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57 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 天地川 ｱﾏﾁﾞｶﾞﾜ
58 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 磯田 ｲｿﾀﾞ
59 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 一文字山 ｲﾁﾓﾝｼﾞﾔﾏ
60 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 大浦山 ｵｵｳﾗﾔﾏ
61 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 岡崎 ｵｶｻﾞｷ
62 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 釜ノ谷 ｶﾏﾉﾀﾆ
63 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 木ノ岡 ｷﾉｵｶ
64 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 小奥 ｺｵｸ
65 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 小峯 ｺﾐﾈ
66 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 里峯山 ｻﾄﾐﾈﾔﾏ
67 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 勤山 ﾂﾄﾒﾔﾏ
68 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 泊崎 ﾄﾏﾘｻｷ
69 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 中山 ﾅｶﾔﾏ
70 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 七ツ木山 ﾅﾅﾂｷﾞﾔﾏ
71 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 蜂ノ巣 ﾊﾁﾉｽ
72 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 吹上山 ﾌｷｱｹﾞﾔﾏ
73 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 船寄 ﾌﾅﾖｾ
74 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 古田 ﾌﾙﾀ
75 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 松島 ﾏﾂｼﾏ
76 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 宮添 ﾐﾔｿﾞｴ
77 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 村越 ﾑﾗｺﾞｴ
78 大内01 安満地 ｱﾏﾁﾞ 村都 ﾑﾗﾄ
79 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 網代山 ｱｼﾞﾛﾔﾏ
80 大内02 一切 ｲﾂｻｲ イサキ谷 ｲｻｷﾀﾆ
81 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 大越 ｵｳｺﾞｴ
82 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 大堂山 ｵｳﾄﾞｳﾔﾏ
83 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 大目広目 ｵｵﾒﾋﾛﾒ
84 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 押地 ｵｼﾁﾞ
85 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
86 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 小龍山 ｺﾀｷﾔﾏ
87 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 坂ノ下 ｻｶﾉｼﾀ
88 大内02 一切 ｲﾂｻｲ シイノウヅ ｼｲﾉｳﾂﾞ
89 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 枝折山 ｼｵﾘﾔﾏ
90 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 鹿ヶ谷 ｼｶｶﾞﾀﾆ
91 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 二郎四郎谷 ｼﾞﾛｳｼﾛｳﾀﾆ
92 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 新三郎畑 ｼﾝｻﾌﾞﾛｳﾊﾀ
93 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 辷リ堂 ｽﾍﾞﾘﾄﾞｳ
94 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 辷堂山 ｽﾍﾞﾘﾄﾞｳﾔﾏ
95 大内02 一切 ｲﾂｻｲ チリ林 ﾁﾘﾊﾞﾔｼ
96 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 勤山 ﾂﾄﾒﾔﾏ
97 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
98 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 藤次郎作 ﾄｳｼﾞﾛｳｻｸ
99 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 長上山 ﾅｶﾞｳｴﾔﾏ
100 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 浜田 ﾊﾏﾀﾞ
101 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 半円山 ﾊﾝｴﾝﾔﾏ
102 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
103 大内02 一切 ｲﾂｻｲ ボラビ鼻 ﾎﾞﾗﾋﾞﾊﾞﾅ
104 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 松ヶ鼻 ﾏﾂｶﾞﾊﾅ
105 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 峰堂 ﾐﾈﾉﾄﾞｳ
106 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 宗ノ堂 ﾑﾈﾉﾄｳ
107 大内02 一切 ｲﾂｻｲ 与助ヤシキ ﾖｽｹﾔｼｷ
194 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 相ノ山 ｱｲﾉﾔﾏ
195 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 赤高 ｱｶﾀｶ
196 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 赤高山 ｱｶﾀｶﾔﾏ
197 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 浅木西ノ丸 ｱｻｷﾆｼﾉﾏﾙ
198 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 浅木東谷 ｱｻｷﾋｶﾞｼﾀﾆ
199 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 遊ヶ駄場 ｱｿﾋﾞｶﾞﾀﾞﾊﾞ
200 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 一ノ坂 ｲﾁﾉｻｶ
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201 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 井手ヶダバ ｲﾃﾞｶﾞﾀﾞﾊﾞ
202 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ イドノ岡 ｲﾄﾞﾉｵｶ
203 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ ウエンダバ ｳｴﾝﾀﾞﾊﾞ
204 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 後ロ谷 ｳｼﾛﾀﾆ
205 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 浦尻 ｳﾗｼﾘ
206 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 少越 ｵｿｺﾞｴ
207 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 音無ノ後ロ ｵﾄﾅｼﾉｳｼﾛ
208 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ オトナシ山 ｵﾄﾅｼﾔﾏ
209 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ カサ松峠 ｶｻﾏﾂﾄｳｹﾞ
210 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 鴨越 ｶﾓｺｴ
211 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 鴨越山 ｶﾓｺｼﾔﾏ
212 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 勘四郎谷 ｶﾝｼﾛｳﾀﾆ
213 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ キ子ヂ神 ｷﾈﾁﾞｶﾞﾐ
214 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ クラ谷 ｸﾗﾀﾆ
215 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 猿ヶ越山 ｻﾙｶﾞｺｴﾔﾏ
216 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 三城地 ｻﾝｼﾛﾁﾞ
217 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 師匠田 ｼｼﾖｳﾃﾞﾝ
218 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 下ダバ ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
219 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 下長谷 ｼﾓﾅｶﾞﾀﾆ
220 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 白砂 ｼﾗｽﾅ
221 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 神母ノ丸 ｼﾞﾝﾎﾞﾉﾏﾙ
222 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 曽地山 ｿｼﾞﾔﾏ
223 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 高田 ﾀｶﾀﾞ
224 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 竹平山 ﾀｹﾋﾞﾗﾔﾏ
225 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ タテイデク駄場 ﾀﾃｲﾃﾞｸﾀﾞﾊﾞ
226 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ タテ西ノ丸 ﾀﾃﾆｼﾉﾏﾙ
227 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ タテノ向 ﾀﾃﾉﾑｶｲ
228 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ タテ南附 ﾀﾃﾐﾅﾐﾂﾞｹ
229 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 谷田 ﾀﾆﾀﾞ
230 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
231 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 茶ノ木ダバ ﾁﾔﾉｷﾀﾞﾊﾞ
232 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 寺田 ﾃﾗﾀﾞ
233 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ トギ山 ﾄｷﾞﾔﾏ
234 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 飛々石 ﾄﾋﾞﾄﾋﾞｲｼ
235 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 鳥ヤケ谷 ﾄﾘﾔｹﾀﾆ
236 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中畝 ﾅｶｳﾈ
237 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中切レ ﾅｶｷﾞﾚ
238 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中クラ谷 ﾅｶｸﾗﾀﾆ
239 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中スカ ﾅｶｽｶ
240 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中畝 ﾅｶｾ
241 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
242 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
243 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中地山 ﾅｶﾁﾔﾏ
244 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中ノ地 ﾅｶﾉﾁﾞ
245 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 長八代 ﾅｶﾞﾊﾁﾀﾞｲ
246 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 中山 ﾅｶﾔﾏ
247 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 流レダ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
248 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 西小谷 ﾆｼｵﾀﾞﾆ
249 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 子ニシリ ﾈﾆｼﾘ
250 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 野々木 ﾉﾉｷ
251 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ ハヱ崎 ﾊｴｻｷ
252 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ ハシノ上 ﾊｼﾉｳｴ
253 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 畑ヶ谷 ﾊﾀｶﾞﾀﾞﾆ
254 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 畑ヶ谷山 ﾊﾀｶﾞﾀﾞﾆﾔﾏ
255 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 八皇子ノ後ロ ﾊﾁｵｳｼﾞﾉｳｼﾛ
256 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 八皇子山 ﾊﾁｵｳｼﾞﾔﾏ
257 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
258 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 日ノ平 ﾋﾉﾋﾗ
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259 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 日ノ平山 ﾋﾉﾋﾗﾔﾏ
260 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 姫ヶフチ ﾋﾒｶﾌﾁ
261 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 渕ノ上 ﾌﾁﾉｳｴ
262 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 舟古坂 ﾌﾅｺｻｶ
263 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 古愛宕 ﾌﾙｱﾀｺﾞ
264 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 古神田 ﾌﾙｺｳﾀﾞ
265 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 八山坂 ﾍﾔﾏｻｶ
266 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ ホドク谷 ﾎﾄﾞｸﾀﾆ
267 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 松クヤシ ﾏﾂｸﾔｼ
268 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 松谷 ﾏﾂﾀﾞﾆ
269 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 丸田 ﾏﾙﾀ
270 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 磨ノ下 ﾐｶﾞｷﾉｼﾀ
271 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 道ノ下 ﾐﾁﾉｼﾀ
272 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 道ノ下山 ﾐﾁﾉｼﾀﾔﾏ
273 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 道ノ下モ ﾐﾁﾉｼﾓ
274 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ ミツカシ ﾐﾂｶｼ
275 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 宮ノ上 ﾐﾔﾉｳｴ
276 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ ムクロシ田 ﾑｸﾛｼﾀﾞ
277 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ メクロシリ ﾒｸﾛｼﾘ
278 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
279 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 山ノ神ノ下タ ﾔﾏﾉｶﾐﾉｼﾀ
280 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ 領知 ﾘﾖｳﾁ
281 大内03 頭集 ｶｼﾗﾂﾄﾞｲ レンカクダ ﾚﾝｶｸﾀﾞ
282 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 網代山 ｱｼﾞﾛﾔﾏ
283 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 雨ノ森 ｱﾒﾉﾓﾘ
284 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 井戸ノ上 ｲﾄﾞﾉｳｴ
285 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 岩田ヶ城 ｲﾜﾀｶﾞｼﾞﾖｳ
286 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 蛭子谷 ｴﾋﾞｽﾀﾆ
287 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 大堂山 ｵｳﾄﾞﾔﾏ
288 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 大黒ノ北 ｵｵｸﾛﾉｷﾀ
289 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 大黒山 ｵｵｸﾞﾛﾔﾏ
290 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 木見ノ後 ｷﾐﾉｳｼﾛ
291 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 久ヶ礁ノ上 ｷﾕｳｶﾞﾊｲﾉｳｴ
292 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 鎗ノ段 ｸﾗﾉﾀﾞﾝ
293 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 甲島 ｺｳｼﾏ
294 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 庚申堂 ｺｳｼﾝﾄﾞｳ
295 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 田ノ浦 ﾀﾉｳﾗ
296 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 反田ノ谷 ﾀﾝﾀﾞﾉﾀﾆ
297 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 寺口 ﾃﾗｸﾞﾁ
298 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 寺ノ上 ﾃﾚﾉｳｴ
299 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 天神ノ下 ﾃﾝｼﾞﾝﾉｼﾀ
300 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 峠 ﾄｳｹﾞ
301 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 遠見ノ北 ﾄｳﾐﾉｷﾀ
302 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 通リ間ノ上 ﾄｳﾘﾏﾉｳｴ
303 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 鳥屋 ﾄﾘﾔ
304 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 鳥屋ノ瀧 ﾄﾘﾔﾉﾀｷ
305 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 長礁道 ﾅｶﾞﾊﾞｴﾐﾁ
306 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 西大戸山 ﾆｼｵｳﾄﾞﾔﾏ
307 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 西山ノ内 ﾆｼﾔﾏﾉｳﾁ
308 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 波戸場ノ脇 ﾊﾄﾊﾞﾉﾜｷ
309 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 波戸場山 ﾊﾄﾊﾞﾔﾏ
310 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 東崎 ﾋｶﾞｻｷ
311 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 東大戸山 ﾋｶﾞｼｵｳﾄﾞﾔﾏ
312 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 蒲葵島 ﾋﾞﾛｳﾄｳ
313 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 町前 ﾏﾁﾏｴ
314 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ ミサゴ谷 ﾐｻｺﾞﾀﾆ
315 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 南瀧山 ﾐﾅﾐﾀｷﾔﾏ
316 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 村君屋敷 ﾑﾗｷﾐﾔｼｷ
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317 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 山神ノ上 ﾔﾏｶﾞﾐﾉｳｴ
318 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 山ノ内 ﾔﾏﾉｳﾁ
319 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 別レ道ノ上 ﾜｶﾚﾐﾁﾉｳｴ
320 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 別レ道ノ下 ﾜｶﾚﾐﾁﾉｼﾀ
321 大内04 柏島 ｶｼﾜｼﾞﾏ 渡場 ﾜﾀｼﾊﾞ
389 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 赤トマリ ｱｶﾄﾏﾘ
390 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 赤泊山 ｱｶﾄﾞﾏﾘﾔﾏ
391 大内05 古満目 ｺﾏﾒ アシロ谷山 ｱｼﾛﾀﾆﾔﾏ
392 大内05 古満目 ｺﾏﾒ アシロ駄場 ｱｼﾛﾀﾞﾊﾞ
393 大内05 古満目 ｺﾏﾒ アシロ山 ｱｼﾛﾔﾏ
394 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
395 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 板ノ浦山 ｲﾀﾉｳﾗﾔﾏ
396 大内05 古満目 ｺﾏﾒ ウヅシリ ｳﾂﾞｼﾘ
397 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 小谷付 ｵﾀﾞﾆﾂｹ
398 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 春日山 ｶｽｶﾞﾔﾏ
399 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 川北路 ｶﾜｷﾀｼﾁ
400 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 串ノ山 ｸｼﾉﾔﾏ
401 大内05 古満目 ｺﾏﾒ クラノ谷 ｸﾗﾉﾀﾆ
402 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 玄能 ｹﾞﾝﾉｳ
403 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 古満目向 ｺﾏﾒﾑｶｲ
404 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 住吉 ｽﾐﾖｼ
405 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 高立山 ﾀｶﾀﾞﾁﾔﾏ
406 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 坪ノ後 ﾂﾎﾞﾉｳｼﾛ
407 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 天神駄場 ﾃﾝｼﾞﾝﾀﾞﾊﾞ
408 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 遠見 ﾄｳﾐ
409 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 中畝崎 ﾅｶｳﾈｻﾞｷ
410 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 布平山 ﾇﾉﾋﾗﾔﾏ
411 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 日和山 ﾋﾖﾘﾔﾏ
412 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 丸田 ﾏﾙﾀ
413 大内05 古満目 ｺﾏﾒ 林泉庵寺中 ﾘﾝｾﾝｱﾝｼﾞﾁﾕｳ
598 大内06 清王 ｾｲｵｳ 上リ立 ｱｶﾞﾘﾀﾃ
599 大内06 清王 ｾｲｵｳ 安善駄場 ｱﾝｾﾞﾝﾀﾞﾊﾞ
600 大内06 清王 ｾｲｵｳ 石切トウ ｲｼｷﾘﾄｳ
601 大内06 清王 ｾｲｵｳ イモシヶ谷 ｲﾓｼｶﾀﾆ
602 大内06 清王 ｾｲｵｳ 後ロ駄場 ｳｼﾛﾀﾞﾊﾞ
603 大内06 清王 ｾｲｵｳ 馬ヶ谷 ｳﾏｶﾞﾀﾆ
604 大内06 清王 ｾｲｵｳ 梅ノ木トウゲ ｳﾒﾉｷﾄｳｹﾞ
605 大内06 清王 ｾｲｵｳ 衛門ヤシキ ｴﾓﾝﾔｼｷ
606 大内06 清王 ｾｲｵｳ ヲイエヤシキ ｵｲｴﾔｼｷ
607 大内06 清王 ｾｲｵｳ 大谷 ｵｵﾀﾆ
608 大内06 清王 ｾｲｵｳ 大トヤ ｵｵﾄﾔ
609 大内06 清王 ｾｲｵｳ 小谷 ｵﾀﾞﾆ
610 大内06 清王 ｾｲｵｳ 上不動 ｶﾐﾌﾄﾞｳ
611 大内06 清王 ｾｲｵｳ カメノ越 ｶﾒﾉｺｼ
612 大内06 清王 ｾｲｵｳ キシノ下 ｷｼﾉｼﾀ
613 大内06 清王 ｾｲｵｳ 坂本 ｻｶﾓﾄ
614 大内06 清王 ｾｲｵｳ 皿谷 ｻﾗｶﾞﾀﾆ
615 大内06 清王 ｾｲｵｳ 皿谷口 ｻﾗｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
616 大内06 清王 ｾｲｵｳ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
617 大内06 清王 ｾｲｵｳ 下ダバ ｼﾓﾀﾞﾊﾞ
618 大内06 清王 ｾｲｵｳ ショウブ谷 ｼﾖｳﾌﾞﾀﾆ
619 大内06 清王 ｾｲｵｳ 竹ヶ谷 ﾀｹｶﾞﾀﾆ
620 大内06 清王 ｾｲｵｳ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
621 大内06 清王 ｾｲｵｳ ヂョウヂョウ ﾁﾞﾖｳﾁﾞﾖｳ
622 大内06 清王 ｾｲｵｳ トヤノ谷 ﾄﾔﾉﾀﾆ
623 大内06 清王 ｾｲｵｳ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
624 大内06 清王 ｾｲｵｳ 中マヤシキ ﾅｶﾏﾔｼｷ
625 大内06 清王 ｾｲｵｳ ナナカマスコシ ﾅﾅｶﾏｽｺｼ
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626 大内06 清王 ｾｲｵｳ 七反ダバ ﾅﾅﾀﾝﾀﾞﾊﾞ
627 大内06 清王 ｾｲｵｳ 野中 ﾉﾅｶ
628 大内06 清王 ｾｲｵｳ 平道山 ﾋﾗﾐﾁﾔﾏ
629 大内06 清王 ｾｲｵｳ ホドノトウ ﾎﾄﾞﾉﾄｳ
630 大内06 清王 ｾｲｵｳ 薮ソヱ ﾔﾌﾞｿｴ
631 大内06 清王 ｾｲｵｳ 脇ダバ ﾜｷﾀﾞﾊﾞ
632 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ アシガ谷 ｱｼｶﾞﾀﾆ
633 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 穴神 ｱﾅｶﾞﾐ
634 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 有尾 ｱﾘｵ
635 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ アヲギカサコ ｱｦｷﾞｶｻｺ
636 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 池ノ上 ｲｹﾉｳｴ
637 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 受蕨 ｳｹﾜﾗﾋﾞ
638 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ウケワラビ ｳｹﾜﾗﾋﾞ
639 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 勉谷 ｳｻｷﾞﾀﾆ
640 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 内ヶ谷 ｳﾁｶﾞﾀﾆ
641 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 猿クライ ｳﾏｸﾗｲ
642 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ エノキ谷 ｴﾉｷﾀﾆ
643 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 大角豆尻 ｵｵﾂﾉﾏﾒｼﾞﾘ
644 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 大平山 ｵｵﾋﾗﾔﾏ
645 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヲヲホラ ｵｵﾎﾗ
646 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヲカダ ｵｶﾀﾞ
647 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 岡段 ｵｶﾉﾀﾞﾝ
648 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 奥鷹ノス ｵｸﾀｶﾉｽ
649 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 奥瀧ノ下 ｵｸﾀｷﾉｼﾀ
650 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 奥タニダ ｵｸﾀﾆﾀﾞ
651 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヲドリダバ ｵﾄﾞﾘﾀﾞﾊﾞ
652 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヲミソ ｵﾐｿ
653 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
654 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 笠碆 ｶｻﾊﾞｲ
655 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ カタヤマ ｶﾀﾔﾏ
656 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 川原木 ｶﾊﾗｷﾞ
657 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 鎌倉 ｶﾏｸﾗ
658 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 上ウツゲシリ ｶﾐｳﾂｹﾞｼﾘ
659 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 上猿喰 ｶﾐｳﾏｸﾗｲ
660 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 上作式 ｶﾐｻｸｼｷ
661 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 上猿クライ ｶﾐｻﾙｸﾗｲ
662 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 上鷹ノス ｶﾐﾀｶﾉｽ
663 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 神田前 ｶﾐﾀﾞﾉﾏｴ
664 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 上ヌリル山 ｶﾐﾇﾘﾙﾔﾏ
665 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 上ホトトキ ｶﾐﾎﾄﾄｷ
666 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 北城山 ｷﾀｼﾛﾔﾏ
667 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 北駄場 ｷﾀﾀﾞﾊﾞ
668 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 北丁子ノ口 ｷﾀﾁﾖｳｼﾉｸﾁ
669 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 北ナイナウ ｷﾀﾅｲﾅｳ
670 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 口ナル谷 ｸﾁﾅﾙﾀﾆ
671 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 口松谷 ｸﾁﾏﾂﾀﾆ
672 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 熊ケ森 ｸﾏｶﾞﾓﾘ
673 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ クロユワ ｸﾛﾕﾜ
674 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ コカウ田 ｺｶｳﾃﾞﾝ
675 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ コカウ田ノ前 ｺｶｳﾃﾞﾝﾉﾏｴ
676 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 五反地 ｺﾞﾀﾝﾁﾞ
677 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ サカリ山 ｻｶﾘﾔﾏ
678 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 笹谷 ｻｻｶﾞﾀﾆ
679 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 猿クライ ｻﾙｸﾗｲ
680 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 猿田 ｻﾙﾀ
681 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ シウリノ元 ｼｳﾘﾉﾓﾄ
682 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 下ウツゲシリ ｼﾓｳﾂｹﾞｼﾘ
683 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 下大平 ｼﾓｵｵﾋﾗ

2016/12/21 5/33 四万十町地名辞典付属資料



整理番号 地区コード 大字 大字の読み 小字 小字読み 摘要

684 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 下大平山 ｼﾓｵｵﾋﾗﾔﾏ
685 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 下作式 ｼﾓｻｸｼｷ
686 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 下モ瀧ノ下 ｼﾓﾀｷﾉｼﾀ
687 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ シャシャブ谷 ｼﾔｼﾔﾌﾞﾀﾆ
688 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ シュウリ ｼﾕｳﾘ
689 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
690 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 城ノ西 ｼﾛﾉﾆｼ
691 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 城山 ｼﾛﾔﾏ
692 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 惣ノ前 ｿｳﾉﾏｴ
693 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ タカザレ ﾀｶｻﾞﾚ
694 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 鷹ノス ﾀｶﾉｽ
695 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 瀧ノ下 ﾀｷﾉｼﾀ
696 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ タニダ ﾀﾆﾀﾞ
697 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 駄場 ﾀﾞﾊﾞ
698 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 太夫太郎 ﾀﾕｳﾀﾛｳ
699 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 段ノ下 ﾀﾞﾝﾉｼﾀ
700 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 丁子ノ口 ﾁﾖｳｼﾉｸﾁ
701 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ツキタメ ﾂｷﾀﾒ
702 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 出情屋敷 ﾃﾞｼﾞﾖｳﾔｼｷ
703 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 寺ノ谷 ﾃﾗﾉﾀﾆ
704 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 天神田 ﾃﾝｼﾞﾝﾀ
705 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ トイガ谷 ﾄｲｶﾞﾀﾆ
706 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 棟開 ﾄｳｶｲ
707 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 棟ノ平 ﾄｳﾉﾋﾗ
708 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 堂ノ前 ﾄﾞｳﾉﾏｴ
709 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 棟山 ﾄｳﾔﾏ
710 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ナイナウ ﾅｲﾅｳ
711 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 中尾 ﾅｶｵ
712 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 中畑ヶ谷 ﾅｶﾊﾀｶﾞﾀﾆ
713 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 仲間屋敷 ﾅｶﾏﾔｼｷ
714 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ナケ薮 ﾅｹﾔﾌﾞ
715 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ナル谷 ﾅﾙﾀﾆ
716 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 西内ケ谷 ﾆｼｳﾁﾉﾀﾆ
717 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 西大洞山 ﾆｼｵｵﾄﾞｳﾔﾏ
718 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 西川原木 ﾆｼｶﾜﾗｷﾞ
719 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヌリル山 ﾇﾘﾙﾔﾏ
720 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 墓ノ下 ﾊｶﾉｼﾀ
721 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 畑ヶ谷 ﾊﾀｶﾞﾀﾆ
722 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ハチカ谷 ﾊﾁｶﾀﾆ
723 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 八反地 ﾊﾂﾀﾝﾁﾞ
724 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヒヱシリ ﾋｴｼﾘ
725 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東内ヶ谷 ﾋｶﾞｼｳﾁｶﾞﾀﾆ
726 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東大洞 ﾋｶﾞｼｵｵﾄｳ
727 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東五反地 ﾋｶﾞｼｺﾞﾀﾝﾁﾞ
728 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東トイガ谷 ﾋｶﾞｼﾄｲｶﾞﾀﾆ
729 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東仲間屋敷 ﾋｶﾞｼﾅｶﾏﾔｼｷ
730 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東鳴谷 ﾋｶﾞｼﾅﾙﾀﾆ
731 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東畑ヶ谷 ﾋｶﾞｼﾊﾀｶﾞﾀﾆ
732 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東ムカエダ ﾋｶﾞｼﾑｶｴﾀﾞ
733 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 東山ノ神 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾉｶﾐ
734 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 樋ノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
735 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヒラタニ ﾋﾗﾀﾆ
736 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 平谷 ﾋﾗﾀﾞﾆ
737 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ヒラハヱ ﾋﾗﾊｴ
738 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 古田 ﾌﾙﾀ
739 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ホトトギ ﾎﾄﾄｷﾞ
740 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 松谷 ﾏﾂｶﾞﾀﾆ
741 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
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742 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ マツバ ﾏﾂﾊﾞ
743 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ マルヤマ ﾏﾙﾔﾏ
744 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ミシマ ﾐｼﾏ
745 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 道ノ谷 ﾐﾁﾉﾀﾆ
746 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 南シウリノ元 ﾐﾅﾐｼｳﾘﾉﾓﾄ
747 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 南タニダ ﾐﾅﾐﾀﾆﾀﾞ
748 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 南鳴谷 ﾐﾅﾐﾅﾙﾀﾆ
749 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 南山ノ神 ﾐﾅﾐﾔﾏﾉｶﾐ
750 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 三子ダ ﾐﾈﾀﾞ
751 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ ムカエダ ﾑｶｴﾀﾞ
752 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 柳瀬 ﾔﾅｾ
753 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
754 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 依岡古土居 ﾖﾘｵｶﾌﾙﾄﾞｲ
755 大内07 添ノ川 ｿｲﾉｶﾜ 渡リ上リ ﾜﾀﾘｱｶﾞﾘ
832 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 赤ギシ ｱｶｷﾞｼ
833 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ アシロ谷 ｱｼﾛﾀﾆ
834 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 今城 ｲﾏｼﾞﾖｳ
835 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ ヲイゴ ｵｲｺﾞ
836 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ ヲウラダ ｵｳﾗﾀﾞ
837 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 大浦 ｵｵｳﾗ
838 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 大ヅイ ｵｵﾂﾞｲ
839 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ ヲヲヒラ ｵｵﾋﾗ
840 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 奥轟山 ｵｸﾄﾄﾞﾛﾔﾏ
841 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 上轟 ｶﾐﾄﾄﾞﾛ
842 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 高望 ｺｳﾓｳ
843 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 高望山 ｺｳﾓｳﾔﾏ
844 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ コシ浦峠 ｺｼｳﾗﾄｳｹﾞ
845 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 椎ノ浦 ｼｲﾉｳﾗ
846 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 椎ノ浦山 ｼｲﾉｳﾗﾔﾏ
847 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ シウラ山 ｼｳﾗﾔﾏ
848 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 清水 ｼﾐｽﾞ
849 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 下轟山 ｼﾓﾄﾄﾞﾛﾔﾏ
850 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 白岩山 ｼﾗｲﾜﾔﾏ
851 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 城ヶハナ山 ｼﾛｶﾞﾊﾅﾔﾏ
852 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 新屋敷 ｼﾝﾔｼｷ
853 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 先谷 ｾﾝﾀﾈ
854 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ タコハナ山 ﾀｺﾊﾅﾔﾏ
855 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 田中 ﾀﾅｶ
856 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 田ノトヲ山 ﾀﾉﾄｳﾔﾏ
857 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ チソボ ﾁｿﾎﾞ
858 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ ツルバ山 ﾂﾙﾊﾞﾔﾏ
859 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 天神森 ﾃﾝｼﾞﾝﾓﾘ
860 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ トイロ ﾄｲﾛ
861 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 轟谷西 ﾄﾄﾞﾛﾀﾞﾆﾆｼ
862 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 中トドロ ﾅｶﾄﾄﾞﾛ
863 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 中轟山 ﾅｶﾄﾄﾞﾛﾔﾏ
864 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 中峯 ﾅｶﾐﾈ
865 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 浜屋式 ﾊﾏﾔｼｷ
866 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 洞谷 ﾎﾗｶﾞﾀﾆ
867 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 宮谷 ﾐﾔﾀﾆ
868 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ ムラキミヤシキ ﾑﾗｷﾐﾔｼｷ
869 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
870 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ 山ノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ
871 大内08 橘浦 ﾀﾁﾊﾞﾅｳﾗ ロクロヲ ﾛｸﾛｵ
1708 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ アカサコ ｱｶｻｺ
1709 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ アサカ谷 ｱｻｶﾀﾆ
1710 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ アナントヲ ｱﾅﾝﾄｳ
1711 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 有王 ｱﾘｵｳ

2016/12/21 7/33 四万十町地名辞典付属資料



整理番号 地区コード 大字 大字の読み 小字 小字読み 摘要

1712 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ イゲノ谷 ｲｹﾞﾉﾀﾆ
1713 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 石神谷 ｲｼｶﾞﾐﾀﾞﾆ
1714 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 石バシ ｲｼﾊﾞｼ
1715 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 戌田 ｲﾀﾞ
1716 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ イチウハラ ｲﾁｳﾊﾗ
1717 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 一本松 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
1718 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ イマキノハナ ｲﾏｷﾉﾊﾅ
1719 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 上切 ｳｴｷﾘ
1720 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 後口谷 ｳｼﾛｸﾞﾁﾀﾞﾆ
1721 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ウシロタ ｳｼﾛﾀ
1722 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ウチビラ ｳﾁﾋﾞﾗ
1723 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 内平 ｳﾁﾋﾞﾗ
1724 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ウラミチ ｳﾗﾐﾁ
1725 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ウラ田 ｳﾗﾝﾀﾞ
1726 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヱガマ谷 ｴｶﾞﾏﾀﾆ
1727 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ エビスデン ｴﾋﾞｽﾃﾞﾝ
1728 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 大澤 ｵｳｻﾜ
1729 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 大石 ｵｵｲｼ
1730 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヲヲ谷 ｵｵﾀﾆ
1731 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 大谷 ｵｵﾀﾆ
1732 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 大ダバ ｵｵﾀﾞﾊﾞ
1733 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 大鳥 ｵｵﾄﾘ
1734 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 岡ヶ谷 ｵｶｶﾞﾀﾆ
1735 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヲキノマヱ ｵｷﾉﾏｴ
1736 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヲキヨタ ｵｷﾖﾀ
1737 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヲクマ谷 ｵｸﾏﾀﾆ
1738 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヲササキ ｵｻｻｷ
1739 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヲバタ ｵﾊﾞﾀ
1740 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヲモダ ｵﾓﾀﾞ
1741 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ カタアムラ ｶﾀｱﾑﾗ
1742 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ カナムコウ ｶﾅﾑｺｳ
1743 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ カノ角 ｶﾉﾂﾉ
1744 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ カマトコ ｶﾏﾄｺ
1745 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 上石神 ｶﾐｲｼｶﾞﾐ
1746 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 神キレ田 ｶﾐｷﾚﾀﾞ
1747 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 亀ヶ森 ｶﾒｶﾞﾓﾘ
1748 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ カワチカミ ｶﾜﾁｶﾐ
1749 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ
1750 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 菊ヶ谷 ｷｸｶﾞﾀﾆ
1751 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ キワタシリ ｷﾜﾀｼﾘ
1752 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ クシヒキ ｸｼﾋｷ
1753 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ クロイワ ｸﾛｲﾜ
1754 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 桑カケ石 ｸﾜｶｹｲｼ
1755 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 小畦田 ｺｱｾﾞﾀﾞ
1756 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 小石 ｺｲｼ
1757 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ コイヤシキ ｺｲﾔｼｷ
1758 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ コヲノス ｺｵﾉｽ
1759 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ コグシ ｺｸﾞｼ
1760 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ コハタ ｺﾊﾀ
1761 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ コヤケシタ ｺﾔｹｼﾀ
1762 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ コヤノ下 ｺﾔﾉｼﾀ
1763 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ コヤノ畝 ｺﾔﾉｾ
1764 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 榊ム子 ｻｶｷﾑﾈ
1765 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 坂ノ本 ｻｶﾉﾓﾄ
1766 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ササデン ｻｻﾃﾞﾝ
1767 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ サルコエ ｻﾙｺﾞｴ
1768 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
1769 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シイノ木 ｼｲﾉｷ

2016/12/21 8/33 四万十町地名辞典付属資料



整理番号 地区コード 大字 大字の読み 小字 小字読み 摘要

1770 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シオヤコヱ ｼｵﾔｺｴ
1771 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シヲリ ｼｵﾘ
1772 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シカノ谷 ｼｶﾉﾀﾆ
1773 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 地蔵トウ ｼﾞｿﾞｳﾄｳ
1774 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シタノウラ ｼﾀﾉｳﾗ
1775 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シブケダ ｼﾌﾞｹﾀﾞ
1776 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 島田 ｼﾏﾀﾞ
1777 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シミヅ ｼﾐﾂﾞ
1778 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 下石神 ｼﾓｲｼｶﾞﾐ
1779 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 下川マヱ ｼﾓｶﾜﾏｴ
1780 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 下切 ｼﾓｷﾚ
1781 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 下モ谷 ｼﾓﾀﾞﾆ
1782 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 下ハツヲ ｼﾓﾊﾂｵ
1783 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シャクハチ谷 ｼﾔｸﾊﾁﾀﾆ
1784 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 城ヶ谷 ｼﾞﾖｳｶﾞﾀﾆ
1785 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 城ヶ峯 ｼﾞﾖｳｶﾞﾐﾈ
1786 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 障子谷 ｼﾖｳｼﾞﾀﾆ
1787 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 正城下 ｼﾖｳｼﾞﾖｳｶ
1788 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 白草 ｼﾗｸｻ
1789 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 白岩 ｼﾛｲﾜ
1790 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シロノ後口 ｼﾛﾉｳｼﾛｸﾞﾁ
1791 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
1792 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シンサキ ｼﾝｻｷ
1793 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ シンサワダ ｼﾝｻﾜﾀﾞ
1794 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 周防形谷 ｽｵｳｶﾞﾀﾀﾆ
1795 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 杉マツ ｽｷﾞﾏﾂ
1796 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ スゲダ ｽｹﾞﾀﾞ
1797 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ セイモト ｾｲﾓﾄ
1798 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 宗楽寺 ｿｳﾗｸｼﾞ
1799 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ タカシロ ﾀｶｼﾛ
1800 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
1801 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 竹ノハナ ﾀｹﾉﾊﾅ
1802 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 竹ノ股 ﾀｹﾉﾏﾀ
1803 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ タツチ ﾀﾂﾁ
1804 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 立石山 ﾀﾃｲｼﾔﾏ
1805 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 谷石山 ﾀﾆｲｼﾔﾏ
1806 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 谷ノ木サコ ﾀﾆﾉｷｻｺ
1807 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
1808 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ダバサキ ﾀﾞﾊﾞｻｷ
1809 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヂイケタハ ﾁﾞｲｹﾀﾊ
1810 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 長ザイ谷 ﾁﾖｳｻﾞｲﾀﾆ
1811 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ツ子田 ﾂﾈﾀﾞ
1812 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ツルノス ﾂﾙﾉｽ
1813 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ トヲクデン ﾄｳｸﾃﾞﾝ
1814 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ドヲハタ ﾄﾞｳﾊﾀ
1815 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 堂屋式 ﾄﾞｳﾔｼｷ
1816 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ トヲミト山 ﾄｵﾐﾄﾔﾏ
1817 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 轟口 ﾄﾄﾞﾛｸﾞﾁ
1818 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 轟山 ﾄﾄﾞﾛﾔﾏ
1819 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 土橋 ﾄﾞﾊﾞｼ
1820 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 鳥越 ﾄﾘｺﾞｴ
1821 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 鳥ノコ ﾄﾘﾉｺ
1822 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 中畝 ﾅｶｳﾈ
1823 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 長尾 ﾅｶﾞｵ
1824 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 中ヲモダ ﾅｶｵﾓﾀﾞ
1825 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 中切 ﾅｶｷﾚ
1826 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 中クボ ﾅｶｸﾎﾞ
1827 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 中スカ ﾅｶｽｶ
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1828 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ナカタ ﾅｶﾀ
1829 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 中谷 ﾅｶﾀﾆ
1830 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
1831 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 中畑 ﾅｶﾊﾞﾀ
1832 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 中間屋式 ﾅｶﾏﾔｼｷ
1833 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ナガレダ ﾅｶﾞﾚﾀﾞ
1834 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ナニセマチ ﾅﾆｾﾏﾁ
1835 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 西ヲモダ ﾆｼｵﾓﾀﾞ
1836 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 西草木薮 ﾆｼｸｻｷﾔﾌﾞ
1837 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 西畑 ﾆｼﾊﾀ
1838 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 西山 ﾆｼﾔﾏ
1839 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 子コダ ﾈｺﾀﾞ
1840 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ハエノキレ ﾊｴﾉｷﾚ
1841 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ハケハタ ﾊｹﾊﾀ
1842 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ハシノモト ﾊｼﾉﾓﾄ
1843 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 蛤潟 ﾊﾏｸﾞﾘﾊﾏ
1844 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ハンヤモト ﾊﾝﾔﾓﾄ
1845 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 東草木薮 ﾋｶﾞｼｸｻｷﾔﾌﾞ
1846 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 東中地 ﾋｶﾞｼﾅｶﾁ
1847 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
1848 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 一ツウチ ﾋﾄﾂｳﾁ
1849 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 樋ノ口 ﾋﾉｸﾁ
1850 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 深浦谷 ﾌｶｳﾗﾀﾆ
1851 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 二ツ石 ﾌﾀﾂｲｼ
1852 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 古城 ﾌﾙｼﾛ
1853 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 古妙神 ﾌﾙﾐﾖｳｼﾞﾝ
1854 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ フロノ谷 ﾌﾛﾉﾀﾆ
1855 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ フロノ山 ﾌﾛﾉﾔﾏ
1856 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ベニ石 ﾍﾞﾆｲｼ
1857 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ベニ石山 ﾍﾞﾆｲｼﾔﾏ
1858 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ボウズヤケ ﾎﾞｳｽﾞﾔｹ
1859 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ボヲズヤシキ ﾎﾞｳｽﾞﾔｼｷ
1860 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ボウデン ﾎﾞｳﾃﾞﾝ
1861 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ホリ山 ﾎﾘﾔﾏ
1862 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 本村 ﾎﾝﾑﾗ
1863 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 松ヶクボ ﾏﾂｶﾞｸﾎﾞ
1864 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 松ヶ谷 ﾏﾂｶﾞﾀﾆ
1865 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 松田 ﾏﾂﾀﾞ
1866 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 松バ ﾏﾂﾊﾞ
1867 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 松バヤシキ ﾏﾂﾊﾞﾔｼｷ
1868 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
1869 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1870 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ミチヶ谷 ﾐﾁｶﾞﾀﾆ
1871 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
1872 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 宮谷 ﾐﾔﾀﾆ
1873 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ
1874 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
1875 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 宮ノ森 ﾐﾔﾉﾓﾘ
1876 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 森山 ﾓﾘﾔﾏ
1877 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヤケシダ ﾔｹｼﾀﾞ
1878 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヤシキダ ﾔｼｷﾀﾞ
1879 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 柳ノ本 ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄ
1880 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヤハス ﾔﾊｽ
1881 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 山ノ神 ﾔﾏﾉｶﾐ
1882 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 山ノ神ダバ ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾞﾊﾞ
1883 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヤマノ下 ﾔﾏﾉｼﾀ
1884 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ 山本 ﾔﾏﾓﾄ
1885 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヨシケ谷 ﾖｼｶﾞﾀﾆ
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1886 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヨシムラ ﾖｼﾑﾗ
1887 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヨ子ンダ ﾖﾈﾝﾀﾞ
1888 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ヨル山 ﾖﾙﾔﾏ
1889 大内09 芳ノ澤 ﾖｼﾉｻﾜ ロキ ﾛｷ
872 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ 籠ヤブ ｶｺﾞﾔﾌﾞ
873 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ ササ谷 ｻｻﾀﾆ
874 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ 白崎 ｼﾗｻｷ
875 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ 新屋式 ｼﾝﾔｼｷ
876 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ タツガサコ ﾀﾂｶﾞｻｺ
877 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ 西カクレ ﾆｼｶｸﾚ
878 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ マキガウラ ﾏｷｶﾞｳﾗ
879 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ 三ツハエ ﾐﾂﾊｴ
880 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ ムクリ山 ﾑｸﾘﾔﾏ
881 大内09・芳ノ沢 竜ヶ迫 ﾀﾂｶﾞｻｺ 本屋式 ﾓﾄﾔｼｷ
882 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 姥ゴゼン瀧ノ下 ｳﾊﾞｺﾞｾﾞﾝﾀｷﾉｼ
883 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 姥ゴ前山 ｳﾊﾞｺﾞｾﾞﾝﾔﾏ
884 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ ヲリコ江 ｵﾘｺｴ
885 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ ヲリツキ ｵﾘﾂｷ
886 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ カナツカ ｶﾅﾂｶ
887 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ キビナゴ網代 ｷﾋﾞﾅｺﾞｱｼﾞﾛ
888 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ クシヶ谷 ｸｼｶﾞﾀﾆ
889 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ クボタ ｸﾎﾞﾀ
890 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 熊ヶ谷 ｸﾏｶﾞﾀﾆ
891 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 車カド ｸﾙﾏｶﾄﾞ
892 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ サルクライ ｻﾙｸﾗｲ
893 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ シイラ ｼｲﾗ
894 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 地吉 ｼﾞﾖｼ
895 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ シロノヲ ｼﾛﾉｵ
896 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ シロノ峯 ｼﾛﾉﾐﾈ
897 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 砂田 ｽﾅﾀﾞ
898 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ タノコ ﾀﾉｺ
899 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ ツクリ道 ﾂｸﾘﾐﾁ
900 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 弦場 ﾂﾙﾊﾞ
901 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 弦場続山 ﾂﾙﾊﾞﾂﾂﾞｷﾔﾏ
902 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 弦場山 ﾂﾙﾊﾞﾔﾏ
903 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 中畝 ﾅｶｳﾈ
904 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
905 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 苗代ガイチ ﾅｼﾞﾛｶﾞｲﾁ
906 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 登川 ﾉﾎﾞﾘｶﾜ
907 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ ノボリ川瀧ノ下 ﾉﾎﾞﾘｶﾜﾀｷﾉｼﾀ
908 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ ノリコヘ ﾉﾘｺﾍ
909 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 浜田 ﾊﾏﾀﾞ
910 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 古泊リ ﾌﾙﾄﾞﾏﾘ
911 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ ホヲデン ﾎｳﾃﾞﾝ
912 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 南ヤシキ ﾐﾅﾐﾔｼｷ
913 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ ム子ントウ ﾑﾈﾝﾄｳ
914 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ モメンジリ ﾓﾒﾝｼﾞﾘ
915 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ ヤマ川 ﾔﾏｶﾜ
916 大内10 泊浦 ﾄﾏﾘｳﾗ 脇ノ川 ﾜｷﾉｶﾜ
1330 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ アヲギサコ ｱｵｷﾞｻｺ
1331 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 池ノ尻 ｲｹﾉｼﾘ
1332 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
1333 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 一本松 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
1334 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 井戸ノ尻 ｲﾄﾞﾉｼﾘ
1335 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 井戸ノ谷 ｲﾄﾞﾉﾀﾆ
1336 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 井戸ノ本 ｲﾄﾞﾉﾓﾄ
1337 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 今ノヒ ｲﾏﾉﾋ
1338 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 馬ヶ谷 ｳﾏｶﾞﾀﾆ
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1339 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 大亀谷 ｵｳｶﾒﾀﾆ
1340 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 大道山 ｵｳﾄﾞｳﾔﾏ
1341 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 大亀谷山 ｵｵｶﾒﾀﾆﾔﾏ
1342 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 大川 ｵｵｶﾜ
1343 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 大谷 ｵｵﾀﾆ
1344 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 大駄場 ｵｵﾀﾞﾊﾞ
1345 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 小川口 ｵｶﾞﾜｸﾞﾁ
1346 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ ヲノハナ ｵﾉﾊﾅ
1347 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ ヲバ谷 ｵﾊﾞﾀﾆ
1348 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ カイチ ｶｲﾁ
1349 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 鏡岩 ｶｶﾞﾐｲﾜ
1350 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 鎌作リ ｶﾏﾂｸﾘ
1351 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 川ノ上 ｶﾜﾉｳｴ
1352 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ キクノ花 ｷｸﾉﾊﾅ
1353 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ クロ岩 ｸﾛｲﾜ
1354 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 荒神地 ｺｳｼﾞﾝﾁ
1355 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 荒神山 ｺｳｼﾞﾝﾔﾏ
1356 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 小島越 ｺｼﾞﾏｺｴ
1357 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 小平戸 ｺﾋﾗﾄﾞ
1358 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 小松原 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ
1359 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 駒ノ前 ｺﾏﾉﾏｴ
1360 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 境谷 ｻｶｲﾀﾆ
1361 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 三反切レ ｻﾝﾀﾞﾝｷﾞﾚ
1362 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 獅々山 ｼｼﾔﾏ
1363 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 地蔵ヶ峯 ｼﾞｿﾞｳｶﾞﾐﾈ
1364 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 篠生津山 ｼﾉｵﾂﾞﾔﾏ
1365 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 島ノ上 ｼﾏﾉｳｴ
1366 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 島道 ｼﾏﾐﾁ
1367 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ シャリシキ ｼﾔﾘｼｷ
1368 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 杉ノ木谷 ｽｷﾞﾉｷﾀﾆ
1369 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 住吉谷 ｽﾐﾖｼﾀﾆ
1370 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 清右ェ門谷 ｾｲｳｴﾓﾝﾀﾆ
1371 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ タイラ山 ﾀｲﾗﾔﾏ
1372 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 竹ノ上 ﾀｹﾉｳｴ
1373 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 立ハイ ﾀﾁﾊｲ
1374 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ ツイヂロ ﾂｲﾁﾞﾛ
1375 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 土橋 ﾂﾁﾊﾞｼ
1376 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 坪ノ内 ﾂﾎﾞﾉｳﾁ
1377 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 伝太郎谷 ﾃﾞﾝﾀﾛｳﾀﾆ
1378 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 天能 ﾃﾝﾉｳ
1379 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 轟谷 ﾄﾄﾞﾛｷﾀﾆ
1380 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 長石 ﾅｶﾞｲｼ
1381 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 中駄場 ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
1382 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 中ノ須加 ﾅｶﾉｽｶﾞ
1383 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 中ノ峯 ﾅｶﾉﾐﾈ
1384 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 布立山 ﾇﾉﾀﾁﾔﾏ
1385 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ ハギノ ﾊｷﾞﾉ
1386 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 離越 ﾊﾅﾚｺｴ
1387 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 浜田 ﾊﾏﾀﾞ
1388 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 日ノ平 ﾋﾉﾋﾗ
1389 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ フンコメダ ﾌﾝｺﾒﾀﾞ
1390 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 前ノ畝 ﾏｴﾉｾ
1391 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 松ヶクボ ﾏﾂｶﾞｸﾎﾞ
1392 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 松谷 ﾏﾂﾀﾆ
1393 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 丸田 ﾏﾙﾀ
1394 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1395 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 明所山 ﾒｲｼﾖﾔﾏ
1396 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ ヤクシノ段 ﾔｸｼﾉﾀﾞﾝ
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1397 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
1398 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ ヤハズ石 ﾔﾊｽﾞｲｼ
1399 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 箭ハス山 ﾔﾊｽﾔﾏ
1400 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 山ノウナシ ﾔﾏﾉｳﾅｼ
1401 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 山ノ神谷 ﾔﾏﾉｶﾐﾀﾆ
1402 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 米谷 ﾖﾈﾀﾆ
1403 大内11 平山 ﾋﾗﾔﾏ 六方 ﾛﾂﾎﾟｳ
1404 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 旭森 ｱｻﾋﾓﾘ
1405 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ アタコテン ｱﾀｺﾃﾝ
1406 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ アナタ ｱﾅﾀ
1407 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 家ノシモ ｲｴﾉｼﾓ
1408 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 池田 ｲｹﾀﾞ
1409 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 池ノシリ ｲｹﾉｼﾘ
1410 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ イサキヤブ ｲｻｷﾔﾌﾞ
1411 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 石神山 ｲｼｶﾐﾔﾏ
1412 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 石京 ｲｼｷﾖｳ
1413 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 伊勢殿 ｲｾﾃﾞﾝ
1414 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ イタチケサコ ｲﾀﾁｶｻｺ
1415 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 一本松 ｲﾂﾎﾞﾝﾏﾂ
1416 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 犬次郎 ｲﾇｼﾞﾛｳ
1417 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ イマ川 ｲﾏｶﾜ
1418 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 岩クロタ ｲﾜｸﾛﾀ
1419 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 鴬 ｳｸﾞｲｽ
1420 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 丑ヶ谷山 ｳｼｶﾞﾀﾆﾔﾏ
1421 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 牛ノ池田 ｳｼﾉｲｹﾀﾞ
1422 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ウナキ谷 ｳﾅｷﾀﾆ
1423 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ウハゴゼン ｳﾊｺﾞｾﾞﾝ
1424 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 馬路口 ｳﾏﾁﾞｸﾞﾁ
1425 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 浦宗ヤシキ ｳﾗﾑﾈﾔｼｷ
1426 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 榮作ヤシキ ｴｲｻｸﾔｼｷ
1427 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヱカマフチ ｴｶﾏﾌﾁ
1428 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ エノキヤシキ ｴﾉｷﾔｼｷ
1429 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大内 ｵｵｳﾁ
1430 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ オオカメクシ ｵｵｶﾒｸｼ
1431 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大川フチ ｵｵｶﾜﾌﾁ
1432 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大澤 ｵｵｻﾜ
1433 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 太田 ｵｵﾀ
1434 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大谷 ｵｵﾀﾆ
1435 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大谷口 ｵｵﾀﾆｸﾞﾁ
1436 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大タハ ｵｵﾀﾊ
1437 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大トヤ ｵｵﾄﾔ
1438 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大バン ｵｵﾊﾞﾝ
1439 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大ミトウ ｵｵﾐﾄｳ
1440 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 岡田ヤシキ ｵｶﾀﾞﾔｼｷ
1441 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヲカバナ ｵｶﾊﾞﾅ
1442 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 沖ノ後 ｵｷﾉｳｼﾛ
1443 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヲク長沢 ｵｸﾅｶﾞｻﾜ
1444 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 奥ノ後ロ ｵｸﾉｳｼﾛ
1445 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 尾崎 ｵｻｷ
1446 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヲサキノマエ ｵｻｷﾉﾏｴ
1447 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 小谷山 ｵﾀﾞﾆﾔﾏ
1448 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ オリツキ ｵﾘﾂｷ
1449 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヲリノシ ｵﾘﾉｼ
1450 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カキノキサコ ｶｷﾉｷｻｺ
1451 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カギ山 ｶｷﾞﾔﾏ
1452 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 隠谷口 ｶｹﾞﾀﾆｸﾞﾁ
1453 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カコウ ｶｺｳ
1454 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カコウ渡 ｶｺｳﾜﾀｼ
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1455 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カサキ ｶｻｷ
1456 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 笠木 ｶｻｷﾞ
1457 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カジヤシキ ｶｼﾞﾔｼｷ
1458 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カジヤノ前 ｶｼﾞﾔﾉﾏｴ
1459 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カフス森 ｶﾌｽﾓﾘ
1460 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ カマタ ｶﾏﾀ
1461 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 鎌谷 ｶﾏﾀﾆ
1462 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 鎌太郎 ｶﾏﾀﾛｳ
1463 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 上岡ヤシキ ｶﾐｵｶﾔｼｷ
1464 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 神田ヶ谷 ｶﾐﾀｶﾞﾀﾆ
1465 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 上谷 ｶﾐﾀﾆ
1466 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 亀尾 ｶﾒｵ
1467 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 亀尾山 ｶﾒｵﾔﾏ
1468 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ キシモト ｷｼﾓﾄ
1469 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ キョウフ谷 ｷﾖｳﾌﾀﾆ
1470 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 串ヶサコ ｸｼｶﾞｻｺ
1471 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 楠葉谷 ｸｽﾊﾞﾀﾆ
1472 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 崩岸 ｸﾂﾚｷｼ
1473 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ クフテキ ｸﾌﾃｷ
1474 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 熊ヶ森 ｸﾏｶﾞﾓﾘ
1475 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 栗石谷 ｸﾘｲｼﾀﾆ
1476 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ クリ石峯 ｸﾘｲｼﾐﾈ
1477 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 栗木谷 ｸﾘｷﾀﾆ
1478 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ クルマカド ｸﾙﾏｶﾄﾞ
1479 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ケンコントヲ ｹﾝｺﾝﾄｵ
1480 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ケン三郎 ｹﾝｻﾌﾞﾛｳ
1481 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ケンハチ ｹﾝﾊﾁ
1482 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ コウノス ｺｳﾉｽ
1483 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 郷ノ向 ｺﾞｳﾉﾑｶｲ
1484 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ コケタ ｺｹﾀ
1485 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ コサカイ ｺｻｶｲ
1486 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 古城ノ下 ｺｼﾞﾖｳﾉｼﾀ
1487 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 小苗代 ｺﾅｴｼﾛ
1488 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 小松 ｺﾏﾂ
1489 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 小山 ｺﾔﾏ
1490 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 権現タ ｺﾞﾝｹﾞﾝﾀ
1491 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 桜ヶ谷山 ｻｸﾗｶﾞﾀﾆﾔﾏ
1492 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 櫻谷 ｻｸﾗﾀﾞﾆ
1493 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ササ谷 ｻｻﾀﾆ
1494 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ サトダ ｻﾄﾀﾞ
1495 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ サル渡 ｻﾙﾜﾀﾘ
1496 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 三本松 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ
1497 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ シヲリ ｼｵﾘ
1498 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 枝折山 ｼｵﾘﾔﾏ
1499 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ シシバケ谷 ｼｼﾊﾞｶﾞﾀﾆ
1500 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 四升田 ｼｼﾖﾃﾞﾝ
1501 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 地神田 ｼﾞｼﾝﾃﾞﾝ
1502 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 地蔵ノハナ ｼﾞｿﾞｳﾉﾊﾅ
1503 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 四反地 ｼﾀｼﾞ
1504 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 芝ノダバ ｼﾊﾞﾉﾀﾞﾊﾞ
1505 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
1506 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ショウブケサコ ｼﾖｳﾌﾞｶﾞｻｺ
1507 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ショウブヶ谷 ｼﾖｳﾌﾞｶﾞﾀﾆ
1508 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 地吉 ｼﾞﾖｼ
1509 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 地吉山 ｼﾞﾖｼﾔﾏ
1510 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ シラヌタ ｼﾗﾇﾀ
1511 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 城ヶ谷口 ｼﾛｶﾞﾀﾆｸﾞﾁ
1512 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 城越エ ｼﾛｺｴ
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1513 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 新ヤシキ ｼﾝﾔｼｷ
1514 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 辷ハエ ｽﾍﾞﾘﾊｴ
1515 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 石雲寺 ｾｷｳﾝｼﾞ
1516 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 大神田 ﾀﾞｲｼﾝﾃﾞﾝ
1517 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ タカノス ﾀｶﾉｽ
1518 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ タキ山ノ下 ﾀｷﾔﾏﾉｼﾓ
1519 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 竹添 ﾀｹｿﾞｴ
1520 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 竹ノ元 ﾀｹﾉﾓﾄ
1521 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 橘谷 ﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾆ
1522 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 田中ノ前 ﾀﾅｶﾉﾏｴ
1523 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 谷ノ後 ﾀﾆﾉｳｼﾛ
1524 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 谷の前 ﾀﾆﾉﾏｴ
1525 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 狸谷 ﾀﾇｷﾀﾆ
1526 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 玉カワラ ﾀﾏｶﾜﾗ
1527 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヂイケヲク ﾁﾞｲｶﾞｵｸ
1528 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ チカラ石 ﾁｶﾗｲｼ
1529 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ チクショウ ﾁｸｼﾖｳ
1530 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 長次ケ峯 ﾁﾖｳｼﾞｶﾞﾐﾈ
1531 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 長次ヶ森 ﾁﾖｳｼﾞｶﾞﾓﾘ
1532 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 長タ ﾁﾖｳﾀ
1533 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 長タノ森 ﾁﾖｳﾀﾉﾓﾘ
1534 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ チヨシ ﾁﾖｼ
1535 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ チヨシヶ峯 ﾁﾖｼｶﾞﾐﾈ
1536 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ チヨシタハ ﾁﾖｼﾀﾊ
1537 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ツエタ ﾂｴﾀ
1538 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 作リ道 ﾂｸﾘﾐﾁ
1539 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ツルイシリ ﾂﾙｲｼﾘ
1540 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ テント峯 ﾃﾝﾄﾐﾈ
1541 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ トウケ谷 ﾄｳｶﾞﾀﾆ
1542 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ トウゲノ下 ﾄｳｹﾞﾉｼﾀ
1543 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ トヲゲノ下 ﾄｳｹﾞﾉｼﾀ
1544 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 堂ノ岡 ﾄﾞｳﾉｵｶ
1545 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ トウノ下 ﾄｳﾉｼﾀ
1546 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 堂ノ下 ﾄﾞｳﾉｼﾀ
1547 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 遠田 ﾄｵｸﾃﾞﾝ
1548 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ トヲス ﾄｵｽ
1549 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ トヲハチヤシキ ﾄｦﾊﾁﾔｼｷ
1550 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ナイノケ谷 ﾅｲﾉｶﾞﾀﾆ
1551 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 苗代谷 ﾅｴｼﾛﾀﾆ
1552 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 長尾 ﾅｶﾞｵ
1553 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ナカサコ ﾅｶｻｺ
1554 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 長沢 ﾅｶﾞｻﾜ
1555 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
1556 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 中田ノムカイ ﾅｶﾀﾉﾑｶｲ
1557 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 中峯 ﾅｶﾐﾈ
1558 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 中ヤブ ﾅｶﾔﾌﾞ
1559 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1560 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1561 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ナカレタ ﾅｶﾚﾀ
1562 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ナキヤブ ﾅｷﾔﾌﾞ
1563 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ナシヶ森 ﾅｼｶﾞﾓﾘ
1564 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ナナカマス ﾅﾅｶﾏｽ
1565 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 七本木 ﾅﾅﾎﾝｷﾞ
1566 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ナラシ川 ﾅﾗｼｶﾜ
1567 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 成畑 ﾅﾘﾊﾞﾀ
1568 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 西ヤブ ﾆｼﾔﾌﾞ
1569 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 弐舛蒔 ﾆｼﾖｳﾏｷ
1570 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 野中 ﾉﾅｶ
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1571 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ハイサキ ﾊｲｻｷ
1572 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 萩ノ谷 ﾊｷﾞﾉﾀﾆ
1573 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ハシラ松 ﾊｼﾗﾏﾂ
1574 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 蜂ヶ森 ﾊﾁｶﾞﾓﾘ
1575 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 花後 ﾊﾅﾉｳｼﾛ
1576 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ハナノキ ﾊﾅﾉｷ
1577 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 花ノ木山 ﾊﾅﾉｷﾔﾏ
1578 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ハライ川 ﾊﾗｲｶﾜ
1579 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヒノモト ﾋﾉﾓﾄ
1580 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 平岩山 ﾋﾗｲﾜﾔﾏ
1581 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヒラクシ ﾋﾗｸｼ
1582 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 弘田 ﾋﾛﾀ
1583 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ フキケサコ ﾌｷｶﾞｻｺ
1584 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 二ツ石 ﾌﾀﾂｲｼ
1585 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 舟コシ ﾌﾅｺｼ
1586 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 古寺ノ下 ﾌﾙﾃﾗﾉｼﾀ
1587 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 古宮 ﾌﾙﾐﾔ
1588 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ホトケトヲ ﾎﾄｹﾄｦ
1589 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 前沢 ﾏｴｻﾜ
1590 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ マガキ ﾏｶﾞｷ
1591 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ マキノマエ ﾏｷﾉﾏｴ
1592 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 松ダバ ﾏﾂﾀﾞﾊﾞ
1593 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 松ノクボ ﾏﾂﾉｸﾎﾞ
1594 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1595 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ミカキ ﾐｶｷ
1596 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 三島ノ原 ﾐｼﾏﾉﾊﾗ
1597 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ミソテン ﾐｿﾃﾝ
1598 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ミチケ谷 ﾐﾁｶﾞﾀﾆ
1599 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 道ヶ谷 ﾐﾁｶﾞﾀﾆ
1600 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ミツクリ ﾐﾂｸﾘ
1601 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ミトウノ下 ﾐﾄｳﾉｼﾀ
1602 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
1603 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ミミス谷 ﾐﾐｽﾀﾆ
1604 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
1605 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 妙見 ﾐﾖｳｹﾝ
1606 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 虫送 ﾑｼｵｸﾘ
1607 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ムロヤケ谷 ﾑﾛﾔｹﾀﾆ
1608 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ メイカラダ ﾒｲｶﾗﾀﾞ
1609 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヤカタ ﾔｶﾀ
1610 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヤケシタ ﾔｹｼﾀ
1611 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 休ミコウ ﾔｽﾐｺｳ
1612 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
1613 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 柳元 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ
1614 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヤナセ川 ﾔﾅｾｶﾜ
1615 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヤ子スリ ﾔﾈｽﾘ
1616 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヤフハナ ﾔﾌﾊﾅ
1617 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ヤマノカミタ ﾔﾏﾉｶﾐﾀ
1618 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 勇七ヤシキ ﾕｳｼﾁﾔｼｷ
1619 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 弓場ノ段 ﾕﾐﾊﾞﾉﾀﾞﾝ
1620 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ユルギタ ﾕﾙｷﾞﾀ
1621 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ユルコ ﾕﾙｺ
1622 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ リウケントヲ ﾘｳｹﾝﾄｳ
1623 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ 領知 ﾘﾖｳﾁ
1624 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ロウソウ谷 ﾛｳｿｳﾀﾆ
1625 大内12 弘見 ﾋﾛﾐ ロキノハナ ﾛｷﾉﾊﾅ
1626 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 朝倉山 ｱｻｸﾗﾔﾏ
1627 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ アメヤノ川 ｱﾒﾔﾉｶﾜ
1628 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 池田 ｲｹﾀﾞ
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1629 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 後ロ谷 ｳｼﾛﾀﾞﾆ
1630 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 戎山 ｴﾋﾞｽﾔﾏ
1631 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 大道ノ西 ｵｳﾐﾁﾉﾆｼ
1632 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 大岩 ｵｵｲﾜ
1633 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 岡田ノ前 ｵｶﾀﾞﾉﾏｴ
1634 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 岡山 ｵｶﾔﾏ
1635 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 奥長曽 ｵｸﾅｶﾞｿ
1636 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 小谷口 ｵﾀﾆｸﾞﾁ
1637 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ ヲリ付 ｵﾘﾂｷ
1638 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 笠松山 ｶｻﾏﾂﾔﾏ
1639 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 上坂 ｶﾐｻｶ
1640 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 亀川 ｶﾒｶﾜ
1641 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ カンセキ山 ｶﾝｾｷﾔﾏ
1642 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 岸本 ｷｼﾓﾄ
1643 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ ギンゾウダバ ｷﾞﾝｿﾞｳﾀﾞﾊﾞ
1644 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 楠ノ木 ｸｽﾉｷ
1645 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
1646 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 黒丸 ｸﾛﾏﾙ
1647 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 甲庚ノ南 ｺｳｼﾝﾉﾐﾅﾐ
1648 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 郡山 ｺｳﾘﾔﾏ
1649 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 小立山 ｺﾀﾃﾔﾏ
1650 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 小三原 ｺﾐﾊﾗ
1651 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ サイ谷 ｻｲﾀﾆ
1652 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 坂本 ｻｶﾓﾄ
1653 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 三角田 ｻﾝｶｸﾀﾞ
1654 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 三本木 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ
1655 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 師々番ノ上 ｼｼﾊﾞﾝﾉｳｴ
1656 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 地神ノ丸 ｼﾞｼﾝﾉﾏﾙ
1657 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 下向ヘ ｼﾓﾑｶﾍ
1658 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ シャシャブ谷 ｼﾔｼﾔﾌﾞﾀﾆ
1659 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 定芝 ｼﾞﾖｳｼﾊﾞ
1660 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 白石山 ｼﾗｲｼﾔﾏ
1661 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 尻木 ｼﾘｷ
1662 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 尻木山 ｼﾘｷﾔﾏ
1663 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 尻高 ｼﾘﾀﾞｶ
1664 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 水連山 ｽｲﾚﾝﾔﾏ
1665 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ タカラシ山 ﾀｶﾗｼﾔﾏ
1666 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 竹平山 ﾀｹﾋﾗﾔﾏ
1667 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 谷越 ﾀﾆｺﾞｴ
1668 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ ダバ ﾀﾞﾊﾞ
1669 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ ダンヱ ﾀﾞﾝｴ
1670 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 寺ノ下モ ﾃﾗﾉｼﾓ
1671 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 寺ノ前 ﾃﾗﾉﾏｴ
1672 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 天地峯ノ本 ﾃﾝﾁﾐﾈﾉﾓﾄ
1673 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ テンノヲ ﾃﾝﾉｳ
1674 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ テンヤノダバ ﾃﾝﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
1675 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ トミ田 ﾄﾐﾀ
1676 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 長佐賀山 ﾅｶﾞｻｶﾞﾔﾏ
1677 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 長崎山 ﾅｶﾞｻｷﾔﾏ
1678 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 長沢谷 ﾅｶﾞｻﾜﾀﾆ
1679 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 中畝山 ﾅｶｾﾔﾏ
1680 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 中ダバ ﾅｶﾀﾞﾊﾞ
1681 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 流越 ﾅｶﾞﾚｺｴ
1682 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ ナカレ越森山 ﾅｶﾚｺｴﾓﾘﾔﾏ
1683 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 西ヶ谷 ﾆｼｶﾞﾀﾆ
1684 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ ヌメリ谷山 ﾇﾒﾘﾀﾆﾔﾏ
1685 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 橋駄場 ﾊｼﾀﾞﾊﾞ
1686 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 畑山 ﾊﾀﾔﾏ
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1687 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 畑山崎 ﾊﾀﾔﾏｻｷ
1688 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 東丸山 ﾋｶﾞｼﾏﾙﾔﾏ
1689 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ ヒシリダバ ﾋｼﾘﾀﾞﾊﾞ
1690 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ フキノ谷山 ﾌｷﾉﾀﾆﾔﾏ
1691 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 古愛宕 ﾌﾙｱﾀｺﾞ
1692 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 鉾土越 ﾎｺﾂﾁｺｴ
1693 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 本谷山 ﾎﾝﾀﾞﾆﾔﾏ
1694 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 前田内 ﾏｴﾀﾞﾉｳﾁ
1695 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 丸ノ内 ﾏﾙﾉｳﾁ
1696 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 水ソレ ﾐｽﾞｿﾚ
1697 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 三十ヶ谷 ﾐｿｶﾞﾀﾆ
1698 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 道谷 ﾐﾁﾀﾆ
1699 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 道ノ上 ﾐﾁﾉｳｴ
1700 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 宮ノ後 ﾐﾔﾉｳｼﾛ
1701 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
1702 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 本坂 ﾓﾄｻｶ
1703 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 森内 ﾓﾘｳﾁ
1704 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ ヤジロ ﾔｼﾞﾛ
1705 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 山口 ﾔﾏｸﾞﾁ
1706 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 横ノ山 ﾖｺﾉﾔﾏ
1707 大内13 鉾土 ﾎｺﾂﾁ 蕨川 ﾜﾗﾋﾞｶﾞﾜ
1 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 有ノ木 ｱﾘﾉｷ
2 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ イサフチ ｲｻﾌﾁ
3 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ イチヶ谷 ｲﾁｶﾞﾀﾆ
4 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 馬メサコ ｳﾏﾒｻｺ
5 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ エダブチ ｴﾀﾞﾌﾞﾁ
6 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 榎サコ ｴﾉｷｻｺ
7 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 大シマド ｵｳｼﾏﾄﾞ
8 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 大谷 ｵｳﾀﾆ
9 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ オモ切丸 ｵﾓｷﾚﾏﾙ
10 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 柿ノ木 ｶｷﾉｷ
11 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ カゲヒラ ｶｹﾞﾋﾗ
12 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 上ヶ市 ｶﾐｶﾞｲﾁ
13 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 上ノコエ ｶﾐﾉｺｴ
14 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 上フチ ｶﾐﾌﾁ
15 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 上丸田 ｶﾐﾏﾙﾀ
16 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 上柳谷 ｶﾐﾔﾅｷﾞﾀﾆ
17 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 上六郎谷 ｶﾐﾛｸﾛｳﾀﾞﾆ
18 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 北大谷 ｷﾀｵｳﾀﾆ
19 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ クワダ ｸﾜﾀﾞ
20 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ コウモリ山 ｺｳﾓﾘﾔﾏ
21 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 境山 ｻｶｲﾔﾏ
22 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 下ヶ市 ｼﾓｶﾞｲﾁ
23 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 下ノコエ ｼﾓﾉｺｴ
24 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 白王山 ｼﾗｵﾔﾏ
25 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 城ノ丸 ｼﾛﾉﾏﾙ
26 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ スルギコシ ｽﾙｷﾞｺｼ
27 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ スルキ山 ｽﾙｷﾔﾏ
28 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 竹ヶ市 ﾀｹｶﾞｲﾁ
29 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 竹ヶ谷 ﾀｹｶﾞﾀﾆ
30 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 立石 ﾀﾃｲｼ
31 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 津谷山 ﾂﾀﾞﾆﾔﾏ
32 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ トウノ丸 ﾄｳﾉﾏﾙ
33 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 長崎山 ﾅｶﾞｻｷﾔﾏ
34 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 中ノコエ ﾅｶﾉｺｴ
35 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ナカフチ ﾅｶﾌﾁ
36 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 中山 ﾅｶﾔﾏ
37 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 西ヶ市 ﾆｼｶﾞｲﾁ
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38 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 西串山 ﾆｼｸｼﾔﾏ
39 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 入寿 ﾆﾕｳｼﾞﾕｳ
40 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ノ畑 ﾉﾊﾞﾀ
41 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 野畑越 ﾉﾊﾞﾀｺﾞｴ
42 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 野畑山 ﾉﾊﾞﾀﾔﾏ
43 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ハチノス ﾊﾁﾉｽ
44 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
45 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 火ノ谷 ﾋﾉﾀﾆ
46 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ヒノヒラ ﾋﾉﾋﾗ
47 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ フキノ谷 ﾌｷﾉﾀﾆ
48 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 緑ガ丘 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ
49 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 宮ノ平 ﾐﾔﾉﾋﾗ
50 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
51 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ヨササクシキ ﾖｻｻｸｼｷ
52 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ ヨササクヤシキ ﾖｻｻｸﾔｼｷ
53 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 米ヶ市 ﾖﾈｶﾞｲﾁ
54 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 米ヶ谷 ﾖﾈｶﾞﾀﾆ
55 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 六郎谷 ﾛｸﾛｳﾀﾞﾆ
56 月灘01 赤泊 ｱｶﾄﾞﾏﾘ 六郎山 ﾛｸﾛｳﾔﾏ
917 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 上ノ丸 ｶﾐﾉﾏﾙ
918 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 上ミ畑 ｶﾐﾊﾀ
919 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ キウシ谷 ｷｳｼﾀﾆ
920 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ コウシウ谷 ｺｳｼｳﾀﾆ
921 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ シウラ谷 ｼｳﾗﾀﾆ
922 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 下モ畑 ｼﾓﾊﾀ
923 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ スルギ谷 ｽﾙｷﾞﾀﾆ
924 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ スルキ山 ｽﾙｷﾔﾏ
925 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 中ノ丸 ﾅｶﾉﾏﾙ
926 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ ナカハタ ﾅｶﾊﾀ
927 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 中山 ﾅｶﾔﾏ
928 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 西蔵谷 ﾆｼｸﾗﾀﾆ
929 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 西泊 ﾆｼﾄﾏﾘ
930 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 東谷 ﾋｶﾞｼﾀﾆ
931 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ フロウ谷 ﾌﾛｳﾀﾆ
932 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 宝願寺谷 ﾎｳｶﾞﾝｼﾞﾀﾆ
933 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 宮ノ尾 ﾐﾔﾉｵ
934 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
935 月灘01・赤泊 西泊 ﾆｼﾄﾞﾏﾘ 文子ノ谷 ﾓﾝｼﾞﾉﾀﾆ
153 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 網代山 ｱｼﾞﾛﾔﾏ
154 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 愛宕山 ｱﾀｺﾞﾔﾏ
155 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 今在家山 ｲﾏｻﾞｲｹﾔﾏ
156 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 植松ノ西平 ｳｴﾏﾂﾉﾆｼﾋﾗ
157 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 植松東平 ｳｴﾏﾂﾋｶﾞｼﾋﾗ
158 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 植松山 ｳｴﾏﾂﾔﾏ
159 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 牛ヶハナ ｳｼｶﾞﾊﾅ
160 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 戎谷 ｴﾋﾞｽﾀﾞﾆ
161 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 上マガリダ ｶﾐﾏｶﾞﾘﾀﾞ
162 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 枯木畝 ｶﾚｷｾ
163 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 鹿越 ｼｶｺﾞｴ
164 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 地弁天山 ｼﾞﾍﾞﾝﾃﾝｻﾝ
165 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 下城ヶ森 ｼﾓｼﾞﾖｳｶﾞﾓﾘ
166 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 下立石山 ｼﾓﾀﾃｲｼﾔﾏ
167 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 下マガリダ ｼﾓﾏｶﾞﾘﾀﾞ
168 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 新改山 ｼﾝｶｲ
169 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 新道峠 ｼﾝﾐﾁﾄｳｹﾞ
170 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ スケガ島 ｽｹｶﾞｼﾏ
171 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ スリバチ谷 ｽﾘﾊﾞﾁﾀﾞﾆ
172 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ セギレ ｾｷﾞﾚ
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173 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 立石 ﾀﾃｲｼ
174 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 立石山 ﾀﾃｲｼﾔﾏ
175 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 連木谷 ﾂﾚｷﾀﾞﾆ
176 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 天神山 ﾃﾝｼﾞﾝｻﾝ
177 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 中城ヶ森 ﾅｶｼﾞﾖｳｶﾞﾓﾘ
178 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 中マガリダ ﾅｶﾏｶﾞﾘﾀﾞ
179 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 中間ヤシキ ﾅｶﾏﾔｼｷ
180 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 中森 ﾅｶﾓﾘ
181 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 西新開 ﾆｼｼﾝｶｲ
182 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 西谷 ﾆｼﾀﾆ
183 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 西弘畑 ﾆｼﾋﾛﾊﾀ
184 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ ハマヤシキ ﾊﾏﾔｼｷ
185 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 東今在家 ﾋｶﾞｼｲﾏｻﾞｲｹ
186 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 東シンカイ ﾋｶﾞｼｼﾝｶｲ
187 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 東弘ハタ ﾋｶﾞｼﾋﾛﾊﾀ
188 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 東松ヶ畝 ﾋｶﾞｼﾏﾂｶﾞｾ
189 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 平地 ﾋﾗｼﾞ
190 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 弁天山 ﾍﾞﾝﾃﾝｻﾝ
191 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 本ヤシキ ﾓﾄﾔｼｷ
192 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 魚見峠 ﾖﾐｶﾞﾄｳ
193 月灘02 樫ノ浦 ｶｼﾉｳﾗ 六郎別当 ﾛｸﾛｳﾍﾞﾂﾄｳ
322 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 赤マツ ｱｶﾏﾂ
323 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 池ヶ谷 ｲｹｶﾞﾀﾆ
324 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 石佛 ｲｼﾎﾄｹ
325 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ イタフチ ｲﾀﾌﾁ
326 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 今池 ｲﾏｻﾞｲｹ
327 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ ウスキ谷 ｳｽｷﾀﾞﾆ
328 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 大江畑 ｵｳｴﾊﾞﾀ
329 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ オク小豆谷 ｵｸｼﾖｳｽﾞﾀﾞﾆ
330 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 樫サコ ｶｼｻｺ
331 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 北イダ渕 ｷﾀｲﾀﾞﾌﾞﾁ
332 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 北地蔵谷 ｷﾀｼﾞｿﾞｳﾀﾆ
333 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 口小豆谷 ｸﾁｼﾖｳｽﾞﾀﾞﾆ
334 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ コンバ ｺﾝﾊﾞ
335 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 笹田谷 ｻｻﾀﾞﾀﾆ
336 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 鹿越 ｼｶｺﾞｴ
337 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 地蔵前 ｼﾞｿﾞｳﾏｴ
338 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 小ツ谷 ｼﾖｳｽﾞﾀﾆ
339 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ スルギ谷 ｽﾙｷﾞﾀﾆ
340 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ セコノコエ ｾｺﾉｺｴ
341 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ セコノ谷 ｾｺﾉﾀﾆ
342 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ トラガタニ ﾄﾗｶﾞﾀﾆ
343 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 投石 ﾅｹﾞｲｼ
344 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 西コンバ ﾆｼｺﾝﾊﾞ
345 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 東今サ池 ﾋｶﾞｼｲﾏｻｲｹ
346 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 東セコノコエ ﾋｶﾞｼｾｺﾉｺｴ
347 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 松ヶ谷 ﾏﾂｶﾞﾀﾆ
348 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 松ノ虫谷 ﾏﾂﾉﾑｼﾀﾆ
349 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 領地 ﾘﾖｳﾁ
350 月灘03 口目塚 ｸﾁﾒﾂﾞｶ 六郎谷 ﾛｸﾛｳﾀﾆ
351 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 井ノ谷 ｲﾉﾀﾆ
352 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 大伴 ｵｵﾊﾞﾝ
353 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 大伴平 ｵｵﾊﾞﾝﾉﾋﾗ
354 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 柿木畑 ｶｷﾉｷﾊﾞﾀ
355 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ カシタニ ｶｼﾀﾆ
356 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 上柿ノ木 ｶﾐｶｷﾉｷ
357 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 上宮地 ｶﾐﾐﾔﾁﾞ
358 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 上見山 ｶﾐﾐﾔﾏ
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359 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 北ヲンヂ ｷﾀｵﾝﾁﾞ
360 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 北下見山 ｷﾀｼﾓﾐﾔﾏ
361 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 下柿ノ木 ｼﾓｶｷﾉｷ
362 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 下高山 ｼﾓﾀｶﾔﾏ
363 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 下宮地 ｼﾓﾐﾔﾁﾞ
364 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 下見山 ｼﾓﾐﾔﾏ
365 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 新改 ｼﾝｶﾞｲ
366 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ フセヂ平 ｾｾﾁﾞﾋﾗ
367 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 高畑 ﾀｶﾊﾞﾀｹ
368 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 高山 ﾀｶﾔﾏ
369 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 竹添 ﾀｹｿﾞｴ
370 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ タレ水 ﾀﾚﾐｽﾞ
371 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ タレミヅ ﾀﾚﾐﾂﾞ
372 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 長者駄場 ﾁﾖｳｼﾞﾔﾀﾞﾊﾞ
373 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ トヲヤシキ ﾄｵﾔｼｷ
374 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 西高山 ﾆｼﾀｶﾔﾏ
375 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 西浜田 ﾆｼﾊﾏﾀﾞ
376 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 西ホドヲカ ﾆｼﾎﾄﾞｵｶ
377 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 西山口 ﾆｼﾔﾏｸﾞﾁ
378 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 子ノクビ ﾈﾉｸﾋﾞ
379 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ ハシカキ ﾊｼｶｷ
380 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 東上ハヲンヂ ﾋｶﾞｼｶﾐｵﾝﾁﾞ
381 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 東浜田 ﾋｶﾞｼﾊﾏﾀﾞ
382 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 東ホドヲカ ﾋｶﾞｼﾎﾄﾞｵｶ
383 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 東山口 ﾋｶﾞｼﾔﾏｸﾞﾁ
384 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 古川 ﾌﾙｶﾜ
385 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 南ヲンヂ ﾐﾅﾐｵﾝﾁﾞ
386 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 南山口 ﾐﾅﾐﾔﾏｸﾞﾁ
387 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 宮地ノ平 ﾐﾔﾁﾞﾉﾋﾗ
388 月灘04 小才角 ｺｻｲﾂﾉ 若城山 ﾜｶｼﾛﾔﾏ
414 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ アヲキダニ ｱｵｷﾞﾀﾆ
415 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ アチサワ ｱﾁｻﾜ
416 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 荒平山 ｱﾗﾋﾗﾔﾏ
417 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ アリタ谷 ｱﾘﾀﾀﾞﾆ
418 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 家ヶ谷 ｲｴｶﾞﾀﾆ
419 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 井口 ｲｸﾞﾁ
420 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 石カクボ ｲｼｶﾞｸﾎﾞ
421 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 石崎 ｲｼｻﾞｷ
422 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ イシザキ ｲｼｻﾞｷ
423 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 猪謝儀 ｲｼﾔｷﾞ
424 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 一本松 ｲﾂﾎﾟﾝﾏﾂ
425 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 井ノ川 ｲﾉｶﾜ
426 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 井ノスソ ｲﾉｽｿ
427 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 岩崎 ｲﾜｻｷ
428 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 牛路 ｳｼﾁﾞ
429 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ウツギヤブ ｳﾂｷﾞﾔﾌﾞ
430 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ウツギ山 ｳﾂｷﾞﾔﾏ
431 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 馬路 ｳﾏﾁﾞ
432 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 馬ツナキ ｳﾏﾂﾅｷ
433 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 榎畠 ｴﾉｷﾊﾞﾀ
434 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヱブチ ｴﾌﾞﾁ
435 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲイワケ ｵｲﾜｹ
436 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 大ダバ山 ｵｳﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
437 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 大石ヶ谷 ｵｵｲｼｶﾞﾀﾆ
438 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 大ヌタ山 ｵｵﾇﾀﾔﾏ
439 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲカサキ ｵｶｻｷ
440 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲカサキ山 ｵｶｻｷﾔﾏ
441 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 岡崎山 ｵｶｻﾞｷﾔﾏ
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442 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 岡ノ上山 ｵｶﾉｳｴﾔﾏ
443 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲカノマエ ｵｶﾉﾏｴ
444 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲカバタケ ｵｶﾊﾞﾀｹ
445 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲカヤシキ ｵｶﾔｼｷ
446 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲケバタ ｵｹﾊﾞﾀ
447 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 小島 ｵｼﾞﾏ
448 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 小島崎 ｵｼﾞﾏｻﾞｷ
449 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲソコエ ｵｿｺｴ
450 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 落合山 ｵﾁｱｲﾔﾏ
451 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲモダ ｵﾓﾀﾞ
452 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲレワタリ ｵﾚﾜﾀﾘ
453 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
454 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヲンヂ山 ｵﾝﾁﾞﾔﾏ
455 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 垣内田 ｶｷｳﾁﾃﾞﾝ
456 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 香島 ｶｼﾏ
457 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ カタエブチ ｶﾀｴﾌﾞﾁ
458 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 上八森 ｶﾐﾔﾓﾘ
459 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 上脇ノ川山 ｶﾐﾜｷﾉｶﾜﾔﾏ
460 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 亀井谷 ｶﾒｲﾀﾞﾆ
461 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ カラ谷 ｶﾗﾀﾆ
462 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 狩野山 ｶﾘﾉﾔﾏ
463 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ カルモカ谷 ｶﾙﾓｶﾞﾀﾆ
464 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 川添 ｶﾜｿﾞｴ
465 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 元日山 ｶﾞﾝｼﾞﾂﾔﾏ
466 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 神主ヤシキ ｶﾝﾇｼﾔｼｷ
467 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 北大ヌタ山 ｷﾀｵｵﾇﾀﾔﾏ
468 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 窪石山 ｸﾎﾞｲｼﾔﾏ
469 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ クミタノヒラ ｸﾐﾀﾉﾋﾗ
470 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 汲田ノヒラ ｸﾐﾀﾉﾋﾗ
471 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 公文田 ｸﾓﾃﾞﾝ
472 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 栗木 ｸﾘｷ
473 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 栗本 ｸﾘﾓﾄ
474 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ クリモト山 ｸﾘﾓﾄﾔﾏ
475 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 栗木谷 ｸﾙｷﾞﾀﾆ
476 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ コチサワ ｺﾁｻﾜ
477 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ コマキタ ｺﾏｷﾀ
478 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ コマツハラ ｺﾏﾂﾊﾞﾗ
479 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 小森 ｺﾓﾘ
480 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ サイ畠 ｻｲﾊﾀ
481 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 堺谷 ｻｶｲﾀﾆ
482 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 境山 ｻｶｲﾔﾏ
483 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 桜木 ｻｸﾗｷﾞ
484 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ サンショヲ山 ｻﾝｼﾖｳﾔﾏ
485 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 仕折谷 ｼｵﾘﾀﾞﾆ
486 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ シツキ山 ｼﾂｷﾔﾏ
487 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 下ナダ山 ｼﾓﾅﾀﾞﾔﾏ
488 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 重畠 ｼﾞﾕｳﾊﾀ
489 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 重家屋敷 ｼﾞﾕｳﾔﾔｼｷ
490 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 小学司 ｼﾖｳｶﾞｸｼ
491 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 城ヶ田尾 ｼﾞﾖｳｶﾞﾄｳ
492 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 正福山 ｼﾖｳﾌｸﾔﾏ
493 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 白皇山 ｼﾗｵｳｻﾝ
494 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 城ノハナ ｼﾛﾉﾊﾅ
495 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ シンカイ ｼﾝｶｲ
496 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ シンフクジ山 ｼﾝｸｸｼﾞﾔﾏ
497 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 新作コヤ ｼﾝｻｸｺﾔ
498 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 新作谷 ｼﾝｻｸﾀﾆ
499 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ シンタニ ｼﾝﾀﾆ
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500 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ シンタニ山 ｼﾝﾀﾆﾔﾏ
501 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 新田 ｼﾝﾃﾞﾝ
502 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 眞福寺 ｼﾝﾌｸｼﾞ
503 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ シンフクジ ｼﾝﾌｸｼﾞ
504 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ セバヒラ ｾﾊﾞﾋﾗ
505 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ セバヒラ山 ｾﾊﾞﾋﾗﾔﾏ
506 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 瀧山 ﾀｷﾔﾏ
507 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ タクミバタ ﾀｸﾐﾊﾞﾀ
508 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 竹ノ内 ﾀｹﾉｳﾁ
509 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ タツタ ﾀﾂﾀ
510 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ タテタ ﾀﾃﾀ
511 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 谷口 ﾀﾆｸﾁ
512 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 谷水 ﾀﾆﾐｽﾞ
513 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 田平 ﾀﾋﾞﾗ
514 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ タヒラ山 ﾀﾋﾗﾔﾏ
515 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ダンバタ ﾀﾞﾝﾊﾞﾀ
516 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 千草山 ﾁｸﾞｻﾔﾏ
517 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 長者駄場 ﾁﾖｳｼﾞﾔﾀﾞﾊﾞ
518 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 月ケ丘 ﾂｷｶﾞｵｶ
519 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 月山 ﾂｷﾔﾏ
520 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 天満宮 ﾃﾝﾏﾝｸﾞｳ
521 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 堂ノ川 ﾄﾞｳﾉｶﾜ
522 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 塔ノ崎 ﾄｳﾉｻﾞｷ
523 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ トウヤシキ ﾄｳﾔｼｷ
524 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ トカケ谷 ﾄｶｹﾀﾆ
525 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 中ヶ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
526 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 中ヶ市山 ﾅｶｶﾞｲﾁﾔﾏ
527 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 中越山 ﾅｶｺﾞｴﾔﾏ
528 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 長サコ ﾅｶﾞｻｺ
529 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ナカセ谷 ﾅｶｾﾀﾞﾆ
530 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ナカセ山 ﾅｶｾﾔﾏ
531 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ナガタニ ﾅｶﾞﾀﾆ
532 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 中ノ坪 ﾅｶﾉﾂﾎﾞ
533 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ナカマヤシキ ﾅｶﾏﾔｼｷ
534 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 中屋 ﾅｶﾔ
535 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ナギナタ ﾅｷﾞﾅﾀ
536 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ナソレ ﾅｿﾚ
537 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ナソレ山 ﾅｿﾚﾔﾏ
538 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 雙岡 ﾅﾗﾋﾞｵｶ
539 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 西大歳山 ﾆｼｵｳﾄﾞｼﾔﾏ
540 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 西串山 ﾆｼｸｼﾔﾏ
541 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ニシザワ ﾆｼｻﾞﾜ
542 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 西ノ路山 ﾆｼﾉｼﾞﾔﾏ
543 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 西ノ地 ﾆｼﾉﾁﾞ
544 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 糖塚 ﾇｶﾂﾞｶ
545 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 糖墓山 ﾇｶﾊﾞｶﾔﾏ
546 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ノビラキ ﾉﾋﾞﾗｷ
547 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ハイタチ川 ﾊｲﾀﾁｶﾞﾜ
548 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ハザゴ ﾊｻﾞｺﾞ
549 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ハサコ谷 ﾊｻｺﾀﾆ
550 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ハセヂ ﾊｾﾁﾞ
551 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 畠ヒラ ﾊﾀﾋﾞﾗ
552 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 八幡山 ﾊﾁﾏﾝｻﾝ
553 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 発ザキ ﾊﾂｻﾞｷ
554 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ハニヤマモリ ﾊﾆﾔﾏﾓﾘ
555 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 浜林 ﾊﾏﾊﾞﾔｼ
556 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 原田山 ﾊﾗﾀﾞﾔﾏ
557 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ハラバタケ ﾊﾗﾊﾞﾀｹ
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558 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 東大歳山 ﾋｶﾞｼｵｳﾄﾞｼﾔﾏ
559 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 比石ケ峠 ﾋｾｷｶﾞﾄｳｹﾞ
560 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヒセキ谷 ﾋｾｷﾀﾆ
561 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 一ツ橋 ﾋﾄﾂﾊﾞｼ
562 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヒムキ谷 ﾋﾑｷﾀﾞﾆ
563 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 広田 ﾋﾛﾀ
564 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ビワカ谷 ﾋﾞﾜｶﾞﾀﾆ
565 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 福沢 ﾌｸｻﾜ
566 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 福蔵ヶ市 ﾌｸｿﾞｳｶﾞｲﾁ
567 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ フグデン ﾌｸﾞﾃﾞﾝ
568 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ フタヱバタ ﾌﾀｴﾊﾞﾀ
569 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ フタミトヲケ ﾌﾀﾐﾄｳｹ
570 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 佛供田 ﾌﾞﾂｷﾖｳﾃﾞﾝ
571 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 古山ノ神 ﾌﾙﾔﾏﾉｶﾐ
572 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 古山神谷 ﾌﾙﾔﾏﾉｶﾐﾀﾆ
573 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 房三山 ﾎﾞｳｻﾝﾔﾏ
574 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ マカリタ ﾏｶﾘﾀ
575 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 松岡 ﾏﾂｵｶ
576 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 松崎 ﾏﾂｻﾞｷ
577 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 松崎山 ﾏﾂｻﾞｷﾔﾏ
578 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 松ノ岡崎 ﾏﾂﾉｵｶｻﾞｷ
579 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 松ノ下 ﾏﾂﾉｼﾀ
580 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 丸田 ﾏﾙﾀ
581 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 道ノ下山 ﾐﾁﾉｼﾀﾔﾏ
582 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ミヤノクビ ﾐﾔﾉｸﾋﾞ
583 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 妙開山 ﾐﾖｳｶｲﾔﾏ
584 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ミヨカイ ﾐﾖｶｲ
585 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 向イヤシキ ﾑｶｲﾔｼｷ
586 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ムメノ木堂 ﾑﾒﾉｷﾄﾞｳ
587 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 森田 ﾓﾘﾀ
588 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 森ノ下 ﾓﾘﾉｼﾀ
589 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
590 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ヤハタ ﾔﾊﾀ
591 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 四方チ山 ﾖﾓﾁﾔﾏ
592 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 脇ノ川 ﾜｷﾉｶﾜ
593 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 脇ノ川山 ﾜｷﾉｶﾜﾔﾏ
594 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ワサダ ﾜｻﾀﾞ
595 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ワサダ山 ﾜｻﾀﾞﾔﾏ
596 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ ワダ ﾜﾀﾞ
597 月灘05 才角 ｻｲﾂﾉ 綿屋敷 ﾜﾀﾔｼｷ
108 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ アタゴ下 ｱﾀｺﾞｼﾀ
109 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ アタゴバタ ｱﾀｺﾞﾊﾞﾀ
110 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 檍ヶ崎 ｱﾜｷｶﾞｻｷ
111 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ ウラジロ ｳﾗｼﾞﾛ
112 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ エタ川 ｴﾀｶﾞﾜ
113 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ エビシリ ｴﾋﾞｼﾘ
114 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ カクチイン ｶｸﾁｲﾝ
115 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ カゴガ谷 ｶｺﾞｶﾞﾀﾆ
116 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 梶原 ｶｼﾞﾊﾗ
117 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ カナヱ畠 ｶﾅｴﾊﾞﾀｹ
118 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 上ナカチ ｶﾐﾅｶﾁ
119 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 上朴ノ川山 ｶﾐﾎｳﾉｶﾜﾔﾏ
120 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 亀ノ甲 ｶﾒﾉｺｳ
121 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 川越 ｶﾜｺﾞｴ
122 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 巾着山 ｷﾝﾁﾔｸﾔﾏ
123 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 倉カ谷 ｸﾗｶﾞﾀﾆ
124 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 三正房 ｻﾝｼﾖﾎﾞｳ
125 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 下ナカチ ｼﾓﾅｶﾁ
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126 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 城ヶ田尾 ｼﾛｶﾞﾄｳ
127 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ スヒラ畠 ｽﾋﾗﾊﾞﾀｹ
128 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 住吉ヒラ ｽﾐﾖｼﾋﾗ
129 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 継畠 ﾂｷﾞﾊﾀ
130 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 砥石谷 ﾄｲｼﾀﾆ
131 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 土間 ﾄﾞﾏ
132 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 中キレ ﾅｶｷﾚ
133 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 中切山 ﾅｶｷﾞﾚﾔﾏ
134 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 中朴ノ川山 ﾅｶﾎｳﾉｶﾜﾔﾏ
135 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 中朴畠 ﾅｶﾎｳﾊﾞﾀ
136 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 西ヤシキ ﾆｼﾔｼｷ
137 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 二朴畠 ﾆﾎｳﾊﾞﾀ
138 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 二本松 ﾆﾎﾝﾏﾂ
139 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 東朴ノ川山 ﾋｶﾞｼﾎｳﾉｶﾜﾔﾏ
140 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 東屋敷 ﾋｶﾞｼﾔｼｷ
141 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 東山 ﾋｶﾞｼﾔﾏ
142 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 比良畠 ﾋﾗﾊﾞﾀ
143 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 朴崎 ﾎｳｻﾞｷ
144 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 朴ノ川 ﾎｳﾉｶﾜ
145 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ マツチダ ﾏﾂﾁﾀﾞ
146 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 道ノ下タ ﾐﾁﾉｼﾀ
147 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 道ノ下山 ﾐﾁﾉｼﾀﾔﾏ
148 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 南大ヌタ山 ﾐﾅﾐｵｳﾇﾀﾔﾏ
149 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 南大江 ﾐﾅﾐｵｵｴ
150 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 向畑 ﾑｶｲﾊﾞﾀｹ
151 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ 芳岡 ﾖｼｵｶ
152 月灘05・才角 大浦 ｵｵｳﾗ ヨシ山 ﾖｼﾔﾏ
756 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 青石 ｱｵｲｼ
757 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 青石谷 ｱｵｲｼﾀﾞﾆ
758 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 青石山 ｱｵｲｼﾔﾏ
759 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 青木谷 ｱｵｷﾞﾀﾞﾆ
760 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 足川山 ｱｼｶﾔﾏ
761 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 市ノ口 ｲﾁﾉｸﾁ
762 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 岩井崎 ｲﾜｲｻﾞｷ
763 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 岩井崎山 ｲﾜｲｻﾞｷﾔﾏ
764 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ ウツゲ谷 ｳﾂｹﾞﾀﾞﾆ
765 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 梅木原 ｳﾒﾉｷﾊﾗ
766 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 大駄場山 ｵｵﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
767 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ ヲゾイ川 ｵｿﾞｲｶﾞﾜ
768 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ ヲモダ ｵﾓﾀﾞ
769 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 影平 ｶｹﾞﾋﾗ
770 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ カゲ平山 ｶｹﾞﾋﾗﾔﾏ
771 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 上カロト ｶﾐｶﾛﾄ
772 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 上カワラダ ｶﾐｶﾜﾗﾀﾞ
773 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 上定芝 ｶﾐｻﾀﾞｼﾊﾞ
774 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 上古川 ｶﾐﾌﾙｶﾜ
775 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ カラト山 ｶﾗﾄﾔﾏ
776 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ カロト ｶﾛﾄ
777 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ カワラダ ｶﾜﾗﾀﾞ
778 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 勘七畠 ｶﾝｼﾁﾊﾞﾀｹ
779 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 吉ヤシキ ｷﾁﾔｼｷ
780 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ クサリダ ｸｻﾘﾀﾞ
781 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 黒岩 ｸﾛｲﾜ
782 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 暦山 ｺﾖﾐﾔﾏ
783 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 坂本 ｻｶﾓﾄ
784 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 坂本山 ｻｶﾓﾄﾔﾏ
785 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ サコノ谷 ｻｺﾉﾀﾆ
786 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ サシデ ｻｼﾃﾞ
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787 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ シウチ ｼｳﾁ
788 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 下黒岩 ｼﾓｸﾛｲﾜ
789 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 下坂本 ｼﾓｻｶﾓﾄ
790 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 下定芝 ｼﾓｻﾀﾞｼﾊﾞ
791 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 下出合 ｼﾓﾃﾞｱｲ
792 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 下灘山 ｼﾓﾅﾀﾞﾔﾏ
793 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 尻貝 ｼﾘｶﾞｲ
794 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 尻貝北山 ｼﾘｶｲｷﾀﾔﾏ
795 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 尻貝山 ｼﾘｶﾞｲﾔﾏ
796 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 尻高 ｼﾘﾀﾞｶ
797 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 尻高北山 ｼﾘﾀﾞｶｷﾀﾔﾏ
798 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 尻高丸山 ｼﾘﾀﾞｶﾏﾙﾔﾏ
799 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ スズキヶ渕 ｽｽﾞｷｶﾞﾌﾞﾁ
800 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 高見山 ﾀｶﾐﾔﾏ
801 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 瀧ノ宮 ﾀｷﾉﾐﾔ
802 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 立木山 ﾀﾁｷﾞﾔﾏ
803 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ タビノ前 ﾀﾋﾞﾉﾏｴ
804 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ チガイノ ﾁｶﾞﾉｲ
805 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 茶畠 ﾁﾔﾊﾞﾀ
806 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 忠六越 ﾁﾕｳﾛｸｺﾞｼ
807 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 出合 ﾃﾞｱｲ
808 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 輝丘 ﾃﾙｶﾞｵｶ
809 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 天神山 ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏ
810 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 轟谷 ﾄﾄﾞﾛｷﾀﾆ
811 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 轟山 ﾄﾄﾞﾛｷﾔﾏ
812 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 中カワラダ ﾅｶｶﾜﾗﾀﾞ
813 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 中坂本 ﾅｶｻｶﾓﾄ
814 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 長谷 ﾅｶﾞﾀﾆ
815 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 中間ヤシキ ﾅｶﾏﾔｼｷ
816 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 鍋ヶ谷 ﾅﾍﾞｶﾞﾀﾆ
817 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 西本モ田 ﾆｼｵﾓﾀﾞ
818 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 西平北山 ﾆｼﾋﾗｷﾀﾔﾏ
819 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 西平山 ﾆｼﾋﾗﾔﾏ
820 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 浜ヤシキ ﾊﾏﾔｼｷ
821 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 東尻高山 ﾋｶﾞｼｼﾘﾀﾞｶﾔﾏ
822 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 東平 ﾋｶﾞｼﾋﾗ
823 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 東平山 ﾋｶﾞｼﾋﾗﾔﾏ
824 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 日平 ﾋﾉﾋﾗ
825 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 古川 ﾌﾙｶﾜ
826 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 前田 ﾏｴﾀﾞ
827 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 南高見山 ﾐﾅﾐﾀｶﾐﾔﾏ
828 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆ
829 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ ヨリ太郎 ﾖﾘﾀﾛｳ
830 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 六良山 ﾛｸﾛｳﾔﾏ
831 月灘06 周防形 ｽｵｳｶﾞﾀ 渡リ上 ﾜﾀﾘﾉｶﾐ
936 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 有サコ口 ｱﾘｻｺｸﾞﾁ
937 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ アンノ谷 ｱﾝﾉﾀﾆ
938 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 家カ谷ノ本 ｲｴｶﾞﾀﾆﾉﾓﾄ
939 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 家ノ谷 ｲｴﾉﾀﾆ
940 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 池ノ谷 ｲｹﾉﾀﾆ
941 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 石カクホ ｲｼｶｸﾎ
942 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 石山 ｲｼﾔﾏ
943 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 市作リ ｲﾁﾂﾞｸﾘ
944 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 市ノ上ミ ｲﾁﾉｶﾐ
945 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 岩谷山 ｲﾜﾀﾞﾆﾔﾏ
946 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 後谷 ｳｼﾛﾀﾆ
947 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ウスギ ｳｽｷﾞ
948 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ エノ木谷 ｴﾉｷﾀﾞﾆ
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949 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 大サコグチ ｵｳｻｺｸﾞﾁ
950 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 大ナロ ｵｳﾅﾛ
951 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 大ヤシキ ｵｳﾔｼｷ
952 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 大イデ ｵｵｲﾃﾞ
953 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ヲカハナ ｵｶﾊﾅ
954 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ヲモ開知 ｵﾓｶﾞｲﾁ
955 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ カイチ山 ｶｲﾁﾔﾏ
956 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ カキカヲカ ｶｷｶﾞｵｶ
957 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 柿ノ木ハナ ｶｷﾉｷﾊﾅ
958 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ カギヤシキ ｶｷﾞﾔｼｷ
959 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ カヂヤガサコ ｶﾁﾞﾔｶﾞｻｺ
960 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ カヂヤシキ ｶﾁﾞﾔｼｷ
961 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ カツ子原 ｶﾂﾈﾊﾗ
962 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ カハラダバ ｶﾊﾗﾀﾞﾊﾞ
963 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ カマクラ山 ｶﾏｸﾗﾔﾏ
964 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 上ミカ市 ｶﾐｶﾞｲﾁ
965 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 上ミ荒神 ｶﾐｺｳｼﾞﾝ
966 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 上ミコモザハ ｶﾐｺﾓｻﾞﾜ
967 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 上ミシヲリ ｶﾐｼｵﾘ
968 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 神ノ木 ｶﾐﾉｷ
969 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 上ミノ清 ｶﾐﾉｾｲ
970 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 上ヒヱシリ ｶﾐﾋｴｼﾞﾘ
971 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 川コヱ ｶﾜｺｴ
972 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 川原田 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ
973 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 川除 ｶﾜﾖｹ
974 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 木尺ダニ ｷｼﾔｸﾀﾞﾆ
975 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 北古ヤ ｷﾀﾌﾙﾔ
976 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ クサキヤブ ｸｻｷﾔﾌﾞ
977 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 楠株 ｸｽﾉｶﾌﾞ
978 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 楠ノ谷 ｸｽﾉﾀﾆ
979 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 栗石 ｸﾘｲｼ
980 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ コツイ谷 ｺﾂｲﾀﾞﾆ
981 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ コツイ山 ｺﾂｲﾔﾏ
982 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ コモザハ ｺﾓｻﾞﾜ
983 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 五厘 ｺﾞﾘﾝ
984 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ コンヂ山 ｺﾞﾝﾁﾞﾔﾏ
985 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 坂ノ本 ｻｶﾉﾓﾄ
986 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ サコノ前 ｻｺﾉﾏｴ
987 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ サル石 ｻﾙｲｼ
988 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ サハダ ｻﾜﾀﾞ
989 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ サンガヱ山 ｻﾝｶﾞｴﾔﾏ
990 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 三桝木 ｻﾝｼﾞﾖｳｷﾞ
991 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ シヲリノ本 ｼｵﾘﾉﾓﾄ
992 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ シシバ ｼｼﾊﾞ
993 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 地蔵ノハナ ｼﾞｿﾞｳﾉﾊﾅ
994 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 下タノコンセ ｼﾀﾉｺﾝｾ
995 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 地主 ｼﾞﾇｼ
996 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 清水 ｼﾐｽﾞ
997 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 清水川 ｼﾐｽﾞｶﾞﾜ
998 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 下モサル石 ｼﾓｻﾙｲｼ
999 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 下モノダバ ｼﾓﾉﾀﾞﾊﾞ
1000 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 下モ平山 ｼﾓﾋﾗﾔﾏ
1001 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 寿珠谷 ｼﾞﾕｼﾞﾕﾀﾞﾆ
1002 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 寿珠山 ｼﾞﾕｼﾞﾕﾔﾏ
1003 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ショジヤブ ｼﾖｼﾞﾔﾌﾞ
1004 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ショジ山 ｼﾖｼﾞﾔﾏ
1005 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 白皇田 ｼﾗｵｳﾀﾞ
1006 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 白皇山 ｼﾗｵｳﾔﾏ
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1007 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 白本 ｼﾗﾓﾄ
1008 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 白脇 ｼﾗﾜｷ
1009 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 四郎谷 ｼﾛｳﾀﾞﾆ
1010 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 城ノ下 ｼﾛﾉｼﾀ
1011 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ スケ澤 ｽｹｻﾜ
1012 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 清カヲカ ｾｲｶﾞｵｶ
1013 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ タイカハナ ﾀｲｶﾞﾊﾅ
1014 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 谷ノ奥 ﾀﾆﾉｵｸ
1015 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ タブノ木 ﾀﾌﾞﾉｷ
1016 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ チガヤ ﾁｶﾞﾔ
1017 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ チヤンサコ ﾁﾔﾝｻｺ
1018 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ツエタテ ﾂｴﾀﾃ
1019 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ツツラノ谷 ﾂﾂﾗﾉﾀﾆ
1020 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ツルイカ久保 ﾂﾙｲｶｸﾎﾞ
1021 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 寺ノ下タ ﾃﾗﾉｼﾀ
1022 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ テンヂヨ ﾃﾝﾁﾞﾖ
1023 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ トイダ ﾄｲﾀﾞ
1024 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ト井元 ﾄｲﾓﾄ
1025 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 堂ヶ一 ﾄﾞｳｶﾞｲﾁ
1026 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ トヲガヲカ ﾄﾞｳｶﾞｵｶ
1027 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ トヤシキ ﾄﾔｼｷ
1028 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 鳥打 ﾄﾘｳﾁ
1029 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 中尾山 ﾅｶｵﾔﾏ
1030 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 中ガ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
1031 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 中クシ ﾅｶｸｼ
1032 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ナカサコ ﾅｶｻｺ
1033 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 中サコ ﾅｶｻｺ
1034 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 中ノ下タ ﾅｶﾉｼﾀ
1035 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 中ノダバ ﾅｶﾉﾀﾞﾊﾞ
1036 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 長ミグチ ﾅｶﾞﾐｸﾞﾁ
1037 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 長カミ山 ﾅｶﾞﾐﾔﾏ
1038 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 流レ越 ﾅｶﾞﾚｺﾞｴ
1039 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ナバヱキ ﾅﾊﾞｴｷ
1040 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ナバ木 ﾅﾊﾞｷ
1041 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 成畑山 ﾅﾘﾊﾞﾀﾔﾏ
1042 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 西家ノ谷 ﾆｼｲｴﾉﾀﾆ
1043 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 西ウスギ ﾆｼｳｽｷﾞ
1044 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 西コツイ ﾆｼｺﾂｲ
1045 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 西サハタ ﾆｼｻﾜﾀﾞ
1046 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 西スキ ﾆｼｽｷ
1047 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 西中クシ ﾆｼﾅｶｸｼ
1048 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 西ノ谷 ﾆｼﾉﾀﾆ
1049 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 西松ノ本 ﾆｼﾏﾂﾉﾓﾄ
1050 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ハイタカ山 ﾊｲﾀｶﾔﾏ
1051 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ハヱノ上ミ ﾊｴﾉｶﾐ
1052 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ハエノ本 ﾊｴﾉﾓﾄ
1053 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ハタノ谷 ﾊﾀﾉﾀﾆ
1054 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 八郎 ﾊﾁﾛｳ
1055 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 八反地 ﾊﾂﾀﾝｼﾞ
1056 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ハマダ ﾊﾏﾀﾞ
1057 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 繁昌屋式 ﾊﾝｼﾞﾖｳﾔｼｷ
1058 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ヒエシリ ﾋｴｼﾘ
1059 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 東大サコ ﾋｶﾞｼｵｳｻｺ
1060 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 東中クシ ﾋｶﾞｼﾅｶｸｼ
1061 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 東八郎 ﾋｶﾞｼﾊﾁﾛｳ
1062 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 東古ヤ ﾋｶﾞｼﾌﾙﾔ
1063 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ヒシチカサコ ﾋｼﾁｶｻｺ
1064 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 百蔵前 ﾋﾔｸｿﾞｳﾏｴ
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1065 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ ビヤノクシ ﾋﾞﾔﾉｸｼ
1066 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ フキガサコ ﾌｷｶﾞｻｺ
1067 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 船本 ﾌﾅﾓﾄ
1068 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 古コンヂ ﾌﾙｺﾝﾁﾞ
1069 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 古寺 ﾌﾙﾃﾗ
1070 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 古ヤ ﾌﾙﾔ
1071 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 文太郎谷 ﾌﾞﾝﾀﾛｳﾀﾞﾆ
1072 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 佛サギ ﾎﾄｹｻｷﾞ
1073 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 堀田 ﾎﾘﾀ
1074 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 孫太郎娘松ノ下 ﾏｺﾞﾀﾛｳﾑｽﾒﾏﾂﾉ
1075 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 町野山 ﾏﾁﾉﾔﾏ
1076 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 松芝 ﾏﾂｼﾊﾞ
1077 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 松ノ下タ ﾏﾂﾉｼﾀ
1078 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ マトバ ﾏﾄﾊﾞ
1079 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 丸田 ﾏﾙﾀ
1080 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 水谷 ﾐｽﾞﾀﾆ
1081 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 宮ノ北 ﾐﾔﾉｷﾀ
1082 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 宮ノ越 ﾐﾔﾉｺﾞｴ
1083 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 宮ノ谷 ﾐﾔﾉﾀﾆ
1084 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 宮ノダバ ﾐﾔﾉﾀﾞﾊﾞ
1085 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 宮ノ本 ﾐﾔﾉﾓﾄ
1086 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ モリノ上ヘ ﾓﾘﾉｳｴ
1087 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 森ノ上ミ ﾓﾘﾉｶﾐ
1088 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ モリノ下タ ﾓﾘﾉｼﾀ
1089 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ モリ谷 ﾓﾘﾉﾀﾆ
1090 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ モリノワキ ﾓﾘﾉﾜｷ
1091 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 森ノ脇 ﾓﾘﾉﾜｷ
1092 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 山ノ上 ﾔﾏﾉｳｴ
1093 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 山ノ下タ ﾔﾏﾉｼﾀ
1094 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 弓谷 ﾕﾐﾀﾆ
1095 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 弓谷口 ﾕﾐﾀﾆｸﾞﾁ
1096 月灘07 春遠 ﾊﾙﾄﾞｳ 横吹 ﾖｺﾌﾞｷ
1097 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ アイノ山 ｱｲﾉﾔﾏ
1098 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ アカハゲ ｱｶﾊｹﾞ
1099 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ アシヤブ ｱｼﾔﾌﾞ
1100 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 愛宕下 ｱﾀｺﾞｼﾀ
1101 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 愛宕山 ｱﾀｺﾞﾔﾏ
1102 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イクチ ｲｸﾁ
1103 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イケカ谷 ｲｹｶﾞﾀﾆ
1104 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 池ノ下 ｲｹﾉｼﾀ
1105 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 池ノトヲ ｲｹﾉﾄｳ
1106 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イシサキ ｲｼｻｷ
1107 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イシサキノマル ｲｼｻｷﾉﾏﾙ
1108 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イシデ ｲｼﾃﾞ
1109 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 石マワリ ｲｼﾏﾜﾘ
1110 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イスリ川山 ｲｽﾘｶﾜﾔﾏ
1111 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イタヅリサコ ｲﾀﾂﾞﾘｻｺ
1112 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イタヅリ谷 ｲﾀﾂﾞﾘﾀﾆ
1113 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ イトカケ ｲﾄｶｹ
1114 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 井ノ川 ｲﾉｶﾜ
1115 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ウシガシモ ｳｼｶﾞｼﾓ
1116 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ウシガヤシキ ｳｼｶﾞﾔｼｷ
1117 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ウタガアト ｳﾀｶﾞｱﾄ
1118 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 梅ノ木田 ｳﾒﾉｷﾀ
1119 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ エツガウエ ｴﾂｶﾞｳｴ
1120 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ エボシ ｴﾎﾞｼ
1121 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 延福寺 ｴﾝﾌﾟｸｼﾞ
1122 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 大谷 ｵｳﾀﾆ
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1123 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 大谷口 ｵｳﾀﾆｸﾞﾁ
1124 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 大ダバ ｵｳﾀﾞﾊﾞ
1125 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 大マカリ ｵｳﾏｶﾞﾘ
1126 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 沖ノ前 ｵｷﾉﾏｴ
1127 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 奥谷口 ｵｸﾀﾆｸﾞﾁ
1128 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 奥ノ前 ｵｸﾉﾏｴ
1129 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヲヂガマエ ｵﾁﾞｶﾞﾏｴ
1130 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヲトナシ ｵﾄﾅｼ
1131 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 小畠 ｵﾊﾞﾀ
1132 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヲバナ ｵﾊﾞﾅ
1133 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヲモタ ｵﾓﾀ
1134 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヲモ谷 ｵﾓﾀﾞﾆ
1135 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヲンヂ ｵﾝﾁﾞ
1136 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ カキウチタ ｶｷｳﾁﾀﾞ
1137 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ カゲヒラ ｶｹﾞﾋﾗ
1138 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ カサハエ ｶｻﾊﾞｴ
1139 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ カチヤノタン ｶﾁﾔﾉﾀﾝ
1140 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ カ子タ ｶﾈﾀﾞ
1141 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ミ奥谷 ｶﾐｵｸﾀﾆ
1142 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上折坂 ｶﾐｵﾘｻｶ
1143 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上クルキ ｶﾐｸﾙｷ
1144 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上シマノヲ ｶﾐｼﾏﾉｵ
1145 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ミ谷 ｶﾐﾀﾆ
1146 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ダバ ｶﾐﾀﾞﾊﾞ
1147 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上茶畑 ｶﾐﾁﾔﾊﾞﾀ
1148 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ツクロ ｶﾐﾂｸﾛ
1149 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ カミノマヱ ｶﾐﾉﾏｴ
1150 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上坂東トヲ ｶﾐﾊﾞﾝﾄﾞｳﾄｳ
1151 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ビヤノコ ｶﾐﾋﾞﾔﾉｺ
1152 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上丸田 ｶﾐﾏﾙﾀ
1153 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ミノコシ ｶﾐﾐﾉｺｼ
1154 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ムクル ｶﾐﾑｸﾙ
1155 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上柳 ｶﾐﾔﾅｷﾞ
1156 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ワダ ｶﾐﾜﾀﾞ
1157 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 上ワタセ ｶﾐﾜﾀｾ
1158 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 亀ノ前 ｶﾒﾉﾏｴ
1159 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ カライワ ｶﾗｲﾜ
1160 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 川村屋敷 ｶﾜﾑﾗﾔｼｷ
1161 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ キヲンノ上 ｷｵﾝﾉｳｴ
1162 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ キクヂ ｷｸﾁﾞ
1163 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 岸ノ下 ｷｼﾉｼﾀ
1164 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 北大駄場山 ｷﾀｵｳﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
1165 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ キチカ上 ｷﾁｶﾞｳｴ
1166 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 木ノ下タ ｷﾉｼﾀ
1167 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 久太郎 ｷﾕｳﾀﾛｳ
1168 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ キュデン ｷﾕｳﾃﾞﾝ
1169 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ キリガタヲ ｷﾘｶﾞﾄｳ
1170 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ クボ田 ｸﾎﾞﾀ
1171 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ クモシロ ｸﾓｼﾛ
1172 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ クモシロワキ ｸﾓｼﾛﾜｷ
1173 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ クルキ谷 ｸﾙｷﾀﾆ
1174 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ クロイワ谷 ｸﾛｲﾜﾀﾆ
1175 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 公神 ｺｳｼﾞﾝ
1176 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 公神ノ上ヱ ｺｳｼﾞﾝﾉｳｴ
1177 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 公神ノ前 ｺｳｼﾞﾝﾉﾏｴ
1178 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 小松谷 ｺﾏﾂﾀﾞﾆ
1179 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 小松谷山 ｺﾏﾂﾀﾞﾆﾔﾏ
1180 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ コモシモ ｺﾓｼﾛ
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1181 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 小山ヶ谷 ｺﾔﾏｶﾞﾀﾆ
1182 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 権現山 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾔﾏ
1183 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ コンチ ｺﾝﾁ
1184 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ コンヤチ ｺﾝﾔﾁ
1185 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サイコ ｻｲｺ
1186 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 西畑 ｻｲﾊﾞﾀ
1187 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サカノ下 ｻｶﾉｼﾀ
1188 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サクラキ ｻｸﾗｷﾞ
1189 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サコロ ｻｺﾛ
1190 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サルサコ ｻﾙｻｺ
1191 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サワ ｻﾜ
1192 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サワタ ｻﾜﾀ
1193 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サワノシバ ｻﾜﾉｼﾊﾞ
1194 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ サワノナカ ｻﾜﾉﾅｶ
1195 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下ノクミ ｼﾀﾉｸﾐ
1196 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ シバノウエ ｼﾊﾞﾉｳｴ
1197 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ シマノオ ｼﾏﾉｵ
1198 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ シマモト ｼﾏﾓﾄ
1199 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下奥谷 ｼﾓｵｸﾀﾆ
1200 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下ヲリサカ ｼﾓｵﾘｻｶ
1201 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下クルキ ｼﾓｸﾙｷ
1202 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下シマノヲ ｼﾓｼﾏﾉｵ
1203 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下モ谷 ｼﾓﾀﾆ
1204 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下谷脇 ｼﾓﾀﾆﾜｷ
1205 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下ツクロ ｼﾓﾂｸﾛ
1206 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下バントヲ ｼﾓﾊﾞﾝﾄﾞｳ
1207 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下丸田 ｼﾓﾏﾙﾀ
1208 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下モムクル ｼﾓﾑｸﾙ
1209 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 下柳谷 ｼﾓﾔﾅｷﾞﾀﾆ
1210 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 定芝ノ上 ｼﾞｮｳｼﾊﾞﾉｶﾐ
1211 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 白岩 ｼﾗｲﾜ
1212 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ シンガイ ｼﾝｶﾞｲ
1213 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ スキダバ ｽｷﾀﾞﾊﾞ
1214 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ スケガアト ｽｹｶﾞｱﾄ
1215 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ セヲゴシ ｾｵﾞｺｼ
1216 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ セゴノコヱ ｾｺﾞﾉｺｴ
1217 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ センコ ｾﾝｺ
1218 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ センコノ前 ｾﾝｺﾉﾏｴ
1219 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 仙蔵寺 ｾﾝｿﾞｳｼﾞ
1220 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 仙蔵畠 ｾﾝｿﾞｳﾊﾞﾀ
1221 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 仙堂寺 ｾﾝﾄﾞｳｼﾞ
1222 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 宗次郎谷 ｿｳｼﾞﾛｳﾀﾆ
1223 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 宗早谷 ｿｳﾊﾔﾀﾞﾆ
1224 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ソウヒラ ｿｳﾋﾗ
1225 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ソヲ谷 ｿｵﾀﾆ
1226 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ダイチ ﾀﾞｲﾁ
1227 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 高島 ﾀｶｼﾏ
1228 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 高平 ﾀｶﾋﾗ
1229 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ タキ山 ﾀｷﾔﾏ
1230 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ タクカイチ ﾀｸｶｲﾁ
1231 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 竹ヶ谷 ﾀｹｶﾞﾀﾆ
1232 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 竹カトヲ ﾀｹｶﾄｳ
1233 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ タセヤシキ ﾀｾﾔｼｷ
1234 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ タツガアト ﾀﾂｶﾞｱﾄ
1235 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ タツバタ ﾀﾂﾊﾞﾀ
1236 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ タニゴヒラ ﾀﾆｺﾞﾋﾗ
1237 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 駄場 ﾀﾞﾊﾞ
1238 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ダバカサキ ﾀﾞﾊﾞｶﾞｻｷ
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1239 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 駄場北 ﾀﾞﾊﾞｷﾀ
1240 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ダバノウヱ ﾀﾞﾊﾞﾉｳｴ
1241 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ダバノ前 ﾀﾞﾊﾞﾉﾏｴ
1242 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ タビタ ﾀﾋﾞﾀ
1243 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ タルケンショウ ﾀﾙｹﾝｼﾞﾖｳ
1244 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 千ガ前 ﾁｶﾞﾏｴ
1245 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ チャバタ ﾁﾔﾊﾞﾀ
1246 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヂョウシバ ﾁﾞﾖｳｼﾊﾞ
1247 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 寺ノ峯 ﾃﾗﾉﾐﾈ
1248 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 天神 ﾃﾝｼﾞﾝ
1249 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 伝太郎ヤシキ ﾃﾞﾝﾀﾛｳﾔｼｷ
1250 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ テンマン ﾃﾝﾏﾝ
1251 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 土居畠 ﾄﾞｲﾊﾞﾀ
1252 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ トヲノナロ ﾄｵﾉﾅﾛ
1253 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 徳ヶ前 ﾄｸｶﾞﾏｴ
1254 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ トサ ﾄｻ
1255 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ トセイ ﾄｾｲ
1256 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 土橋 ﾄﾞﾊﾞｼ
1257 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ トビノコエ ﾄﾋﾞﾉｺｴ
1258 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 土俵場 ﾄﾞﾋﾖｳﾊﾞ
1259 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 中奥谷 ﾅｶｵｸﾀﾆ
1260 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 中ヶ市 ﾅｶｶﾞｲﾁ
1261 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 中クルキ ﾅｶｸﾙｷ
1262 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ナガサコ ﾅｶﾞｻｺ
1263 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 中志マノヲ ﾅｶｼﾏﾉｵ
1264 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ナカタ ﾅｶﾀ
1265 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ナカノヂ ﾅｶﾉﾁﾞ
1266 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 中平山 ﾅｶﾋﾗﾔﾏ
1267 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 仲平山 ﾅｶﾋﾗﾔﾏ
1268 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 長見山 ﾅｶﾞﾐﾔﾏ
1269 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 中ムクル ﾅｶﾑｸﾙ
1270 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 中山 ﾅｶﾔﾏ
1271 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 中山平 ﾅｶﾔﾏﾋﾞﾗ
1272 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ナキダ ﾅｷﾞﾀﾞ
1273 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ナシタケ ﾅｼﾀｹ
1274 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ナルコハナ ﾅﾙｺﾊﾅ
1275 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ニウジウ ﾆｳｼﾞｳ
1276 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 西越 ﾆｼｺﾞｴ
1277 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 西ノタニ ﾆｼﾉﾀﾆ
1278 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 入道山 ﾆﾕｳﾄﾞｳﾔﾏ
1279 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ハタ山 ﾊﾀﾔﾏ
1280 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ハマミチ ﾊﾏﾐﾁ
1281 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 払田 ﾊﾗｲﾀ
1282 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ハントウコシ ﾊﾞﾝﾄﾞｳｺｼ
1283 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヒウシタ ﾋｳｼﾀﾞ
1284 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヒカリ川 ﾋｶﾘｶﾜ
1285 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 百セマチ ﾋﾔｸｾﾏﾁ
1286 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ビヤノコ ﾋﾞﾔﾉｺ
1287 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヒラ谷 ﾋﾗﾀﾆ
1288 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ フサヂ ﾌｻﾁﾞ
1289 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 古御堂 ﾌﾙﾐﾄﾞｳ
1290 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヘイシチ ﾍｲｼﾁ
1291 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 弁ケ上 ﾍﾞﾝｶﾞｳｴ
1292 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ホトウチ ﾎﾄｳﾁ
1293 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ホトカサコ ﾎﾄﾞｶﾞｻｺ
1294 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 本モヒラ ﾎﾓﾋﾗ
1295 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ホリタ ﾎﾘﾀ
1296 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 前田 ﾏｴﾀﾞ
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1297 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 前山 ﾏｴﾔﾏ
1298 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ マツヲヂ ﾏﾂｵﾁﾞ
1299 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 松ヶ下 ﾏﾂｶﾞｼﾀ
1300 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ マツハラ ﾏﾂﾊﾗ
1301 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 丸山 ﾏﾙﾔﾏ
1302 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 南大駄場山 ﾐﾅﾐｵｳﾀﾞﾊﾞﾔﾏ
1303 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ミ子カチ ﾐﾈｶﾁ
1304 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ミノコシ ﾐﾉｺｼ
1305 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ミモナキ田 ﾐﾓﾅｷﾀ
1306 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 宮タハ ﾐﾔﾀﾊ
1307 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 宮ノ上ヱ ﾐﾔﾉｳｴ
1308 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 宮ノコヱ ﾐﾔﾉｺｴ
1309 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 宮ノ下 ﾐﾔﾉｼﾀ
1310 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ムクル山 ﾑｸﾙﾔﾏ
1311 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ムメンシリ ﾑﾒﾝｼﾞﾘ
1312 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ モヒロゴリ ﾓﾋﾛｺﾞﾘ
1313 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 森ノ上 ﾓﾘﾉｳｴ
1314 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヤエバタ ﾔｴﾊﾞﾀ
1315 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヤクチ ﾔｸﾁ
1316 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヤクモヂ ﾔｸﾓﾁﾞ
1317 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 柳谷 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ
1318 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 柳ノ下 ﾔﾅｷﾞﾉｼﾀ
1319 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 山神 ﾔﾏﾉｶﾐ
1320 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヤマノヒタ ﾔﾏﾉﾋﾀ
1321 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヨコマクラ ﾖｺﾏｸﾗ
1322 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヨコマクラトウ ﾖｺﾏｸﾗﾄｳ
1323 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 吉ケ前 ﾖｼｶﾞﾏｴ
1324 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヨシノセ ﾖｼﾉｾ
1325 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヨシハタ ﾖｼﾊﾀ
1326 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ヨヘヂ ﾖﾍﾁﾞ
1327 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ 領知山 ﾘﾖｳﾁﾔﾏ
1328 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ワダ ﾜﾀﾞ
1329 月灘08 姫ノ井 ﾋﾒﾉｲ ワタセ ﾜﾀｾ
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