆｷﾀﾁﾞ
2421 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 井手ノ奥東路 ｲﾃﾞﾉｵｸﾋｶﾞｼﾁﾞ
2339 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 稲村谷尻 ｲﾅﾑﾗﾀﾆｼﾘ
2340 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 稲村谷尻ノ上 ｲﾅﾑﾗﾀﾆｼﾘﾉｳｴ
2330 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ イラガサコ ｲﾗｶﾞｻｺ
2331 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ イラガサコ東 ｲﾗｶﾞｻｺﾋｶﾞｼ
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2463 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ イラズ田 ｲﾗｽﾞﾀﾞ
2450 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ イラズ田ノ南 ｲﾗｽﾞﾀﾞﾉﾐﾅﾐ
2534 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 岩屋ガサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
2405 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 上荒岩 ｳｴｱﾗｲﾜ
2344 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 上イラガサコ ｳｴｲﾗｶﾞｻｺ
2332 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 上イラガサコ東 ｳｴｲﾗｶﾞｻｺﾋｶﾞｼ
2309 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 上ケカチ ｳｴｹｶﾁ
2482 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 上ナロ ｳｴﾅﾛ
2538 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 魚汲石 ｳｵｸﾐｲｼ
2508 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 牛作リ ｳｼﾂｸﾘ
2503 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 牛作森 ｳｼﾂｸﾘﾓﾘ
2417 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 氏神ノ西 ｳﾁﾞｶﾞﾐﾉﾆｼ
2418 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 氏神ノ廻 ｳﾁﾞｶﾞﾐﾉﾏﾜﾘ
2414 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 馬焼場 ｳﾏﾔｷﾊﾞ
2413 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 馬焼場東 ｳﾏﾔｷﾊﾞﾋｶﾞｼ
2372 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 梅ノ木サコ ｳﾒﾉｷｻｺ
2398 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 梅ノ木サコノ上 ｳﾒﾉｷｻｺﾉｳｴ
2397 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 梅ノ木サコノ北 ｳﾒﾉｷｻｺﾉｷﾀ
2426 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 上駄場 ｳﾜﾀﾞﾊﾞ
2326 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大石ガサコ ｵｵｲｼｶﾞｻｺ
2323 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大石谷 ｵｵｲｼﾀﾆ
2356 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大岩屋ノ元 ｵｵｲﾜﾔﾉﾓﾄ
2466 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大渦ノ上 ｵｵｳｽﾞﾉｳｴ
2348 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大畦 ｵｵｳﾈ
2359 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大畦ノ北 ｵｵｳﾈﾉｷﾀ
2349 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大畦ノ下タ ｵｵｳﾈﾉｼﾀ
2351 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大畦東 ｵｵｳﾈﾋｶﾞｼ
2347 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大畦南 ｵｵｳﾈﾐﾅﾐ
2333 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大川添 ｵｵｶﾜｿﾞｲ
2474 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大島 ｵｵｼﾏ
2367 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大樽ノハナ ｵｵﾀﾙﾉﾊﾅ
2490 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大子キノ下タ ｵｵﾈｷﾉｼﾀ
2302 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大ハエ ｵｵﾊｴ
2460 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 大元東 ｵｵﾓﾄﾉﾋｶﾞｼ
2488 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 岡 ｵｶ
2471 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 岡ノ西 ｵｶﾉﾆｼ
2318 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 奥谷南路 ｵｸﾀﾆﾐﾅﾐﾁﾞ
2319 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 奥ノ谷 ｵｸﾉﾀﾆ
2479 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 奥屋敷 ｵｸﾔｼｷ
2459 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 於松谷 ｵﾏﾂﾀﾞﾆ
2427 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 下リ附 ｵﾘﾂｷ
2352 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 鏡ガサコ ｶｶﾞﾐｶﾞｻｺ
2467 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 柿ノ木サコ ｶｷﾉｷｻｺ
2317 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 蔭 ｶｹﾞ
2432 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ カセン森 ｶｾﾝﾓﾘ
2357 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 楮畑 ｶﾁﾞﾊﾀ
2355 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 楮畑礒 ｶﾁﾞﾊﾀｲｿ
2361 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 梶畑ノ北 ｶﾁﾞﾊﾀｷﾀ
2350 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 楮畑中畦 ｶﾁﾞﾊﾀﾅｶｳﾈ
2358 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 梶畑ノ西 ｶﾁﾞﾊﾀﾉﾆｼ
2353 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 楮畑芭蕉ノ元 ｶﾁﾞﾊﾀﾊﾞｼﾖｳﾉﾓ
2354 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 楮畑南 ｶﾁﾞﾊﾀﾐﾅﾐ
2497 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ カヂメン ｶﾞﾁﾞﾒﾝ
2376 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 上ミコヲナロ ｶﾐｺｦﾅﾛ
2447 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ カヤバ ｶﾔﾊﾞ
2363 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ カラヒ ｶﾗﾋ
2400 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ カラヒノ上 ｶﾗﾋﾉｳｴ
2485 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 川ノ上 ｶﾜﾉｳｴ
2399 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 栗ノ木畦 ｸﾘﾉｷｳﾈ
2476 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 栗屋敷 ｸﾘﾔｼｷ
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2401 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 黒石 ｸﾛｲｼ
2403 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 黒石神 ｸﾛｲｼｶﾞﾐ
2402 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 黒石ノ東 ｸﾛｲｼﾉﾋｶﾞｼ
2507 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 黒瀧ノ上 ｸﾛﾀｷﾉｳｴ
2313 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 黒場 ｸﾛﾊﾞ
2314 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 黒場東谷 ｸﾛﾊﾞﾋｶﾞｼﾀﾆ
2312 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ケカチ石 ｹｶﾁｲｼ
2310 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ケカチ石ノ畦 ｹｶﾁｲｼﾉｳﾈ
2307 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ケカチ石ノ南 ｹｶﾁｲｼﾉﾐﾅﾐ
2366 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 小谷磯 ｺﾀﾆｲｿ
2337 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 古味路 ｺﾐｼﾞ
2433 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 権右衛門サコ ｺﾞﾝｳｴﾓﾝｻｺ
2527 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ コンニャクガクボ ｺﾝﾆﾔｸｶﾞｸﾎﾞ
2516 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 菎蒻ガ窪ノ上 ｺﾝﾆﾔｸｶﾞｸﾎﾞﾉｳ
2526 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ サキナガサコ ｻｷﾅｶﾞｻｺ
2380 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 作兵衛地 ｻｸﾍｴﾁﾞ
2381 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ サセブ ｻｾﾌﾞ
2378 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ サセブ谷尻 ｻｾﾌﾞﾀﾆｼﾘ
2532 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ サデ ｻﾃﾞ
2533 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ サデノクチ ｻﾃﾞﾉｸﾁ
2473 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 三良兵衛田 ｻﾌﾞﾛｳﾍｴﾀﾞ
2495 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 清水 ｼﾐｽﾞ
2493 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 清水西 ｼﾐｽﾞﾆｼ
2535 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 下モ筏津 ｼﾓｲｶﾅﾂﾞ
2375 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 下モコヲナロ ｼﾓｺｦﾅﾛ
2377 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 下モサセブ ｼﾓｻｾﾌﾞ
2423 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 集議所廻り ｼﾕｳｷﾞｼﾖﾏﾜﾘ
2360 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ シンジクノ下タ ｼﾝｼﾞｸﾉｼﾀ
2288 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 新八石 ｼﾝﾊﾁｲｼ
2522 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 神明ノ西 ｼﾝﾒｲﾉﾆｼ
2491 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 神明廻リ ｼﾝﾒｲﾏﾜﾘ
2530 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 杉原 ｽｷﾞﾊﾗ
2365 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 栴檀サコ ｾﾝﾀﾞﾝｻｺ
2364 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ センダンサコノ上 ｾﾝﾀﾞﾝｻｺﾉｳｴ
2382 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 惣三ノ北 ｿｳｻﾝﾉｷﾀ
2394 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 宗次瀧 ｿｳｼﾞﾀﾞｷ
2390 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 宗次瀧ノ北路 ｿｳｼﾞﾀｷﾉｷﾀﾁﾞ
2294 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 袖野磯 ｿﾃﾞﾉｲｿ
2292 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 袖野谷北路 ｿﾃﾞﾉﾀﾆｷﾀﾁﾞ
2284 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 袖野谷尻南路 ｿﾃﾞﾉﾀﾆｼﾘﾐﾅﾐﾁ
2324 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 袖野駄場 ｿﾃﾞﾉﾀﾞﾊﾞ
2428 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 袖野堀 ｿﾃﾞﾉﾎﾘ
2293 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 袖野前谷 ｿﾃﾞﾉﾏｴﾀﾆ
2374 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ソヲサン ｿｦｻﾝ
2373 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ソヲサンノ上 ｿｦｻﾝﾉｳｴ
2334 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 高岩 ﾀｶｲﾜ
2368 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 瀧ノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
2369 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 瀧ノ下タノ上ヱ ﾀｷﾉｼﾀﾉｳｴ
2441 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
2442 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 竹ノハナ南 ﾀｹﾉﾊﾅﾉﾐﾅﾐ
2452 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 竹屋敷 ﾀｹﾔｼｷ
2451 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 竹屋敷西 ﾀｹﾔｼｷﾆｼ
2531 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 谷奥 ﾀﾆｵｸ
2517 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 駄場ノ沖 ﾀﾞﾊﾞﾉｵｷ
2461 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ タルノハナ ﾀﾙﾉﾊﾅ
2477 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 地藏堂廻リ ﾁﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾏﾜﾘ
2464 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ チヨヅミヅ ﾁﾖﾂﾞﾐﾂﾞ
2343 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 潰 ﾂｴ
2335 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 潰ガサコ ﾂｴｶﾞｻｺ
2470 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 潰ノ岡 ﾂｴﾉｵｶ
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2468 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 潰ノ岡ノ下タ ﾂｴﾉｵｶｼﾀ
2346 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ツエノクチ ﾂｴﾉｸﾁ
2336 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 潰ノ前 ﾂｴﾉﾏｴ
2386 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 津城ケ瀧 ﾂﾞｼﾞﾖｳｶﾞﾀｷ
2416 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 土ケ森 ﾂﾁｶﾞﾓﾘ
2412 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 土ケ森ノナロ ﾂﾁｶﾞﾓﾘﾉﾅﾛ
2435 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 土取場 ﾂﾁﾄﾘﾊﾞ
2521 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 坪ノ屋敷 ﾂﾎﾞﾉﾔｼｷ
2498 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 釣井ノ上 ﾂﾙｲﾉｳｴ
2338 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 十佐渕 ﾄｻﾌﾁ
2523 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 中畦 ﾅｶｳﾈ
2525 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 中畦ノ北 ﾅｶｳﾈﾉｷﾀ
2411 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ナガサコノ上 ﾅｶﾞｻﾞ
2410 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
2524 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 長佐古 ﾅｶﾞｻｺ
2520 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 長佐古ノ上 ﾅｶﾞｻｺﾉｳｴ
2539 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ナガサコノ上 ﾅｶﾞｻｺﾉｳｴ
2518 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 長佐古ノ北 ﾅｶﾞｻｺﾉｷﾀ
2455 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 中ゾ ﾅｶｿﾞ
2462 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 中渓 ﾅｶﾀﾆ
2407 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 長田廻 ﾅｶﾞﾀﾏﾜﾘ
2456 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 長丁 ﾅｶﾞﾁﾖｳ
2457 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 長丁東 ﾅｶﾞﾁﾖｳﾋｶﾞｼ
2501 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 中八頭 ﾅｶﾔｶｼﾛ
2308 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 七浦 ﾅﾅｳﾗ
2420 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 苦蕨 ﾆｶﾞﾜﾗﾋﾞ
2419 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 苦蕨ノ西 ﾆｶﾞﾜﾗﾋﾞﾉﾆｼ
2285 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 西赤波介 ﾆｼｱｶﾊｹﾞ
2440 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 西ノ久保ノ上 ﾆｼｸﾎﾞﾉｳｴ
2492 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 西コヤシ ﾆｼｺﾔｼ
2458 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 西ノ久保 ﾆｼﾉｸﾎﾞ
2446 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 西ヘナガ森 ﾆｼﾍﾅｶﾞﾓﾘ
2305 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 西横畑 ﾆｼﾖｺﾊﾀ
2371 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヌタウチ ﾇﾀｳﾁ
2487 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ハヱクビ ﾊｴｸﾋﾞ
2406 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 林倒 ﾊｴﾀﾞｦｼ
2396 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 萩ノ奈路 ﾊｷﾞﾉﾅﾛ
2395 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 萩ノ奈路ノ上 ﾊｷﾞﾉﾅﾛﾉｳｴ
2385 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 萩ノ奈路ノ下タ ﾊｷﾞﾉﾅﾛﾉｼﾀ
2329 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東石ノ内 ﾋｶﾞｼｲｼﾉｳﾁ
2537 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東泉谷 ﾋｶﾞｼｲｽﾞﾐﾀﾆ
2511 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東黒瀧 ﾋｶﾞｼｸﾛﾀｷ
2486 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東清水 ﾋｶﾞｼｼﾐｽﾞ
2496 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東清水ノ上 ﾋｶﾞｼｼﾐｽﾞﾉｳｴ
2287 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東谷尻 ﾋｶﾞｼﾀﾆｼﾘ
2345 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東山神 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾉｶﾐ
2478 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東弓場 ﾋｶﾞｼﾕﾐﾊﾞ
2437 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 東弓場ノ南 ﾋｶﾞｼﾕﾐﾊﾞﾉﾐﾅﾐ
2370 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ビシヤゴガ瀧 ﾋﾞｼﾔｺﾞｶﾞﾀｷ
2303 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 一ト口水 ﾋﾄｸﾁﾐｽﾞ
2304 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 一ト口水畦 ﾋﾄｸﾁﾐｽﾞｳﾈ
2362 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 一ツ打 ﾋﾄﾂｳﾁ
2409 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 一ツ打ノ上 ﾋﾄﾂｳﾁﾉｳｴ
2434 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 樋ノ水サコ ﾋﾉﾐﾂﾞｻｺ
2295 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 平石畦 ﾋﾗｲｼｳﾈ
2291 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 平石畦崎 ﾋﾗｲｼｳﾈｻｷ
2321 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 平石谷 ﾋﾗｲｼﾀﾆ
2383 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヒラナベラ ﾋﾗﾅﾍﾞﾗ
2384 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヒラナベラノ上 ﾋﾗﾅﾍﾞﾗﾉｳｴ
2469 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 武兵衛作リ ﾌﾞﾋﾖｳｴﾂﾞｸﾘ
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2448 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 古潰 ﾌﾙﾂｴ
2514 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 古天神 ﾌﾙﾃﾝｼﾞﾝ
2510 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 古屋 ﾌﾙﾔ
2512 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 古屋沖 ﾌﾙﾔｵｷ
2513 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 古屋谷 ﾌﾙﾔﾀﾆ
2311 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 文ノ峠 ﾌﾞﾝﾉﾄｳ
2445 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヘナガ森 ﾍﾅｶﾞﾓﾘ
2444 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヘナガ森東 ﾍﾅｶﾞﾓﾘﾉﾋｶﾞｼ
2494 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 堀 ﾎﾘ
2472 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 堀ノサコ ﾎﾘﾉｻｺ
2322 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 前平石谷 ﾏｴﾋﾗｲｼﾀﾆ
2536 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 松之進屋敷 ﾏﾂﾉｼﾝﾔｼｷ
2500 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ マブ ﾏﾌﾞ
2415 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 道別ノ北 ﾐﾁﾜｶﾚﾉｷﾀ
2301 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 南奥谷 ﾐﾅﾐｵｸﾀﾆ
2320 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 南路 ﾐﾅﾐﾁﾞ
2392 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 耳切レ ﾐﾐｷﾚ
2389 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 耳切レ谷 ﾐﾐｷﾚﾀﾆ
2391 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 耳切レノ北 ﾐﾐｷﾚﾉｷﾀ
2489 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 持掛 ﾓﾁｶｹ
2502 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 八頭ノ上 ﾔｶｼﾛﾉｳｴ
2519 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 八頭ノ下タ ﾔｶｼﾛﾉｼﾀ
2509 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 八頭ノ西 ﾔｶｼﾛﾉﾆｼ
2481 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 藥師堂 ﾔｸｼﾄﾞｳ
2484 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 藥師堂ノナロ ﾔｸｼﾄﾞｳﾉﾅﾛ
2483 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 藥師堂ノ西 ﾔｸｼﾄﾞｳﾉﾆｼ
2379 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヤケソ ﾔｹｿ
2289 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 休場 ﾔｽﾊﾞ
2290 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 休場畦 ﾔｽﾊﾞｳﾈ
2449 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヤナノヒラ ﾔﾅﾉﾋﾗ
2296 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヤブノ峠 ﾔﾌﾞﾉﾄｳ
2315 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヤブノ峠谷 ﾔﾌﾞﾉﾄｳﾀﾆ
2316 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヤブノ峠谷北 ﾔﾌﾞﾉﾄｳﾀﾆｷﾀ
2297 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヤブノ峠ノ南 ﾔﾌﾞﾉﾄｳﾉﾐﾅﾐ
2505 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 山神 ﾔﾏｶﾐ
2506 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 山神ノ上 ﾔﾏｶﾐﾉｳｴ
2504 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 山神ノ南 ﾔﾏｶﾐﾉﾐﾅﾐ
2465 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 山下タ ﾔﾏｼﾀ
2436 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 柚ノ木陰 ﾕﾉｷｶｹﾞ
2286 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 袖野谷 ﾕﾉﾀﾆ
2475 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 弓場 ﾕﾐﾊﾞ
2306 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 横畑 ﾖｺﾊﾀ
2341 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヨシガサコ ﾖｼｶﾞｻｺ
2342 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ヨシガサコノ西 ﾖｼｶﾞｻｺﾉﾆｼ
2499 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ロクヂ ﾛｸﾁﾞ
2438 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 若見渓 ﾜｶﾐﾀﾆ 　　　
2439 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 若見渓ノ奥 ﾜｶﾐﾀﾆﾉｵｸ
2529 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ワタウチ ﾜﾀｳﾁ
2528 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ ワタウチゴヱ ﾜﾀｳﾁｺﾞｴ
2515 04横畠 横畠中 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾅｶ 綿打谷 ﾜﾀｳﾁﾀﾆ
2248 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 赤田ノ上 ｱｶﾀﾉｳｴ
2277 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 赤波介ノ下タ ｱｶﾊｹﾞﾉｼﾀ
2206 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 阿闍利北水源 ｱｼﾞﾔﾘｷﾀｽｲｹﾞﾝ
2203 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 阿闍利南水源 ｱｼﾞﾔﾘﾐﾅﾐｽｲｹﾞ
2198 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 蟻ノ木畦 ｱﾘﾉｷｳﾈ
2242 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 蟻ノ木畦ノ上 ｱﾘﾉｷｳﾈﾉｳｴ
2243 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 蟻ノ木畦ノ西 ｱﾘﾉｷｳﾈﾉﾆｼ
2157 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 池ノ本 ｲｹﾉﾓﾄ
2164 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 石原 ｲｼﾊﾗ
2166 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 石佛 ｲｼﾎﾄｹ
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2161 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 石佛ノ下タ ｲｼﾎﾄｹﾉｼﾀ
2169 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 亥ノ越エ ｲﾉｺｴ
2173 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 亥ノ越ノ下タ ｲﾉｺｴﾉｼﾀ
2105 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 魚汲場 ｳｵｸﾐﾊﾞ
2176 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 上苺子 ｳﾊｲﾁｺﾞ
2262 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 馬地ノ畦 ｳﾏﾁﾞﾉｳﾈ
2260 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 馬地ノ東 ｳﾏﾁﾉﾋｶﾞｼ
2224 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 江ノ本 ｴﾉﾓﾄ
2251 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ ヱボシ岩上 ｴﾎﾞｼｲﾜﾉｳｴ
2151 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大石 ｵｵｲｼ
2201 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 狼岩屋 ｵｵｶﾐｲﾜﾔ
2131 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大窪 ｵｵｸﾎﾞ
2128 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大久保丸岩 ｵｵｸﾎﾞﾏﾙｲﾜ
2165 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大芝 ｵｵｼﾊﾞ
2163 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大谷石舟 ｵｵﾀﾆｲｼﾌﾈ
2211 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大谷奥南 ｵｵﾀﾆｵｸﾐﾅﾐ
2209 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大谷水源 ｵｵﾀﾆｽｲｹﾞﾝ
2249 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
2271 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大ナロノ下タ ｵｵﾅﾛﾉｼﾀ
2104 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 岡邸 ｵｶﾔｼｷ
2093 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 斧渕 ｵﾉﾌﾁ
2210 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 大谷蛙石 ｶｶﾀﾆｶﾊｽﾞｲｼ
2178 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 柿ノ木畑ノ上 ｶｷﾉｷﾊﾀﾉｳｴ
2221 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 角石 ｶﾄﾞｲｼ
2214 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 樺ケ休場 ｶﾊﾞｶﾞﾔｽﾊﾞ
2237 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 樺ケ休場ノ下タ ｶﾊﾞｶﾞﾔｽﾊﾞﾉｼﾀ
2231 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 樺ケ休場ノ西 ｶﾊﾞｶﾞﾔｽﾊﾞﾉﾆｼ
2208 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 樺ケ休場東 ｶﾊﾞｶﾞﾔｽﾊﾞﾉﾋｶ
2205 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 上阿闍利 ｶﾐｱｼﾞﾔﾘ
2207 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 上阿闍利北 ｶﾐｱｼﾞﾔﾘｷﾀ
2101 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 上岡 ｶﾐｵｶ
2123 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 上久保田 ｶﾐｸﾎﾞﾀ
2186 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 上瀧山 ｶﾐﾀｷﾔﾏ
2196 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 上中砂 ｶﾐﾅｶｽﾅ
2111 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 上舟戸 ｶﾐﾌﾅﾄ
2244 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北蟻ノ木畦 ｷﾀｱﾘﾉｷｳﾈ
2170 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北石原 ｷﾀｲｼﾊﾗ
2127 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北梅木谷 ｷﾀｳﾒﾉｷﾀﾆ
2171 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北大ノ地 ｷﾀｵｵﾉﾁﾞ
2162 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北供養 ｷﾀｸﾖｳ
2145 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北坂面 ｷﾀｻｶﾂﾗ
2146 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北崎佐古 ｷﾀｻｷｻｺ
2181 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北下苺子 ｷﾀｼﾀｲﾁｺﾞ
2256 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北藪山 ｷﾀﾔﾌﾞﾔﾏ
2254 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 北藪山ノ下タ ｷﾀﾔﾌﾞﾔﾏﾉｼﾀ
2185 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 樸多 ｷﾜﾀ
2191 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 木綿ガ奈路 ｷﾜﾀｶﾞﾅﾛ
2192 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 木綿ノ上 ｷﾜﾀﾉｳｴ
2220 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 楠ノタヲ南 ｸｽﾉﾀｦﾐﾅﾐ
2154 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 供養ノ本 ｸﾖｳﾉﾓﾄ
2276 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 黒石ノ南 ｸﾛｲｼﾉﾐﾅﾐ
2279 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 黒岩ノ元 ｸﾛｲﾜﾉﾓﾄ
2227 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下田ノ本 ｹﾞﾀﾉﾓﾄ
2225 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ ココサコ ｺｺｻｺ
2226 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 爰佐古 ｺｺｻｺ
2283 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 爰佐古ノ上 ｺｺｻｺﾉｳｴ
2121 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 古味上屋敷 ｺﾐｶﾐﾔｼｷ
2120 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 古味下モ邸 ｺﾐｼﾓﾔｼｷ
2116 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 古味ノ岡 ｺﾐﾉｵｶ
2122 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 古味東屋敷 ｺﾐﾋｶﾞｼﾔｼｷ
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2180 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 小休場 ｺﾔｽﾊﾞ
2097 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 坂本 ｻｶﾓﾄ
2281 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 鹿ノ谷 ｼｶﾉﾀﾆ
2280 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 鹿ノ谷池ノ上 ｼｶﾉﾀﾆｲｹﾉｳｴ
2272 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下タ大ナロ北 ｼﾀｵｵﾅﾛﾉｷﾀ
2184 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下渦釜 ｼﾓｳｽﾞｶﾏ
2183 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下渦釜南 ｼﾓｳｽﾞｶﾏﾉﾐﾅﾐ
2217 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下渦谷南 ｼﾓｳｽﾞﾀﾆﾐﾅﾐ
2126 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下モウヅ ｼﾓｳﾂﾞ
2129 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下モ渦ノ上 ｼﾓｳﾂﾞﾉｳｴ
2125 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下久保田 ｼﾓｸﾎﾞﾀ
2190 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下瀧山 ｼﾓﾀｷﾔﾏ
2245 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下モ中砂 ｼﾓﾅｶｽﾞ
2188 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下中畑 ｼﾓﾅｶﾊﾀ
2115 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下舟戸 ｼﾓﾌﾅﾄ
2147 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下屋敷 ｼﾓﾔｼｷ
2233 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下横畑谷ノ西 ｼﾓﾖｺﾊﾀｹﾀﾆﾉﾆｼ
2234 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 下横畑谷ノ東 ｼﾓﾖｺﾊﾀｹﾀﾆﾉﾋｶ
2228 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 杓子畑 ｼﾔｸｼﾊﾞﾀ
2257 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ セル石 ｾﾙｲｼ
2261 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ セル石ノ上 ｾﾙｲｼﾉｳｴ
2275 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 袖野越 ｿﾃﾞﾉｺﾞｴ
2132 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 谷奥水源 ﾀﾆｵｸｽｲｹﾞﾝ
2118 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ
2212 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 駄馬ノ下タ ﾀﾞﾊﾞﾉｼﾀ
2213 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 駄馬ノ本 ﾀﾞﾊﾞﾉﾓﾄ
2168 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 段ノ窪 ﾀﾞﾝﾉｸﾎﾞ
2167 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 段壱ツ田 ﾀﾞﾝﾋﾄﾂﾀﾞ
2264 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 地藏ノ下タ ﾁﾞｿﾞｳﾉｼﾀ
2112 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 坪井谷 ﾂﾎﾞｲﾀﾆ
2109 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
2098 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 藤四郎谷 ﾄｳｼﾛｳﾀﾆ
2091 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 堂ノ岡山 ﾄﾞｳﾉｵｶﾔﾏ
2175 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中苺子 ﾅｶｲﾁｺﾞ
2174 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中亥ノ越ヱ ﾅｶｲﾉｺｴ
2253 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中畦 ﾅｶｳﾈ
2133 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中岡谷北 ﾅｶｵｶﾀﾆｷﾀ
2172 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中岡谷水源 ﾅｶｵｶﾀﾆｽｲｹﾞﾝ
2195 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中砂瀧ノ本 ﾅｶｺﾞﾐｶﾞﾀｷﾉﾓﾄ
2273 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中洲河 ﾅｶｽｶ
2267 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中洲河谷ノ西 ﾅｶｽｶﾞﾀﾆﾉﾆｼ
2269 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中洲河谷ノ東 ﾅｶｽｶﾞﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
2274 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中洲河ノ北 ﾅｶｽｶﾉｷﾀ
2270 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中洲河ノ下タ ﾅｶｽｶﾞﾉｼﾀ
2268 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中洲河野地 ﾅｶｽｶﾞﾉﾁﾞ
2137 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
2138 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中谷ノ下タ ﾅｶﾀﾆﾉｼﾀ
2189 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中畑 ﾅｶﾊﾀ
2177 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中畑ノ上 ﾅｶﾊﾀﾉｳｴ
2216 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 中畠ノ上 ﾅｶﾊﾀﾉｳｴ
2090 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 仁井田ケ谷 ﾆｲﾀﾞｶﾞﾀﾆ
2150 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 仁井田瀧 ﾆｲﾀﾞﾀｷ
2144 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 仁井田谷奥 ﾆｲﾀﾞﾀﾆｵｸ
2141 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 仁井田谷瀧 ﾆｲﾀﾞﾀﾆﾀｷ
2102 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 西岡 ﾆｼｵｶ
2187 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 西柿ノ木畑 ﾆｼｶｷﾉｷﾊﾀ
2148 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 西上邸 ﾆｼｶﾐﾔｼｷ
2119 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 西ケ森 ﾆｼｶﾞﾓﾘ
2130 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 西ケ森ノ空 ﾆｼｶﾞﾓﾘﾉｿﾗ
2100 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
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2095 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 西ノ向イ ﾆｼﾉﾑｶｲ
2107 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 弐瀬地 ﾆｾﾁﾞ
2266 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 布畑 ﾇﾉﾊﾀ
2096 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 野稲ケ窪 ﾉｲﾈｶﾞｸﾎﾞ
2110 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 秤石 ﾊｶﾘｲｼ
2142 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 八里塚南 ﾊﾁﾘﾂﾞｶﾐﾅﾐ
2140 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 八里塚本 ﾊﾁﾘﾂﾞｶﾓﾄ
2135 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 林邸 ﾊﾔｼﾔｼｷ
2182 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 東柿ノ木畑 ﾋｶﾞｼｶｷﾉﾊﾀ
2149 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 東上邸 ﾋｶﾞｼｶﾐﾔｼｷ
2153 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
2152 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 東屋敷ノ上 ﾋｶﾞｼﾔｼｷﾉｳｴ
2143 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 東屋敷ノ前 ﾋｶﾞｼﾔｼｷﾏｴ 　
2263 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 一ト口水南ノ上 ﾋﾄｸﾁﾐｽﾞﾐﾅﾐﾉｳ
2265 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 一ト口水南ノ下タ ﾋﾄｸﾁﾐｽﾞﾐﾅﾐﾉｼ
2106 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 平石 ﾋﾗｲｼ
2215 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 双石 ﾌﾀｺﾞｲｼ
2160 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 孖岩 ﾌﾀｺﾞｲﾜ 　　
2108 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 本村中道 ﾎﾝﾑﾗﾅｶﾐﾁ
2114 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 的場邸 ﾏﾄﾊﾞﾔｼｷ
2117 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 的場山 ﾏﾄﾊﾞﾔﾏ ﾄ
2159 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 丸石 ﾏﾙｲｼ
2194 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 丸石瀧 ﾏﾙｲｼﾀｷ
2193 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 丸石谷 ﾏﾙｲｼﾀﾆ
2197 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
2204 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 南阿闍利 ﾐﾅﾐｱｼﾞﾔﾘ
2156 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 南石舟 ﾐﾅﾐｲｼﾌﾈ
2124 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 南梅ノ木谷 ﾐﾅﾐｳﾒﾉｷﾀﾆ
2136 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 南大ノ地 ﾐﾅﾐｵｵﾉﾁﾞ
2179 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 南下苺子 ﾐﾅﾐｼﾀｲﾁｺﾞ
2255 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 南藪山 ﾐﾅﾐﾔﾌﾞﾔﾏ
2252 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 南藪山ノ下タ ﾐﾅﾐﾔﾌﾞﾔﾏﾉｼﾀ
2282 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 室屋砂 ﾑﾛｽﾅ
2158 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 夫婦岩 ﾒｳﾄｲﾜ
2219 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 桃ノタヲ ﾓﾓﾉﾀｦ
2218 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 桃ノタヲ谷 ﾓﾓﾉﾀｦﾀﾆ
2199 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 桃ノタヲ谷ノ北 ﾓﾓﾉﾀｦﾀﾆｷﾀ
2241 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 桃ノタヲ谷ノ西 ﾓﾓﾉﾀｦﾀﾆﾉﾆｼ
2202 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 桃ノタヲ谷東 ﾓﾓﾉﾀｦﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
2200 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 桃ノタヲ谷南 ﾓﾓﾉﾀｦﾀﾆﾐﾅﾐ
2239 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 櫓畦 ﾔｸﾞﾗｳﾈ
2238 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 櫓畦ノ上 ﾔｸﾞﾗｳﾈﾉｳｴ
2250 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 櫓ノ畦ノ下タ ﾔｸﾞﾗｳﾈﾉｼﾀ
2236 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 櫓畦ノ西 ﾔｸﾞﾗｳﾈﾉﾆｼ
2240 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 櫓畦ノ東 ﾔｸﾞﾗｳﾈﾉﾋｶﾞｼ
2099 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 焼坂 ﾔｹｻｶ
2094 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 焼坂クツ打場 ﾔｹｻﾞｶｸﾂｳﾁﾊﾞ
2222 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 柳ノ越 ﾔﾅｷﾞﾉｺｴ
2223 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 柳ノ越ノ下タ ﾔﾅｷﾞﾉｺｴﾉｼﾀ
2139 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 柳ノ谷 ﾔﾅｷﾞﾉﾀﾆ
2155 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 柳ノ谷水源 ﾔﾅｷﾞﾉﾀﾆｽｲｹﾞﾝ
2134 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 遊正邸 ﾕｳｼﾖｳﾔｼｷ
2246 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 柚口 ﾕｸﾞﾁ
2247 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 湯口ノ上 ﾕｸﾞﾁﾉｳｴ
2278 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 湯口ノ北 ﾕｸﾁﾉｷﾀ
2092 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 柚ノ奥 ﾕﾉｵｸ
2229 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 横之地 ﾖｺﾉﾁﾞ
2258 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 横畑 ﾖｺﾊﾀ
2230 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 横畑岩屋ノ西 ﾖｺﾊﾞﾀｹｲﾜﾔﾉﾆｼ
2235 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 横畑谷 ﾖｺﾊﾀｹﾀﾆ
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2232 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 横畑谷ノ東 ﾖｺﾊﾀｹﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
2259 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 横畑森 ﾖｺﾊﾀﾓﾘ
2103 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 余須田 ﾖｽﾀﾞ
2113 04横畠 横畠東 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼ 冷泉 ﾚｲｾﾝ
1986 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 青ミガサコ ｱｵﾐｶｻｺ 　　
1788 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 赤瀧 ｱｶﾀﾞｷ
1789 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 赤瀧西 ｱｶﾀﾞｷﾉﾆｼ
2055 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 秋葉ノ北 ｱｷﾊﾞｷﾀ
2056 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 秋葉ノ東 ｱｷﾊﾞﾋｶﾞｼ
1795 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 旭ノ畝 ｱｻﾋﾉｳﾈ
1815 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ アジヤリ ｱｼﾞﾔﾘ
1816 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ アジヤリノ南 ｱｼﾞﾔﾘﾉﾐﾅﾐ
2071 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 神母 ｲｹﾞ
2070 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 神母ノ下 ｲｹﾞﾉｼﾀ
1963 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
1952 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 石神ノ西 ｲｼｶﾞﾐﾉﾆｼ
1961 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 石神東 ｲｼｶﾞﾐﾉﾋｶﾞｼ
1962 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 石神道ノ下タ ｲｼｶﾞﾐﾐﾁﾉｼﾀ
2067 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 石転ノ上 ｲｼｺﾛﾋﾞﾉｳｴ
2068 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 石コロビ下 ｲｼﾏﾛﾋﾞｼﾀ
2060 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 磯権現 ｲｿｺﾞﾝｹﾞﾝ
1893 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 磯中スカ ｲｿﾅｶｽｶ
1820 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 一本松 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
1856 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ イナノ峠 ｲﾅﾉﾄｳ
1806 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ イノ畝 ｲﾉｳﾈ
1860 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 伊ノ原 ｲﾉﾊﾗ
1838 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 伊ノ山下タ ｲﾉﾔﾏｼﾀ
1839 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 伊ノ山西ノ下タ ｲﾉﾔﾏﾆｼﾉｼﾀ
1813 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ イノワラ ｲﾉﾜﾗ
1810 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 上組 ｳｴｸﾐ
1912 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ウシロ ｳｼﾛ
2051 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 後山下リ付 ｳｼﾛﾔﾏｵﾘﾂｷ
2034 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 後山下リ附ノ北 ｳｼﾛﾔﾏｵﾘﾂｷﾉｷﾀ
2088 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 後山谷北 ｳｼﾛﾔﾏﾀﾆｷﾀ
2077 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 後山谷南 ｳｼﾛﾔﾏﾀﾆﾐﾅﾐ
2040 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 後山出口畝 ｳｼﾛﾔﾏﾃﾞｸﾞﾁｳﾈ
1798 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 馬石谷 ｳﾏｲｼﾀﾆ
1910 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 馬骨石 ｳﾏﾉﾎﾈｲｼ
2050 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 梅ノ木谷ノ北 ｳﾒﾉｷﾀﾆﾉｷﾀ
2052 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 梅ノ木谷ノ東 ｳﾒﾉｷﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
2057 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ウルシガクボ ｳﾙｼｶﾞｸﾎﾞ
2058 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ウルシガクボ東 ｳﾙｼｶﾞｸﾎﾞﾋｶﾞｼ
1992 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 榎木サコ ｴﾉｷｻｺ
1990 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 榎ノ木サコ北地 ｴﾉｷｻｺｷﾀﾁﾞ
1989 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 榎木サコ下 ｴﾉｷｻｺｼﾀ
1829 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大石 ｵｵｲｼ
2020 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大石ノ元 ｵｵｲｼﾉﾓﾄ
2021 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大石ノ元東 ｵｵｲｼﾉﾓﾄﾋｶﾞｼ
2026 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大畝通 ｵｵｳﾈﾄﾞｳﾘ
2048 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大柿南 ｵｵｶｷﾐﾅﾐ
2016 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大久保 ｵｵｸﾎ
1886 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大去 ｵｵｻﾞﾚ
1870 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大シダ ｵｵｼﾀﾞ
1880 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大シダノ東 ｵｵｼﾀﾞﾉﾋｶﾞｼ
2038 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大谷井デノ上 ｵｵﾀﾆｲﾃﾞﾉｳｴ
2082 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
2081 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大ナロノ東 ｵｵﾅﾛﾉﾋｶﾞｼ
1940 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大平 ｵｵﾋﾗ
1915 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大元 ｵｵﾓﾄ
1914 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大元ノ上 ｵｵﾓﾄﾉｳｴ
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1852 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大森 ｵｵﾓﾘ
1874 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大森畦 ｵｵﾓﾘｳﾈ ﾅﾝﾌﾞ
1853 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大森西 ｵｵﾓﾘﾆｼ
1855 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 大森野地 ｵｵﾓﾘﾉﾁ
2085 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 岡 ｵｶ
2030 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 岡ノ畝 ｵｶﾉｳﾈ
2084 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 岡ノ西 ｵｶﾉﾆｼ
1903 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 岡ノハナ ｵｶﾉﾊﾅ
1819 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 奥サコ ｵｸｻｺ
1954 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 奥サコノ南 ｵｸｻｺﾉﾐﾅﾐ
1957 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 奥ノサコ ｵｸﾉｻｺ
1884 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 踊芝 ｵﾄﾞﾘｼﾊﾞ
2012 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鬼カケ石 ｵﾆｶｹｲｼ
1800 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鬼ケ谷 ｵﾆｶﾞﾀﾆ
1971 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 本モ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
2011 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 本モ峯 ｵﾓﾐﾈ
2023 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 折道西 ｵﾘﾐﾁﾆｼ
2024 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 折道東 ｵﾘﾐﾁﾋｶﾞｼ
1897 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 温石 ｵﾝｼﾞｬｸ
1907 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ カウカミサコ ｶｳｶﾐｻｺ
1908 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ カウカミサコノ上 ｶｳｶﾐｻｺﾉｳｴ
1906 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ カウカミノ北 ｶｳｶﾐﾉｷﾀ
1814 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 柿ノ久保 ｶｷﾉｸﾎﾞ
1936 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ カゲ ｶｹﾞ
2064 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ カゲノヂ ｶｹﾞﾉﾁﾞ
2065 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ カゲノヂ下タ ｶｹﾞﾉﾁﾞｼﾀ
1873 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 上伊那ノ峠 ｶﾐｲﾅﾉﾄｳ
2076 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 上宮廻リ ｶﾐﾐﾔﾏﾜﾘ
2066 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 上森山 ｶﾐﾓﾘﾔﾏ
1828 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ カヤバノ畝 ｶﾔﾊﾞﾉｳﾈ
1995 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 唐岩 ｶﾗｲﾜ
1982 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 唐岩西 ｶﾗｲﾜﾆｼ
1970 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 仮松峯 ｶﾘﾏﾂﾐﾈ
1909 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 川ノ上 ｶﾜﾉｳｴ
1827 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 川ノ北 ｶﾜﾉｷﾀ
1911 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ カヲカミ ｶｦｶﾐ
1899 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 北青去 ｷﾀｱｵｻﾞﾚ
1871 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 北八反地 ｷﾀﾊｯﾀﾝﾁﾞ
1985 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 木ハタカ畝 ｷﾊﾀｶｳﾈ
2036 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 旧山神林ノ上 ｷｭｳﾔﾏｶﾐﾊﾔｼﾉｳ
1889 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 切兎 ｷﾘｳｻｷﾞ
1890 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 切兎南 ｷﾘｳｻｷﾞﾐﾅﾐ
2033 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ クサガ瀧 ｸｻｶﾞﾀｷ
1949 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ クサギガ畝 ｸｻｷﾞｶﾞｳﾈ
1953 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ クサギノ畝道ノ上 ｸｻｷﾞﾉｳﾈﾐﾁﾉｳｴ
1933 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 久保 ｸﾎﾞ
1921 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ クラゝノ下タ ｸﾗﾗﾉｼﾀ
1812 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 黒石 ｸﾛｲｼ
1885 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 黒ナベラ ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
2031 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ケコヤ越 ｹｺﾔｺﾞｴ
2087 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ケコヤ谷 ｹｺﾔﾀﾆ
1883 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 越ノタヲ ｺｴﾉﾀｦ
1854 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 櫨ノ谷西路 ｺｶﾞﾉﾀﾆﾆｼﾁﾞ
1851 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 櫨谷東路 ｺｶﾞﾉﾀﾆﾋｶﾞｼﾁﾞ
1931 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ コケガサコ ｺｹｶﾞｻｺ
1947 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ コケガサコノ上 ｺｹｶﾞｻｺﾉｳｴ
1944 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 五郎畑 ｺﾞﾛｳﾊﾞﾀ
2078 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 権現ノ下タ ｺﾞﾝｹﾞﾝﾉｼﾀ
2079 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 権現ノ下タ東 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾉｼﾀﾋｶﾞ
1999 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 坂面 ｻｶﾂﾞﾗ
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1998 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 坂面ノ上 ｻｶﾂﾞﾗﾉｳｴ
2002 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 坂面ノ東 ｻｶﾂﾞﾗﾉﾋｶﾞｼ
1901 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 皿形 ｻﾗｶﾞﾀ
1834 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 猿打 ｻﾙｳﾁ
2075 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 三拾代 ｻﾝｼﾞｭｳﾀﾞｲ
1805 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鹿ノ田 ｼｶﾉﾀ
1938 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 猪場 ｼｼﾊﾞ
2009 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 下長地ノ畝 ｼﾀﾅｶﾞﾁﾞﾉｳﾈ
1916 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 芝 ｼﾊﾞ
1794 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 下ウヅ ｼﾓｳﾂﾞ
1926 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 下ノ地 ｼﾓﾉﾁﾞ
1930 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 下ノ路畦 ｼﾓﾉﾁﾞｳﾈ
1927 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 下ノ地ノ上 ｼﾓﾉﾁﾞﾉｳｴ
1842 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 女郎岩 ｼﾞｮﾛｳｲﾜ
1988 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 女郎岩ノ上 ｼﾞｮﾛｳｲﾜﾉｳｴ
1843 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 女郎岩ノ北 ｼﾞｮﾛｳｲﾜﾉｷﾀ ﾅ
1925 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 白潰 ｼﾗﾂｴ
1837 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 尻無シ ｼﾘﾅｼ
2044 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 白石 ｼﾛｲｼ
2042 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 白石ノ乾 ｼﾛｲｼﾉｲﾇｲ
1972 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 次郎ケ杖 ｼﾞﾛｳｶﾞﾂｴ
1904 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 甚助屋敷 ｼﾞﾝｽｹﾔｼｷ
1818 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 新林ニ ｼﾝﾊﾔｼﾆ
1817 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 新林南路 ｼﾝﾊﾔｼﾐﾅﾐﾁﾞ
1881 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 神明ノ西 ｼﾝﾒｲﾉﾆｼ
1859 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 杉坂 ｽｷﾞｻｶ
1822 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 杉サコ ｽｷﾞｻｺ
1969 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鈴大石 ｽｽﾞｵｵｲｼ
1836 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ スゞ越 ｽｽﾞｺｴ
1846 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鈴下モ渦 ｽｽﾞｼﾓｳﾂﾞ
1844 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鈴谷川西路 ｽｽﾞﾀﾆｶﾜﾆｼﾁﾞ
1968 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鈴谷尻西路ノ上 ｽｽﾞﾀﾆｼﾘﾆｼﾁﾞﾉ
1840 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ スゞ谷ノ東 ｽｽﾞﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
1841 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ スゞ谷南路 ｽｽﾞﾀﾆﾐﾅﾐﾁﾞ
1845 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鈴船付 ｽｽﾞﾌﾅﾂｷ
1973 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鈴山神 ｽｽﾞﾔﾏｶﾐ
1792 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ スタノ木 ｽﾀﾉｷ
1790 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ スダノ辻 ｽﾀﾞﾉﾂｼﾞ
2039 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ スモゝガ谷 ｽﾓﾓｶﾞﾀﾆ
1987 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 清吾林 ｾｲｺﾞﾊﾔｼ
1847 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 瀧ノ下タ ﾀｷﾉｼﾀ
2074 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 立ケ島 ﾀﾃｶﾞｼﾏ
1913 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 立道 ﾀﾃﾐﾁ
1850 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 谷尻道ノ西 ﾀﾆｼﾘﾐﾁﾉﾆｼ
1875 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 段中 ﾀﾞﾝﾁｭｳ
2083 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヂクノ木 ﾁﾞｸﾉｷ
1802 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 地藏サコ ﾁﾞｿﾞｳｶﾞｻｺ
2035 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 地藏堂北ノ下 ﾁﾞｿﾞｳﾄﾞｳｷﾀﾉｼ
1803 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 地蔵堂ノ上 ﾁﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾉｳｴ
1801 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 地藏堂ノ畝 ﾁﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾉｳﾈ
2049 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 地藏堂廻リ ﾁﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾏﾜﾘ
1950 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 茶々ガ岩屋 ﾁｬﾁｬｶﾞｲﾜﾔ
1932 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 潰ガサコ ﾂｴｶﾞｻｺ
1960 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ツヱ谷 ﾂｴﾀﾆ
1945 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 潰ノ前 ﾂｴﾉﾏｴ
2001 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 栂ノ森 ﾂｶﾞﾉﾓﾘ
2000 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 栂ノ森南路 ﾂｶﾞﾉﾓﾘﾐﾅﾐﾁﾞ
2041 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 出口畝ノ南 ﾃﾞｸﾞﾁｳﾈﾉﾐﾅﾐ
1902 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 藤内 ﾄｳﾅｲ
2025 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 堂ノ峯 ﾄﾞｳﾉﾐﾈ
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2032 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 堂ノ峯南 ﾄﾞｳﾉﾐﾈﾐﾅﾐ
2027 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 堂峯ノ北 ﾄﾞｳﾐﾈﾉｷﾀ
2028 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 堂峯ノ東 ﾄﾞｳﾐﾈﾉﾋｶﾞｼ
2005 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 飛渡 ﾄﾋﾞﾜﾀﾘ
2004 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 飛渡北 ﾄﾋﾞﾜﾀﾘｷﾀ
1888 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中畦 ﾅｶｳﾈ
1979 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中畦 ﾅｶｳﾈ
1877 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中畦ノ西 ﾅｶｳﾈﾉﾆｼ
1807 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中奥谷 ﾅｶｵｸﾀﾆ　　
1833 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
1941 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長サコノ下タ ﾅｶﾞｻｺﾉｼﾀ
1898 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中芝 ﾅｶｼﾊﾞ
1896 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中州 ﾅｶｽ
1894 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中スカ ﾅｶｽｶ
1895 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中スカ北 ﾅｶｽｶｷﾀ
1923 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中スカ谷ノ東 ﾅｶｽｶﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
1993 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長地ノ峠北 ﾅｶﾞﾁﾞﾄｳｷﾀ
2008 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長地峠東下タ南 ﾅｶﾞﾁﾞﾄｳﾋｶﾞｼｼ
1991 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長地ノ畝 ﾅｶﾞﾁﾞﾉｳﾈ
2010 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長地ノ峠ノ南下タ ﾅｶﾞﾁﾞﾉﾄｳﾐﾅﾐｼ
2007 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長地東下タ ﾅｶﾞﾁﾞﾋｶﾞｼｼﾀ
1809 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
1808 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中ノ谷西路 ﾅｶﾉﾀﾆﾆｼﾁﾞ
1872 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中畑 ﾅｶﾊﾀ
1857 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中畑磯 ﾅｶﾊﾀｲｿ
1964 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中道 ﾅｶﾐﾁ
1951 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中道ノ上 ﾅｶﾐﾁﾉｳｴ
2006 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中峯山 ﾅｶﾐﾈﾔﾏ
2019 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 中峯山南 ﾅｶﾐﾈﾔﾏﾐﾅﾐ
2017 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長割 ﾅｶﾞﾜﾘ
2018 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 長割ノ上 ﾅｶﾞﾜﾘﾉｳｴ
1868 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 夏薙佐古 ﾅﾂﾅｷﾞｻｺ
1882 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 夏薙ノ上 ﾅﾂﾅｷﾞﾉｳｴ
1811 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 並松 ﾅﾐﾏﾂ
2086 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 仁井田谷南路 ﾆｲﾀﾞﾀﾆﾐﾅﾐﾁﾞ
1980 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 西奥谷 ﾆｼｵｸﾀﾆ
1905 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 西カウカミ ﾆｼｶｳｶﾐ
1821 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 西ノダバ ﾆｼﾉﾀﾞﾊﾞ
1878 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 西ノ森 ﾆｼﾉﾓﾘ
1917 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 西林ノ下タ ﾆｼﾊｴﾉｼﾀ
1879 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヌノベバ ﾇﾉﾍﾞﾊﾞ
1920 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 猫神石 ﾈｺｶﾞﾐｲｼ
1935 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 猫神ノ上 ﾈｺｶﾞﾐﾉｳｴ
1791 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 子ゝケ森 ﾈﾈｶﾞﾓﾘ
1793 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 登立 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ
1922 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 登リ立 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ
1887 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 橋本 ﾊｼﾓﾄ
2045 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 芭蕉谷 ﾊﾞｼｮｳﾀﾆ
2053 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 八幡宮北ノ下 ﾊﾁﾏﾝｸﾞｳｷﾀﾉｼﾀ
2003 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 日裏山 ﾋｳﾗﾔﾏ
1996 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 日浦山西地 ﾋｳﾗﾔﾏﾆｼﾁﾞ
1997 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 東奥谷 ﾋｶﾞｼｵｸﾀﾆ
2022 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 東谷北ノ上 ﾋｶﾞｼﾀﾆｷﾀﾉｳｴ
1918 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 東林ノ下タ ﾋｶﾞｼﾊｴﾉｼﾀ
2054 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 檜木ダバ ﾋﾉｷﾀﾞﾊﾞ
2059 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 檜木ダヲノ東 ﾋﾉｷﾀﾞｦﾉﾋｶﾞｼ
2061 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 樋ノ谷 ﾋﾉﾀﾆ ﾅﾝﾌﾞ
2062 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 樋ノ谷南 ﾋﾉﾀﾆﾉﾐﾅﾐ
1876 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 樋水サコ ﾋﾐｽﾞｻｺ
1965 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 平ツキ谷 ﾋﾗﾂｷﾀﾆ
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1966 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 平ツキ谷東 ﾋﾗﾂｷﾀﾆﾋｶﾞｼ
1948 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヒル谷 ﾋﾙﾀﾆ
2015 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 古石神 ﾌﾙｲｼｶﾞﾐ
2014 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 古石神西 ﾌﾙｲｼｶﾞﾐﾆｼ
2013 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 古石神西上 ﾌﾙｲｼｶﾞﾐﾆｼｳｴ
1955 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ
1956 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 古屋敷ノ上 ﾌﾙﾔｼｷﾉｳｴ
1867 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヘナガ森ノ南 ﾍﾅｶﾞﾓﾘﾐﾅﾐ
1976 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鉾岩 ﾎｺｲﾜ
1975 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鉾岩乾 ﾎｺｲﾜｲﾇｲ
1977 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鉾岩北 ﾎｺｲﾜｷﾀ
1978 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鉾岩北艮 ﾎｺｲﾜｷﾀｺﾝ
1974 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鉾岩西下 ﾎｺｲﾜﾆｼｼﾀ
1981 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鉾岩東 ﾎｺｲﾜﾋｶﾞｼ
1983 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 鉾岩南下 ﾎｺｲﾜﾐﾅﾐｼﾀ
1994 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 堀田ケ畝 ﾎﾘﾀｶﾞｳﾈ 　　
1984 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 堀田畝乾 ﾎﾘﾀｶﾞｳﾈﾉｲﾇｲ
2046 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 松葉越 ﾏﾂﾊﾞｺﾞｴ
1797 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 松葉越ノ北 ﾏﾂﾊﾞｺﾞｴﾉｷﾀ
1796 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 松葉越ノ西 ﾏﾂﾊﾞｺﾞｴﾉﾆｼ
2047 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 松葉越東 ﾏﾂﾊﾞｺﾞｴﾋｶﾞｼ
1892 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ マブノ下タ ﾏﾌﾞﾉｼﾀ
1823 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 水タマリサコ ﾐｽﾞﾀﾏﾘｻｺ
1824 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 水タマリ谷 ﾐｽﾞﾀﾏﾘﾀﾞﾆ
1826 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 水留西路 ﾐｽﾞﾀﾏﾘﾆｼﾁﾞ
1861 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 三ツ石谷 ﾐﾂｲｼ　　　　
1858 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 三ツ石大川添 ﾐﾂｲｼｵｵｶﾜｿﾞｲ
1862 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 三ツ石谷上ミ ﾐﾂｲｼﾀﾆﾉｶﾐ
1863 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 三ツ石谷ノ北 ﾐﾂｲｼﾀﾆﾉｷﾀ
1869 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 三ツ石谷ノ東 ﾐﾂｲｼﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
1900 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 南青去 ﾐﾅﾐｱｵｻﾞﾚ
2073 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 南岡 ﾐﾅﾐｵｶ
2072 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 南岡ノ西 ﾐﾅﾐｵｶﾉﾆｼ
1929 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 南八反地 ﾐﾅﾐﾊｯﾀﾝﾁﾞ
1919 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
2089 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 宮ノ南 ﾐﾔﾉﾐﾅﾐ
1787 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 妙見首 ﾐｮｳｹﾝｸﾋﾞ
1937 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 妙堂 ﾐｮｳﾄﾞｳ
1942 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 三寶森 ﾐﾝﾎﾞｳﾓﾘ 　　
1943 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 三寶森ノ下タ ﾐﾝﾎﾞｳﾓﾘﾉｼﾀ
1934 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 向ノ端 ﾑｶﾉﾊﾅ
2069 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 安ケ谷 ﾔｽｶﾞﾀﾆ
2063 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 安ケ谷上 ﾔｽｶﾞﾀﾆｶﾐ
1804 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 休端 ﾔｽﾐﾊﾞﾅ
1864 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヤナノヒラ越 ﾔﾅﾉﾋﾗｺｴ
1866 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヤナノヒラ越ノ上 ﾔﾅﾉﾋﾗｺｴﾉｳｴ
1865 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヤナノヒラ越南 ﾔﾅﾉﾋﾗｺｴﾐﾅﾐ
1825 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 山神石 ﾔﾏｶﾞﾐｲｼ
1832 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 山伏ケ谷 ﾔﾏﾌﾞｼｶﾞﾀﾆ
1830 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 山伏谷南路 ﾔﾏﾌﾞｼﾀﾆﾐﾅﾐﾁﾞ
1799 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 夕日ケサコ ﾕｳﾋｶﾞｻｺ
1831 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 梼木 ﾕｽﾉｷ
2029 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 柚ノ奥 ﾕﾉｵｸ
1848 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 柚ノ木谷尻 ﾕﾉｷﾀﾆｼﾘ
1849 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 柚ノ木谷尻大川ノ上 ﾕﾉｷﾀﾆｼﾘｵｵｶﾜﾉ
1924 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 用文田 ﾖｳﾓﾝﾀﾞ
1928 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 用文田東 ﾖｳﾓﾝﾀﾞﾋｶﾞｼ
1891 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 横芝 ﾖｺｼﾊﾞ
1946 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 横棒 ﾖｺﾎﾞｳ
1939 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 横棒ノ上 ﾖｺﾎﾞｳﾉｳｴ
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2043 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 横割 ﾖｺﾜﾘ
2037 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 横割東 ﾖｺﾜﾘﾋｶﾞｼ
2080 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ 呼石 ﾖﾋﾞｲｼ
1959 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヲモ谷 ｦﾓﾀﾆ
1958 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヲモ谷ノ空 ｦﾓﾀﾆﾉｿﾗ ﾅﾝﾌﾞ
1835 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヲリ附 ｦﾘﾂｷ
1967 04横畠 横畠南 ﾖｺﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐ ヲンビキ石 ｦﾝﾋﾞｷｲｼ
2746 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ アイヲガ畦 ｱｲｦｶﾞｳﾈ
2620 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ アリノキサコノ上 ｱﾘﾉｷｻｺﾉｳｴ
2740 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ アンノ本 ｱﾝﾉﾓﾄ
2556 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 筏津アリノ木サコ ｲｶﾅﾂﾞｱﾘﾉｷｻｺ
2542 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 筏津ノ前 ｲｶﾅﾂﾞﾉﾏｴ
2652 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
2540 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 泉谷 ｲｽﾞﾐﾀﾆ
2564 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 磯谷 ｲｿﾀﾆ
2625 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 磯長森 ｲｿﾅｶﾞﾓﾘ
2619 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 虎杖サコ ｲﾀﾂﾞﾘｻｺ
2768 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 井手ノ奥ノ北 ｲﾃﾞｵｸﾉｷﾀ
2563 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 井手ノ奥 ｲﾃﾞﾉｵｸ
2698 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ イノノ峠 ｲﾉﾉﾄｳ 　　
2700 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 伊野々峠ノ西 ｲﾉﾉﾄｳﾆｼ
2736 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 岩井谷蔭 ｲﾜｲﾀﾆｶｹﾞ
2710 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 岩ソ ｲﾜｿ
2674 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上倉谷 ｳｴｸﾗﾀﾆ
2727 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上コヲナロ ｳｴｺｦﾅﾛ
2728 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上コヲナロ北 ｳｴｺｦﾅﾛﾉｷﾀ
2560 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 植茶ノ木 ｳｴﾁﾔﾉｷ
2626 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 姥ガタヲ ｳﾊﾞｶﾞﾀｦ
2544 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 姥カ懐 ｳﾊﾞｶﾞﾌﾄｺﾛ
2631 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 馬コロビ ｳﾏｺﾛﾋﾞ
2554 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 江ノ上 ｴﾉｳｴ
2595 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ エノウエ ｴﾉｳｴ
2639 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ヱボシ岩 ｴﾎﾞｼｲﾜ
2640 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 烏帽子岩ノ南 ｴﾎﾞｼｲﾜﾉﾐﾅﾐ
2628 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 大サシデ ｵｵｻｼﾃﾞ
2629 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 大サシデノ下 ｵｵｻｼﾃﾞﾉｼﾀ
2627 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 大サシデノ東 ｵｵｻｼﾃﾞﾉﾋｶﾞｼ
2569 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 大ナロ ｵｵﾅﾛ
2723 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 大平 ｵｵﾋﾗ
2706 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 大屋敷 ｵｵﾔｼｷ
2743 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 岡ノ上 ｵｶﾉｳｴ
2585 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 岡ノ下タ ｵｶﾉｼﾀ
2583 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 陰 ｶｹﾞ
2702 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 蔭空ノ南 ｶｹﾞｿﾗﾉﾐﾅﾐ 　
2752 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ カゲノソラ ｶｹﾞﾉｿﾗ
2668 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 笠松畦 ｶｻﾏﾂｳﾈ
2679 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ カセン松 ｶｾﾝﾏﾂ
2651 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ カセン松西 ｶｾﾝﾏﾂﾉﾆｼ
2678 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ カセン松南 ｶｾﾝﾏﾂﾉﾐﾅﾐ
2555 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 門木 ｶﾄﾞｷ
2582 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 釜土 ｶﾏﾂﾁ
2806 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上ウド ｶﾐｳﾄﾞ
2589 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上ミ立野 ｶﾐﾀﾃﾉ
2612 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上ミ立野北 ｶﾐﾀﾃﾉｷﾀ
2611 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上ミ立野東 ｶﾐﾀﾃﾉﾉﾋｶﾞｼ
2664 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上角石 ｶﾐﾂﾉｲｼ
2684 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 上ホヲノ木サコ ｶﾐﾎｦﾉｷｻｺ
2797 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ カヤノキノ北 ｶﾔﾉｷﾉｷﾀ
2704 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 川ノ上 ｶﾜﾉｶﾐ
2787 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北石スルキ ｷﾀｲｼﾕﾙｷ
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2734 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北岩井谷 ｷﾀｲﾜｲﾀﾆ
2808 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北ヱダツヱ ｷﾀｴﾀﾞﾂｴ
2737 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北大平 ｷﾀｵｵﾋﾗ
2745 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北岡ノ上 ｷﾀｵｶﾉｳｴ
2809 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北黒松畦 ｷﾀｸﾛﾏﾂｳﾈ
2732 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北中敷薮 ｷﾀﾁｭｳｼﾞｷﾔﾌﾞ
2769 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北中岩井谷 ｷﾀﾅｶｲﾜｲﾀﾆ
2759 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北ノイ子ガクボ ｷﾀﾉｲﾈｶﾞｸﾎﾞ
2730 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北日裏瀧 ｷﾀﾋｳﾗﾀｷ
2792 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 北ヲモソラ ｷﾀｦﾓｿﾗ
2565 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 久屋敷 ｷﾕｳﾔｼｷ
2623 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 桐ガ窪 ｷﾘｶﾞｸﾎﾞ
2605 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 桐ガクボノ南 ｷﾘｶﾞｸﾎﾞﾉﾐﾅﾐ
2693 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 串瀧 ｸｼﾀｷ
2694 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 串瀧西 ｸｼﾀｷﾉﾆｼ
2646 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 朽木ガ峠 ｸﾁｷｶﾞﾄｳ
2648 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 朽木ガ峠西ノ上 ｸﾁｷｶﾞﾄｳﾆｼﾉｳｴ
2645 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 朽木ガ峠ノ下タ ｸﾁｷｶﾞﾄｳﾉｼﾀ
2647 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 朽木ガ峠ノ西 ｸﾁｷｶﾞﾄｳﾉﾆｼ
2643 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 朽木谷 ｸﾁｷﾀﾆ 　　　
2644 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 朽木谷北 ｸﾁｷﾀﾆｷﾀ
2641 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 朽木谷ノ南 ｸﾁｷﾀﾆﾉﾐﾅﾐ 　
2650 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ クチキ中ノタヲ ｸﾁｷﾅｶﾉﾀｦ
2738 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 供養畦 ｸﾖｳｳﾈ
2673 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 倉谷 ｸﾗﾀﾆ
2601 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒滝 ｸﾛﾀｷ
2600 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒滝ノ下タ ｸﾛﾀｷﾉｼﾀ
2552 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
2549 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒松谷ノ奥 ｸﾛﾏﾂﾀﾆﾉｵｸ
2551 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒松地蔵堂廻り ｸﾛﾏﾂﾁﾞｿﾞｳﾄﾞｳ
2756 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒森 ｸﾛﾓﾘ
2755 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒森下 ｸﾛﾓﾘｼﾀ
2758 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒森神社ノ東 ｸﾛﾓﾘｼﾞﾝｼｬﾉﾋｶ
2757 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 黒森絶頂 ｸﾛﾓﾘｾﾞｯﾁｮｳ
2699 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ケゴガサコ ｹｺﾞｶﾞｻｺ
2591 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 高良 ｺｳﾗ
2594 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ コヱノタヲ ｺｴﾉﾀｦ
2742 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ コス畠 ｺｽﾊﾀ
2716 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ コヲナロ ｺｦﾅﾛ
2690 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 椎ノ木林 ｼｲﾉｷﾊｴ
2722 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 下タ川 ｼﾀｶﾜ
2567 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 下タナロ ｼﾀﾅﾛ
2621 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ シノベノ谷 ｼﾉﾍﾞﾉﾀﾆ
2800 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 下ウド ｼﾓｳﾄﾞ
2688 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 下モノ路 ｼﾓﾉﾁﾞ
2687 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ シモノヂノ北 ｼﾓﾉﾁﾞﾉｷﾀ
2686 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ シモノチノ東 ｼﾓﾉﾁﾉﾋｶﾞｼ
2541 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 下ノ前 ｼﾓﾉﾏｴ
2545 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 拾ケナロ ｼﾞﾕｳｶﾞﾅﾛ
2779 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ シヨジゴ ｼﾖｼﾞｺﾞ
2731 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ シヨジコ瀧 ｼﾖｼﾞｺﾀｷ
2642 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ シリナシ ｼﾘﾅｼ
2766 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 新道ノ上 ｼﾝﾐﾁﾉｳｴ
2559 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 神明宮ノ西 ｼﾝﾒｲﾐﾔﾉﾆｼ
2568 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 神明東 ｼﾝﾒｳﾋｶﾞｼ
2597 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ スカ畑 ｽｶﾊﾀ
2606 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ スカ畠ノ上 ｽｶﾊﾀﾉｳｴ
2547 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 砂留 ｽﾅﾄﾒ
2656 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ セリ石 ｾﾘｲｼ
2657 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ セリ石東 ｾﾘｲｼﾉﾋｶﾞｼ
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2558 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 栴檀サコ ｾﾝﾀﾞﾝｻｺ
2719 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 竹ノ前 ﾀｹﾉﾏｴ
2575 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 立道 ﾀﾃﾐﾁ
2557 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 谷尻 ﾀﾆｼｼ
2715 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
2685 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 谷屋敷下 ﾀﾆﾔｼｷｼﾀ
2793 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 谷脇 ﾀﾆﾜｷ
2660 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 狸岩屋 ﾀﾇｷｲﾜﾔ
2659 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 狸岩屋西 ﾀﾇｷｲﾜﾔﾉﾆｼ
2676 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 田ノ畦 ﾀﾉｳﾈ
2682 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 田ノ畦ノ北路 ﾀﾉｳﾈﾉｷﾀﾁﾞ
2796 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 太郎次ガ畦 ﾀﾛｳｼﾞｶﾞｳﾈ
2703 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 潰谷 ﾂｴﾀﾆ
2751 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 漬谷ノ北 ﾂｴﾀﾆﾉｷﾀ
2701 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 潰谷西 ﾂｴﾀﾆﾉﾆｼ
2662 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 角石 ﾂﾉｲｼ
2663 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ツノ石 ﾂﾉｲｼ
2658 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ デグチ ﾃﾞｸﾞﾁ
2788 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ テンガ石 ﾃﾝｶﾞｲｼ
2789 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ テンガ石ノ下 ﾃﾝｶﾞｲｼｼﾀ
2573 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 天神越 ﾃﾝｼﾞﾝｺﾞｴ
2570 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 天神ノ後ロ ﾃﾝｼﾞﾝﾉｳｼﾛ
2571 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 天満宮社地廻り ﾃﾝﾏﾝﾐﾔｼﾔﾁﾞﾏﾜ
2609 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 藤次郎畑 ﾄｳｼﾞﾛｳﾊﾀ
2546 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 堂ノ畦 ﾄﾞｳﾉｳﾈ
2677 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ トノ林 ﾄﾉﾊｴ
2747 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中岩井谷 ﾅｶｲﾜｲﾀﾆ
2764 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中畦 ﾅｶｳﾈ
2767 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中畦北 ﾅｶｳﾈｷﾀ
2708 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中川原 ﾅｶｶﾞﾜﾊﾗ
2799 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中小越 ﾅｶｺｺｴ
2774 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
2613 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中立野 ﾅｶﾀﾃﾉ
2615 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中立野立道ノ西 ﾅｶﾀﾃﾉﾀﾃﾐﾁﾆｼ
2614 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中立野立道ノ東 ﾅｶﾀﾃﾉﾀﾃﾐﾁﾋｶﾞ
2574 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 長丁 ﾅｶﾞﾁﾖｳ
2741 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中西蔭 ﾅｶﾆｼｶｹﾞ
2761 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中ノイ子ガクボ ﾅｶﾉｲﾈｶﾞｸﾎﾞ
2654 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中野佐古 ﾅｶﾉｻｺ
2587 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中ノ谷 ﾅｶﾉﾀﾆ
2655 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中野駄場 ﾅｶﾉﾀﾞﾊﾞ
2588 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中屋式 ﾅｶﾔｼｷ
2721 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
2624 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 七俵 ﾅﾅﾄｳﾗ
2622 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 七俵ノ西 ﾅﾅﾄｳﾗﾆｼ
2603 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ニイシガクボ ﾆｲｼｶﾞｸﾎﾞ
2602 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ニイシガクボノ下タ ﾆｲｼｶﾞｸﾎﾞﾉｼﾀ
2775 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西赤瀧 ﾆｼｱｶﾀｷ
2805 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西イカノウチ ﾆｼｲｶﾉｳﾁ
2777 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西牛床 ﾆｼｳｼﾄｺ
2790 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西ウド ﾆｼｳﾄﾞ
2630 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西姥ガタヲ ﾆｼｳﾊﾞｶﾞﾀｦ
2762 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西兼光 ﾆｼｶﾈﾐﾂ
2794 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西小越 ﾆｼｺｺｴ
2669 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西坂足谷 ﾆｼｻｶｱｼﾀﾆ
2750 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西サデノソラ ﾆｼｻﾃﾞﾉｿﾗ
2795 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西太郎次 ﾆｼﾀﾛｳｼﾞ
2773 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西長サコ休場 ﾆｼﾅｶﾞｻｺﾔｽﾊﾞ
2653 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西中野 ﾆｼﾅｶﾉ
2760 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西ノイ子ガクボ ﾆｼﾉｲﾈｶﾞｸﾎﾞ
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2782 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西野路 ﾆｼﾉﾁﾞ
2667 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西鼻ケ滝 ﾆｼﾊﾅｶﾞﾀｷ
2784 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 西風呂ガ谷 ﾆｼﾌﾛｶﾞﾀﾆ
2718 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ニダキ ﾆﾀﾞｷ
2689 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ヌタナロ ﾇﾀﾅﾛ
2683 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ヌタノ上 ﾇﾀﾉｳｴ
2572 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ヌトウチ ﾇﾄｳﾁ
2590 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 野地 ﾉﾁﾞ
2608 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 野地ノ上 ﾉﾁﾞﾉｳｴ
2770 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 林ノサコ ﾊｴﾉｻｺ
2709 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 鼻ガ磯 ﾊﾅｶﾞｲｿ
2666 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 鼻ケ岩屋 ﾊﾅｶﾞｲﾜﾔ
2577 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 日裏林 ﾋｳﾗﾊﾔｼ
2776 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東赤瀧 ﾋｶﾞｼｱｶﾀｷ
2804 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東イカノウチ ﾋｶﾞｼｲｶﾉｳﾁ
2661 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東岩屋 ﾋｶﾞｼｲﾜﾔ
2778 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東牛床 ﾋｶﾞｼｳｼﾄｺ
2801 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東ウド ﾋｶﾞｼｳﾄﾞ
2713 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東馬コロビ ﾋｶﾞｼｳﾏｺﾛﾋﾞ
2680 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東カセン松 ﾋｶﾞｼｶｾﾝﾏﾂ
2763 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東兼光 ﾋｶﾞｼｶﾈﾐﾂ
2649 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東朽木 ﾋｶﾞｼｸﾁｷ
2550 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東黒松 ﾋｶﾞｼｸﾛﾏﾂ
2592 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東高良 ﾋｶﾞｼｺｳﾗ
2798 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東小越 ﾋｶﾞｼｺｺｴ
2670 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東板足谷 ﾋｶﾞｼｻｶｱｼﾀﾆ
2749 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東サデノソラ ﾋｶﾞｼｻﾃﾞﾉｿﾗ
2744 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東潰谷 ﾋｶﾞｼﾂｴﾀﾆ
2772 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東長佐古休場 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞｻｺﾔｽﾊ
2604 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東七俵 ﾋｶﾞｼﾅﾅﾄｳﾗ
2785 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東ノイ子ガクボ ﾋｶﾞｼﾉｲﾈｶﾞｸﾎﾞ
2781 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東野路 ﾋｶﾞｼﾉﾁﾞ
2771 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東林ノサコ ﾋｶﾞｼﾊｴﾉｻｺ
2665 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東鼻ケ滝 ﾋｶﾞｼﾊﾅｶﾞﾀｷ
2783 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東風呂ガ谷 ﾋｶﾞｼﾌﾛｶﾞﾀﾆ
2584 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
2720 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 秀森 ﾋﾃﾞﾓﾘ
2725 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 桧畝 ﾋﾉｷｳﾈ
2724 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 桧畦南 ﾋﾉｷｳﾈﾐﾅﾐ
2675 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 平ナベラ ﾋﾗﾅﾍﾞﾗ
2671 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ヒラレ ﾋﾗﾚ
2610 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 深瀬アリノ木サコ ﾌｶｾｱﾘﾉｷｻｺ
2616 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 深瀬コヲボリ ﾌｶｾｺｦﾎﾞﾘ
2586 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 深瀬地藏堂廻り ﾌｶｾﾁﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾏ
2780 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ フヂゴヲソ ﾌﾁﾞｺﾞｦｿ
2599 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 古屋泉ノ上 ﾌﾙﾔｲｽﾞﾐﾉｳｴ
2580 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 古屋越 ﾌﾙﾔｺﾞｴ
2598 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 古屋越ノ上 ﾌﾙﾔｺｴﾉｳｴ
2607 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 古屋越ノ西 ﾌﾙﾔｺｴﾉﾆｼ
2579 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 古屋谷ノ西路 ﾌﾙﾔﾀﾆﾉﾆｼﾁﾞ
2593 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 程落西 ﾎﾄﾞｵﾁﾆｼ
2581 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ホドヲチ ﾎﾄﾞｦﾁ
2692 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 程ヲチ ﾎﾄﾞｦﾁ
2691 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 程ヲチ中畦 ﾎﾄﾞｦﾁﾅｶｳﾈ
2576 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ホドヲチノ東 ﾎﾄﾞｦﾁﾉﾋｶﾞｼ
2705 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 堀向 ﾎﾘﾑｶｲ
2672 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ホヲノ木サコ ﾎｦﾉｷｻｺ
2636 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 松原 ﾏﾂﾊﾗ
2635 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 松原ノ北 ﾏﾂﾊﾗﾉｷﾀ
2637 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 松原ノ東 ﾏﾂﾊﾗﾉﾋｶﾞｼ
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2638 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 松原東ノ上 ﾏﾂﾊﾗﾋｶﾞｼﾉｳｴ
2548 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 見エ越 ﾐｴｺｼ
2707 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ
2553 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 水元 ﾐｽﾞﾓﾄ
2786 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南石スルキ ﾐﾅﾐｲｼﾕﾙｷ
2735 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南岩井谷 ﾐﾅﾐｲﾜｲﾀﾆ
2807 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南エダツヱ ﾐﾅﾐｴﾀﾞﾂｴ
2717 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南大平 ﾐﾅﾐｵｵﾋﾗ
2681 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南蔭 ﾐﾅﾐｶｹﾞ
2803 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南黒松畦 ﾐﾅﾐｸﾛﾏﾂｳﾈ
2733 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南中敷薮 ﾐﾅﾐﾁｭｳｼﾞｷﾔﾌﾞ
2729 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南日裏瀧 ﾐﾅﾐﾋｳﾗﾀｷ
2791 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 南ヲモソラ ﾐﾅﾐｦﾓｿﾗ
2726 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 宮崎 ﾐﾔﾉｻｷ
2543 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 見渡地藏ノ元 ﾐﾜﾀｼﾁﾞｿﾞｳﾉﾓﾄ
2802 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ムカヱウド ﾑｶｴｳﾄﾞ
2697 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 明神滝ノ上 ﾒｳｼﾞﾝﾀｷﾉｳｴ
2561 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 森 ﾓﾘ
2712 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 森城 ﾓﾘｼﾛ
2711 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 森城南 ﾓﾘｼﾛﾐﾅﾐ
2714 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 休場 ﾔｽﾐﾊﾞ
2739 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 柳ノ窪 ﾔﾅｷﾞﾉｸﾎﾞ
2765 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
2617 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ユヅ野 ﾕﾂﾞﾉ
2634 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ユヅ野北 ﾕﾂﾞﾉﾉｷﾀ
2633 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ユヅ野西 ﾕﾂﾞﾉﾉﾆｼ
2632 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ユヅ野東 ﾕﾂﾞﾉﾉﾋｶﾞｼ
2618 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ユヅ野南 ﾕﾂﾞﾉﾐﾅﾐ
2562 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 横棒 ﾖｺﾎﾞｳ
2695 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ヨビ畝 ﾖﾋﾞｳﾈ
2696 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ ヨビ畦西 ﾖﾋﾞｳﾈﾉﾆｼ
2753 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 脇差タヲ ﾜｷｻﾀｦ
2754 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 脇差タヲ北 ﾜｷｻﾀｦｷﾀ
2578 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 綿打谷ノ奥 ﾜﾀｳﾁﾀﾆﾉｵｸ
2596 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 綿打谷ノ奥 ﾜﾀｳﾁﾀﾆﾉｵｸ
2566 04横畠 横畠北 ﾖｺﾊﾞﾀｹｷﾀ 和田ノナロ ﾜﾀﾞﾉﾅﾛ
1725 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 悪水内 ｱｸｽｲﾉｳﾁ
1771 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 生野荒 ｲｸﾉｱﾚ
1732 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 内カタゼ ｳﾁｶﾀｾﾞ
1783 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ ウヅハタ ｳﾂﾞﾊﾞﾀ
1738 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 馬廉 ｳﾏｶﾄﾞ
1786 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 馬門 ｳﾏｶﾄﾞ
1745 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 馬廉外芝 ｳﾏｶﾄﾞｿﾄｼﾊﾞ
1757 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 馬越之内 ｳﾏｺｼﾉｳﾁ
1755 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 馬越ノ下モ ｳﾏｺﾞｼﾉｼﾓ
1748 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 馬種場 ｳﾏﾀﾈﾊﾞ
1770 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 大杉割 ｵｵｽｷﾞﾜﾘ
1777 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 大道ノ上 ｵｵﾐﾁﾉｳｴ
1778 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 大道ノ下 ｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
1750 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 岡ソヲ ｵｶｿｦ
1749 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 岡ソヲ薮 ｵｶｿｦﾔﾌﾞ
1739 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 岡タ岸 ｵｶﾀｷｼ
1754 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 沖綿尻 ｵｷﾜﾀｼﾘ
1762 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 片岡荒 ｶﾀｵｶｱﾚ
1737 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 片瀬 ｶﾀｾ
1751 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 鍛治給 ｶﾁﾞｷﾕｳ
1719 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 仮屋 ｶﾘﾔ
1784 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ カリヤ ｶﾘﾔ
1721 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 神畑 ｶﾝﾊﾀ
1722 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 北屋敷 ｷﾀﾔｼｷ
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1742 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 来屋 ｷﾃﾔ
1752 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ クロノ許 ｸﾛﾉﾓﾄ
1763 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 小杉 ｺｽｷﾞ
1753 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 紺屋々敷 ｺﾝﾔﾔｼｷ
1716 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 境屋敷 ｻｶｲﾔｼｷ
1729 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 佐中 ｻﾁﾕｳ
1728 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 下新田 ｼﾓｼﾝﾃﾞﾝ
1780 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 下モタヅ ｼﾓﾀﾂﾞ
1735 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 新面 ｼﾝﾒﾝ
1726 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 新屋 ｼﾝﾔ
1759 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ スカ屋敷 ｽｶﾔｼｷ
1764 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 杉之本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ
1772 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 砂ノ森 ｽﾅﾉﾓﾘ
1766 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 代割 ﾀﾞｲﾜﾘ
1781 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 高瀬 ﾀｶｾ
1741 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 高見 ﾀｶﾐ
1747 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 高見川原 ﾀｶﾐｶﾞﾜﾗ
1740 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 高見北 ﾀｶﾐｷﾀ
1746 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 高見芝 ﾀｶﾐｼﾊﾞ
1743 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 高見東 ﾀｶﾐﾋｶﾞｼ
1744 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 高見薮 ﾀｶﾐﾔﾌﾞ
1724 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 谷前 ﾀﾆﾏｴ
1723 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ ダラ坂 ﾀﾞﾗｻｶ
1727 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 田割 ﾀﾜﾘ
1761 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 寺崎屋敷 ﾃﾗｻｷﾔｼｷ
1736 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 土居畠 ﾄﾞｲﾊﾀｹ
1767 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 長切 ﾅｶﾞｷﾚ
1779 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 長瀬 ﾅｶﾞｾ
1785 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 新屋ノ東 ﾆｲﾔﾉﾋｶﾞｼ
1718 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 西川 ﾆｼｶﾜ
1730 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 廿代 ﾆｼﾞﾕｳﾀﾞｲ
1720 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 東神畑 ﾋｶﾞｼｶﾝﾊﾞﾀ
1731 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 東新屋 ﾋｶﾞｼｼﾝﾔ
1768 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 古長切 ﾌﾙﾅｶﾞｷﾚ
1776 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 本田割 ﾎﾝﾃﾞﾝﾜﾘ
1782 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 妙見北 ﾐﾖｳｹﾝﾉｷﾀ
1756 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 妙見ノ下 ﾐﾖｳｹﾝﾉｼﾓ
1775 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 役地林 ﾔｸﾁﾊﾔｼ
1733 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 柳ケ久保 ﾔﾅｶﾞｸﾎﾞ
1734 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 柳ケ久保下 ﾔﾅｶﾞｸﾎﾞｼﾀ
1760 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 矢野屋敷 ﾔﾉﾔｼｷ
1717 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 四反地 ﾖﾝﾀﾝﾁﾞ
1765 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 領知割 ﾘﾖｳﾁﾜﾘ
1774 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 六部ノ西 ﾛｸﾌﾞﾉﾆｼ
1769 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 六部東 ﾛｸﾌﾞﾉﾋｶﾞｼ
1773 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 六部之許 ﾛｸﾌﾞﾉﾓﾄ
1758 04横畠 今成 ｲﾏﾅﾘ 若宮屋敷 ﾜｶﾐﾔﾔｼｷ
3070 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ アラカシ ｱﾗｶｼ
3038 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 石ケ内 ｲｼｶﾞｳﾁ
3048 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 馬ノ瀬 ｳﾏﾉｾ
3071 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 大小屋 ｵｵｺﾔ
3055 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ カナ床石 ｶﾅﾄｺｲｼ
3056 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 上甚瀬 ｶﾐｼﾞﾝｾﾞ
3060 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 上屋敷 ｶﾐﾔｼｷ
3074 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 唐樋ケ佐古 ｶﾗﾋｶﾞｻｺ
3051 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 桐ノ峠 ｷﾘﾉﾄｳ
3050 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 黒石 ｸﾛｲｼ
3040 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 黒松畝 ｸﾛﾏﾂｳﾈ
3063 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 桑藪 ｸﾜﾔﾌﾞ
3068 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 五在所山 ｺﾞｻﾞｲｼｮﾔﾏ
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3072 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ コヲ森 ｺｦﾓﾘ
3059 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 鎮床 ｼｽﾞﾒﾄﾞｺ
3069 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ シタレ ｼﾀﾚ
3064 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ シデ野窪 ｼﾃﾞﾉｸﾎﾞ
3058 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 下モカゲ ｼﾓｶｹﾞ
3057 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 下甚瀬 ｼﾓｼﾞﾝｾﾞ
3041 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 白タキ ｼﾛﾀｷ
3066 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 惣谷 ｿｳﾀﾆ
3073 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ タシロ ﾀｼﾛ
3075 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 田城蔭 ﾀｼﾛｶｹﾞ
3052 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 地主瀧 ﾁﾞﾇｼﾀﾞｷ
3047 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ トヲシガ奈路 ﾄｦｼｶﾞﾅﾛ
3043 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 西ケタ藪 ﾆｼｹﾀﾔﾌﾞ
3065 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 西野地 ﾆｼﾉﾁﾞ
3076 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 弐本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
3046 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 韮畝 ﾆﾗｳﾈ
3067 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ ヌタ山 ﾇﾀﾔﾏ
3053 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 日浦山 ﾋｳﾗﾔﾏ
3044 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 東ケタ藪 ﾋｶﾞｼｹﾀﾔﾌﾞ
3061 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 引地 ﾋｷﾁ
3042 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 平ヌタ ﾋﾗﾇﾀ
3049 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 松岡 ﾏﾂｵｶ
3045 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 休場カゲ ﾔｽﾐﾊﾞｶｹﾞ
3054 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 山野神 ﾔﾏﾉｶﾐ
3062 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
3039 05明治 鎌井田桑藪 ｶﾏｲﾀﾞｸﾔﾌﾞ 与八小屋 ﾖﾊﾁｺﾞﾔ
3033 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 井口チ ｲｸﾁ
3011 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 石船 ｲｼﾌﾈ
3015 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 市釣井 ｲﾁﾂﾙｲ
3014 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 馬轉 ｳﾏｺﾛﾊﾞｼ
3036 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 衣帽子岩 ｴﾎﾞｼｲﾜ
3023 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 大岩屋 ｵｵｲﾜﾔ
3019 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 北釣井 ｷﾀﾂﾙｲ
3018 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 北屋敷 ｷﾀﾔｼｷ
3012 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 車谷 ｸﾙﾏﾀﾆ
3032 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 黒床 ｸﾛﾄｺ
3022 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 小岩佐古 ｺｲﾜｻｺ
3016 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 高奈路谷 ｺｳﾅﾛﾀﾆ
3026 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ コゴヱ ｺｺﾞｴ
3020 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 猿越 ｻﾙｺﾞｴ
3010 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 蛇堂ケ渕 ｼﾞｬﾄﾞｳｶﾞﾌﾁ
3027 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 障子ケ石 ｼﾖｳｼﾞｶﾞｲｼ
3017 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 障子谷 ｼﾖｳｼﾞﾀﾆ
3028 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 尻ナシ畝 ｼﾘﾅｼｳﾈ
3013 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 清助 ｾｲｽｹ
3025 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 藏坐屋敷 ｿﾞｳｻﾞﾔｼｷ
3031 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 名ノ谷 ﾅﾉﾀﾆ
3035 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ ヌタ山 ﾇﾀﾔﾏ
3030 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ ハヱノサコ ﾊｴﾉｻｺ
3034 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ ヘソ畝 ﾍｿｳﾈ
3021 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 寳傳 ﾎｳﾃﾞﾝ
3029 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 寳ノ木佐古 ﾎｳﾉｷｻｺ
3024 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 宮繁 ﾐﾔｼｹﾞ
3037 05明治 鎌井田清助 ｶﾏｲﾀﾞｾｲｽｹ 八ツ佐古 ﾔﾂｻｺ
3005 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 赤薮 ｱｶﾔﾌﾞ
3009 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 赤薮谷 ｱｶﾔﾌﾞﾀﾆ
2998 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 有ノ谷 ｱﾘﾉﾀﾆ
3001 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 石舟谷 ｲｼﾌﾈﾀﾆ
2977 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 岩ソ谷 ｲﾜｿﾀﾆ
2991 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 汲川 ｵｲｶﾜ
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2980 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 岡谷 ｵｶﾀﾆ
2994 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 折尾 ｵﾘｵ
2995 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 上折尾 ｶﾐｵﾘｵ
2997 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 上キヨシ ｶﾐｷﾖｼ
3002 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 上高ノ地 ｶﾐﾀｶﾉﾁﾞ
3003 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 上地主山 ｶﾐﾁﾞﾇｼﾔﾏ
2979 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ ガラク谷 ｶﾞﾗｸﾀﾆ
2988 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ ガラク山 ｶﾞﾗｸﾔﾏ
2987 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 川ノ元 ｶﾜﾉﾓﾄ
2993 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 岸ノ下 ｷｼﾉｼﾀ
2978 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 熊ノ石 ｸﾏﾉｲｼ
2989 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ ケタ ｹﾀ
2983 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 講主 ｺｳｼﾕ
3007 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 笹ケ峠 ｻｻｶﾞﾄｳ
2996 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 下キヨシ ｼﾀｷﾖｼ
3004 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 下地主山 ｼﾀﾁﾞﾇｼﾔﾏ
2985 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 惣兵畑 ｿｴﾊﾞﾀ
3000 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 高ノ地 ﾀｶﾉﾁﾞ
2984 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
2999 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 長久保 ﾅｶﾞｸﾎﾞ
2986 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 中ズ ﾅｶｽﾞ
2982 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
2992 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 日ノ浦 ﾋﾉｳﾗ
3006 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 宮ケ久保 ﾐﾔｶﾞｸﾎﾞ
2990 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
2981 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ 向ノ畝 ﾑｶｲﾉｳﾈ
3008 05明治 鎌井田日ノ浦 ｶﾏｲﾀﾞﾋﾉｳﾗ ヲモウチ ｦﾓｳﾁ
2975 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 赤瀧 ｱｶﾀﾞｷ
2956 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 足ナシ ｱｼﾅｼ
2880 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 荒井場 ｱﾗｲﾊﾞ
2972 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 石神畝 ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
2948 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 石コヅキ ｲｼｺﾂﾞｷ
2826 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 石舟戸 ｲｼﾌﾅﾄ
2883 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
2888 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 市之内 ｲﾁﾉｳﾁ
2836 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 井手ノ奥 ｲﾃﾞﾉｵｸ
2973 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 井手ノ谷 ｲﾃﾞﾉﾀﾆ
2967 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 稲村谷 ｲﾅﾑﾗﾀﾆ
2873 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 岩滝 ｲﾜﾀｷ
2823 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 後ロ東 ｳｼﾛﾋｶﾞｼ
2813 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ウヅジリ ｳﾂﾞｼﾞﾘ
2962 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 渦ノ谷 ｳﾂﾞﾉﾀﾆ
2819 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 畝ノ岬 ｳﾈﾉﾊﾅ
2810 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 姥ケ岩屋 ｳﾊﾞｶﾞｲﾜﾔ
2959 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 上奈呂 ｳﾜﾅﾛ
2950 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 榎佐古 ｴﾉｷｻｺ
2894 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 大蔭 ｵｵｶｹﾞ
2842 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 大佐古 ｵｵｻｺ
2961 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 大野地 ｵｵﾉﾁﾞ
2964 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 岡屋敷 ｵｶﾔｼｷ
2903 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 沖谷 ｵｷﾀﾆ
2904 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 奥谷 ｵｸﾀﾆ
2861 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 桶川 ｵｹｶﾜ
2893 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 落合 ｵﾁｱｲ
2926 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 折戸 ｵﾘﾄ
2976 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ カケノ地 ｶｹﾉﾁﾞ
2901 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 梶ケナロ ｶﾁﾞｶﾞﾅﾛ
2899 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 楮佐古 ｶﾁﾞｻｺ
2915 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 梶屋敷 ｶﾁﾞﾔｼｷ
2849 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 上平野 ｶﾐﾋﾗﾉ
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2920 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 上渡瀬 ｶﾐﾜﾀｾﾞ
2852 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 亀ケ石 ｶﾒｶﾞｲｼ
2858 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 鴨ケ渕 ｶﾓｶﾞﾌﾁ
2874 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ カラ岩 ｶﾗｲﾜ
2960 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
2969 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 枯楠 ｶﾚｸｽ
2955 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 川ノアゲ ｶﾜﾉｱｹﾞ
2870 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 北谷 ｷﾀﾀﾆ
2822 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 木ノ下 ｷﾉｼﾀ
2921 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 經塚 ｷﾖｳﾂﾞｶ
2834 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 桐ノ木佐古 ｷﾘﾉｷｻｺ
2934 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 楠木谷 ｸｽﾉｷﾀﾆ
2906 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 楠ノ木タヲ ｸｽﾉｷﾀｦ
2922 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 車谷 ｸﾙﾏﾀﾆ
2947 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 黒石 ｸﾛｲｼ
2857 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 黒滝 ｸﾛﾀｷ
2932 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 黒奈部良 ｸﾛﾅﾍﾞﾗ
2882 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 桑ノ木渕 ｸﾜﾉｷﾌﾁ
2930 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 薫瀬ケ岬 ｸﾝｾﾞｶﾞﾊﾅ
2860 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 香茸松 ｺｳﾀｹﾏﾂ
2850 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 高地浦 ｺｳﾁｳﾗ
2829 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 蝙蝠窟 ｺｵﾓﾘｲﾜﾔ
2936 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 腰掛石 ｺｼｶｹｲｼ
2856 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 五台山 ｺﾞﾀﾞｲｻﾝ
2923 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ コビ浦 ｺﾋﾞｳﾗ
2907 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 小家床 ｺﾔﾄｺ
2949 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 小家ノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
2929 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ コヲナロ ｺｦﾅﾛ
2877 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 佐々夫 ｻｻﾌﾞ
2942 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ サルイザリ ｻﾙｲｻﾞﾘ
2885 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 猪落瀧 ｼｼｵﾁﾀｷ
2919 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 下佐古 ｼﾀｻｺ
2968 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ シデ山 ｼﾃﾞﾔﾏ
2928 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 清水佐古 ｼﾐﾂﾞｻｺ
2815 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 下モ久保 ｼﾓｸﾎﾞ
2913 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 四文目地 ｼﾓﾒﾁﾞ
2876 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 蛇王谷 ｼﾞﾔｵｳﾀﾆ
2912 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 白石原 ｼﾛｲｼﾊﾗ
2862 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 白岩 ｼﾛｲﾜ
2820 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 神田 ｼﾝﾃﾞﾝ
2957 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 杉ノ森 ｽｷﾞﾉﾓﾘ
2953 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 杉ノ薮 ｽｷﾞﾉﾔﾌﾞ
2818 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 須ゲノ元 ｽｹﾞﾉﾓﾄ
2945 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 須々ノ元 ｽｽﾉﾓﾄ
2910 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 袖野 ｿﾃﾞﾉ
2887 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 大蛇ケナベラ ﾀﾞｲｼﾞﾔｶﾞﾅﾍﾞﾗ
2974 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 鷹ノ巣 ﾀｶﾉｽ
2867 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 滝ノ首 ﾀｷﾉｸﾋﾞ
2905 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 滝ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
2902 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 滝山 ﾀｷﾔﾏ
2946 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ タゝリ畑 ﾀﾀﾘﾊﾀ
2925 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 橘 ﾀﾁﾊﾞﾅ
2952 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 谷奥 ﾀﾆｵｸ
2832 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
2859 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ タル首 ﾀﾙｸﾋﾞ
2855 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 樽ノ下 ﾀﾙﾉｼﾀ
2963 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 地主 ﾁﾞﾇｼ
2895 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 地ヨシ ﾁﾞﾖｼ
2847 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ツエ口 ﾂｴｸﾁ
2853 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 土瀧 ﾂﾁﾀﾞｷ
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2896 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 綱付森 ﾂﾅﾂｹﾓﾘ
2892 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 寺地畑 ﾃﾗﾁﾞﾊﾀ
2830 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 天狗石 ﾃﾝｸﾞｲｼ
2814 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 堂ノ川 ﾄﾞｳﾉｶﾜ
2824 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 堂ノ元 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ
2898 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 徳助屋敷 ﾄｸｽｹﾔｼｷ
2911 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 徳助屋地 ﾄｸｽｹﾔﾁﾞ
2833 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 戸屋道 ﾄﾔﾐﾁ
2951 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 中畝 ﾅｶｳﾈ
2931 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 中川内 ﾅｶｶﾞﾜﾁ
2863 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
2916 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 長須加 ﾅｶﾞｽｶ
2944 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 長潰 ﾅｶﾞﾂｴ
2812 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 中村出口 ﾅｶﾑﾗﾃﾞｸﾞﾁ
2817 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 中村屋敷 ﾅｶﾑﾗﾔｼｷ
2844 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 浪杉 ﾅﾐｽｷﾞ
2811 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 西久保 ﾆｼｸﾎﾞ
2971 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 西佐古 ﾆｼｻｺ
2869 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
2868 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 西山 ﾆｼﾔﾏ
2965 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 仁ノ瀧 ﾆﾉﾀｷ
2841 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ヌタノトヲ ﾇﾀﾉﾄｦ
2897 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 布巻畝 ﾇﾉﾏｷｳﾈ
2839 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ノソキ石 ﾉｿｷｲｼ
2838 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ノゾキ石 ﾉｿﾞｷｲｼ
2918 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 野地 ﾉﾁﾞ
2821 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 野地屋敷 ﾉﾁﾞﾔｼｷ
2935 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 芭蕉谷 ﾊﾞｼﾖｳﾀﾆ
2881 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 張木薮 ﾊﾘｷﾔﾌﾞ
2958 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 東佐古 ﾋｶﾞｼｻｺ
2943 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 引地畝 ﾋｷﾁｳﾈ
2846 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
2827 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 日ノ瀬 ﾋﾉｾ
2845 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 日ノ本 ﾋﾉﾓﾄ
2831 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 日ヲ ﾋｦ
2890 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 藤ケ滝 ﾌｼﾞｶﾞﾀｷ
2970 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 二タ子岩 ﾌﾀｺﾞｲﾜ
2848 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 古タ ﾌﾙﾀ
2889 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 風呂ケ畝 ﾌﾛｶﾞｳﾈ
2914 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 文三郎滝 ﾌﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳﾀｷ
2835 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ヘサワラビ ﾍｻﾜﾗﾋﾞ
2924 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 棒ノ木佐古 ﾎﾞｳﾉｷｻｺ
2825 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ホキ ﾎｷ
2828 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ホキノ峯 ﾎｷﾉﾐﾈ
2908 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ホコ岩 ﾎｺｲﾜ
2840 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 佛ケヘナ ﾎﾄｹﾍﾅ
2865 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 本田奈路 ﾎﾝﾃﾞﾝﾅﾛ
2900 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 政木畝 ﾏｻｷｳﾈ
2878 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 松滝 ﾏﾂﾀｷ
2866 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 豆ケ久保 ﾏﾒｶﾞｸﾎﾞ
2872 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 豆ケ森 ﾏﾒｶﾞﾓﾘ
2816 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 丸岩 ﾏﾙｲﾜ
2875 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 溝ノ口 ﾐｿﾞﾉｸﾁ
2864 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 水樽 ﾐﾂﾞﾀﾙ
2939 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 宮ケ奈呂 ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
2940 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 宮床 ﾐﾔﾄｺ
2937 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
2938 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 宮ノ北 ﾐﾔﾉｷﾀ
2884 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 向イ宮ノ奥 ﾑｶｲﾐﾔﾉｵｸ
2854 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 森城 ﾓﾘｼﾛ
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2886 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 休場ノ奥 ﾔｽﾊﾞﾉｵｸ
2909 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 屋地 ﾔﾁﾞ
2933 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 山首 ﾔﾏｸﾋﾞ
2879 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 山野 ﾔﾏﾉ
2871 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 山ノ神元 ﾔﾏﾉｶﾐﾓﾄ
2851 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 湯投 ﾕﾅｹﾞ
2954 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 柚ノ佐古 ﾕﾉｻｺ
2843 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ユル瀧 ﾕﾙﾀｷ
2837 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 横フケ ﾖｺﾌｹ
2966 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 芳ケ佐古 ﾖｼｶﾞｻｺ
2891 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 若宮林 ﾜｶﾐﾔﾊﾔｼ
2927 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ 蕨内 ﾜﾗﾋﾞｳﾁ
2917 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ワレ石 ﾜﾚｲｼ
2941 05明治 鎌井田本村 ｶﾏｲﾀﾞﾎﾝｿﾝ ヲソノコヱ ｦｿﾉｺｴ
3360 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ アイガヘナ ｱｲｶﾞﾍﾅ
3364 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 赤瀧 ｱｶﾀｷ
3316 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 赤畠 ｱｶﾊﾀｹ
3280 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 荒瀬ノ上 ｱﾗｾﾉｳｴ
3290 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 泉ヤシキ ｲｽﾞﾐﾔｼｷ
3362 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ウヱシノベ ｳｴｼﾉﾍﾞ
3335 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ウヱヲ々サコ ｳｴｦｦｻｺ
3276 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 鵜ノ林 ｳﾉﾊｴ
3349 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 姥久保 ｳﾊﾞｸﾎﾞ
3370 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ウハ子ゴレ ｳﾊﾈｺﾞﾚ
3322 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ウマミチ ｳﾏﾐﾁ
3323 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 江ノ上 ｴﾉｳｴ
3312 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 大楠ケ奈路 ｵｵｸｽｶﾞﾅﾛ
3319 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 大谷 ｵｵﾀﾆ
3320 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
3361 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 大樽 ｵｵﾀﾙ
3304 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 大平 ｵｵﾋﾗ
3339 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 沖ノスカ ｵｷﾉｽｶ
3283 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 奥ケツクリ ｵｸｶﾞﾂｸﾘ
3355 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 奥屋敷 ｵｸﾔｼｷ
3315 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ カウロ ｶｳﾛ
3347 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ カゲ ｶｹﾞ
3373 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ カナヤマ ｶﾅﾔﾏ
3375 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ カヤヤマ ｶﾔﾔﾏ
3368 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ カラカイ ｶﾗｶｲ
3302 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ カレ楠 ｶﾚｸｽ
3284 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 川原クビ ｶﾜﾗｸﾋﾞ
3344 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 勘兵衛 ｶﾝﾍﾞｴ
3365 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 北赤瀧 ｷﾀｱｶﾀｷ
3372 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ キヌサコ ｷﾀｻｺ
3273 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 北綱蔵 ｷﾀﾂﾅｸﾗ
3274 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 北仲和田 ｷﾀﾅｶﾜﾀﾞ
3289 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ キタノウヱ ｷﾀﾉｳｴ
3317 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 北ヤヒロビ ｷﾀﾔﾋﾛﾋﾞ
3278 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 黒石 ｸﾛｲｼ
3301 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 小谷 ｺﾀﾆ
3310 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ コヤノタニ ｺﾔﾉﾀﾆ
3346 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ コヤマ ｺﾔﾏ
3307 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ コヲノキザコ ｺｦﾉｷﾞｻﾞｺ
3327 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 坂本 ｻｶﾓﾄ
3333 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ サキニシ ｻｷﾆｼ
3363 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ シノベ ｼﾉﾍﾞ
3359 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 芝塚 ｼﾊﾞﾂｶ
3325 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 島崎 ｼﾏｻｷ
3343 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ シヤレ ｼﾔﾚ
3329 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ シロガサコ ｼﾛｶﾞｻｺ
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3306 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 白瀧 ｼﾛﾀｷ
3285 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 神田 ｼﾝﾃﾞﾝ
3298 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 瀬戸 ｾﾄ
3326 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ セバリゼ ｾﾊﾞﾘｾﾞ
3300 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 僧津 ｿｳﾂﾞ
3299 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 僧津カゲ ｿｳﾂﾞｶｹﾞ
3348 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 僧木ノウ子 ｿｷﾞﾉｳﾈ
3314 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 瀧ノ上 ﾀｷﾉｳｴ
3287 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 竹内屋敷 ﾀｹｳﾁﾔｼｷ
3295 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
3356 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ タルノウヱ ﾀﾙﾉｳｴ
3331 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 地蔵畝 ﾁﾞｿﾞｳｳﾈ
3340 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ツヱヌケ ﾂｴﾇｹ
3309 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ツエノミ々 ﾂｴﾉﾐﾐ
3341 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 土取場 ﾂﾁﾄﾘﾊﾞ
3272 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 綱蔵 ﾂﾅｸﾗ
3366 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ツノイシ ﾂﾉｲｼ
3288 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 堂ケ奈路 ﾄﾞｳｶﾞﾅﾛ
3279 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 鳶ノ巣 ﾄﾋﾞﾉｽ
3353 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ トヲセンジ ﾄｦｾﾝｼﾞ
3374 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ナカウ子 ﾅｶｳﾈ
3371 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
3292 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 長丁ウ ﾅｶﾞﾁｮｳ
3345 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 長通 ﾅｶﾞﾄｳﾘ
3369 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 中子ゴレ ﾅｶﾈｺﾞﾚ
3352 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 仲ヤスバ ﾅｶﾔｽﾊﾞ
3275 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 仲和田 ﾅｶﾜﾀﾞ
3311 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 並瀧 ﾅﾐﾀｷ
3277 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 西鵜ノ林 ﾆｼｳﾉﾊｴ
3332 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ニシウラ ﾆｼｳﾗ
3296 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 西谷屋敷 ﾆｼﾀﾆﾔｼｷ
3297 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 西古落 ﾆｼﾌﾙｵﾁ
3282 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ヌタノウ子 ﾇﾀﾉｳﾈ
3367 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 子ゴレ ﾈｺﾞﾚ
3357 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ノボリミチ ﾉﾎﾞﾘﾐﾁ
3351 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ハ子ヅリ ﾊﾈﾂﾞﾘ
3294 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 古落谷 ﾌﾙｵﾁﾀﾞﾆ
3338 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 古土居 ﾌﾙﾄﾞｲ
3350 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ホリノキタ ﾎﾘﾉｷﾀ
3334 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ マルミヤマ ﾏﾙﾐﾔﾏ
3342 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 廻リ道 ﾏﾜﾘﾐﾁ
3328 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 南カゲ ﾐﾅﾐｶｹﾞ
3281 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 南ケ畠 ﾐﾅﾐｶﾞﾊﾀ
3330 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 南シロガサコ ﾐﾅﾐｼﾛｶﾞｻｺ
3286 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 南ノ前 ﾐﾅﾐﾉﾏｴ
3354 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 宮ケ奈路 ﾐﾔｶﾞﾅﾛ
3293 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 宮ノ前 ﾐﾔﾉﾏｴ
3321 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 紅葉谷 ﾓﾐﾁﾞﾀﾆ
3303 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 屋敷床 ﾔｼｷﾄｺ
3318 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ヤヒロビ ﾔﾋﾛﾋﾞ
3324 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ヤマバナ ﾔﾏﾊﾞﾅ
3337 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 油ノ谷 ﾕﾉﾀﾆ
3358 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 横瀧 ﾖｺﾀｷ
3305 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ロクロ ﾛｸﾛ
3291 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ヲモタ ｦﾓﾀ
3308 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ヲヲギハタ ｦｦｷﾞﾊﾀ
3313 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ 扇畑 ｦｦｷﾞﾊﾀ
3336 05明治 黒瀬 ｸﾛｾ ヲ々サコ ｦｦｻｺ
3200 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 赤松 ｱｶﾏﾂ
3174 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 穴戸 ｱﾅﾄ
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3190 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 荒岩 ｱﾗｲﾜ
3142 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 池田屋敷 ｲｹﾀﾞﾔｼｷ
3204 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 石神 ｲｼｶﾞﾐ
3162 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 石休場 ｲｼﾔｽﾊﾞ
3163 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 石休場平 ｲｼﾔｽﾊﾞﾋﾗ
3132 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 礒ノ棟 ｲｿﾉﾑﾈ
3165 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 岩神林 ｲﾜｶﾞﾐﾊﾞｴ
3238 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 渦畝 ｳﾂﾞﾉｳﾈ
3085 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 姥ケ谷西路 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆﾆｼｼﾞ
3081 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 馬骨石 ｳﾏﾉﾎﾈｲｼ
3083 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 榎佐古 ｴﾉｷｻｺ
3237 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大池ノ窪 ｵｵｲｹﾉｸﾎﾞ
3235 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大池ノ西 ｵｵｲｹﾉﾆｼ
3201 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大鹿平 ｵｵｼｶﾀｲﾗ
3195 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大鹿ノ森 ｵｵｼｶﾉﾓﾘ
3082 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大地谷西地 ｵｵﾁﾀﾆﾆｼｼﾞ
3134 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大地谷西路 ｵｵﾁﾀﾆﾆｼｼﾞ
3084 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大地東路 ｵｵﾁﾋｶﾞｼｼﾞ
3246 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大野奥 ｵｵﾉｵｸ
3101 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大ノ田 ｵｵﾉﾀ
3152 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大ノ田西谷ノ上 ｵｵﾉﾀﾆｼﾀﾆﾉｳｴ
3100 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大ノ田西谷ヨリ西 ｵｵﾉﾀﾆｼﾀﾆﾖﾘﾆｼ
3153 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大ノ田ノ西 ｵｵﾉﾀﾉﾆｼ
3102 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 大ノ田東路 ｵｵﾉﾀﾋｶﾞｼﾁﾞ
3136 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 岡本 ｵｶﾓﾄ
3171 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 奥谷屋式 ｵｸﾀﾆﾔｼｷ
3143 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 貝添口ヨリ北 ｶｲｿﾞｴｸﾞﾁﾖﾘｷﾀ
3109 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 貝添西ノ上 ｶｲｿﾞｴﾆｼﾉｳｴ
3111 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 貝添ノ下 ｶｲｿﾞｴﾉｼﾀ
3240 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 柿ノ木ダバ ｶｷﾉｷﾀﾞﾊﾞ
3151 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 影 ｶｹﾞ
3147 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 影谷 ｶｹﾞﾀﾆ
3221 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 楮邸 ｶﾁﾞﾔｼｷ
3139 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 括ケ谷 ｶﾂｶﾞﾀﾆ
3255 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 角ケ佐古 ｶﾄﾞｶﾞｻｺ
3229 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上岩神 ｶﾐｲﾜｶﾞﾐ
3211 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上北谷 ｶﾐｷﾀﾀﾆ
3185 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上コシヲイ ｶﾐｺｼｦｲ
3193 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上猿屋ケ谷 ｶﾐｻﾙﾔｶﾞﾀﾆ
3078 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上下藪 ｶﾐｼﾀﾔﾌﾞ
3253 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上清合 ｶﾐｾｲｺﾞｳ
3267 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上奈呂 ｶﾐﾅﾛ
3107 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上ノ首 ｶﾐﾉｸﾋﾞ
3108 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上ノ首ノ上 ｶﾐﾉｸﾋﾞﾉｳｴ
3106 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上ノ首ノ前 ｶﾐﾉｸﾋﾉﾏｴ
3135 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 上ノ首前 ｶﾐﾉｸﾋﾞﾏｴ
3239 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 神ノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
3234 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 唐岩 ｶﾗｲﾜ
3122 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 唐谷 ｶﾗﾀﾆ
3256 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 唐美谷 ｶﾗﾐﾀﾆ
3167 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 北コヲナル ｷﾀｺｦﾅﾙ
3210 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 北谷 ｷﾀﾀﾆ
3172 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 北谷屋式 ｷﾀﾀﾆﾔｼｷ
3192 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 北横畠 ｷﾀﾖｺﾊﾀｹ
3232 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 北横畠 ｷﾀﾖｺﾊﾀｹ
3176 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 木長内 ｷﾅｶﾞｳﾁ
3248 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 熊越野 ｸﾏｺｴ
3250 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 熊越峰 ｸﾏｺｴﾐﾈ
3249 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 熊越山 ｸﾏｺｴﾔﾏ
3247 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 熊野越 ｸﾏﾉｺｴ
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3252 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 熊ノ越添 ｸﾏﾉｺｴｿﾞｲ
3251 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 熊野越平 ｸﾏﾉｺｴﾋﾗ
3092 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 栗見谷西路 ｸﾘﾐﾀﾆﾆｼｼﾞ
3099 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 栗見谷西路ノ上 ｸﾘﾐﾀﾆﾆｼｼﾞﾉｳｴ
3098 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 栗見谷ノ上 ｸﾘﾐﾀﾆﾉｳｴ
3094 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 栗見谷東路 ｸﾘﾐﾀﾆﾋｶﾞｼｼﾞ
3097 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 黒石畝 ｸﾛｲｼｳﾈ
3242 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ クロトコ ｸﾛﾄｺ
3212 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 黒松 ｸﾛﾏﾂ
3257 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 桑摘 ｸﾜﾂﾐ
3268 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 桑摘峠 ｸﾜﾂﾐﾄｳ
3258 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 桑摘野 ｸﾜﾂﾐﾉ
3259 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 桑摘平 ｸﾜﾂﾐﾋﾗ
3113 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 源平瀧 ｹﾞﾝﾍﾟｲﾀﾞｷ
3186 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ コシヲイ ｺｼｦｲ
3219 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 小森ノ西 ｺﾓﾘﾉﾆｼ
3225 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ コヲタケ ｺｦﾀｹ
3166 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ コヲナル ｺｦﾅﾙ
3141 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 逆穴 ｻｶｱﾅ
3209 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 山王 ｻﾝｵｳ
3079 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下ケ藪 ｼﾀｶﾞﾔﾌﾞ
3215 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下黒松 ｼﾀｸﾛﾏﾂ
3226 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下コヲタケ ｼﾀｺｦﾀｹ
3208 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 清水 ｼﾐｽﾞ
3133 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下礒 ｼﾓｲｿ
3130 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下礒大道ノ上 ｼﾓｲｿｵｵﾐﾁﾉｳｴ
3228 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下岩神 ｼﾓｲﾜｶﾞﾐ
3184 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下コシヲイ ｼﾓｺｼｦｲ
3178 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下猿屋ケ谷 ｼﾓｻﾙﾔｶﾞﾀﾆ
3104 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下芭蕉ケ谷 ｼﾓﾊﾞｼｮｳｶﾞﾀﾆ
3117 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下本田 ｼﾓﾎﾝﾃﾞﾝ
3181 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 下横畠 ｼﾓﾖｺﾊﾀｹ
3131 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 新仲須 ｼﾝﾅｶｽ
3121 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 神明 ｼﾝﾒｲ
3080 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 杉ノ下 ｽｷﾞﾉｼﾀ
3128 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 諏訪谷 ｽﾎｳﾀﾆ
3254 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 清合分 ｾｲｺﾞｳﾌﾞﾝ
3144 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 瀬戸 ｾﾄ
3179 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 瀬戸ノ東路 ｾﾄﾉﾋｶﾞｼｼﾞ
3105 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 曽我 ｿｶﾞ
3096 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 曽我山 ｿｶﾞﾔﾏ
3095 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 曽我山大道ノ下 ｿｶﾞﾔﾏｵｵﾐﾁﾉｼﾀ
3244 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 高松 ﾀｶﾏﾂ
3149 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 滝ノ首 ﾀｷﾉｸﾋﾞ
3148 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 滝ノ首横 ﾀｷﾉｸﾋﾞﾖｺ
3156 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 立割 ﾀﾃﾜﾘ
3160 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 立割谷 ﾀﾃﾜﾘﾀﾆ
3161 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 立割野 ﾀﾃﾜﾘﾉ
3159 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 立割野前 ﾀﾃﾜﾘﾉﾏｴ
3224 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 谷奥 ﾀﾆﾉｵｸ
3170 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 谷屋式 ﾀﾆﾔｼｷ
3145 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 谷屋式ノ西 ﾀﾆﾔｼｷﾉﾆｼ
3189 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 田ノ水口 ﾀﾉﾐｽﾞｸﾁ
3245 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 樽野首 ﾀﾙﾉｸﾋﾞ
3173 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 潰ノ口 ﾂｴﾉｸﾁ
3175 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ツヱノクラ ﾂｴﾉｸﾗ
3110 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 椿ケ佐古 ﾂﾊﾞｷｶﾞｻｺ
3140 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 寺ノ上 ﾃﾗﾉｳｴ
3217 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 天神畝 ﾃﾝｼﾞﾝｳﾈ
3119 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 土居屋敷 ﾄﾞｲﾔｼｷ
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3187 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 飛渡 ﾄﾋﾞﾜﾀﾘ
3203 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 仲畝 ﾅｶｳﾈ
3223 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 中大野 ﾅｶｵｵﾉ
3207 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 仲川 ﾅｶｶﾜ
3222 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 中西 ﾅｶﾆｼ
3227 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 中西平 ﾅｶﾆｼﾋﾗ
3231 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 中ノ休場 ﾅｶﾉﾔｽﾐﾊﾞ
3241 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 中藤ケ瀧 ﾅｶﾌｼﾞｶﾞﾀｷ
3118 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 中村 ﾅｶﾑﾗ
3263 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 中山 ﾅｶﾔﾏ
3264 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 中山野 ﾅｶﾔﾏﾉ
3265 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 名古瀬 ﾅｺﾞｾ
3266 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ナゴセ谷 ﾅｺﾞｾﾀﾆ
3191 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西荒岩 ﾆｼｱﾗｲﾜ
3236 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西池ノ窪 ﾆｼｲｹﾉｸﾎﾞ
3230 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西岩神 ﾆｼｲﾜｶﾞﾐ
3198 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西越廉 ﾆｼｺｴｶﾄﾞ
3183 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西コシヲイ ﾆｼｺｼｦｲ
3205 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西仲畝 ﾆｼﾅｶｳﾈ
3271 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西中山 ﾆｼﾅｶﾔﾏ
3262 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西中山畝 ﾆｼﾅｶﾔﾏｳﾈ
3214 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西藤ケ瀧 ﾆｼﾌｼﾞｶﾞﾀｷ
3086 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西ヘナ ﾆｼﾍﾅ
3123 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 西屋敷ノ上 ﾆｼﾔｼｷﾉｳｴ
3150 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 野稲ケ窪 ﾉｲﾈｶﾞｸﾎﾞ
3218 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 野地 ﾉﾁﾞ
3216 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 野地谷 ﾉﾁﾞﾀﾆ
3103 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 芭蕉ケ谷 ﾊﾞｼｮｳｶﾞﾀﾆ
3120 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 八幡ノ西 ﾊﾁﾏﾝﾉﾆｼ
3202 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 春田 ﾊﾙﾀ
3168 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 日裏 ﾋｳﾗ
3169 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 日裏野 ﾋｳﾗﾉ
3155 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 日尾 ﾋｵ
3154 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 日尾谷ノ東 ﾋｵﾀﾆﾉﾋｶﾞｼ
3197 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 東越廉 ﾋｶﾞｼｺｴｶﾄﾞ
3188 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 東コシヲイ ﾋｶﾞｼｺｼｦｲ
3157 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 東立割 ﾋｶﾞｼﾀﾃﾜﾘ
3206 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 東溪 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
3213 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 東藤ケ瀧 ﾋｶﾞｼﾌｼﾞｶﾞﾀｷ
3233 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ヒノクチ ﾋﾉｸﾁ
3077 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 樋ノ瀬 ﾋﾉｾ
3180 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 日比ノ木渡瀬 ﾋﾋﾞﾉｷﾜﾀｾﾞ
3194 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 開ノ畝 ﾋﾗｷﾉｳﾈ
3260 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 藤ケ谷 ﾌｼﾞｶﾞﾀﾆ
3220 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 藤ノ本 ﾌｼﾞﾉﾓﾄ
3146 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 不動ノ奥 ﾌﾄﾞｳﾉｵｸ
3112 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 舩佐古 ﾌﾅｻｺ
3270 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 麓影 ﾌﾓﾄｶｹﾞ
3126 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 古池ノ北 ﾌﾙｲｹﾉｷﾀ
3127 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 古仲須 ﾌﾙﾅｶｽ
3091 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ヘナ黒瀧 ﾍﾅｸﾛﾀｷ
3093 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ヘナ谷東路 ﾍﾅﾀﾆﾋｶﾞｼｼﾞ
3088 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ヘナ中畝 ﾍﾅﾅｶｳﾈ
3087 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ヘナ中畝野 ﾍﾅﾅｶｳﾈﾉ
3089 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ヘナ中平 ﾍﾅﾅｶﾋﾗ
3090 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ヘナ中山 ﾍﾅﾅｶﾔﾏ
3125 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 寳權 ﾎｳｺﾞﾝ
3137 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 堀田 ﾎﾘﾀ
3269 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 槙尾 ﾏｷｵ
3164 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 御子神 ﾐｺｶﾞﾐ
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3177 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 南木長内 ﾐﾅﾐｷﾅｶﾞｳﾁ
3158 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 南立割 ﾐﾅﾐﾀﾃﾜﾘ
3261 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 南屋敷 ﾐﾅﾐﾔｼｷ
3124 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 薬師ノ西 ﾔｸｼﾉﾆｼ
3243 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 八瀬藪 ﾔｾﾔﾌﾞ
3114 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 山田 ﾔﾏﾀ
3115 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 山田下 ﾔﾏﾀﾞﾉｼﾀ
3196 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
3199 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 横瀧 ﾖｺﾀｷ
3182 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 横畠 ﾖｺﾊﾀｹ
3129 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 六反地 ﾛｸﾀﾝﾁﾞ
3138 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ 六郎 ﾛｸﾌﾞ
3116 05明治 片岡 ｶﾀｵｶ ヲカヤシキ ｦｶﾔｼｷ
3594 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 尼ケ谷 ｱﾏｶﾞﾀﾆ
3578 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 神母 ｲｹﾞ
3541 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 池田 ｲｹﾀﾞ
3557 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 神母谷 ｲｹﾞﾀﾞﾆ
3560 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 池ノ下 ｲｹﾉｼﾀ
3562 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
3627 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 石神 ｲｼｶﾐ
3586 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 井林谷 ｲﾊﾞｴﾀﾆ
3581 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 今助森 ｲﾏｽｹﾓﾘ
3626 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 妹堀谷 ｲﾓﾎﾘﾀﾆ
3584 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 植松 ｳｴﾏﾂ
3617 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 亡休場 ｳｼﾔｽﾊﾞ
3565 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 畦 ｳﾈ
3618 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 姥ケ首 ｳﾊﾞｶﾞｸﾋﾞ
3573 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 姥ケ懷 ｳﾊﾞｶﾞﾌﾄｺﾛ
3610 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 馬木 ｳﾏｷﾞ
3551 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 瓜喰 ｳﾘｸｲ
3629 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大川上 ｵｵｶﾜｶﾐ
3575 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大佐古 ｵｵｻｺ
3603 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大田子 ｵｵﾀﾞｼ
3601 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大田子新堀 ｵｵﾀﾞｼｼﾝﾎﾞﾘ
3595 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大田子ノ平 ｵｵﾀﾞｼﾉﾋﾗ
3602 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大田子宮ノ奥 ｵｵﾀﾞｼﾐﾔﾉｵｸ
3555 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大谷 ｵｵﾀﾆ
3577 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大谷山 ｵｵﾀﾆﾔﾏ
3545 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大西 ｵｵﾆｼ
3546 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 大西屋敷 ｵｵﾆｼﾔｼｷ
3593 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 岡ノ上 ｵｶﾉｳｴ
3553 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 岡端 ｵｶﾊﾞﾅ
3563 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 沖屋敷 ｵｷﾔｼｷ
3567 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 奥田 ｵｸﾀ
3616 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 男茂畦 ｵﾓｳﾈ
3613 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 御宿道 ｵﾔﾄﾞﾐﾁ
3596 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ カゲノ路 ｶｹﾞﾉﾁﾞ
3544 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 門屋敷 ｶﾄﾞﾔｼｷ
3549 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 上久喜 ｶﾐｸｷ
3615 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 亀ケ森 ｶﾒｶﾞﾓﾘ
3559 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 鹿路都 ｶﾛﾄ
3628 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 川原割 ｶﾜﾊﾗﾜﾘ
3623 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 北門 ｷﾀｶﾄﾞ
3564 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 北屋敷 ｷﾀﾔｼｷ
3585 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ ｸﾞｲﾐｶﾞﾀﾆ
3630 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 久喜谷 ｸｷﾀﾆ
3611 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 黒石 ｸﾛｲｼ
3606 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 郷宗 ｺﾞｳｿｳ
3600 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 狐菰楠 ｺﾞﾘﾝｸｽ
3568 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 佐平次田 ｻﾍｲｼﾞﾀ
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3550 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 芝ケ畦 ｼﾊﾞｶﾞｳﾈ
3548 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 下久喜 ｼﾓｸｷ
3579 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 障子淵 ｼﾖｳｼﾞｶﾞﾌﾞﾁ
3621 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 城臺 ｼﾛﾉﾀﾞｲ
3597 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 鈴木ケ平 ｽｽﾞｷｶﾞﾋﾗ
3561 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 田鶴 ﾀﾂﾞ
3599 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 谷屋敷 ﾀﾆﾔｼｷ
3570 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 娜駮屋敷 ﾀﾞﾊﾞﾔｼｷ
3576 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 田類 ﾀﾙ
3571 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 田類口 ﾀﾙｸﾞﾁ
3588 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 旦那山 ﾀﾞﾝﾅﾔﾏ
3590 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 地蔵尊畦 ﾁﾞｿﾞｳｿﾝｳﾈ
3572 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 鶴ケ畦 ﾂﾙｶﾞｳﾈ
3556 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 寺田 ﾃﾗﾀ
3580 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 天狗森 ﾃﾝｸﾞﾉﾓﾘ
3552 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 藤ノ谷 ﾄｳﾉﾀﾆ
3589 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 峠ノ宮 ﾄｳﾉﾐﾔ
3539 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 棠端 ﾄﾞｳﾊﾞﾀ
3604 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 棠端ノ上 ﾄﾞｳﾊﾞﾅﾉｳｴ
3612 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 鳥打場 ﾄﾘｳﾁﾊﾞ
3591 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 菟ケ畦 ﾇﾀｶﾞｳﾈ
3566 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 林ノ下 ﾊｴﾉｼﾀ
3538 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 張原 ﾊﾘﾊﾗ
3609 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 張原畦 ﾊﾘﾊﾗｳﾈ
3631 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 針原ノ畦 ﾊﾘﾊﾗｳﾈ
3620 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 東門 ﾋｶﾞｼｶﾄﾞ
3608 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 引地ケ畦 ﾋｷﾁｶﾞｳﾈ
3619 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 檜木尾 ﾋﾉｷｵ
3607 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 枇杷カ滝 ﾋﾞﾜｶﾞﾀｷ
3582 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 舟木 ﾌﾅｷ
3583 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 舟木口 ﾌﾅｷｸﾞﾁ
3554 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 舟木屋敷 ﾌﾅｷﾔｼｷ
3605 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 武生人 ﾌﾞﾕｳﾄﾞ
3587 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 譜路ケ畦 ﾌﾛｶﾞｳﾈ
3569 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 兵衛屋敷 ﾍｴｲﾔｼｷ
3540 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 保気弥真 ﾎｷﾔﾏ
3547 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 甫木山根 ﾎｷﾔﾏﾈ
3543 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 宮地 ﾐﾔｼﾞ
3542 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 宮地屋敷 ﾐﾔｼﾞﾔｼｷ
3592 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 宮ノ奥 ﾐﾔﾉｵｸ
3625 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 宮山 ﾐﾔﾏ
3622 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 向娜駮 ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞ
3614 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 山狼巣 ﾔﾏｲﾇﾉｽ
3574 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 山神林 ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞﾔｼ
3558 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 山武士出口 ﾔﾏﾌﾞｼﾃﾞｸﾞﾁ
3624 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 余田 ﾖﾃﾞﾝ
3598 06黒岩 宮地 ﾐﾔｼﾞ 六助林 ﾛｸｽｹﾊﾞﾔｼ
3661 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 池ノ元 ｲｹﾉﾓﾄ
3656 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 石ケ坪 ｲｼｶﾞﾂﾎﾞ
3643 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 磯ノ堂 ｲｿﾉﾄﾞｳ
3642 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 大前 ｵｵﾏｴ
3634 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 岡ノ前 ｵｶﾉﾏｴ
3648 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 沖ノ庵 ｵｷﾉｱﾝ
3658 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 北山 ｷﾀﾔﾏ
3639 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 下馬 ｹﾞﾊﾞ
3654 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 玄蕃 ｹﾞﾝﾊﾞ
3664 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 境谷 ｻｶｲﾀﾆ
3665 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 界山 ｻｶｲﾔﾏ
3636 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 坂本 ｻｶﾓﾄ
3645 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 澤 ｻﾜ
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3657 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 山端 ｻﾝﾊﾞﾀ
3646 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 三門 ｻﾝﾓﾝ
3659 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 新慶 ｼﾝｹｲ
3651 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 杉ノ本 ｽｷﾞﾉﾓﾄ
3638 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 曽我 ｿｶﾞ
3637 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 高稲葉 ﾀｶｲﾅﾊﾞ
3644 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 竹ノ下 ﾀｹﾉｼﾀ
3666 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 田鶴山 ﾀﾂﾞﾙﾔﾏ
3655 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 寺竹原 ﾃﾗﾀｹﾊﾗ
3660 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 天忠寺 ﾃﾝﾁﾕｳｼﾞ
3663 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 徳住寺 ﾄｸｼﾞﾕｳｼﾞ
3662 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 徳住寺々中 ﾄｸｼﾞﾕｳｼﾞｼﾞﾁﾕ
3641 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 西姥神 ﾆｼｳﾊﾞｶﾞﾐ
3667 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 西田鶴山 ﾆｼﾀﾂﾞﾙﾔﾏ
3633 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 西ノ前 ﾆｼﾉﾏｴ
3640 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 東姥神 ﾋｶﾞｼｳﾊﾞｶﾞﾐ
3652 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 東門 ﾋｶﾞｼｶﾄﾞ
3650 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
3632 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 古川 ﾌﾙｶﾜ
3647 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 的場 ﾏﾄﾊﾞ
3635 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 道ノ裏 ﾐﾁﾉｳﾗ
3653 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 向屋敷 ﾑｶｲﾔｼｷ
3668 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ ヤ子ソヘ ﾔﾈｿﾍ
3649 06黒岩 柴尾 ｼﾎﾞｵ 弓場 ﾕﾊﾞ
3512 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 赤石 ｱｶｲｼ
3493 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ アソヲ ｱｿｦ
3498 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 神母ノ上 ｲｹﾞﾉｳｴ
3484 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 石ヤスバ ｲｼﾔｽﾊﾞ
3521 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ イタヅリゼ ｲﾀﾂﾞﾘｾﾞ
3528 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 岩屋ケサコ ｲﾜﾔｶﾞｻｺ
3501 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 姥ケ谷 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆ
3494 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 姥ケ谷口 ｳﾊﾞｶﾞﾀﾆｸﾁ
3515 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大カゲ ｵｵｶｹﾞ
3469 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大北 ｵｵｷﾀ
3518 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大サコ ｵｵｻｺ
3524 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大サデ ｵｵｻﾃﾞ
3509 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大峠 ｵｵﾄｳ
3504 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大ドバ ｵｵﾄﾞﾊﾞ
3519 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大ノヂ ｵｵﾉﾁﾞ
3476 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大峯 ｵｵﾐﾈ
3522 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 大森 ｵｵﾓﾘ
3536 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 終畝 ｵﾜﾘｳﾈ
3479 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 鏡岩 ｶｶﾞﾐｲﾜ
3489 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 柿ノ木谷 ｶｷﾉｷﾀﾆ
3497 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 川原首 ｶﾊﾗｸﾋﾞ
3505 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 鎌井田ノ向 ｶﾏｲﾀﾞﾉﾑｶｲ
3513 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 上ミ赤石 ｶﾐｱｶｲｼ
3535 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 上ミノ瀧 ｶﾐﾉﾀｷ
3492 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 神ノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
3480 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 北畝 ｷﾀｳﾈ
3470 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 北地 ｷﾀﾁﾞ
3487 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 桐木ケサコ ｷﾘﾉｷｶﾞｻｺ
3503 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 楠谷 ｸｽﾉｷﾀﾆ
3526 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 栗見ガサコ ｸﾘﾐｶﾞｻｺ
3527 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ コケズ ｺｹｽﾞ
3533 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 小屋ノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
3482 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 小山谷 ｺﾔﾏﾀﾆ
3486 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 坂ノソラ ｻｶﾉｿﾗ
3466 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 櫻カタヲ ｻｸﾗｶﾞﾀｦ
3483 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 下磯 ｼﾓｲｿ
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3525 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 下モザコ ｼﾓｻﾞｺ
3472 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 尻高 ｼﾘﾀｶ
3514 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ セツコク石 ｾﾂｺｸｲｼ
3465 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ ソバトコ ｿﾊﾞﾄｺ
3468 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 台住越 ﾀﾞｲｼﾞﾕｳｺﾞｴ
3499 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 立ノ谷 ﾀﾃﾉﾀﾆ
3511 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ タテミチ ﾀﾃﾐﾁ
3474 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ タルノ本 ﾀﾙﾉﾓﾄ
3475 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 樽ノ本 ﾀﾙﾉﾓﾄ
3496 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 塚ノ元 ﾂｶﾉﾓﾄ
3495 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 堂林ノ沖 ﾄﾞｳﾊﾞﾔｼﾉｵｷ
3502 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 中畝 ﾅｶｳﾈ
3506 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
3517 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 中瀬 ﾅｶｾ
3530 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 中瀧 ﾅｶﾀﾞｷ
3485 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 中畑 ﾅｶﾊﾀ
3531 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 名古屋 ﾅｺﾞﾔ
3520 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ ナミノ礒 ﾅﾐﾉｲｿ
3481 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 西サコ ﾆｼｻｺ
3510 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ ヌタガナロ ﾇﾀｶﾞﾅﾛ
3478 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 野地 ﾉﾁﾞ
3500 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 芭蕉ケ谷 ﾊﾞｼﾖｳｶﾞﾀﾆ
3473 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ ヒノヂ ﾋﾉﾁﾞ
3467 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 平岩 ﾋﾗｲﾜ
3490 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 平次畝 ﾍｲｼﾞｳﾈ
3507 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ ホコ岩 ﾎｺｲﾜ
3516 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
3477 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 南谷 ﾐﾅﾐﾀﾆ
3534 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 夫婦岩 ﾐﾖｳﾄｲﾜ
3523 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 餅伐岩 ﾓﾁｷﾘｲﾜ
3532 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 柳ケサコ ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺ
3491 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 山クビ ﾔﾏｸﾋﾞ
3508 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
3537 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ ユスノセ ﾕｽﾉｾ
3529 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ 横瀧 ﾖｺﾀﾞｷ
3471 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ ヲバナ ｦﾊﾞﾅ
3488 06黒岩 浅尾 ｱｿｵ ヲリヲ谷 ｦﾘｦﾀﾆ
3454 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 相ノ谷 ｱｲﾉﾀﾆ
3460 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ アシトコ ｱｼﾄｺ
3423 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ アシボキ ｱｼﾎﾞｷ
3389 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 石ケ渕 ｲｼｶﾞﾌﾁ
3397 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 石神畦 ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
3420 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 石神ウ子 ｲｼｶﾞﾐｳﾈ
3390 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 伊勢棒 ｲｾﾎﾞｳ
3383 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 板橋 ｲﾀﾊｼ
3396 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 一本松 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ
3416 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 今道 ｲﾏﾐﾁ
3453 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ イヲイガ谷 ｲｦｲｶﾞﾀﾆ
3385 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 牛鬼ケ渕 ｳｼｵﾆｶﾞﾌﾁ
3439 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 内ノ谷 ｳﾁﾉﾀﾆ
3457 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 梅ノ木サコ ｳﾒﾉｷｻｺ
3456 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 大谷 ｵｵﾀﾆ
3441 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 押尾 ｵｼｵ
3449 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ カイデノ木ノ谷 ｶｲﾃﾞﾉｷﾉﾀﾆ
3464 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 楓木ノ谷 ｶｴﾃﾞｷﾉﾀﾆ
3392 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 楮木 ｶｼﾞｷ
3452 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ カシラヅキ ｶｼﾗﾂﾞｷ
3451 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ カド岩 ｶﾄﾞｲﾜ
3414 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 鎌ケ谷 ｶﾏｶﾞﾀﾆ
3409 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 上中谷 ｶﾐﾅｶﾀﾆ
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3405 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 神ノ谷 ｶﾐﾉﾀﾆ
3401 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 神谷奥 ｶﾐﾉﾀﾆｵｸ
3376 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 上ミ室代 ｶﾐﾑﾛｼﾛ
3459 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ガラク ｶﾞﾗｸ
3407 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ カラヒ ｶﾗﾋ
3455 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 勘兵衛作 ｶﾝﾍﾞｴﾂｸﾘ
3424 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ クレガ谷 ｸﾚｶﾞﾀﾆ
3461 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 黒岩峠 ｸﾛｲﾜﾄｳ
3429 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ゴメキ ｺﾞﾒｷ
3413 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 己家ノ畦子 ｺﾔﾉｳﾈ
3410 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ コヤノ谷 ｺﾔﾉﾀﾆ
3379 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ コヲナロ ｺｦﾅﾛ
3402 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 桜ケ畦 ｻｸﾗｶﾞｳﾈ
3421 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 櫻ケウ子 ｻｸﾗｶﾞｳﾈ
3394 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ サルモ ｻﾙﾓ
3411 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ シノベ ｼﾉﾍﾞ
3443 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 下埃 ｼﾓｺﾞﾐ
3436 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 下定 ｼﾓｼﾞｮｳ
3387 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 下モ諸ロ代ロ ｼﾓﾓﾛｼﾛ
3406 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 珠数ケ滝 ｼﾞｭｽﾞｶﾞﾀｷ
3428 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 神明畦 ｼﾞﾝﾒｲﾉｳﾈ
3382 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 水神 ｽｲｼﾞﾝ
3438 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ スゝキガ平 ｽｽｷｶﾞﾋﾗ
3463 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 芒ケ平 ｽｽｷｶﾞﾋﾗ
3433 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 凉ミ堂 ｽｽﾐﾄﾞｳ
3430 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 高森 ﾀｶﾓﾘ
3388 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 中段 ﾁﾕｳﾀﾞﾝ
3386 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ツヱバシリ ﾂｴﾊﾞｼﾘ
3404 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 椿ノ元ト ﾂﾊﾞｷﾉﾓﾄ
3431 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 堂ノ元 ﾄﾞｳﾉﾓﾄ
3422 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 遠見ケ石 ﾄｳﾐｶﾞｲｼ
3417 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ トヲミガ石 ﾄｦﾐｶﾞｲｼ
3395 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 中畦 ﾅｶｳﾈ
3419 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 中ウ子 ﾅｶｳﾈ
3418 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 中コヤノ谷 ﾅｶｺﾔﾉﾀﾆ
3415 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 長坂 ﾅｶﾞｻｶ
3445 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 中ズノハナ ﾅｶｽﾞﾉﾊﾅ
3408 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
3434 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 中屋敷 ﾅｶﾔｼｷ
3446 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 仁井田 ﾆｲﾀﾞ
3435 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 新屋 ﾆｲﾔ
3380 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 西上ミ室代 ﾆｼｶﾐﾑﾛｼﾛ
3458 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 西サコ ﾆｼｻｺ
3448 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 西ノ空 ﾆｼﾉｿﾗ
3447 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 西屋敷 ﾆｼﾔｼｷ
3399 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ヌタ ﾇﾀ
3462 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ノツゴ ﾉﾂｺﾞ
3377 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 登リウ子 ﾉﾎﾞﾘｳﾈ
3437 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 光岩 ﾋｶﾘｲﾜ
3384 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 樋ノ越 ﾋﾉｺｴ
3378 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 瓢単畑 ﾋﾖｳﾀﾝﾊﾞﾀ
3398 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 船ケサコ ﾌﾅｶﾞｻｺ
3440 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 古田 ﾌﾙﾀ
3381 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 文城越 ﾌﾞﾝｼﾞﾖｳｺﾞｴ
3393 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 丸田 ﾏﾙﾀ
3432 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ
3450 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ヤケ瀧 ﾔｹﾀｷ
3403 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
3425 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 山バナ ﾔﾏﾊﾞﾅ
3442 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 梼ノ瀬 ﾕｽﾉｾ

39601越知町の字一覧/小字



No 地区コード 大字 大字のふりがな 字 字のふりがな 摘要

3427 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ユノウ子 ﾕﾉｳﾈ
3426 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 井流石 ﾕﾙｲｼ
3391 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ヨコズキ ﾖｺｽﾞｷ
3412 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 横薮 ﾖｺﾔﾌﾞ
3444 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ 山葵谷 ﾜｻﾋﾞﾀﾞﾆ
3400 06黒岩 南片岡 ﾐﾅﾐｶﾀｵｶ ヲンビキ石 ｦﾝﾋﾞｷｲｼ
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